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(57)【要約】
　本発明は、好ましくは二重特異性である、新規な四価の抗体に関する。四価の二重特異
性抗体は、原核生物細胞及び真核生物細胞中で効率的に発現することができ、治療的及び
診断的方法で有用である。本発明は、腫瘍成長及び/又は脈管形成を阻害するための、単
独での、又は抗血管新生又は抗新生物剤と組み合わせた、抗体の投与を更に記載する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　2つの第一ポリペプチドと2つの第二ポリペプチドとの複合体を含む抗原-結合タンパク
質であって、
　当該第一ポリペプチドが第一ダイアボディポリペプチドを有し、そして
　当該第二ポリペプチドが、安定な自己会合ができる1以上の重鎖定常ドメインのN-末端
に位置する第二ダイアボディポリペプチドを有し、
　当該第一ダイアボディポリペプチド及び第二ダイアボディポリペプチドが、安定な会合
をして、2つの抗原結合部位を有するヘテロダイマーを形成できる、前記タンパク質。
【請求項２】
　前記のヘテロダイマーの抗原結合部位が同一の特異性を有する、請求項１記載の抗原-
結合タンパク質。
【請求項３】
　前記のヘテロダイマーの抗原結合部位が異なった特異性を有する、請求項１記載の抗原
-結合タンパク質。
【請求項４】
　前記特異性が、同一の抗原上に存在するエピトープに対してである、請求項３記載の抗
原-結合タンパク質。
【請求項５】
　前記特異性が、異なった抗原上に存在するエピトープに対してである、請求項３記載の
抗原-結合タンパク質。
【請求項６】
　前記第二ポリペプチドが、第二ダイアボディポリペプチド、ヒンジ領域及びCH2ドメイ
ンから本質的になる、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項７】
　前記第二ポリペプチドが、第二ダイアボディポリペプチド、ヒンジ領域及びCH3ドメイ
ンから本質的になる、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項８】
　前記第二ポリペプチドが、第二ダイアボディポリペプチド、ヒンジ領域、CH2ドメイン
及びCH3ドメインから本質的になる、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項９】
　前記定常ドメインが、哺乳動物の定常ドメインである、請求項１記載の抗原-結合タン
パク質。
【請求項１０】
　前記定常ドメインが、ヒト定常ドメインである、請求項１記載の抗原-結合タンパク質
。
【請求項１１】
　Fc受容体に結合できる定常ドメインを有する、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項１２】
　補体依存性傷害活性（CMC）を起こすことができる、請求項１記載の抗原-結合タンパク
質。
【請求項１３】
　抗体細胞-依存性傷害活性（ADCC）を起こすことができる、請求項１記載の抗原-結合タ
ンパク質。
【請求項１４】
　抗-腫瘍剤に結合する、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項１５】
　VEGF受容体の活性化を中和する、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項１６】
　前記VEGF受容体がヒトVEGF受容体である、請求項１５記載の抗原-結合タンパク質。
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【請求項１７】
　前記VEGF受容体がVEGFR-1である、請求項１５記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項１８】
　前記VEGF受容体がVEGFR-2である、請求項１５記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項１９】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがKDR特異的である、請求項１記載の抗原-結合タン
パク質。
【請求項２０】
　KDRの活性化を中和する、請求項１９記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項２１】
　前記抗原結合部位の1つ又は2つがIMC-1121の可変領域である、請求項１９記載の抗原-
結合タンパク質。
【請求項２２】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがFLT-1特異的である、請求項１記載の抗原-結合タ
ンパク質。
【請求項２３】
　FLT-1の活性化を中和する、請求項２２記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項２４】
　前記抗原-結合部位の1つ又は2つがIMC-18F1の可変領域である、請求項２２記載の抗原-
結合タンパク質。
【請求項２５】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがFLT-4に特異的である、請求項１記載の抗原-結合
タンパク質。
【請求項２６】
　FLT-4の活性化を中和する、請求項２５記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項２７】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがEGFRである、請求項１記載の抗原-結合タンパク質
。
【請求項２８】
　EGFRの活性化を中和する、請求項２７記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項２９】
　前記抗原結合部位の1つ又は2つがIMC-C225の可変領域である、請求項２７記載の抗原-
結合タンパク質。
【請求項３０】
　前記抗原-結合部位の1つ又は2つがIMC-18F1の可変領域である、請求項２７記載の抗原-
結合タンパク質。
【請求項３１】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがHER2に特異的である、請求項１記載の抗原-結合タ
ンパク質。
【請求項３２】
　HER2を中和する、請求項３１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項３３】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがIGFRに特異的である、請求項１記載の抗原-結合タ
ンパク質。
【請求項３４】
　IGFRの活性化を中和する、請求項３３記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項３５】
　前記抗原結合部位の1つ又は2つがIMC-A12の可変領域である、請求項３３記載の抗原-結
合タンパク質。
【請求項３６】
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　前記抗原結合部位の1つ又は2つがIMC-2F8の可変領域である、請求項３３記載の抗原-結
合タンパク質。
【請求項３７】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがRON特異的である、請求項１記載の抗原-結合タン
パク質。
【請求項３８】
　RONの活性化を中和する、請求項３７記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項３９】
　前記抗原結合部位の1つ又は2つが、IMC-41A10の可変領域又はIMC-41A12の可変領域であ
る、請求項３７記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４０】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがFGFRに特異的である、請求項１記載の抗原-結合タ
ンパク質。
【請求項４１】
　FGFRの活性化を中和する、請求項４０記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４２】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つがPDGFRαに特異的である、請求項１記載の抗原-結
合タンパク質。
【請求項４３】
　PDGFRαの活性化を中和する、請求項４２記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４４】
　前記抗原結合部位の少なくとも1つが、受容体チロシンキナーゼに特異的である、請求
項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４５】
　前記抗原結合部位の1つがKDRに特異的であり、他の抗原結合部位がFLT-1に特異的であ
る、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４６】
　前記抗原結合部位の1つがEGFRに特異的であり、他の抗原結合部位がIGFRに特異的であ
る、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４７】
　前記抗原結合部位の1つがEGFRに特異的であり、他の抗原結合部位がRONに特異的である
、請求項１記載の抗原-結合タンパク質。
【請求項４８】
　抗原-結合タンパク質の製造法であって、以下のステップ：
　宿主細胞中で、第一ダイアボディポリペプチドを有する第一ポリペプチドをコードする
組換えDNA構築物、及び、安定な自己会合をすることができる1以上の重鎖定常ドメインの
N末端に位置する第二ダイアボディポリペプチドを有する第二ポリペプチドをコードする
組換えDNA構築物を、当該ポリペプチドの発現及び当該抗原結合タンパク質の形成を許容
するために十分な時間及び方法で共発現し、
　ここで、当該第一ダイアボディポリペプチド及び第二ダイアボディポリペプチドは、会
合して、2つの抗原結合部位を有するヘテロダイマーを形成することができる；並びに
　当該抗原結合タンパク質を回収すること、
を含む、前記方法。
【請求項４９】
　前記構築物が、同一のDNA発現ベクターにある、請求項４８記載の方法。
【請求項５０】
　前記構築物が、異なったDNA発現ベクターにある、請求項４８記載の方法。
【請求項５１】
　前記宿主細胞が、細菌細胞、酵母細胞又は哺乳動物細胞である、請求項４８記載の方法
。
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【請求項５２】
　前記抗原-結合タンパク質が宿主細胞から分泌される、請求項４８記載の方法。
【請求項５３】
　受容体チロシンキナーゼの活性化を中和する方法であって、細胞を、請求項１記載の抗
原-結合タンパク質と、当該受容体の活性化を中和するために十分な量で、接触させるこ
とを含み、ここで当該抗原-結合タンパク質の抗原結合部位の少なくとも1つは、当該受容
体チロシンキナーゼに特異的である、前記方法。
【請求項５４】
　前記受容体チロシンキナーゼがVEGFR-1である、請求項５３記載の方法。
【請求項５５】
　前記受容体チロシンキナーゼがVEGFR-2である、請求項５３記載の方法。
【請求項５６】
　前記受容体チロシンキナーゼがEGFRである、請求項５３記載の方法。
【請求項５７】
　前記受容体チロシンキナーゼがIGFRである、請求項５３記載の方法。
【請求項５８】
　前記受容体チロシンキナーゼがRONである、請求項５３記載の方法。
【請求項５９】
　VEGF受容体を発現する細胞を、請求項１記載の抗原-結合タンパク質で処理することを
含む、脈管形成を阻害する方法であって、抗原結合部位の少なくとも1つがVEGF受容体に
特異的である、前記方法。
【請求項６０】
　VEGF受容体を発現する細胞を、請求項１記載の抗原-結合タンパク質で処理することを
含む、腫瘍成長を阻害する方法であって、抗原結合部位の少なくとも1つがVEGF受容体に
特異的である、前記方法。
【請求項６１】
　前記第二の抗原結合部位が異なったVEGF受容体に特異的である、請求項５９又は６０記
載の方法。
【請求項６２】
　前記第二の抗原結合部位が異なったEGFRに特異的である、請求項５９又は６０記載の方
法。
【請求項６３】
　EGFRを発現する細胞を、請求項１の抗原-結合タンパク質で処理することを含む、腫瘍
成長を阻害する方法であって、抗原結合部位の少なくとも1つがEGFRに特異的である、前
記方法。
【請求項６４】
　前記第二の抗原結合部位がIGFRに特異的である、請求項６３記載の方法。
【請求項６５】
　前記第二の抗原結合部位がRONに特異的である、請求項６３記載の方法。
【請求項６６】
　RTKを発現する細胞を、請求項１に記載の抗原-結合タンパク質で処理することを含む、
腫瘍成長を阻害する方法であって、抗原結合部位の少なくとも1つがRTKに特異的であり、
当該RTKがVEGFR-1、VEGFR-2、VEGFR-3、EGFR、HER2、IGFR、RON、FGFR、PDGFR、NGFR、Te
k及びTie2からなる群より選ばれる、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、新規な四価の抗体、好ましくは四価の二重特異性抗体に関する。四価の二重
特異性抗体は、原核細胞及び真核細胞中で効率的に発現することができ、治療的及び診断
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的方法に有用である。本発明は、抗血管新生剤又は抗新生物剤と共に当該抗体を用いる併
用療法に更に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　二重特異性抗体（BsAb）は、同一又は別個の抗原上の2種の異なったエピトープに結合
するイムノグロブリン（Ig）-系部分子である。研究室的研究及び初期の臨床的研究はい
ずれも、BsAbが細胞傷害性剤例えばエフェクター細胞、放射性核種、薬物及び毒素で腫瘍
細胞を標的にすることにより（Weiner他 (1997) Cancer Immunol. Immunother. 45: 190-
2; van Spriel他 (2000) Immuol. Today 21: 391-7; Segal他 (2000) J. Immunol. Metho
ds 248: 1-6）、又は、又は個々の抗体療法の生物活性を増強するために2種の異なった腫
瘍標的（又はエピトープ）を同時に標的にすることによって(Lu他 (1999) J. Immunol. M
ethods 230: 159-71; Lu他 (2001) Cancer Res. 61: 7002-8; Lu他 (2002) J. Immunol. 
Methods 267: 213-26)、癌療法での重要な用途を有することがある、ことを証明してきた
。BsAb-系治療薬の開発における主な障害は、関節症性乾癬及び化学的複合化を含む古典
的な方法による臨床的研究に十分な量及び質で原料を製造する点で、困難性を有していた
（Carter他 (1995) J. Hematotherapy 4: 463-70)。ハイブリッド型ハイブリドーマにお
けるIgG軽鎖及び重鎖の2種の異なったセットの共発現は、最高10の軽-及び重-鎖対であっ
て、これらの対の1つのみが機能性二重特異性ヘテロダイマーである対を産生することが
ある (Suresh他 (1986) Methods Enzymol. 121: 210-28)。一方、2種のIgG又はそれらの
断片の化学的架橋は効率が悪いことが多く、抗体活性の喪失をもたらし得る (Zhu 他(199
4) Cancer Lett. 86:127-34)。いずれの方法においても、非-機能性種、例えばハイブリ
ッド型ハイブリドーマによって産生される非-同系Ig軽鎖及び重鎖のホモダイマー及びミ
スペア（mispaired）ヘテロダイマー、及び化学的複合化から生じる多重結合の集合体か
らの、BsAbの精製は、困難なことが多く、しかも通常低収率である（Cao他 (1998) Bioco
nj. Chem. 9: 635-44)。
【０００３】
　効率を改善するために、抗体断片(Carter 他(1995); Pluckthun他 (1997) rmmunotecho
logy 3: 83-105; Todorovska他 (2001) J. Immunol. Methods 248: 47-66) 及び完全長Ig
G型 (Carter (2001) J. Immunol. Methods 248: 7-15)としての、BsAbの効率的な産生の
ための様々な組換え法が開発されている。例えば、均一な完全長IgG-様BsAbの産生は、い
わゆる、効率的なIg CH3ドメインヘテロ二量化用の「knobs-into-holes」工学によって (
Ridgway他 (1996) Protein Eng. 9: 617-21; Merchant他 (1998) Nat. Biotech. 16: 677
-81)、及び完全長IgG分子のN-末端上又はC-末端上のいずれかに異なった特異性の2つの単
一鎖Fv (scFv)を融合することによって (Zhuang他 (2000) Protein Eng. 13: 361-7; Col
oma and Morrison (1997) Nat. Biotechnol. 15: 159-63) 達成されている。BsAbは、二
量化装置例えばロイシンジッパー（Kostelny他 (1992) J. Immunol. 148: 1547-53; de K
ruif他 (1996) J. Biol. Chem. 271: 7630-4）及びIg CL/CH1ドメインによって（Muller
他 (1998) FEBS Lett. 422: 259-64)、柔軟なリンカー (Mallender他 (1994) J. Biol. C
hem. 269: 199-206; Mack他 (1995) Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 92: 7021-5; Zapata
他 (1995) Protein Eng. 8: 1057-62）を用いて又は用いずに、2つの単一鎖Fv (scFv)又
はFab断片を遺伝子学的に融合することによって；ダイアボディ（Holliger他 (1993) Pro
c. Nat. Acad. Sci. USA. 90: 6444-8; Zhu 他(1996) Bio/Technology (NY) 14: 192-6) 
によって；Fab-scFv融合（Lu他 (2002) Schoonjans 他(2000) J. Immunol. 165: 7050-7)
 によって; 及び、ミニ抗体フォーマット (Pack他 (1992) Biochemistry 31: 1579-84; P
ack他 (1993) Bio/Technology 11: 1271-7) によっても構築されている。ほとんどの場合
には、これらの組換え法は、その標的抗原の各々に対して一価である、二価の二重特異性
抗体分子の産生をもたらす。
【０００４】
　ダイアボディは、可変重（VH）ドメインと可変軽（VL）ドメインとの間の短いリンカー
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（5～10のアミノ酸基）で構築したscFvダイマーの1形態である。この短いリンカーは、VH
ドメイン及びVLドメインの鎖内ペアリングを抑制するが、約55～60 kDaの分子量の二価抗
体断片が形成されるように、VHドメイン及びVLドメインの鎖間ペアリングを可能にする (
Holliger他(1993); Whitlow他 (1994) Protein Eng. 7: 1017-26; Zhu 他(1996))。二重
特異性ダイアボディは2つの結合部位の各々についてのVHドメイン及びVLドメインが、異
なったポリペプチド鎖状に存在する、2つの「クロス-オーバー」scFv断片の共発現によっ
て産生できる (Holliger 他(1993); Zhu 他(1996))。2つの「クロス-オーバー」ポリペプ
チド鎖の鎖間ペアリングは、その標的抗原の各々に対して一価である二価の抗体分子であ
る、scFvダイマー又は二重特異性抗体の形成をもたらす。
【発明の開示】
【０００５】
発明の概要
　本発明は、新規な四価の二重特異性抗体(BsAb)分子を提供する。BsAbは、2つの同一の
ダイアボディ（DAB）を含み、各々は、2つの抗体結合部位、好ましくは非-同一の抗体結
合部位を有する。ダイアボディ鎖の1つは、免疫グロブリンのヒンジ領域、及び自己会合
してダイマー (例えば、CH2及び/又はCH3ドメイン)を形成できる少なくとも1つの重鎖定
常ドメインを含む。
【０００６】
　これらの新規なタンパク質は、「ジ-ダイアボディ(di-diabodies)」と称され、先に記
載の (BsAb) に比べていくつかの利点を提供する。二重特異性でかつ二価のジ-ダイアボ
ディが製造できる。ジ-ダイアボディは、抗原-結合部位の選択に関して何の制限もなく、
Fc定常ドメイン及び関連機能が維持され得る。タンパク質は実質的に均一であり、更なる
プロセシングなしで、細菌、哺乳動物又は他の細胞から製造できる。特筆すべきことに、
2種の異なった抗原の各々に対する二重特異性ジ-ダイアボディの結合特性は、各々の抗原
に対する自然抗体（すなわち、宿主によって自然に産生される完全な単一特異的な二価Ig
G分子）の結合特性に匹敵するので、単一の医薬ジ-ダイアボディ調製物は、2つの単一特
異性抗体の組合せの代わりに使用できる。ジ-ダイアボディも単一特異的でよい（すなわ
ち、4つの同一抗体結合部位）。更に、本発明のジ-ダイアボディは、哺乳動物細胞中で効
率的に産生され、単一ステップで慣用的なプロティンAクロマトグラフィーによって精製
できる。
【０００７】
　本発明のジ-ダイアボディは、自己会合ができる少なくとも1つのIgG定常ドメイン、例
えばIgG、IgAもしくはIgDのCH2又はCH3、あるいはIgEもしくはIgMのCH2、CH3又はCH4、を
含む。従って、ジ-ダイアボディは、存在するそのようなドメインと関連する免疫学的機
能、例えばFc受容体結合、補体依存性細胞傷害活性（CMC）又は抗体依存性細胞傷害活性
（ADCC）、を有する。
【０００８】
　ある実施態様では、本発明のジ-ダイアボディは、例えばVEGFR-1、VEGFR-2、EGFR又はI
GFRに限定されない成長因子受容体に結合し、成長因子受容体の活性化を抑制する、他の
実施態様では、ジ-ダイアボディは、同時に、標的細胞上の成長因子受容体に結合し、免
疫系エフェクター細胞の細胞表面抗原に結合することができる。
【０００９】
　本発明のジ-ダイアボディは、成長因子受容体を中和し、そしてかかる受容体の活性化
に関連した腫瘍成長を減少させ及び/又は血管新生を阻害するために用いられる。更に、
ジ-ダイアボディは、抗体-新生物剤例えば化学療法剤又は放射線と共に投与できる。
【００１０】
発明の詳細な説明
　本発明は、2つの同一のダイアボディを含む四価のBsAb分子である抗原-結合タンパク質
を提供する。各々のダイアボディは、2つのポリペプチド鎖のヘテロダイマーであり、好
ましくは二重特異性である。本発明によれば、当該ダイアボディのポリペプチドの1つは
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、安定な自己会合ができる免疫グロブリン定常ドメインのN-末端に、ヒンジ領域を介して
融合される (例えば、IgG1であるならば、CH2及び/又はCH3)。単一の宿主内での2つのポ
リペプチド鎖の共発現は、二重特異性ダイアボディ-定常ドメイン融合の形成をもたらし
、次いでヒンジドメイン及び定常ドメインを介して二量化し、二重特異性な四価タンパク
質（「ジ-ダイアボディ」）を形成する。ジ-ダイアボディは、大腸菌及び哺乳動物細胞中
で効率的に発現することができ、対応するダイアボディよりも、その標的への結合の点及
び標的-関連生物活性の抑制の点で、より効率的である。
【００１１】
　抗体特異性は、抗原の特定のエピトープに対する抗体の選択的認識を意味する。自然抗
体は、例えば、単一特異的である。二重特異性抗体（BsAb）は、2種の異なった抗原-結合
特異性又は抗原-結合部位を有する抗体である。抗原-結合タンパク質は2以上の特異性を
有する場合には、認識されたエピトープは、単一抗原又は2以上の抗原に会合することが
ある。
【００１２】
　自然抗体分子は、2つの同一の重鎖及び2つの同一の軽鎖からなる。各軽鎖は、鎖間ジス
ルフィド結合によって重鎖に共通結合的に連結する。2つの重鎖は、ヒンジ領域の複数の
ジスルフィド結合によって互いに更に連結される。個々の鎖は、類似の大きさ（約110～1
25アミノ酸）及び構造を有するが異なった機能を有するドメインに折り畳まれる。軽鎖は
、1つの可変ドメイン (VL) 及び1つの定常ドメイン（CL）を含む。重鎖は、1つの可変ド
メイン (VH) を含み、抗体のクラス又はアイソタイプによって、3又は4つの[定常ドメイ
ン（CH1、CH2、CH3及びCH4) を含む。ネズミ及びヒトでは、アイソタイプは、IgA、IgD、
IgE、IgG及びIgMであり、IgA及びIgGは更にサブクラス又はサブタイプに再分割される。V

L及びVHからなる抗体の部分は「Fv」と称され、抗原-結合部位を構成する。単一鎖Fv（sc
Fv）は、1つのポリペプチド鎖状にVLドメイン及びVHドメインを含む改変タンパク質であ
り、1つのドメインのN-末端及び他のドメインのC-末端は、柔軟性リンカーによって結合
される。「Fab」は、VL、VH、CL及びCH1ドメインからなる抗体の部分を意味する。
【００１３】
　可変ドメインは、1つの抗体から次の抗体特に抗原結合部位の位置の抗体までの相当の
アミノ酸配列可変性を示す。3つの領域は、「超可変」又は「相補性-決定領域」（CDR）
と称され、VL及びVHの各々で見出される。
【００１４】
　「Fc」は、対になった重鎖定常ドメインを含む抗体の部分の名称である。IgG抗体では
、例えば、FcはCH2及びCH3ドメインを含む。IgA又はIgM抗体のFcは、CH4ドメインを更に
含む。Fcは、Fc受容体結合、補体-依存性細胞傷害活性の活性化及び抗体-依存性細胞傷害
活性と関連する。複数のIgG様タンパク質の複合体であるIgA及びIgM等の自然抗体では、
複合体形成はFc定常ドメインを必要とする。
【００１５】
　最後に、「ヒンジ」領域は抗体のFab及びFc部分を分離し、相互のFabの移動性及びFcに
対するFabの移動性を提供し、並びに2つの重鎖の共有結合のための複数のジスルフィド結
合を含む。
【００１６】
　ダイアボディは、会合する場合には2つの抗体結合部位を形成する2つのポリペプチド鎖
を含む。各ポリペプチド鎖は、短いペプチドリンカー（5～10アミノ酸）で結合された、
免疫グロブリン重鎖可変（VH）ドメイン及び免疫グロブリン軽鎖可変（VL）ドメインを含
む。特筆すべきことに、1つのポリペプチド鎖のVHドメイン及びVLドメインの順序は、そ
の他（すなわち、VH-リンカー-VL及びVL-リンカー-VH）形成に関して維持される。2つの
非-同一鎖のヘテロダイマーの形成は、鎖内VH-CL会合を阻害する短いペプチドリンカーと
、2つのポリペプチドの可変ドメインの順序との組合せによって促進される。よって、ヘ
テロダイマーにおいて、第一ポリペプチドのVHは、第二ポリペプチドのVLと対を形成し、
第二ポリペプチドのVHは、第一ポリペプチドのVLと対を形成する。VHドメインが同一であ
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り、かつVLドメインが同一である場合には、2つのヘテロダイマーは、2つの同一の結合部
位を含む。あるいは、2種の異なったVHドメイン及び2種の異なった対応するVLドメインは
、ヘテロダイマーが2種の異なった結合部位を含みかつ二重特異性であるように (すなわ
ち、VH1-リンカー-VL2及びVL1-リンカー-VH2；図1を参照されたい)、採用することができ
る。2つのこのような二重特異性ダイアボディを結合することから生じる二重特異性なジ-
ダイアボディは、2種の異なった結合部位の各々に対して二価である。
【００１７】
　二重特異性である本発明のジ-ダイアボディは、所望の特徴の組合せを有する。先ず、
それらは、本質的に均質である。設計によれば、抗体の重鎖及び軽鎖のミスペアリングは
、大幅に減少し又は削減される。例えば、典型的な二重特異性抗体は、2つの特異性を与
えるための2種の異なった重鎖の使用を必要とする。重鎖がIgG型分子に編成される場合に
は、4つの組合せが可能である。これらの内の2つは、生成物が単一特異的であるようなミ
スペア重鎖からなる。反対に、本発明のタンパク質において、ミスペアリングは実質的に
除かれる。ヘテロ二量化による2つのダイアボディポリペプチドのペアリングが好ましく
、二重特異性ダイアボディの二量化は異なった相互作用によるものである。従って、生成
物は二重特異性である。
【００１８】
　ジ-ダイアボディの第二の利点は、各々の結合特異性に対して二価である、ということ
である。二量性BsAbから欠落している自然抗体の特徴は、自然抗体が、それが含む抗体結
合部位について二価である、ということである。二量性BsAbは、それが含む2つの結合部
位の各々について一価である。これは、二価性は、結合協同性及び単一抗原-結合部位を
含む分子に関する結合活性の有意な増加を可能にするので、抗体機能に重要である。
【００１９】
　ジ-ダイアボディの第三の利点は、自然抗体のFc領域（例えば、IgG1分子のCH2及び/又
はCH3）を構成し、他の抗体機能を提供する重鎖定常ドメインが存在し得る、ことである
。更に、定常ドメインによって提供される機能が限定されないように、定常ドメインから
複数の結合ドメインが分離される。定常ドメイン機能は、ある補助的分子（例えば、細胞
表面に結合し溶解性のFc受容体、IgA及びIgMに対するJ鎖会合、IgAに対するSタンパク質
会合）への結合、補体経路（補体依存性細胞傷害活性（CMC））の活性化、いくつかの異
なった白血球集団による標的細胞に結合された抗体の認識（抗体-依存性細胞障害活性（A
DCC））、及びオプソニン作用（食作用の亢進）を含む。また、Fc重鎖定常ドメインは、
血清半減期の増加をもたらす。
【００２０】
　本発明のタンパク質の第四の利点は、完全な生成物を取得するためにin vitroで処理す
る必要性がない、ことである。人工的な方法で再構成したにもかかわらず、ドメインの各
々は、生物系で発現できる性質を有する。例えば、ジ-ダイアボディは、真核生物発現系
及び原核生物発現系で発現できる。産生されるタンパク質は実質的に二重特異性である。
二重特異性なジ-ダイアボディの多量体形態はある程度発現することがあるが（実施例参
照）、必要ならばクロマトグラフィーにより調製物から簡便に除かれる。
【００２１】
　本発明は、単一特異性の四価抗原-結合タンパク質の産生にも適用できる。かかるタン
パク質では、ジ-ダイアボディの全ての4つの結合部位は同一の特異性を有する。
【００２２】
　ジ-ダイアボディでの使用のための抗原結合部位は、様々な方法によって得られる。選
択される結合ドメインのVH及びVL部分のアミノ酸配列は、自然抗体に対応し、又は所望の
免疫原性もしくは結合特性を得るために選択され又は修飾される。例えば、VH及びVLドメ
インは、所望の結合特性を有するモノクローナル抗体から直接得られる。あるいは、VH及
びVLドメインは、選ばれた哺乳動物由来のV遺伝子配列のライブラリーから得られる。か
かるライブラリーの要素は、VH及びVLドメインの無作為な組合せを表し、所望の結合特性
を有するそのような要素を特定するために任意の所望の抗原で選別される。特に、ヒトV
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遺伝子ライブラリーが好ましい。かかるスクリーニングの方法は当業者に公知である。選
択された非-ヒト起源由来のVH及びVLドメインが、キメラジ-ダイアボディに組み込まれて
もよい。例えば、ヒトへの投与では、1以上の機能性ヒト定常ドメインを有するジ-ダイア
ボディであって、VH及びVLドメインが非-ヒト起源から選択されてきたものを用いるのが
好ましい。定常ドメイン関連機能を最大限に発揮させ又は抗体の免疫原性を減少させるた
めに、ヒト定常ドメインが好ましい。
【００２３】
　あるいは、「ヒト化した」ジ-ダイアボディが製造できる。ヒト化可変ドメインが構築
され、そこでは、非-ヒト起源の1以上の相補性決定領域（CDR）を含むアミノ酸配列がヒ
トフレームワーク領域（FR）に移植される（grafted)。例えば、以下を参照されたい：Jo
nes, P. T.他, (1996) Nature 321, 522-525; Riechman, L.他, (1988) Nature 332, 323
-327; Queen 他の米国特許第 5,530,101号明細書。ヒト化構築物は、特に、逆の免疫原性
特性の除去に特に有用であり、例えば非-ヒト起源由来の抗原結合ドメインがヒトでの治
療に使用されることが望ましい場合に有用である。可変ドメインは、CDR及びFRに対応す
る可変ドメイン内のアミノ酸残基の簡便な同定を可能にする、高度の構造的ホモロジーを
有する。例えば、Kabat, E.A., 他 (1991) Sequences of Proteins of Immunological In
terest. 第5版. National Center for Biotechnology Information, National Institute
s of Health, Bethesda, MDを参照されたい。よって、抗原結合に関与するアミノ酸は容
易に特定される。加えて、移植されたCDRを含むヒト化結合ドメインの抗原に対する親和
性を維持する又は増加させるためにいくつかの方法が開発されている。1つの方法は、レ
シピエントの可変ドメイン内に、CDR領域の構造に影響を与える外来フレームワーク残基
を含むことである。第二の方法は、外来可変領域に最も類似のホモロジーを有するヒト可
変ドメイン上にCDRを移植することである。Queen, C.他, (1989) Proc. Natl. Acad. Sci
. USA 86, 10029-10033。所望のCDR配列を含むオーバーラッピングプライマーを用いて個
々のFR配列を先ず増幅し、次いで次の増幅反応で得られる遺伝子断片を結合することによ
って、CDRは異なったFR上に最も簡便に移植される。異なった可変ドメイン上へのCDRの移
植は、アミノ酸配列内でCDRに隣接している、又はCDRの構造に影響を与える折り畳まれた
可変ドメイン構造内のCDRに集中される（packed）、アミノ酸残基の置換を更に含む。従
って、本発明のヒト化可変ドメインは、1つ以上の非-ヒトCDRを含むヒトドメイン、及び
追加の置換又は交換が結合特性を維持するか又は増加させるようなドメインを含む。
【００２４】
　本発明のジ-ダイアボディは、ジ-ダイアボディをそれ自身免疫系であるように思わせる
ために、表面-曝露残基を置換することによって免疫原性をより減少させた可変ドメイン
を採用してもよい (Padlan, E.A. (1991) Mol. Immunol. 28, 489-498)。抗体は、親和性
を喪失することなく、このプロセスによって修飾されてきた (Roguska 他(1994) Proc. N
atl. Acad. Sci. USA 91, 969-973)。抗原結合部位付近のアミノ酸残基の内部パッキング
は不変であるため、親和性が維持される。減少した免疫原性の目的の本発明に従う表面-
曝露残基の置換は、結合特性に影響を与えるCDR残基又は隣接残基の置換を意味しない。
【００２５】
　本発明は、本質的にヒトである結合ドメインを企画する。ヒト結合ドメインは、ファー
ジディスプレイライブラリーから得られ、ヒト重鎖可変ドメイン及び軽鎖可変ドメインの
組合せが線状ファージの表面に出現する（例えば、McCafferty 他(1990) Nature 348, 55
2-554; Aujame 他(1997) Human Antibodies 8, 155-168参照)。554; Aujame 他(1997) Hu
man Antibodies 8, 155-168)。可変ドメインの組合せは、Fab又はscFvの形態で線状ファ
ージ上に典型的に出現する。ライブラリーは、所望の抗原結合特性を有する可変ドメイン
の組合せを有するファージについて選別される。好ましい可変ドメインの組合せは、選択
された抗原に対して高親和性を示し、他の関連抗原に対して交差反応性をほとんど示さな
い。抗体断片の非常に大きなレパートリーを選別することによって（例えば、Griffiths 
他(1994) EMBO J. 13, 3245-3260参照されたい）、多様性のある高親和性Mabが単離され
、多くは、所望の抗原に対してナノモル濃度以下の親和性を有すると予想される。



(11) JP 2008-512352 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

【００２６】
　あるいは、ヒト結合ドメインは、非再編成ヒトIg遺伝子断片が導入された、かつ内生マ
ウスIg遺伝子が不活性化されたトランスジェニック動物から得られる (Bruggemann and T
aussig (1997) Curr. Opin. Biotechnol. 8, 455-458を参照されたい)。好ましいトラン
スジェニック動物は、1 Mbを越えるサイズの非常に大きな隣接Ig遺伝子断片を含むが(Men
dez 他(1997) Nature Genet. 15, 146-156)、中程度の親和性のヒトMabは、より小さな遺
伝子座を含むトランスジェニック動物から得られる（例えば、Wagner 他(1994) Eur. J. 
Immunol. 42, 2672-2681; Green 他(1994) Nature Genet. 7, 13-21参照)。
【００２７】
　生理的な免疫反応において、発現された抗体遺伝子の変異及び選択は、その標的抗原に
対する高親和性を有する抗体の産生をもたらす。本発明のジ-ダイアボディに組み込まれ
るVH及びVLドメインは、同様に、高親和性変異体を得るための、in vitroでの変異及びス
クリーニング方法に供せられる。よって、本発明の結合ドメインは、結合特性が直接的変
異によって及び親和性成熟の方法によって改善されてきたドメインを含む。親和性及び特
異性は、CDRを変異させ、所望の性質を有する抗原結合部位を選別することによって改変
又は改善することができる（例えば、Yang 他(1995) J. Mol. Bio. 254, 392-403参照)。
CDRは様々な方法で変異される。1方法は、別の同一の抗原結合部位の集団中で、全ての20
種のアミノ酸又はそのサブセットが特定の位置に見出されるように、個々の残基又は残基
の組合せをランダム化することである。あるいは、エラープローンPCR法によってCDR残基
の範囲に渡って変異が誘導される (例えば、Hawkins 他(1992) J. MoI. Bio. 226, 889-8
96参照）。重及び軽鎖可変領域遺伝子を含むファージディスプレイベクターは、大腸菌の
突然変異誘発遺伝子株で増殖される（例えば、Low 他(1996) J. MoI. Bio. 250, 359-368
参照）。これらの突然変異誘発法は、当業者に公知の多くの方法を例証する。
【００２８】
　本発明の抗体の各可変ドメインは、完全な免疫グロブリンの重又は軽鎖可変ドメインで
もよく、又は天然ドメインの機能性等価体、変異体もしくは誘導体でよく、又は例えば、
ある方法例えばWO 93/11236（Medical Research Council/ Griffiths他）に記載の方法を
用いてin vitroで構築される合成ドメインでもよい。例えば、1以上のアミノ酸を欠いた
抗体可変ドメインに対応するドメインを組み込むことができる。重要な特徴は、補体可変
ドメインに会合して抗原結合部位を形成する各々の可変ドメインの能力である。
【００２９】
　本発明の抗原-結合タンパク質は、任意のエピトープ、抗原部位又はタンパク質に対す
る結合部位を有する。疾患の治療に有用であるジ-ダイアボディは特に興味深い。好まし
いジ-ダイアボディは、受容体タンパク質、例えば血管新生及び/又は腫瘍形成に関連する
受容体を中和する。受容体を中和することは、シグナルを変換する受容体の固有のキナー
ゼ活性を不活性化することを意味する。受容体中和の信頼性のあるアッセイは、受容体リ
ン酸化反応の阻害である。本発明は、受容体中和の任意の特定のメカニズムによって限定
されない。いくつかの可能なメカニズムは、受容体の細胞外結合ドメインへのリガンドの
結合を阻害すること、及び受容体の二量化又はオリゴマー化を阻害することを含む。しか
しながら、他のメカニズムも度外視できない。
【００３０】
　内皮又は非-内皮細胞、例えば腫瘍細胞、の試料中の受容体の活性化の中和は、in vitr
o又はin vivoで達成できる。受容体発現細胞の試料中の受容体の活性化の中和は、当該細
胞を、本発明の抗体と接触させることを含む。In vitroにおいて、VEGFを細胞試料に添加
する前、添加と同時に又は添加後に、細胞は抗体を接触する。In vivoにおいて、本発明
の抗体は、哺乳動物への投与によって受容体と接触する。哺乳動物への投与方法は、例え
ば経口、静脈内、腹腔内、皮下又は筋肉内投与を含む。
【００３１】
　かかる受容体の例は、VEGF受容体 (例えば、VEGFR-2/KDR/Flk-1、VEGFR2/F1M、VEGFR3/
Flt-4)、表皮性成長因子受容体 (EGFR)、インシュリン様成長因子受容体（IGFR)等を含む
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が特に限定されない。受容体チロシンキナーゼの追加の非限定例は、Flt-4、HER2/neu、T
ek及びTie2を含む。
【００３２】
　In vivoでの血管新生及び/又は腫瘍成長の可能なレギュレーターとして関連する他の因
子は、線維芽細胞増殖因子（FGF）、血小板由来成長因子（PDGF）及び神経成長因子（NGF
）を含む。対応する受容体は、線維芽細胞増殖因子受容体 (FGF-R)、血小板由来成長因子
受容体（PDGF-R）及び神経成長因子受容体（NGF-R）である。細胞移動、形態変化及び侵
襲に関連する別の受容体は、マクロファージ-刺激タンパク質受容体（「MSP-R」又は「RO
N」)である。所定の受容体は、ヒトタンパク質及び他の哺乳動物由来の相同体を含む。
【００３３】
　ジ-ダイアボディは、任意の起源由来の免疫グロブリン結合ドメインを組み込むことが
できる。例えば、抗体は、上記の受容体については知られており、本発明のジ-ダイアボ
ディでの使用のためのVH及びVLドメインの起源である。KDRに特異的な結合ドメインの例
は、IMC-1C11 (VHの塩基配列及びアミノ酸配列：配列番号1及び2; VLの塩基配列及びアミ
ノ酸配列：配列番号3及び4）(WO 00/44777参照)、EVIC-2C6 (VHの塩基配列及びアミノ酸
配列：配列番号5及び6; VLの塩基配列及びアミノ酸配列：配列番号7及び8）(WO 03/07584
0参照)、及びIMC-1121 (VHの塩基配列及びアミノ酸配列：配列番号5及び6; VLの塩基配列
及びアミノ酸配列：配列番号9及び10）(WO 03/075840参照）を含む。F1t-1に特異的な結
合ドメインの例は、6.12（VHの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号11及び12; VLの塩基
配列及びアミノ酸配列: 配列番号13及び14)、及びIMC-18F1 (VHの塩基配列及びアミノ酸
配列: 配列番号27及び28; VLの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号29及び30）を含む。
【００３４】
　EGFRに特異的な結合ドメインは、例えば、WO 96/40210に開示されている、ERBITUX（登
録商標）(Cetuximab; IMC-C225) (VHの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号15及び16; V

Lの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号17及び18）、及びIMC11F8 (VHの塩基配列及びア
ミノ酸配列: 配列番号19及び20; VLの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号21及び22)を
含む。IGFRに特異的な結合ドメインの例は、IMC-A12 (VHの塩基配列及びアミノ酸配列: 
配列番号23及び24; VLの塩基配列及びアミノ酸配列: 配列番号25及び26）である。FGF受
容体に結合する抗体は、例えば、FR1-H7、FR1-A1及びFR1-4Hである (WO 2005/037235)。P
DGFRαに結合する抗体は、例えば、3G3及び7G11を含む (Loizos他, 2005, Mol. Cancer T
her. 4: 369)。RON又はMSP-Rに結合する抗体は、IMC-41A10及びIMC-41A12を含む（Pereir
a, 国際出願, 2005年5月13日出願)。
【００３５】
　更に、上記の結合ドメインの部分例えばCDR領域は、本明細書に記載の結合タンパク質
を製造するために用いられる結合ドメインに組み込まれてもよい。
【００３６】
　ある好ましいダイアボディは、上記の受容体の内の2つに結合する。1つの好ましい実施
態様では、かかる二重特異性抗原-結合タンパク質は、KDR及びFLT-1に結合する。かかる
抗原結合タンパク質の例は、次の例で提供する2つのポリペプチド鎖を有する（塩基配列
及びアミノ酸配列: 第一ポリペプチド－配列番号51及び52; 第二ポリペプチド－配列番号
53及び54)。各々のポリペプチドについて、重鎖可変ドメインと軽鎖可変ドメインとの間
のリンカーはGly-Gly-Gly-Gly-Serであるが、任意のアミノ酸配列を有する0～10のアミノ
酸のリンカーが使用できる。抗原-結合タンパク質は、CH3ドメインを組み込むが、CH2ド
メインを組み込まない。リンカー (Gly-Gly-Gly-Gly-Ser)2は、ヒンジ領域とIgG1 CH3度
メインとの間に組み込まれるが、任意のアミノ酸配列を有する0～30アミノ酸のリンカー
が使用できる。
【００３７】
　第二の好ましい実施態様では、本発明の抗原-結合タンパク質は、HER2及びEGFRに結合
する。更に他の好ましい実施態様では、本発明のジ-ダイアボディは、EGFR及びIGFRに結
合する。EGFR及びIGFRに結合する抗原結合タンパク質の例は、次の例で提供される（塩基
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配列及びアミノ酸配列：第一ポリペプチド－配列番号55及び56；第二ポリペプチド－配列
番号57及び58）。この例では、重鎖可変ドメインと軽鎖可変ドメインとの間のリンカーは
、Arg-Thr-Val-Ala-Alaである。抗原-結合タンパク質は、CH2及びCH3定常ドメインを組み
込み、ヒンジ領域と定常ドメインとの間にはリンカーは使用されない。
【００３８】
　別の実施態様では、本発明の抗原-結合タンパク質は、EGFR及びVEGFRに結合する。好ま
しい実施態様では、VEGFRはVEGFR2である。かかる抗体は、EGFR及びVEGFRを介するシグナ
ル変換を妨害することによって血管上皮細胞の刺激を阻害するために有用である。これは
、血管新生が腫瘍細胞によって分泌されるEGFRリガンド、特にTGRαに反応して起こる場
合に特に有用である。
【００３９】
　本発明のジ-ダイアボディは、標的細胞上の抗原を、免疫系エフェクター細胞上の抗原
と架橋するために用いられる。これは、例えば、細胞表面上に所定の特定の抗原を有する
細胞に対する免疫反応を促進するために有用であり得る。本発明によれば、免疫系エフェ
クター細胞は、抗原特異的細胞、例えば細胞性免疫反応を活性化するT細胞、及び非特異
的細胞、例えば細胞性免疫反応を仲介するマクロファージ、好中球及びナチュラルキラー
（NK）細胞、を含む。
【００４０】
　本発明のジ-ダイアボディは、免疫系エフェクター細胞の任意の細胞表面抗原の結合部
位を有することができる。かかる細胞表面抗原は、例えば、サイトカイン及びリンフォカ
イン受容体、Fc受容体、CD3、CD16、CD28、CD32及びCD64を含む。一般的に、抗原結合部
位は、上記の抗原に対する抗体から得られかつ当業者に周知であるscFvによって提供され
る。サイトカイン及びリンフォカイン受容体に特異的な本発明の抗原-結合部位は、受容
体に対する天然リガンドの全て又は部分に対応するアミノ酸配列でもよい。例えば、細胞
-表面抗原がIL-2受容体である場合には、本発明の抗原-結合タンパク質は、IL-2に対応す
るアミノ酸配列を含む抗原-結合部位を有する。他のサイトカイン及びリンフォカインは
、例えば、インターロイキン例えばインターロイキン-4（IL-4）及びインターロイキン-5
（IL-5）及びコロニー-刺激因子（CSF）例えば顆粒球-マクロファージCSF（GM-CSF）及び
顆粒球CSF（G-CSF）を含む。
【００４１】
　ホ発明のジ-ダイアボディは、2つのダイアボディ鎖を発現することによって製造され、
その内の1つは、二量化することができる少なくとも1つの重鎖定常ドメインに結合される
（例えばCH2及び/又はCH3）。ジ-ダイアボディは、各ポリペプチド鎖の開始に細菌性分泌
シグナル配列を含むDNA構築物を用いて、大腸菌内で一般的に産生される。様々な細菌性
シグナル配列は当業者に公知である。好ましいシグナル配列は、Erwinia carotovoraのpe
lB遺伝子由来である。ダイアボディをコードするDNA断片は、例えば、ヒトサイトメガウ
イルス (HCMV) プロモーター、哺乳動物細胞内での高レベル発現のためのエンハンサー、
例えばCHO、NSO、COS-7及びPER.C6細胞、及びリンパ起源の細胞株、例えばリンパ腫、骨
髄腫又はハイブリドーマ細胞を用いて、ベクターにクローン化することができる（例えば
、Bendig他, 米国特許第5,840,299号明細書; Maeda他(1991) Hum. Antibod. Hybridomas 
2, 124-134を参照)。
【００４２】
　選択可能なマーカーは、選択的培養培地内で増殖する形質転換された宿主細胞の生存又
は増殖に必要なタンパク質をコードする遺伝子である。典型的な選択可能なマーカーは、
(a) 抗生物質又は他の毒素例えばアンピシリン、ネオマイシン、メトトレキサート又はテ
トラサイクリンに対する耐性を与え、(b) 栄養素要求株の欠損を補充し、又は(c) 複合培
地から得られない重要な栄養素、例えばバチルス用のD-アラニンラセマーゼをコードする
遺伝子を供給する、タンパク質をコードする。特に有用な選択可能なマーカーは、メトト
レキサートへの抵抗性を与える。例えば、DHFR選択遺伝子で形質転換した細胞は、DHFRの
競争的アンタゴニストであるメトトレキサート（Mtx）を含む培養媒体中で形質転換体の
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全てを培養することによって最初に同定される。野生型DHFRが採用される場合には好適な
宿主細胞は、DHFR活性が喪失したチャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞株であり、Url
aub and Chasin (1980) Proc. Natl. Acad. ScL USA 11, 4216によって記載されているよ
うにして調製され増幅される。次いで、形質転換された細胞は、増加したレベルのメトト
レキサートの増加に曝露される。これは、DHFR遺伝子の複数のコピーの合成、これに伴っ
て、発現ベクター例えば抗体又は抗体断片をコードするDNAを含む他のDNAの複数のコピー
の合成をもたらす。
【００４３】
　酵母中で遺伝子構築物を発現させることが望ましい場合には、酵母中での使用のための
好適な選択遺伝子の例は、酵母プラスミドYRp7中に存在するtrpl遺伝子である。Stinchco
mb 他(1979) Nature, 282, 39; Kingsman 他(1979) Gene 1, 141。Trpl遺伝子は、トリプ
トファンでの増殖能力を欠いた酵母の変異株例えばATCC受入番号44076又はPEP4-1の選択
マーカーを提供する。Jones (1977) Genetics 85, 12。次いで、酵母宿主細胞ゲノム中の
trpl損傷の存在は、トリプトファンの非存在下での成長による形質転換を検出する効果的
な環境を提供する。同様に、Leu-2-欠損酵母株（ATCC 20,622又は38,626) は、Leu2遺伝
子を有する公知のプラスミドによって企画される。
【００４４】
　形質転換された宿主細胞は、炭素を吸収する起源、例えば糖類例えばグルコース又はラ
クトース、例えばアミノ酸、ペプチド、タンパク質又はそれらの分解生成物例えばペプト
ン、アンモニウム塩等、及び無機塩例えば硫酸塩、リン酸塩及び/又はナトリウム、カリ
ウム、マグネシウム及びカルシウムの炭酸塩、を含む液体媒体中で、当該分野で公知の方
法によって培養される。
【００４５】
　成長因子受容体に結合するジ-ダイアボディは、好ましくは受容体チロシンキナーゼ（R
TK）活性の活性化を阻害することができる。チロシンキナーゼ阻害は、周知の方法を用い
て、例えば組換えキナーゼ受容体の自己リン酸化レベル及び/又は天然もしくは合成基質
のリン酸化を測定することによって決定できる。従って、リン酸化アッセイは、本発明の
RTKアンタゴニストを決定する点で有用である。リン酸化は、例えば、ELISAアッセイ又は
ウェスタンブロットでリン酸化チロシンに特異的な抗体を用いて検出できる。チロシンキ
ナーゼ活性のいくつかのアッセイについては、Panek他, J. Pharmacol. Exp. Thera. (19
97) 283:1433-44 and Batley他, Life Sci. (1998) 62: 143-50に記載されている。
【００４６】
　加えて、タンパク質発現の検出方法は、測定されるべきタンパク質の発現がRTKによっ
て介在される、RTKアンタゴニストを決定するために利用できる。これらの方法は、タン
パク質発現の検出のための免疫組織化学（IHC）、遺伝子増幅の検出のための蛍光in situ
ハイブリダイゼーション（FISH）、競争的放射性リガンド結合アッセイ、固体マトリック
スブロッティング法例えばノーザン及びサザンブロット、逆転写酵素ポリメラーゼポリメ
ラーゼ連鎖反応（RT-PCR）及びELISAを含む。例えば、Grandis 他, Cancer, (1996) 78: 
1284-92; Shimizu 他, Japan J. Cancer Res., (1994) 85: 567-71; Sauter 他, Am. J. 
Path., (1996) 148: 1047-53; Collins, Glia, (1995) 15: 289-96; Radinsky 他, Clin.
 Cancer Res, (1995) 1: 19-31; Petrides 他, Cancer Res, (1990) 50: 3934-39; Hoffm
ann 他, Anticancer Res, (1997) 17: 4419-26; Wikstrand 他, Cancer Res, (1995) 55:
 3140-48。
【００４７】
　リガンド結合を阻害するジ-ダイアボディの能力は、例えばin vitro競争的アッセイに
よって測定できる。かかるアッセイでは、リガンド又はRTK（例えばEGF又はEGFR）は固定
され、結合アッセイは、固定されたリガンドへのRTKの結合を競争的に阻害するジ-ダイア
ボディの有効性を決定するために実行される。
【００４８】
　In vivoアッセイは、RTKアンタゴニストを決定するために利用することもできる。例え



(15) JP 2008-512352 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

ば、受容体チロシンキナーゼ阻害は、阻害剤の存在及び非存在下に受容体リガンドで刺激
された細胞株を用いる、マイトジェンアッセイによって観察される。例えば、EGFで刺激
されたA431細胞 (American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD)は、EGFR
阻害をアッセイするために用いられる。別のアッセイは、例えばマウスに注射されたヒト
腫瘍細胞を用いる、EGFR-発現腫瘍細胞の成長を阻害するための試験を含む。米国特許第6
,365,157号明細書 (Rockwell他)参照。
【００４９】
　本発明の好ましいジ-ダイアボディは、二重特異性を有し、2種の異なった抗原に同時に
結合できる。異なった抗原は、異なった細胞又は同一の細胞上に位置してよい。抗原の架
橋結合は、例えば、第一抗原が結合された固体表面を提供し、当該第一抗原に特異的な二
重特異性抗体及び結合タンパク質も特異的である第二抗原を添加し、そして結合された第
二抗原の存在を検出することによって、in vitroで見出される。
【００５０】
　本発明の好ましい二重特異性ジ-ダイアボディは、2つの受容体とそれらの各々のリガン
ドとの間の相互作用を阻害することができる。例えば、KDR及びFIt-1に特異的なジ-ダイ
アボディは、VEGF誘導細胞移動及びPIGF誘導細胞移動を阻害する。二重特異性ジ-ダイア
ボディにおける2つの受容体結合特異性の組合せは、個々の親抗体よりも細胞移動を阻害
する点でより有効である（例えば、WO 2004/003211; Zhu参照)。
【００５１】
　単一特異的である抗体に比べて、二重特異性ジ-ダイアボディは、細胞機能のより強力
な阻害剤であり得る。例えば、VEGF-刺激細胞機能、例えば、皮細胞の増殖、及びヒト白
血球のVEGF-及びPIGF-誘導移動は、特に2つの標的抗原の内の1つ又は両方に対する親和性
が減少する場合には、二重特異性ジ-ダイアボディによってより有効に阻害される。例え
ば、KDR及びFlt-1の特異的なダイアボディ（一価）は、標的抗原のいずれかに対する単一
特異的なscFvよりも、VEGF又はPIGF誘導細胞移動を阻害するためにより有効である（WO 2
004/003211)。
【００５２】
　別の実施例では、両方の受容体に結合することができ、それらの特異的リガンドとの相
互作用を阻害することができるEGFR及びIGFRに二重特異性を有するジ-ダイアボディは、E
FF及びIGF-刺激受容体活性、及びダウンストリームシグナル変換を中和するために使用さ
れる。EGFR又はIGFRのいずれかの刺激は、程度は異なっても、Akt及びp44/42を含む一般
的なダウンストリームシグナル変換分子のリン酸化を生じる。ある腫瘍細胞では、EGFR機
能の阻害は、他の成長因子受容体シグナル経路のアップレギュレーション、特にIGFR刺激
によって、補填される。1つの受容体に結合し、Akt又はp44/42のいずれかのリン酸化を完
全に妨害しない抗体による処置に対して、EGFR及びIGFRに結合する抗体による腫瘍細胞の
インキュベーションは、Akt及び44/42のリン酸化を妨害する。よって、IGFRシグナリング
の阻害は、腫瘍成長の阻害及びある治療剤への腫瘍細胞の増加した感度をもたらす。
【００５３】
　かかる一般的なシグナル変換カスケード成分のリン酸化の阻害は、他のRTKに結合する
抗体例えばRONでも観察される。従って、抗原-結合タンパク質は、一般的に、細胞成長及
び複数のシグナル変換経路の活性化から生じる形質転換によって特徴付けられる新生物疾
患を治療するために有用である。
【００５４】
　本発明の抗原-結合タンパク質は、様々な増殖性疾患の治療に有用である。例えば、本
発明は、2つ以上の受容体チロシンキナーゼによって発現し、刺激される腫瘍の治療を提
供する。2つ以上の受容体による刺激は、各々の受容体のみの阻害に対して非感受性であ
る制御されない成長をもたらすことができる。あるいは、第二受容体の刺激は、第一受容
体による刺激に反応して観察される活性化に付加することができる。あるいは、個々の受
容体からの寄与は、乗法的でもよい。上記の例の各々では、腫瘍成長の著しく改善された
阻害は、受容体の両方を阻害する抗原-結合タンパク質の存在下で観察される。
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【００５５】
　本発明の抗原-結合タンパク質は、受容体刺激がEGFR傍分泌及び/又は自己分泌のループ
を介する疾患を治療するために有用である。例えば、EGFR発現腫瘍は、それらの環境に存
在するEGFに特徴的に感受性であり、腫瘍産生EGF又はTGF-αによって更に刺激することが
できる。任意の特定のメカニズムに拘束されるものではないが、本方法によって治療され
又は予防される疾患は、例えば、そこで腫瘍成長が刺激される疾患を含む。本方法は、そ
のため、血管が新生していない又は未だ実質的に血管が新生していない固形腫瘍を治療す
るために効果的である。
【００５６】
　本発明のある抗原-結合タンパク質は、異常に増殖性の疾患に関連する脈管形成を阻害
するために有用である。例えば、腫瘍関連脈管形成を阻害することによって、腫瘍成長を
阻害することができる。1つの実施態様では、抗原-結合タンパク質は、腫瘍関連RTKに結
合し、血管由来のリガンド(例えばVEGF)の産生を腫瘍によって阻害し、脈管構造の細胞に
関連するVEGF受容体にも結合し、かかる細胞の増殖を阻害する。異なった実施態様では、
VEGF又はVEGFR (例えばPIGF) リガンドの他のリガンドが、2以上の種類のVEGF受容体に結
合しないように、抗原-結合タンパク質は、複数のVEGF受容体に結合する。
【００５７】
　処置することができる腫瘍は、原発性腫瘍及び転移性腫瘍、並びに難治性腫瘍を含む。
難治性腫瘍は、化学療法剤のみ、抗体のみ、放射線のみ又はそれらの組合せによる処置に
対して反応しないか又は抵抗性である腫瘍を含む。難治性腫瘍は、かかる薬剤による処置
によって予防されるように見えるが、処置が中止されてから最高5年、時には最高10年又
はより長い期間までに再発する腫瘍も含む。腫瘍は、通常のレベルでEGFR又は他のRTKを
発現してもよく、あるいは例えば通常のレベルの少なくとも10、100又は1000倍のレベル
でRTKを過剰発現してもよい。
【００５８】
　EGFRを発現し、EGFRのリガンドによって刺激される腫瘍の例は、悪性腫瘍、神経膠腫、
肉腫、腺癌、腺肉腫及び腺腫を含む。かかる腫瘍は、ほとんど身体の全ての部分、例えば
胸、心臓、肺、小腸、直腸、脾臓、腎臓、膀胱、頭部及び頚部、卵巣、前立腺、脳、膵臓
、皮膚、骨、骨髄、血液、胸腺、子宮、精巣、頸部又は肝臓、に起こり得る。本発明に従
って処置される、EGFRを過剰発現することが観察される腫瘍の中には、特に限定されない
が、結腸直腸癌及び頭部及び頚部腫瘍、特に頭部及び頚部の扁平上皮細胞癌、脳腫瘍例え
ばグリア芽腫、及び肺、胸、膵臓、食道、精巣、腎臓、膀胱、頸部及び前立腺の腫瘍を含
む。構成的に活性な（すなわち非調節的な）受容体チロシンキナーゼ活性を有することが
観察される腫瘍の非限定的な例は、神経膠腫、非-小細胞肺癌、卵巣癌及び前立腺癌を含
む。腫瘍の他の例は、カポジ肉腫、CNS新生物、神経芽細胞腫、毛細血管性血管芽細胞腫
、髄膜腫及び脳転移、黒色腫、胃腸管及び腎臓の腫瘍及び肉腫、横紋筋肉腫、グリア芽腫
、好ましくは多形グリア芽腫、及び平滑筋肉腫を含む。他のRTKの過剰発現は、同様の成
長不足を生じ得る。例えば、ほとんどの転移性骨肉腫は、前立腺、胸又は肺の原発性腫瘍
から生じる。前立腺癌は、元々は、ホルモン依存性かもしれないが、かかる依存性の喪失
は、骨に移動する細胞のIGFR依存性刺激と一致する。
【００５９】
　抗原-結合タンパク質は、本発明の抗体の有効量を哺乳動物に投与することを含む、腫
瘍以外の異常に増殖性の疾患を治療するために有用でもある。本明細書で開示されている
、「異常に増殖性の疾患」は、EGFRファミリー又は他のチロシンキナーゼ受容体のメンバ
ーを発現する非-癌細胞の過剰な成長によって引き起こされる症状と定義される。異常に
増殖性の疾患によって発生する過剰細胞は、通常のレベルでRTKを発現するか又はRTKを過
剰発現することがある。
【００６０】
　異常に増殖性の疾患の例は、乾癬、光線性汗孔角化症及び脂漏性角化症、瘤、ケロイド
瘢痕、及び湿疹を含む。ウイルス感染、例えば乳頭腫ウイルス感染によって起こる異常に
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増殖性の疾患も含まれる。例えば、乾癬は、多くの異なった変化及び異なった重度で起こ
る。乾癬の異なった種類は、特徴、例えば膿-様疱（膿疱性乾癬）、皮膚の重度の腐肉の
形成（乾癬性紅皮症)、液滴-様点（drop-like dots）(滴状乾癬) 及び平滑な炎症損傷症 
(反対の乾癬) を示す。乾癬の全ての種類（例えば、尋常性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症
性乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症)の治療は、本発明により企画されている。
【００６１】
　本発明によれば、ジ-ダイアボディは、他の薬剤、例えば疾患の治療のための抗新生物
剤又は抗血管新生剤に化学的又は生物化学的に複合化することができる。抗体に結合され
た抗腫瘍剤は、抗体が結合している腫瘍を、又は抗体が結合している細胞環境における腫
瘍を破壊又は損傷する任意の薬剤を含む。例えば、抗腫瘍剤は、毒物、例えば化学療法剤
又は放射性同位体である。化学療法剤は、ペプチド及び非-ペプチドリンカーによる方法
を含む一般的な方法を用いてジ-ダイアボディに複合化される（例えば、Hermentin and S
eiler (1988) Behring Inst. Mitt. 82, 197-215を参照)。
【００６２】
　ジ-ダイアボディは、診断目的のためのin vivo及びin vitroで有用な検出可能なシグナ
ル発生剤に結合することもできる。シグナル発生剤は、外的な方法、一般的には電磁気放
射線の測定によって検出できる測定可能なシグナルを発生する。ほとんどの場合には、シ
グナル発生剤は、酵素又は発色団、又は蛍光、リン光又は化学発光による光を放つ。発色
団は、紫外領域又は可視領域で光を吸収する色素を含み、基質、又は酵素で触媒された反
応の分解生成物でよい。
【００６３】
　本発明は、処置又は第二試薬に組み込まれる診断薬と共に用いるジ-ダイアボディの使
用を更に企画する。例えば、結合対の１メンバーは、本発明のジ-ダイアボディに結合さ
れる。抗新生物剤は、例えば、かかる対の第二メンバーに結合され、ジ-ダイアボディが
結合される位置に向いている。好ましい実施態様では、ビオチンはジ-ダイアボディに複
合化し、そのため、アビジン又はストレプトアビジンに複合化される抗新生物剤又は他の
部分の標的を提供する。あるいは、ビオチン又は他のかかる部分は、本発明のジ-ダイア
ボディに結合し、例えば検出可能なシグナル-発生剤がアビジン又はストレプトアビジン
に複合化する診断系では、レポーターとして使用される。
【００６４】
　ジ-ダイアボディは、1以上の好適なアジュバント、例えばサイトカイン（例えば、IL-1
0及びIL-13)、又は他の免疫刺激剤例えばケモカイン、腫瘍-関連抗原及びペプチドに限定
されない免疫刺激剤と組み合わせて投与することができる。しかしながら、理解されたい
が、ダイアボディのみの投与は、治療上有効な方法で腫瘍の進行を抑制し、阻害し又は減
じるために十分である。
【００６５】
　ある実施態様では、RTKに結合し、かつリガンドに結合する別の抗原-結合タンパク質と
組み合わせてリガンド結合を妨害する本発明の抗原-結合タンパク質を投与することが望
ましい。リガンド結合抗体は当該分野では周知であり、例えば抗-VEGF（アバスチン（登
録商標）；ベバチズマブ）を含む。
【００６６】
　本発明のジ-ダイアボディは、抗新生物剤例えば化学療法剤又は放射性同位体を投与す
ることによる併用療法でも用いられる。好適な化学療法剤は、当業者には公知であり、イ
ンリノテカン (CPT-11)、アントラサイクリン(例えばダウノマイシン及びデキソルビシン
)、メトトレキサート、ビンデシン、ネオカルチノスタチン、シスプラチン、クロラムブ
シル、シトシンアラビノシド、5-フルオロウリジン、メルファラン、リチン及びカリケア
マイシンを含む。ジ-ダイアボディ及び抗-新生物剤又は抗-血管新生剤は、脈管形成を阻
害し及び/又は腫瘍成長を減少させるために効果的な量で患者に投与される。ジ-ダイアボ
ディは、他の治療レジュメ、例えば放射線療法等の治療と組み合わせても投与される。組
合せ療法の例については、例えば米国特許第6,217,866号明細書 (Schlessinger他) (抗新
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生物剤と組み合わせた抗-EGFR抗体); WO 99/60023 (Waksal他) (放射線と組合わせた抗-E
GFR抗体)を参照。
【００６７】
　任意の好適な抗新生物剤、例えば化学療法剤、放射線又はそれらの組合せが用いられる
。当該分野で公知の又は評価されている抗新生物剤は、それらの標的又は作用様式に基づ
いて類にグループ化される。例えば、アルキル化剤は、特に限定されないが、シスプラチ
ン、シクロホスファミド、メラファン及びダカルバジンを含む。抗-代謝物の例は、特に
限定されないが、ドキソルビシン、ダウノルビシン、及びパクリタキセル、ゲンタビシン
及びトポイソメラーゼ阻害剤イリノテカン (CPT-11)、アミノカンプトテシン、カンプト
テシン、DX-8951f及びトポテカン (トポイソメラーゼI) 及びエトポシド (VP-16) 及びテ
ニポシド (VM-26) (トポイソメラーゼII)を含む。放射線については、起源は、治療され
るべき患者に対して、外部（外部ビーム放射線療法-EBRT）又は内部（近接照射療法）の
いずれかでよい。かかる分類は、使用する抗新生物剤を選択するために有用である。例え
ば、IGFRに結合する抗体は、トポイソメラーゼ阻害剤と共に投与される場合に特に有効で
ある。
【００６８】
　投与される抗-新生物剤の用量は、多数の因子、例えば薬剤の種類、治療されるべき腫
瘍の種類及び重度、及び薬剤の投与経路に依拠する。しかしながら、強調しておくが、本
発明は任意の特定の例に限定されない。
【００６９】
　併用療法では、ジ-ダイアボディは、別の薬剤を用いる開始療法の前に、開始療法中又
は開始療法の後で、及びそれらの任意の組合せ、すなわち抗-新生物剤療法の開始前及び
中、前及び後、中及び後、又は前、中及び後に、投与される。例えば、腫瘍又は新生物疾
患の治療に関しては、ダイアボディは、放射線療法の開始前の、1～30日間、好ましくは3
～20日間、より好ましくは5～12日間投与することができる。本発明の好ましい実施態様
では、化学療法は抗体療法と共に、前に又は後に投与される。
【００７０】
　本発明では、任意の好適な方法又は経路が、本発明のジ-ダイアボディを投与するため
に、及び場合により、抗-新生物剤、受容体アンタゴニスト又は他の医薬組成物を共投与
するために、使用することができる。例えば、本発明に従って利用される抗-新生物剤レ
ジュメは、患者の腫瘍性症状を治療するために最も好適であると考えられる任意のレジュ
メを含む。異なった悪性腫瘍が、特異的な抗-腫瘍性ダイアボディ及び特異的な抗-新生物
剤の使用を必要としてもよく、これらの使用は、患者基準で患者に対して決定されること
になる。投与経路は、例えば、経口、静脈内、腹腔内、皮下又は筋肉内投与を含む。投与
される抗-新生物剤の用量は、多数の因子、例えば、新生物剤の種類、治療されるべき腫
瘍の種類及び重度、及び抗-新生物剤の投与経路に依拠する。しかしながら、強調してお
くが、本発明は任意の特定の投与方法又は投与経路に限定されない。
【００７１】
　本発明のジ-ダイアボディは、予防又は治療の目的で哺乳動物に用いられる場合に、薬
学的に許容される担体を追加的に含む組成物の形態で投与されることになる。好適な薬学
的に許容される担体は、例えば、1以上の水、生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩水、デキ
ストロース、グリセロール、エタノール等、及びそれらの組み合わせを含む。薬学的に許
容される担体は、結合タンパク質の保存期間又は有効性を増加させる、少量の補助物質、
例えば湿潤剤又は乳化剤、保存料又は緩衝剤を更に含んでもよい。注射用の組成物は、当
該分野で周知であるが、哺乳動物に投与後に活性成分の迅速放出、徐放又は遅れた放出を
提供するように調合することができる。
【００７２】
　本発明は、ヒト化ジ-ダイアボディの治療上有効量を含む、腫瘍成長及び/又は脈管形成
を阻害し又は他の疾患を治療するためのキットも含む。キットは、例えば、発癌又は脈管
形成（例えば、上記のEGFR、VEGFR-1/Flt-1、VEGFR-2/Flk-1/KDR、IGFR、PDGFR、NGFR、F
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GFR等)に関連する、他の成長因子受容体の任意の好適なアンタゴニストを含んでもよい。
あるいは、又は加えて、本発明のキットは、抗-新生物剤を更に含むことができる。本文
脈における好適な抗-新生物剤の例は、本明細書に記載している。本発明のキットは、ア
ジュバントを更に含むことができる；また、例は上に記載している。
【００７３】
　当該分野で周知の研究的又は診断的方法のためのin vivo及びin vitroでの本発明のジ-
ダイアボディの使用も、本発明の範囲内に含まれる。診断的方法は、本発明のジ-ダイア
ボディを含むキットを含む。
【００７４】
　従って、本発明の受容体結合ジ-ダイアボディは、当該分野で周知の研究的、診断的、
予防的又は治療的方法のためにin vivo及びin vitroで使用できる。当然のことながら、
本明細書に開示されている本発明の原則の変更が、当業者によってなされ、かかる修飾が
本発明の範囲内に含まれることになる、ことを理解及び予測されたい。
【実施例】
【００７５】
　以下の実施例は、本発明を更に説明するものであるが、本発明の範囲を多少なりとも限
定するものと解釈するべきでない。一般的な方法の詳細な説明、例えばベクター及びプラ
スミドの構築、ポリペプチドをコードする遺伝子のかかるベクター及びプラスミドへの挿
入、プラスミドの宿主細胞への導入、及び遺伝子及び遺伝子産物の発現及びその決定で採
用される一般的な方法は、Sambrook, J他, (1989) Molecular Cloning: A Laboratory Ma
nual, 第2版, Cold Spring Harbor Laboratory Press; 及びColigan, J. 他(1994) Curre
nt Protocols in Immunology, Wiley & Sonsを含む、多数の刊行物から得られる。本明細
書に記載の全ての文献はその全体が組み込まれている。
【００７６】
細胞株及びタンパク質
　一次-培養ヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)を、37℃、5% CO2で、EBM-2培地 (Clonetics, Wa
lkersville, MD) で維持した。ヒト白血球細胞、HEL及びU937は、10%のウシ胎児血清を含
むRPMIで維持した。溶解性受容体融合タンパク質、キナーゼ挿入ドメイン-含有受容体 (K
DR)-アルカリホスファターゼ（AP）の細胞外ドメイン、及びひれ-様チロシンキナーゼ受
容体 (FIt-I)-APの細胞外ドメインは、安定にトランスフェクトされたNIH 3T3細胞で発現
させ、(Lu 他(2000) J. Biol. Chem. 275: 14321-30）に記載のようにして、APに対する
固定モノクローナル抗体を用いて、アフィニティークロマトグラフィーによって細胞培養
上清から精製した。血管内皮成長因子 (VEGF165)タンパク質は、バキュロウイルスで発現
させ、(Lu 他(2000)に記載の方法に従って精製した。KDR、scFv p1C11に対する単一鎖抗
体を、KDR-AP融合タンパク質で免疫したマウスの脾臓細胞から構築したファージディスプ
レイライブラリーから単離した (Zhu 他(1998) Cancer Res. 58: 3209-14)。抗-Flt-1抗
体、FBK612 (IgG1, κ)を産生するハイブリドーマ細胞株は、FIt-1-AP融合タンパク質で
免疫したマウスから、ImClone Systems社 (New York, NY)で樹立した。FBK612、scFv612
のタンパク質単一鎖種は、先に報告したハイブリドーマ細胞から単離した抗体可変遺伝子
から構築した(Lu 他(2001)。
【００７７】
二重特異性ダイアボディの構築及び発現
　2種の異なったVEGF受容体、KDR及びFlt-1に対する2つの抗体を、二重特異性ダイアボデ
ィの構築に使用した。P1C11は、KDRに特異的に結合し、KDR/VEGF相互作用を妨害するが、
612はFIt-1に結合し、FIt-1がVEGFへ結合するのを妨害する。先につくった二価の二重特
異性ダイアボディ DAB p1C11/612をコードする遺伝子は (WO 2004/003211)、四価のdi- d
iabodyを構築するためのテンプレートとして使用した。DAB p1C11/612内の「クロス-オー
バー」scFv鎖の1つをコードする遺伝子は(Lu他(2000)、ヒンジ領域及びペプチドリンカー
 (EPKSCDKTHTCPPCGGGGSGGGGS)によってIgGのCH3ドメインをコードする遺伝子に最初に融
合し、次いで、溶解性ジ-ダイアボディの発現のために、得られた融合ポリペプチドをそ
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のパートナーである他の「クロス－オーバー」scFv鎖と共に発現ベクターにサブクローニ
ングした（図１）。精製及びアッセイ目的でより小さなポリペプチド鎖のC-末端に、13-
アミノ酸Eタグを加えた (Lu他, 2000)。当該ポリペプチドをコードする全ての配列は、DN
A配列決定によって確認した。
【００７８】
ジ-ダイアボディの発現及び精製
　ダイアボディは、先に記載の方法 (Lu他, 2000; Zhu他, 1998)に従って振盪フラスコ中
で30℃で成育した発現プラスミドを含む大腸菌株HB2151から抽出した。細胞のペリプラス
ム抽出物は、20% (w/v) ショ糖、200 mM NaCl、1 mM EDTA及び0.1 mM PMSF5を含む25 mM 
Tris (pH 7.5)中で細胞ペレットを再懸濁し、次いで４℃で1時間緩やかに振盪することに
より、調製した。12,000 rpm (17211 x g)で20分間、遠心分離後、ダイアボディを、RPAS
 Purification Module (Amersham Pharmacia Biotech)を用いる抗-Eタグアフィニティク
ロマトグラフィーによって上清から精製した。ダイアボディの調製物の純度を試験するた
めに、精製タンパク質を4～20%グラジエントポリアクリルアミドゲル (Novex, San Diego
, CA)で電気泳動し、Colloidal Blue Stainキット(No vex)で染色して視覚化した。
【００７９】
　ジ-ダイアボディは、哺乳動物COS細胞中でも発現した。各々が、同一の免疫グロブリン
リーダーVLペプチド配列とそのN-末端上で融合する2つのポリペプチドをコードする核酸 
(Zhu他, 1998)を単一発現ベクター（Lonza Biologies社由来のグルタミンシンテターゼ発
現系）にクローン化した。製造者の教示 (Invitrogen)に従って、サブコンフルエントCOS
細胞を、リポフェクタミンを用いて発現ベクターでトランスフェクトした。細胞を無血清
培地で培養し、トランスフェクション後48～72時間に上清を回収した。細胞残骸を除くた
めに遠心分離した後、上記のRPAS Purification Moduleを用いて上清からジ-ダイアボデ
ィを精製した。
【００８０】
　精製ジ-ダイアボディの収量は、振盪フラスコ中の終夜の細菌培養物の1リットル当たり
150～250μg、及び哺乳動物の培養物のトランスフェクション後48～72時間の上清の1リッ
トル当たり約800～1250μgの範囲であった。大腸菌発現「ジ-ダイアボディ(b)」及び哺乳
動物発現「ジ-ダイアボディ(M)」由来の、精製されたジ-ダイアボディ調製物の組成及び
純度をSDS-PAGEを用いて分析した（図2）。二重特異性ダイアボディの「クロス-オーバー
」scFvの成分も、電気泳動により解析した。非-還元性条件下で、二価の二重特異性ダイ
アボディ、DAB p1C11/612は、2つの「クロス-オーバー」scFvポリペプチド鎖のそれぞれ1
つを表す、2つのバンドを与えた（図2A、レーン3）（上のバンド及び下のバンドは、それ
ぞれ、理論的分子量 26693.8及び25179.6 ダルトン）。ジ-ダイアボディ調製物はまた2つ
の主なバンドを与え（図2A、レーン4）、下のバンドは「クロス-オーバー」scFv鎖（DAB 
p1C11/612でのバンドと同じ）を示し、上のバンドは、二量体で「クロス-オーバー」scFv
-ヒンジ-CH3融合体を示す（理論的分子量 79175.3ダルトン）。還元性条件下（図2B）で
は、ジ-ダイアボディは、2つのバンドを与えた：下のバンドは最初の「クロス-オーバー
」scFv鎖を、上のバンドはモノマー体で還元されたscFv-ヒンジ-CH3融合体に対応する。
予測したとおり、単一特異的な二価ダイアボディDAB 612は、還元性条件及び非-還元性条
件下で1つの主なバンドを与えた（レーン2、理論的分子量 26916.9ダルトン)。DAB p1C11
は2つのバンドを与えた(レーン1): 上のバンドは、完全なE-タグを有する単一ポリペプチ
ド、VL-G4S-VHに対応し(理論的分子量 26542.4ダルトン); 下のバンドは、E-タグ分解物
を有する同一のポリペプチドを示す。
【００８１】
溶液中の抗体分子量の決定
　精製されたジ-ダイアボディの分子量は、先に述べた方法 (Folta-Stogniew及びWilliam
s, 1999) に従って、分子篩クロマトグラフィー/多角的光散乱(SEC-MALS)分析によって決
定した。すなわち、25～50μgの各精製抗体の100μl PBS (pH 7.0)調製物を、UV及び屈折
率検出器 (Agilent 1100, Agilent, Palo Alto, CA) を備えたHPLCシステムに連結した、
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Bio-Sep 3000カラム (Phenomenex, Torrance, CA)に充填し、次いでMini-Dawn LS (Wyatt
 Technology, Santa Barbara, CA)に供した。カラムをPBS (pH 7.0)で平衡化し、0.5 ml/
分の流速で操作した。ASTRAソフトウェア (Wyatt Technology) を用いて8.3μl間隔の溶
出タンパク質ピークの全体から、重量平均分子量 (Mw) を計算した。全ての試料にZimm f
it法を適用し、先に記載のように実行した (Folta-Stogniew 他(1999) J. Biomol. Tech.
 10: 51-63)。
【００８２】
　ジ-ダイアボディは、SECに3つの区別可能なピークを与えた。ASTRA-計算Zimm分析は、1
32 kDのMw値を有する単一分散ピーク（集団の75%）、270 kDのMw値を有する単一分散ピー
ク（集団の20%）及び470 kDのMw値を有する多分散ピーク（集団の75%）を示した。計算し
た統計的分子量に基づいて、132 kDピークは、正確に折り畳まれた単量体のジ-ダイアボ
ディを示し、270 kDピークは、ジ-ダイアボディの二量体を示し、多分散470 kDピークは
、オリゴマー状態の不均一集団である。対照として、理論的分子量150 kDを有する完全な
IgG抗体は、150 kDの推定Mw値を有する単一ピークを与え、同一条件下で、理論的分子量6
0 kDを有するダイアボディは、62 kDの推定Mw値を有する単一ピークを与えた。これらの
結果は、すなわち、精製ジ-ダイアボディの調製物の95%（75%単量体及び20%二量体ジ-ダ
イアボディ集団）が正確に折り畳まれた四価分子である、ことを示唆している。
【００８３】
二重特異性ダイアボディの二重特異性及び抗原-結合反応速度
　二重特異性ジ-ダイアボディの二重抗原結合能力を決定するために、2つのELISAアッセ
イを行った。第一に、ジ-ダイアボディがその標的抗原の両方を同時に結合することがで
きるか否かを試験するために、架橋アッセイを用いた。1 mMのジチオスレイトール (DTT)
 の存在下に、Flt-1-Fc融合タンパク質 (1μg/ml x 100μl/ウェル、終夜、4℃)で予備被
覆した96-ウェルMaxi-sorpマイクロタイタープレート(Nunc, Roskilde, Denmark)で、室
温で1時間、単一特異的ダイアボディ、二重特異的ダイアボディ及びジ-ダイアボディを最
初にインキュベートした。0.1% Tweenを含むPBS (PBST) で3回、プレートを洗浄し、次い
でKDR-AP融合タンパク質 (100 ng/ウェル) で室温で更に1時間、インキュベートした。次
いで、プレート-結合KDR-APをAP基質、p-ニトロフェニルリン酸塩(Sigma, St. Louis, MO
)の添加によって定量し、405 nmの吸光度を読み取った(Zhu他, 1998)。
【００８４】
　これらの条件下、ジ-ダイアボディを、各々が単一ダイアボディ-CH3融合体からなる2つ
の半分子に還元した (図１)。還元された二価の二重特異性ダイアボディ及びジ-ダイアボ
ディは、つの標的抗原に架橋することができたが、単一特異的なダイアボディ (DAB p1C1
1及びDAB 612) は架橋することができなかった（図3、上パネル）。この観察は、ジ-ダイ
アボディ、すなわち2つのダイアボディ-CH3融合体の二量体が、4つの抗原-結合部位 (各C

H3アームに2つ) を有する、ことを示している。
【００８５】
　第二アッセイ、直接的な結合アッセイでは、ダイアボディの様々な量を、KDR又はFlt-1
-被覆96-ウェルプレートに添加し、プレートをPBSで3回洗浄した後、室温で1時間インキ
ュベートした。次いで、プレートを100μlの抗-Eタグ抗体-HRPコンジュゲート (Amersham
 Pharmacia Biotech) で室温で1時間、インキュベートした。プレートを洗浄し、ペルオ
キシダーゼ基質を加え、先に述べた方法に従って450 nmの吸光度を読み取った (Lu他, 19
99; 2000)。
【００８６】
　全ての二重特異性ダイアボディは、用量依存的にKDR及びFlt-1に結合する (図3)。それ
ぞれの場合に、哺乳動物細胞から発現されたジ-ダイアボディは最も有効な結合体であり
、以下：ジ-ダイアボディ (M) (哺乳動物産生) > ジ-ダイアボディ (B) （大腸菌産生) >
 DAB p1C11 > DAB p1C11/612 (KDR結合について)、又はジ-ダイアボディ (M) > DAB 612 
> ジ-ダイアボディ (B) > DAB p1C11/612 (Flt-1結合について)、の結合効率を有する。
予測されるように、KDR-特異性DAB p1C11は、Flt-1に結合せず、また、Flt-1-特異的DAB 
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【００８７】
　KDR及びFlt-1に対するダイアボディの結合速度を、BIAcoreバイオセンサ (BIAcore 300
0, Biacore, Inc., Uppsala, Sweden)を用いて測定した。センサーチップ (CM5 Research
 Grade, Biacore, Inc.) 上にKDR-AP又はFlt-1-AP融合タンパク質を固定し、溶解性抗体
を1.5 nM～200 nMのPBS溶液の濃度範囲で、10μl/分の流速で注入した。各濃度でのセン
サーグラムを得、プログラムBIA Evaluation 2.0を用いて評価し、結合速度定数 (kon) 
及び解離速度定数(koff)を決定した。速度定数比 koff/konから、親和定数 (Kd) を計算
した。
【００８８】
　二価DAB p1C11/612のKDR結合特性（反応速度及び親和性）は、scFv p1C11の結合特性と
同じであった（表1）。四価のジ-ダイアボディは、一価のscFv p1C11を越える若干改善さ
れた分解速度 (koff) を示し、分解速度は二価 (単一特異的な) DAB p1C11の分解速度に
近かった。scFv 612の二価ダイアボディへの変換は、Flt-1に対する結合親和性において
劇的な改善（約10-倍）をもたらした。ジ-ダイアボディ調製物は、Flt-1について、二価
のDAB p1C11/612に対する同様の総結合親和性を示し、有意差は、2つの調製物の各々の結
合反応速度定数で観察された。大腸菌-由来のジ-ダイアボディ (B)は、scFv 612及びDAB 
p1C11/612の速度定数と非常に近い速度定数を示したが、哺乳動物細胞-由来の材料は、非
常に遅い会合速度 (kon) 、及び二価のDAB 612の分解速度(koff)に近い顕著に改善された
分解速度を示した。
【００８９】
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【表１】

【００９０】
二重特異性ダイアボディの二重妨害活性
　上記のプロトコールに従ってアッセイを行った (Lu他, 1999; 2000)。ダイアボディの
様々な量を、KDR-AP (100 ng) 又はFlt-1-AP融合タンパク質(100 ng)の一定量と混合し、
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室温で1時間、インキュベートした。次いで、VEGF165 (200 ng/ウェル)で予備被覆した96
-ウェルマイクロタイタープレートをPBSで5回洗浄した後、混合物を当該プレートに移し
、プレートを室温で更に2時間インキュベートした。AP用基質を加え、次いで405nmでの吸
光度を読み取り、プレート-結合KDR-AP又はFlt-1-AP分子を定量した。次いで、IC50、す
なわちVEGFに対するKDR又はFlt-1結合の50%阻害に必要とされる抗体濃度を計算した。
【００９１】
　図4は、用量依存的に、ダイアボディが、溶解性KDR及びFlt-1の固定化VEGFへの結合を
妨げることを示す。結合アッセイで見られる同一のパターンに従い、四価のジ-ダイアボ
ディ調製物は、二価のダイアボディであるDAB p1C11/612よりも、KDR/VEGF及びFlt-1/VEG
Fの相互作用により強力なブロッカーであった。KDR阻害のIC50値は、DAB p1C11/612の1.2
 nM、及び単一特異的な二価のDAB p1C11の0.8 nMと比べて、ジ-ダイアボディ調製物につ
いて約0.4 nMであった。Flt-1阻害のIC50は、ジ-ダイアボディ調製物について約1 nMであ
り、DAB p1C11/612について8 nM、及び単一特異的な二価のDAB 612について0.2 nMであっ
た。予想したように、DAB p1C11は、Flt-1/VEGF相互作用に何の影響も及ぼさず、DAB 612
も、KDR/VEGF相互作用に何の影響も及ぼさなかった。
【００９２】
白血球のVEGF-誘導移動の阻害
　ジ-ダイアボディを、VEGF-誘導細胞移動を阻害するその活性について試験した。2つの
ヒト白血球細胞株、すなわちKDR及びFlt-1を発現するHEL、及びFlt-1のみを発現するU937
を使用した。白血球細胞であるHEL及びU937は、無血清の単純なRPMI 1640培地で3回洗浄
し、当該培地で1 x 106/mlに懸濁した。100μlの細胞懸濁液のアリコートを、8μm-孔ト
ランスウェル (transwell inserts) (Costar（登録商標）, Corning Incorporated, Corn
ing, NY) に加え、37℃で30分間、様々な濃度、100 nM、25 nM及び6.25 nMの抗体でイン
キュベートした。次いで、インサートを、VEGF165を含むか又は含まない0.5 mlの無血清R
PMI 1640を含む24-ウェルプレートのウェルに入れた。37℃、5% CO2で4時間、移動を行っ
た。移動細胞をより低画分から集め、光学顕微鏡下でカウントした。
【００９３】
　DAB p1C11及びDAB 612は、HEL細胞のVEGF-誘導移動を効果的に阻害したが、U937細胞移
動は、DAB 612によって阻害されるにすぎず、DAB p1C11によっては阻害されなかった（図
5）。二価のダイアボディ及び四価のジ-ダイアボディを含む二重特異性ダイアボディは、
試験した全ての3つの異なった抗体濃度で、HEL及びU397細胞のVEGF-誘導移動に対する同
程度の強力な阻害剤であった。予測したとおり、インシュリン-様成長因子受容体であるA
12に対する対照抗体は、これらのアッセイで、VEGF-誘導細胞移動に有意な阻害を示さな
かった。
【００９４】
ジ-ダイアボディの安定性
　様々なダイアボディ調製物を、最高72時間まで、37℃で、PBS又はマウス血清中でイン
キュベートした。試料のアリコートを24時間及び72時間で除去し、上記のELISAアッセイ
を用いて、KDR及びFlt-1に対する結合効率をアッセイした。
【００９５】
　ジ-ダイアボディの安定性を、KDR及びFlt-1に対する結合活性試験によって調べた。図6
から明らかなように、二価の二重特異性ダイアボディであるDAB p1C11/612、及び単一特
異性ダイアボディであるDAB p1C11及びDAB 612は、PBS及びマウス血清中で、37℃でイン
キュベートした後、各々の標的に対する完全な抗原結合活性を維持した。試験した各々の
時点では、哺乳動物細胞-由来のジ-ダイアボディ（M）調製物は、大腸菌-由来の調製物に
比べて、より優れた抗原-結合活性を維持した。24時間で、ジ-ダイアボディ (M)は、最初
のKDR-結合活性の94%を示し、これに対して、ジ-ダイアボディ (B)は83%の結合活性を示
した。72時間で、ジ-ダイアボディ (M)は、KDR及びFlt-1に対してそれぞれ77%及び92%結
合活性を維持し、これに対して、ジ-ダイアボディ (B)は63%及び86%の結合活性を示した
。



(25) JP 2008-512352 A 2008.4.24

10

20

30

40

50

【００９６】
抗-EGFR/抗-IGR-IR ジ-ダイアボディの構築及び産生
　二重特異的ジ-ダイアボディを構築するために、完全なヒト抗-EGFR抗体 (IMC-11F8) 及
び完全なヒト抗-IGF-IR抗体 (IMC-A12) を用いた。二重特異性ジ-ダイアボディを上記の
ように構築し、次いで、IgGのFcドメインに、ダイアボディ クロス-オーバーscFv鎖の1つ
を融合した（詳細は、図7A及び7B参照）。哺乳動物細胞での、他のクロス-オーバーscFv
とのFc融合体の共-発現は、2つの異なった特異性を有するIgG-様四価分子をもたらした（
図7B）。ジ-ダイアボディは、無血清条件下で安定にトランスフェクトされたNSO細胞によ
り産生し、プロティンAアフィニティカラムによって細胞培養上清から精製した。非-還元
性条件下での精製されたダイアボディの電気泳動分析は、予想した移動性を有する2つの
主なタンパク質バンド、すなわち二量体（分子量約100 kD) のFc融合体 (上バンド)、及
び単量体 (分子量約25 kD) のクロス-オーバーscFv(下バンド)を与えた (図7C、レーン2)
。IMC-11F8すなわちIgGは、約150 kDの単一タンパク質バンドを与えた (図7C、レーン1)
。還元性条件下では、ジ-ダイアボディはまた、2つのバンドを生じた：50 kDの上バンド
（単量体でのFc融合体を示す）及び25 kDの下バンド（クロス-オーバーscFv）(図7D、レ
ーン2)。対照として、IMC-11F8は2つの主なバンドを与えた：IgG重鎖 (50 kD)及びIgG軽
鎖 (25 kD) (図7D、レーン1)。
【００９７】
ジ-ダイアボディはEGFR及びIGFRに結合する
　ジ-ダイアボディがEGFR及びIGFRに結合することができた、ことを証明するために2つの
アッセイを用いた。ジ-ダイアボディが標的に同時に結合することができたか否かを決定
するために架橋アッセイを用いた。様々な抗体を最初に溶液中でビオチン-標識IGFRでイ
ンキュベートし、次いでEGFRで被覆した96-ウェルプレートに移し、ストレプトアビジン-
HRPでインキュベートし、プレート-結合ビオチン活性、すなわち、抗体によって固定化EG
FRに架橋されたIGFRの量を測定した。図8Aから明らかなように、単一特異性IMC-11F8又は
IMC-A12ではなく、ジ-ダイアボディのみが溶液中で固定化EGFRにIGFR架橋することができ
た。
【００９８】
　ジ-ダイアボディの抗原-結合効率をその単一特異性対応物と比較するために、直接的な
結合アッセイを用いた。IMC-A12及びIMC-11F8は、その各々の標的に結合するのみであっ
たが、ジ-ダイアボディは、その単一特異性対応物と比べてどちらかと言うと低効率で、
固定化EGFR及びIGFRに反応した（図2B及び2C）。ED50値、すなわち、EGFRに対する（50%
の最高結合を与える抗体濃度）は、IMC-11F8については0.05 nM、ジ-ダイアボディについ
ては0.1～0.2 nMであり、IGFRに対する（50%の最大結合を与える抗体濃度）ED50値は、IM
C-A12については0.1 nM、ジ-ダイアボディについては0.25～0.5 nMであった。
【００９９】
ジ-ダイアボディによるin vitroでの腫瘍細胞増殖阻害
　腫瘍細胞増殖のin vitroでの阻害におけるジ-ダイアボディの有効性を、よく知られた
腫瘍細胞株DiFiを用いて確立した。当該腫瘍細胞株は、生存及び成長についてEGFRに依拠
することが知られている。抗-EGFR抗体 (IMC-11F8)はDiFi細胞の増殖を有意に阻害したが
、抗-IGFR抗体 (IMC-A12) 及び対照抗体 (IMC-1121；抗-KDR)はほとんど阻害しなかった(
図9)。DiFi細胞の増殖は、IMC-11F8よりも高い濃度であったが、ジ-ダイアボディによっ
ても阻害された。
【０１００】
　IC50値は、IMC-11F8 (単独)では約1 nM、IMC-11F8及びIMC-A12の共投与組み合わせでは
1 nM、及びジ-ダイアボディでは25 nMであった。
【０１０１】
EGF及びIGFシグナル変換経路の妨害
　EGF及びIGF-刺激受容体リン酸化及びダウンストリームシグナル変換を妨害する効率に
ついて、ジ-ダイアボディをアッセイした。MCF-7細胞のEGF又はIGFでのインキュベーショ
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ンは、各々の受容体の有意なリン酸化をもたらす：EGF及びIGFの組み合わせによるインキ
ュベーションは、EGFR及びIGFRの活性化をもたらした (図10A、レーン2、3及び4)。予想
したとおり、腫瘍細胞がEGF及びIGFによって刺激される場合には、IMC-A12又はIMC-11F8
による処理は、その対応する受容体のみのリン酸化を阻害した (図10A、レーン6及び7)。
一方、ジ-ダイアボディは、IMC-11F8及びIMC-12の混合物と類似し、両受容体の活性化を
顕著に妨害した (図10A、レーン5及び8)。対照抗体すなわちIMC-1121は、EGFR及びIGFRの
リン酸化に何の影響も及ぼさなかった（図10A、レーン9）。
【０１０２】
　IMC-11F8、IMC-A12及びジ-ダイアボディの、Akt及びp44/p42 MAPキナーゼ (EGFR及びIG
FRに関連する2つの主なダウンストリームシグナル変換分子) に対する効果も、MCF-7細胞
で試験した (図10B)。IGFによる刺激は、Aktの有意なリン酸化をもたらすが (図10B、レ
ーン2)、EGFは、p44/p42 MAPKの強力なリン酸化を起こす（図10B、レーン3)。予想したと
おり、IGF及びEGFの組み合わせは、Akt及びp44/p42 MAPKの活性化を導く (図10B、レーン
4)。EGF及びIGFの存在下では、IMC-11F8は、MAPKの活性化を有意に阻害したが、Aktの活
性化を中程度に阻害しただけであり（図10B、レーン7)、一方、IMC-A12は、Aktリン酸化
を強く減少させたが、p44/p42 MAPK活性化にはほとんど効果がなかった（図10B、レーン6
)。IMC-A12及びIMC-11F8の組み合わせと同様に（図10、レーン8)、ジ-ダイアボディは、E
GF及びIGFにより誘導されるAkt及びp44/p42 MAPKのリン酸化を効果的に妨害した（図10B
、レーン5)。
【０１０３】
IGFR内在化及び分解
　IMC-A12は、細胞表面発現IGFRの、迅速かつ効率的な内在化及び分解を誘導することが
見出された (Burtrum他, 2003, Cancer Res. 63: 8912)。ジ-ダイアボディは、腫瘍細胞
上のIMC-A12の受容体調節活性を維持した。このことは、37℃で4時間インキュベートした
後のMCF-7細胞における有意なIGFR内在化及び分解を引き起こした (図11A及びB)。ジ-ダ
イアボディによるインキュベーションは、BxPC3細胞中のIGFRの有意な分解ももたらした 
(図11C)。このジ-ダイアボディのIGFR調節効果は、IMC-A12の効果と同様の、用量依存的
に最大の効果である、100 nMの抗体濃度を達成し (図11A)、及び、37℃で4時間インキュ
ベーション後のBxPC3細胞において、時間依存的にIGFRの90%より多く分解した (図11C)。
IGFR調節は、リガンド (IGF)、IMC-11F8又はIMC-1121 (抗-VEGFR-2)でのインキュベーシ
ョンで観察されなかった。
【０１０４】
腫瘍細胞に対するADCCの介在
　成長因子/受容体相互作用及びダウン-レギュレーティング受容体表面発現を妨げること
による成長シグナルを妨害することに加えて、抗腫瘍IgG抗体は、効果的なADCCを介在す
ることによって直接的な腫瘍細胞殺傷を引き起こすこともできる。ヒトエフェクター細胞
の存在下で腫瘍細胞殺傷を介在するジ-ダイアボディの能力を試験した。図12から明らか
なように、IMC-11F8は、A431及びBxPC3細胞に対する溶解活性を証明したが、MCF-7細胞に
対しては有効でなかった。IMC-A12はMCF-7細胞に対してのみ効果的であるが、A431及びBx
PC3細胞を殺傷できなかった。ジ-ダイアボディは、3つの腫瘍株の全ての殺傷を介在した
。
【０１０５】
ヌードマウスにおけるヒト腫瘍異種移植片の成長阻害
　ジ-ダイアボディの抗腫瘍活性を試験し、単一特異性親抗体と比較した。200～300 mm3

の樹立異種移植片を担持するヌードマウスを、腹腔内注射によって週に2回、様々な抗体
で処置した。BxPC3膵臓腫瘍異種移植片の第一モデル (図13A)では、処置の開始後6週で、
IMC-11F8及びIMC-A12のみが（40 mg/kgで）有意な腫瘍成長阻害を示した（それぞれ、77%
及び58%）。ジ-ダイアボディ（40 mg/kg）は、同一用量を与えた時に、個々の親抗体に対
して同様な抗腫瘍活性（52%腫瘍成長阻害）を示した。IMC-11F8及びIMC-A12 (40 mg/kgの
各抗体)の組み合わせは、最高の抗腫瘍活性を示した。但し、ジ-ダイアボディの2倍の総
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抗体を用いた。
【０１０６】
　BxPC3の結果と一致して、HT29異種移植片は、ジ-ダイアボディによる処置に比べて、個
々の抗-EGFR抗体又は抗-IGFR抗体による処置にはほとんど反応しなかった (図13B)。In v
itro及びin vivoでの抗腫瘍活性に関してIMC-11F8と機能的に同等な抗-EGFR抗体である、
IMC-A12又はIMC-C225のいずれかによる処置（Marie, P.他, 2004, Proc. Amer. Assoc. C
ancer Res. 45, Abstract #5353）は、40日経過処理では、それぞれ47%及び35%の腫瘍阻
害をもたらした（生理食塩水及びヒトIgG群と比べて、p<0.03)。ジ-ダイアボディは、58%
の腫瘍成長阻害率をもたらした、これは、IMC-C225及びIMC-A12の組み合わせによって達
成された阻害率に匹敵する（63%腫瘍成長阻害）。腫瘍阻害全体では統計的な有意差はな
いが、試験の終盤では、ジ-ダイアボディで処置された群、抗体の組み合わせで処置され
た群又は個々の抗体で処置された群の間では、有意差がある。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】図1は、様々な抗体断片の発現構築物を示す概念図である。ジ-ダイアボディにお
いて、2つのscFvポリペプチド鎖の第一は、IgGヒンジ及びCH3ドメインに融合した。ダイ
アボディは、第一及び第二scFv鎖の会合から得られる。四量体構造は、ヒンジ及びCH3素
メインによって会合する2つのダイアボディによって形成される。G4S: 5アミノ酸リンカ
ー「GGGGS」。E: 13アミノ酸E-タグ。
【図２Ａ】図2Aは、精製抗体段断片にSDS-PAGE分析を示す。パネルA：非還元性条件；レ
ーン1: ダイアボディ(DAB) p1C11; レーン2: DAB 612; レーン3: DAB p1C11/612; レーン
4: ジ-ダイアボディ(B); レーン5：ジ-ダイアボディ(M)。非還元性条件下で実行される分
子量平均も示す（上から下へ、それぞれ: 176.5、113.7、80.9、63.8、49.5、37.4、28.0
及び19.6 kDa)。
【図２Ｂ】図2Bは、精製抗体段断片にSDS-PAGE分析を示す。パネルB: 還元性条件; レー
ン1: ダイアボディ(DAB) p1C11; レーン2: DAB 612; レーン3: DAB p1C11/612; レーン4:
 ジ-ダイアボディ(B); レーン5：ジ-ダイアボディ(M)。非還元性条件下で実行される分子
量平均も示す（上から下へ、それぞれ: 176.5、113.7、80.9、63.8、49.5、37.4、28.0及
び19.6 kDa)。
【図３Ａ】図3Aは、KDR及びFlt-1に特異的なジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-
依存的結合を示す。上パネル：Flt-1-被覆支持体及び溶解性KDR-APを用いる架橋アッセイ
。
【図３Ｂ】図3Bは、KDR及びFlt-1に特異的なジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-
依存的結合を示す。中及び下パネル：様々な濃度の抗体断片がKDR又はFlt-1-被覆支持体
に結合し、第二HRPコンジュゲート試薬でインキュベートした。ペルオキシダーゼでイン
キュベーション後、OD 450nmを読み取った。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図３Ｃ】図3Cは、KDR及びFlt-1に特異的なジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-
依存的結合を示す。中及び下パネル：様々な濃度の抗体断片がKDR又はFlt-1-被覆支持体
に結合し、第二HRPコンジュゲート試薬でインキュベートした。ペルオキシダーゼでイン
キュベーション後、OD 450nmを読み取った。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図４Ａ】図4Aは、二重特異性抗体断片による固定化VEGFへのKDR及びFlt-1の結合の阻害
を示す。様々な濃度の抗体断片を、所定量のKDR-AP又はFlt-1-AP融合タンパク質でインキ
ュベートした。結合されたKDR-AP又はFlt-l-APを、ペルオキシダーゼ基質でインキュベー
トし、OD 405nm測定により定量した。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図４Ｂ】図4Bは、二重特異性抗体断片による固定化VEGFへのKDR及びFlt-1の結合の阻害
を示す。様々な濃度の抗体断片を、所定量のKDR-AP又はFlt-1-AP融合タンパク質でインキ
ュベートした。結合されたKDR-AP又はFlt-l-APを、ペルオキシダーゼ基質でインキュベー
トし、OD 405nm測定により定量した。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図５Ａ】図5Aは、二重特異性抗体断片によるヒト白血球のVEGF-誘導移動の阻害を示す
。支持体上のHEL又はU937細胞を、様々な濃度の抗体でインキュベートし、VEGFを含むウ
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ェルに入れた。移動細胞を回収し、カウントした。データは、3点測定の平均±SDである
。
【図５Ｂ】図5Bは、二重特異性抗体断片によるヒト白血球のVEGF-誘導移動の阻害示す。
支持体上のHEL又はU937細胞を、様々な濃度の抗体でインキュベートし、VEGFを含むウェ
ルに入れた。移動細胞を回収し、カウントした。データは、3点測定の平均±SDである。
【図６Ａ】図6Aは、PBS又はマウス血清中でインキュベートしたジ-ダイアボディ調製物の
安定性を示す。ジ-ダイアボディを、最高72時間、37℃で、PBS又は血清でインキュベート
した。データは、PBS中で4℃でインキュベートした試料の抗原結合活性のパーセンテージ
と比較した、37℃でインキュベーション後に保持された各抗体調製物の抗原結合活性のパ
ーセンテージとして示す。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図６Ｂ】図6Bは、PBS又はマウス血清中でインキュベートしたジ-ダイアボディ調製物の
安定性を示す。ジ-ダイアボディを、最高72時間、37℃で、PBS又は血清でインキュベート
した。データは、PBS中で4℃でインキュベートした試料の抗原結合活性のパーセンテージ
と比較した、37℃でインキュベーション後に保持された各抗体調製物の抗原結合活性のパ
ーセンテージとして示す。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図６Ｃ】図6Cは、PBS又はマウス血清中でインキュベートしたジ-ダイアボディ調製物の
安定性を示す。ジ-ダイアボディを、最高72時間、37℃で、PBS又は血清でインキュベート
した。データは、PBS中で4℃でインキュベートした試料の抗原結合活性のパーセンテージ
と比較した、37℃でインキュベーション後に保持された各抗体調製物の抗原結合活性のパ
ーセンテージとして示す。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図６Ｄ】図6Dは、PBS又はマウス血清中でインキュベートしたジ-ダイアボディ調製物の
安定性を示す。ジ-ダイアボディを、最高72時間、37℃で、PBS又は血清でインキュベート
した。データは、PBS中で4℃でインキュベートした試料の抗原結合活性のパーセンテージ
と比較した、37℃でインキュベーション後に保持された各抗体調製物の抗原結合活性のパ
ーセンテージとして示す。データは、3点試料の平均±SDを示す。
【図７】図7は、EGFR及びIGFRに特異的な結合部位を有するジ-ダイアボディの構築及び産
生を示す。パネル(A)及び(B)は、発現構築物を示す概略図である。L: リンカー (Arg-Thr
-Val-Ala-Ala); H: IgG1ヒンジ領域。精製di- diabody調製物は、非-還元性(C)又は還元
性(D)条件下、SDS-PAGEで分析した。レーン1: IMC-11F8 IgG; レーン2: ジ-ダイアボディ
。左側に分子量標準も示す。
【図８Ａ】図8Aは、EGFR x IGFR ジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-依存的な結
合を示す。(A)：受容体架橋アッセイ。最初に抗体調製物をビオチン-標識IGFRでインキュ
ベートし、次いでEGFRで被覆したマイクロタイタープレートに移し、ストレプトアビジン
-HRPでインキュベートして、プレート-結合ビオチン活性を測定した。
【図８Ｂ】図8Bは、EGFR x IGFR ジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-依存的な結
合を示す。(B) 及び (C)：固定化EGFR及びIGFRへのジ-ダイアボディの用量-依存的結合。
様々な量の抗体を、ヒトEGFR (B) 又はIGFR 細胞外ドメインで被覆した96-ウェルプレー
ト中でインキュベートした。(C)：洗浄し、ウサギ抗-ヒトIgG Fc-HRPコンジュゲートでイ
ンキュベートした。ペルオキシダーゼ基質を加え、OD 450nmを測定した。データは、3点
試料の平均±SDを示す。
【図８Ｃ】図8Cは、EGFR x IGFR ジ-ダイアボディの、二重特異性でかつ用量-依存的な結
合を示す。(B) 及び (C)：固定化EGFR及びIGFRへのジ-ダイアボディの用量-依存的結合。
様々な量の抗体を、ヒトEGFR (B) 又はIGFR 細胞外ドメインで被覆した96-ウェルプレー
ト中でインキュベートした。(C)：洗浄し、ウサギ抗-ヒトIgG Fc-HRPコンジュゲートでイ
ンキュベートした。ペルオキシダーゼ基質を加え、OD 450nmを測定した。データは、3点
試料の平均±SDを示す。
【図９】図9は、EGFR x IGFR ジ-ダイアボディの抗増殖性活性を示す。様々な量の抗体を
4日間培養液中でDiFi細胞と共にインキュベートし、4時間MTTでインキュベートした。プ
レートを洗浄し、室温で10分間、HCl/イソプロパノールでインキュベートし、光学密度を
570nmで読み取った。データは3点試料の平均±SDを示す。
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【図１０】図10は、受容体及びダウンストリームシグナル分子であるAkt及びMAPK p44/p4
2のEGF及びIGF-刺激活性化の阻害を示す。37℃で30分間、様々な抗体でMCF-7細胞をイン
キュベートし、37℃で20分間、EGF、IGF又は両方で刺激した。EGFR、IGFR並びにAkt及びM
APK p44/p42のリン酸化を分析した。レーン1、未処置；レーン2、IGF単独；レーン3、EGF
単独；レーン4、IGF及びEGF；レーン5～9、ジ-ダイアボディの存在下にIGF及びEGF（レー
ン5）、IMC-A12の存在下にIGF及びEGF（レーン6）、IMC-11F8の存在下にIGF及びEGF（レ
ーン7）、IMC-A12及びIMC-11F8の存在下にIGF及びEGF（レー8）、又は陰性対照（レーン9
、IMC-1121、抗-VEGFR2)。結果は、3つの別個の実験の代表例である。BxPC3及びHT29細胞
を標的細胞として使用した場合には、同様な結果も観察された。
【図１１】図11は、腫瘍細胞内のIGFR内在化及び分解を示す。腫瘍細胞をプレートに播き
、無血清培地で終夜インキュベートした。次いで、IGF-I、EGF (50 nM)、IGF及びEGF (I+
E)、又は様々な抗体を加え、最高4時間、37℃でインキュベートした。細胞を氷冷PBSで洗
浄し、溶解し、4～12% トリス-グリシンゲルを用いて電気泳動した。タンパク質をニトロ
セルロース膜に転写し、抗体C-20 (ウサギ抗-IGFR）及びIMC-11F8 (ヒト抗-EGFR）を用い
てウェスタンブロッティングにより検出し、抗-ウサギ又は抗-ヒト抗体-HRPコンジュゲー
トで検出した。シグナルをECL試薬で視覚化した。(A)：MCF-7細胞中の用量-依存的なジ-
ダイアボディ誘導IGFR分解。(B)：37℃で4時間インキュベーション後のIMC-A12及びIMC-A
12とIMC-11F8との組み合わせのような効率的なジ-ダイアボディ (100 nM)誘導IGFR分解。
(C)：37℃でインキュベートした場合の、時間-依存的なBxPC3細胞中でのジ-ダイアボディ
 (100 nM)誘導IGFR分解。DAb、ジ-ダイアボディ; A+F、IMC-A12及びIMC-11F8; 1121、対
照抗体MC-1121。
【図１２】図12は、ヒトPBMCの存在下でのジ-ダイアボディ依存性ADCCを示す。腫瘍細胞
を、IMC-11F8、IMC-A12、ジ-ダイアボディ又は正常ヒトIgGで、96-ウェルプレートのウェ
ル中で、37℃で30分間インキュベートし、100/1のエフェクタ/腫瘍細胞比でPBMCを加え、
37℃で更に4時間インキュベートした。1500 rpmで10分間、遠心分離した後、100μlの上
清を96-ウェル平底プレートに移し、100μl/ウェル LDHアッセイ試薬を添加し、490nmの
吸光度を読み取った。「材料及び方法」で記載したように、特異的細胞溶解物のパーセン
テージを計算した。データは3点測定の方法を示す。
【図１３】図13は、ジ-ダイアボディによるヌードマウスにおけるヒト腫瘍異種移植片の
成長阻害を示す。雌性胸腺欠損nu/nuマウスに、BxPC3 (2 x 106/マウス）又はHT-29 (5 x
 106/マウス）腫瘍細胞を用いて外側背面に皮下注射した。腫瘍が約200～300 mm3に近づ
いた時、腫瘍サイズによってマウスをランダム化し、処置群に分けた。IMC-11F8 (又は等
価なIMC-C225)、IMC-A12、IMC-11F8 (又はIMC-C225）及びIMC-A12、ジ-ダイアボディ、又
は対照物 (生理食塩水又は標準ヒトIgG) によってマウスを処置した。各抗体を週に2回、
40 mg/kgで腹腔内投与した。腫瘍体積及び各動物の体重を週に2回測定した。データは、
各群、10～12動物の腫瘍サイズの平均±SEを示す。
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