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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
完全なＩｇＧ１抗体またはそのscFvフラグメントを結晶化する方法であって、該方法は：
　（Ｉ）以下の混合する工程のうちの一つの下で、完全なＩｇＧ１抗体またはそのscFvフ
ラグメントを含むＩｇＧ１抗体溶液と結晶化緩衝液の混合物を形成する工程：
　　（ａ）２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾール、および２００
ｍＭ酢酸カルシウムを含むｐＨ３．０～１０．０の結晶化緩衝液と前記抗体溶液とを等容
量で混合する工程；
　　（ｂ）２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾール、および二価カ
チオンを含むｐＨ８．０の結晶化緩衝液であって、該二価カチオンは、ＣｕＳＯ４、Ｃａ
Ｃｌ２、ＭｎＣｌ２またはＺｎＣｌ２である結晶化緩衝液と前記抗体溶液とを等容量で混
合する工程；
　　（ｃ）２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾール、および２００
ｍＭ酢酸カルシウムを含むｐＨ８．０の結晶化緩衝液と前記抗体溶液とを１：３の容量比
で混合する工程；
　　（ｄ）２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾール、２００ｍＭ酢
酸カルシウム、および０．１％　Ｔｗｅｅｎ　８０界面活性剤を含むｐＨ８．０の結晶化
緩衝液と前記抗体溶液とを等容量で混合する工程；
　　（ｅ）１０％　ＰＥＧ－８０００、０．２Ｍ　酢酸カルシウム、および０．１Ｍ　イ
ミダゾールを含むｐＨ８．０の結晶化緩衝液と前記抗体溶液とを等容量で混合する工程；
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　ならびに
（ＩＩ）ＩｇＧ１抗体またはそのscFvフラグメントを結晶化するために用いる条件の下で
該混合物をインキュベートする工程、
を包含する、方法。
【請求項２】
前記抗体溶液中の前記ＩｇＧ１抗体濃度が、０．０１ｍｇ／ｍｌと５００ｍｇ／ｍｌの間
である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
さらに、種結晶を前記混合物に加える工程を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
さらに、振とうする工程を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記混合物は、一晩インキュベートされる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記混合物は、２４時間と１週間との間にわたりインキュベートされる、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
前記混合物は、２５℃でインキュベートされる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記混合物は、２２℃でインキュベートされる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記ＩｇＧ１抗体は、リツキキマブ、トラスツズマブまたはインフリキシマブである、請
求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本出願は、２０００年１２月２８日に出願された米国仮特許出願番号６０／２５８，７０
４（この出願の内容は、参考としてその全体が援用される）の優先権の利益を主張する。
【０００２】
（発明の技術分野）
本発明は、抗体全体またはそのフラグメントの結晶、ならびにこのような結晶を含む処方
物および組成物に関する。より詳細には、大きなバッチにおける抗体全体またはそのフラ
グメントの高濃度の結晶化のための方法、ならびに単独で使用するためかまたは乾燥もし
くはスラリーの処方物または組成物中で使用するための、抗体全体の安定化された結晶を
調製するための方法が提供される。本発明はまた、生物学的に活性な抗体全体の結晶の、
安定化、貯蔵および送達のための方法にも関する。
【０００３】
本発明はさらに、ヒトおよび動物への生物学的送達を含む生物医学的な適用のために、抗
体全体の結晶、抗体フラグメントの結晶、またはこのような結晶を含む組成物もしくは処
方物を用いる方法に関する。より詳細には、抗体全体または抗体フラグメントの高度に濃
縮された結晶処方物または結晶組成物が、少ない容量でたくさんの量の抗体を被験体に（
この被験体がその結晶処方物または結晶組成物を必要とするとき、および必要とされる場
所に）送達するのに有用である。本発明の１つの実施形態に従って、抗体全体の結晶また
は抗体フラグメントの結晶は、活性な抗体全体またはそのフラグメントをゆっくりと放出
し得るキャリアを含まない送達システムとして、被験体に（この被験体がその抗体全体の
結晶または抗体フラグメントの結晶を必要とするとき、および必要とされる場所に）に対
して使用される。本発明の別の実施形態に従って、抗体全体の結晶または抗体フラグメン
トの結晶、あるいはそれらの結晶処方物は、ポリマー性キャリアを含むマトリックス内に
カプセル化されて、組成物を形成する。
【０００４】
薬学的成分または賦形剤を用いて抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶の安定化



(3) JP 4731793 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

された処方物を調製し、そして必要に応じて、その結晶または結晶処方物をポリマー性キ
ャリアにカプセル化して、組成物を生成し、そしてそのような結晶を生物医学的適用（治
療タンパク質およびワクチンの送達を含む）のために使用するための方法もまた、提供さ
れる。
【０００５】
（発明の背景）
抗体は、内因性細胞、細菌、ウイルス、または毒素上の別個の抗原を特異的に標的化する
その洗練された能力を介して、限定された副作用によって特徴付けられる強力な治療剤を
構成する。過去数年にわたって市場に投入されたいくつかの抗体は、種々の疾患（癌、な
らびに炎症性疾患、心臓血管疾患、呼吸器疾患、および感染性疾患を含む）の処置におい
て驚くべき成功を達成している。現在、世界中で約４８０件の着手されかつ開発中の抗体
プログラムが存在し、そのうちの８３％が、米国に位置付けられる。Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａの報告書に
よると、臨床試験にて現在評価されている全ての生物医薬の２０％以上が、抗体である。
推定される米国での抗体市場は、次の１０年間で約１０倍以上に増加し、２０１０年にお
いて１０１億ドルになると予想されている（Ｔｈｅ　Ｇｅｎｅｓｉｓ　Ｒｅｐｏｒｔ：２
５＋　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　＆　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｏｐｐ
ｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　ｉｎ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ－Ｅｍｅｒ
ｇｉｎｇ　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　ｉｎ　２０１０，Ｔｈｅ　Ｇｅｎｅｓｉｓ　Ｇ
ｒｏｕｐ，　Ｍｏｎｔｃｌａｉｒ，ＮＪ）。抗体開発におけるこのような努力とは対照的
に、その精製、安定化またはその後の送達のための技術は、しばしば限定されている。
【０００６】
個々の抗体分子がその特有の機能を実行するために必要とされるときまで、それらの抗体
のより高い次数、３次元構造または３次構造を保存しなければない。現在までに、特に治
療レジメンにおける抗体の使用について制限する因子としては、送達の間に遭遇する化学
的な変性および物理的な変性に対する抗体構造の感受性が残っている。これらの障壁を克
服するための種々のアプローチが使用されている。しかし、これらのアプローチは、しば
しば、タンパク質活性の損失、またはタンパク質安定化キャリアもしくは処方物の追加費
用を招く。
【０００７】
低分子結晶薬物の安定性は、製造プロセスの間の極度の力に耐え得るような、安定性であ
る（米国特許第５，５１０，１１８を参照のこと）。このような力は、比較的不溶性であ
る薬物の結晶性材料のナノ粒子を製粉することと関連し、そしてこのような力としては、
剪断応力、乱流、高い衝撃の衝突、キャビテーションおよび研削が挙げられる。低分子結
晶化合物は、対応する非晶質固体よりも、化学分解に対してはるかにより安定であると認
識されている［Ｐｉｃａｌ，Ｍ．Ｊ．，Ｌｕｋｅｓ，Ａ．Ｌ．，Ｌａｎｇ，Ｊ．Ｅ．およ
びＧａｉｎｅｓ，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．６７：７６７（１９７８）］。
【０００８】
現在まで、当業者は、低分子について観察される結晶状態の大きく増強された安定性は、
生物学的高分子（例えば、抗体全体）に対して置き換えられないと認識している［Ｐｉｃ
ａｌ，Ｍ．Ｊ．およびＲｉｇｓｂｅｅ，Ｄ．Ｒ．，Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．１４：１３７９
（１９９７）］。例えば、結晶インスリンの水性懸濁液は、対応する非晶質相の懸濁液よ
りも、（２つの因子の程度に対して）ほんのわずかにより安定である［Ｂｒａｎｇｅ，Ｊ
．，Ｌａｎｇｋｊａｅｒ，Ｌ．，Ｈａｖｅｌｕｎｄ，Ｓ．およびＶｏｌｕｎｄ，Ａ．，Ｐ
ｈａｒｍ．Ｒｅｓ．９：７１５（１９９２）］。固体状態において、凍結乾燥された非晶
質インスリンは、現在までに調査された全ての条件下で凍結乾燥された結晶インスリンよ
りもより安定である［Ｐｉｃａｌ，Ｍ．Ｊ．およびＲｉｇｓｂｅｅ，Ｄ．Ｒ．，Ｐｈａｒ
ｍ．Ｒｅｓ．１４：１３７９（１９９７）］。しかし、２つのモデルタンパク質（グルコ
ースオキシダーゼおよびリパーゼ）を用いて、Ｓｈｅｎｏｙらは、乾燥結晶処方物が、そ
れらの非晶質対応物よりも有意により安定であり得ることを実証した［Ｓｈｅｎｏｙ，Ｂ
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］。驚くべきことに、本発明は、その可溶性抗体または抗体フラグメントの対応物よりも
より安定である、抗体全体の結晶ならびに単鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）抗体フラグメントの結晶
またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶（「ａｂ」は、「抗原結合」を表す）を提供する。
【０００９】
一般的に、タンパク質技術における近年の進歩にかかわらず、２つの問題によって、産業
および医薬における生物学的高分子の使用が制限され続けている。第１の問題は、製造お
よび貯蔵の間の化学的変性および物理的変性に対する、高次の３次構造の分子安定性およ
び分子感受性に関する。第２に、治療タンパク質の生物学的送達の分野は、ネイティブな
タンパク質（例えば、抗体全体）を特定の患者または疾患プロセスの必要性と一致した速
度で放出するビヒクルが提供されることを必要とする。
【００１０】
抗体全体の結晶化は、過去３０年間にわたって非常に興味のある課題であったが、抗体全
体のほとんどが、結晶化されておらず、それでも単に構造研究の状況においてである［Ｈ
ａｒｒｉｓ　Ｌ．Ｊ．，Ｓｋａｌｅｔｓｋｙ，Ｅ．，およびＭｃＰｈｅｒｓｏｎ，Ａ．，
Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２７５：８６１－７２（１９９８）；Ｈａｒｒｉｓ　Ｌ．Ｊ．，
Ｌａｒｓｏｎ，Ｓ．Ｂ．，Ｓｋａｌｅｔｓｋｙ，Ｅ．，およびＭｃＰｈｅｒｓｏｎ，Ａ．
，Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　１６３：３５－４３（１９９８）］。
これらの結晶全てが、拡散蒸着技術によって獲得され、これは、構造分析のための非常に
少量の結晶しか生じない。このような収量は、薬学的適用、診断適用または他の商業的適
用のために必要とされるよりもはるかに低い。さらに、このような低い収量は、その相対
的に大きいサイズ、その表面上のオリゴ糖の存在、および高い程度のそのセグメントの可
撓性に起因して、抗体結晶化における困難性に大きく帰する。
【００１１】
Ｆａｂ抗体フラグメントもまた結晶化されているが、単にＸ線結晶学構造研究における使
用のためである［例えば、Ｉｔｏら，Ａｃｔａ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ．Ｄ．Ｂｉｏｌ
．Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ．５７：１７００－０２（２００１）；Ｃｏｖａｃｅｕｓｚａ
ｃｈら，Ａｃｔａ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ．Ｄ．Ｂｉｏｌ．Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ．
５７：１３０７－０９（２００１）；Ｓａｕｌら，Ｂｉｏｏｒｇ．Ｋｈｉｍ．２５：２４
７－５２（１９９９）；Ｐｉｃｈｌａら，Ｊ．Ｓｔｒｕｃｔ．Ｂｉｏｌ．１１９：６－１
６（１９９７）；Ｍａｎｉｎｄｅｒら，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２４２：７０６－０８（
１９９４）］。
【００１２】
以下の表は、Ｘ線結晶学構造研究のための結晶化と本発明に従う大量スケール結晶化との
間の一般的な比較を提供する。
【００１３】
【表１】
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大量スケールでの抗体全体またはそのフラグメントの結晶化（治療抗体のための代替の送
達経路を可能にするプロセス）は、これまで一度も探索されていない。
【００１４】
抗体、およびそのフラグメントは、薬学産業、診断産業および研究産業においてますます
使用されている。速く、安価である代替の安定化手順に対する大きな必要性が存在し、さ
らに、賦形剤の過度の使用（これは、抗体全体の機能を妨害し得る）を含まない安定化手
順が、必要である。
【００１５】
本発明は、大量スケールで抗体全体およびそのフラグメントを結晶化するための方法を提
供することによって、治療剤および他の生物学的目的のための抗体の幅広い使用に対する
障壁を克服することを探索している。
【００１６】
（発明の要旨）
本発明は、活性な抗体全体またはそのフラグメントの、最も安定な形態の結晶形態を使用
することによって上記の障害を克服する。本発明の１つの実施形態において、抗体全体ま
たはそのフラグメントの結晶は、種々の生物医学的適用のための処方物もしくは組成物と
して使用されるか、またはそのような処方物もしくは組成物中に使用される。本発明の別
の実施形態に従って、抗体全体もしくはそのフラグメントの結晶、またはそれらを含む処
方物もしくは組成物は、（１）その結晶に成分もしくは賦形剤を添加することによって安
定化され得るか、または（２）被験体への送達のための各結晶を含む組成物を生成するた
めに、およびその後の活性な抗体全体の放出のために、ポリマー性キャリア内にカプセル
化され得る。任意の抗体全体またはそのフラグメントが、本発明の方法に従って、この様
式で結晶化および／または安定化され得る。
【００１７】
本発明の種々の局面が、特に有利である。
【００１８】
第１に、貯蔵された材料の結晶性は、非常に重要である。なぜなら、大量スケールでの結
晶化が、例えば、治療剤およびワクチンを製造するための臨床的な製造プロセスにおいて
、精製工程および／または濃縮工程として導入され得るからである。さらに、大量スケー
ルでの結晶化は、その製造プロセスにおいていくつかの精製工程を置換し得る。例えば、
抗体全体の結晶化は、抗体処方物および抗体組成物の生成を合理化し、その手順をより有
効かつ手ごろなものにし得る。
【００１９】
第２に、全反応速度のかなりの減速に起因して、溶液中で生じる高分子相互作用が、その
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結晶状態において回避されるかまたはひどく低減される。従って、結晶化状態は、抗体全
体またはそのフラグメントの混合物の貯蔵に対して特有に適している。
【００２０】
第３に、固体結晶調製物は、容易に再構成されて、非常に高い抗体濃度を有するすぐに使
用できる（ｒｅａｄｙ　ｔｏ　ｕｓｅ）非経口調製物を生成し得る。代表的に、皮下投与
に関して、１．５ｍｌ以下の注射容量が十分に許容される。従って、１週間を基礎として
１ｍｇ／ｋｇで投与されるタンパク質について、少なくとも５０ｍｇ／ｍｌのタンパク質
濃度が、必要とされ、そして１００～２００ｍｇ／ｍｌが好ましい。このような濃度は、
液体サンプルの凝集および粘性の問題に起因して、液体調製物中で達成することが困難で
ある。対照的に、これは、本発明に従って、結晶調製物、またはその処方物もしくは組成
物中で達成され得る。
【００２１】
第４に、抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶もまた、薬学的投薬調製物のため
の特に有利な形態を構成する。結晶は、インビボにおいて遅延した放出のための主薬とし
て使用され得る。当業者が理解するように、粒子サイズは、結晶の溶解および活性の放出
のために重要である。当業者はまた、結晶が実質的に均一な粒子サイズを有し、かつ非晶
質沈降物を含まない場合、抗体放出速度がより予測可能なものであることを認識する。従
って、抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶は、移植可能なデバイス（例えば、
ＰＣＴ特許出願ＷＯ９６／４００４９に記載されるデバイス）に対して有利に使用され得
る。移植レザバーは、一般的に、およそ２５～２５０μｌである。この容量制限において
、高濃度（１０％よりも高い）の調製物かつ最少量の懸濁ビヒクルが好ましい。本発明に
従う抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶はまた、そのような高濃度で非水性懸
濁液中に容易に処方され得る。
【００２２】
第５に、意図した部位への送達後の抗体の遅延した放出のために、抗体全体の結晶、もし
くは抗体フラグメントの結晶、ならびにこれらを含む処方物および組成物の使用は、イン
ビボにおいて抗体全体または抗体フラグメントの有効な生物学的半減期を有利に増加させ
る。
【００２３】
第６に、抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶の別の利点は、特定の変種が操作
されて、時間をかけた高分子の放出を調節し得るという点である。例えば、溶解をもたら
す賦形剤を用いた結晶のサイズ、形状、処方、ならびにポリマーマトリックスへのカプセ
ル化は全て、操作されて、抗体のための送達ビヒクルを生成し得る。
【００２４】
抗体全体の結晶化プロセスは、強力なタンパク質精製ツールまたは強力なタンパク質安定
化ツールとして役立つだけではなく、可能である最も濃縮されたタンパク質形態も与える
。このような効果は、意図された部位への抗体全体またはそのフラグメントの高用量の送
達に対して、有意な可能性を有する。さらに、被験体に送達するための、抗体全体もしく
は抗体フラグメントの結晶、または抗体全体もしくは抗体フラグメントの結晶処方物もし
くは結晶組成物を使用することによって、特定の被験体または疾患プロセスの必要性と一
致した、ある速度における抗体全体またはそのフラグメントの制御された放出を実行する
ことが可能である。結晶溶解速度は、結晶の形態、結晶サイズおよび賦形剤の存在、なら
びに使用される特定のカプセル化技術またはポリマー調製物に依存するので、抗体全体の
結晶またはそのフラグメントの結晶はまた、キャリアを含まない、遅延した放出の投薬形
態として使用され得る。
【００２５】
周囲温度または高温の溶液中で維持される場合に安定ではない抗体全体またはそのフラグ
メントは、それにもかかわらず、本発明の方法に従って結晶化される場合、そのような温
度において長期間にわたって乾燥結晶形態中に好首尾に貯蔵され得る。
【００２６】
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（発明の詳細な説明）
本明細書中に記載される発明がより十分に理解されるために、以下の詳細な説明が記載さ
れる。説明において、以下の用語が使用される。
【００２７】
抗体全体または抗体フラグメント：本発明に従う、抗体全体または抗体フラグメント（例
えば、単鎖ＦｖフラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメント）は、機能的抗体または機能
的抗体フラグメント（すなわち、インビトロまたはインビボでその特異的抗原を認識し、
そして結合し得る）であり、抗体結合に関連する任意の引き続く作用（例えば、直接的細
胞毒性、補体依存的細胞毒性（ＣＤＣ）、抗体依存的細胞毒性（ＡＤＣＣ））を惹起し得
る。
【００２８】
非晶質の固体：タンパク質の非結晶性の固体形状は、時折、「非晶質沈殿物」と称される
。これは、結晶質固体状態の特徴的な分子格子構造を有さない。
【００２９】
抗体：体内における外来分子の存在に対する反応において、脊椎動物の免疫系の体液性部
門によって産生される、分子量約１５０ｋＤの糖タンパク質である。抗体は、微生物（例
えば、寄生虫、細菌およびウイルス）による感染の予防および消散に必須である。抗体は
、高度に特異的な様式で、抗原（またはエピトープ）（侵襲している微生物およびその生
成物上の抗原も含む）と称されるタンパク質（あるいは、時には、多糖類、糖タンパク質
、脂質または核酸を含む他の有機分子）の形態を、認識および結合することによりこの機
能を実施する。抗原は、侵襲する微生物およびその産生物に関する抗原を含む。抗体は、
抗体上の超可変ドメイン（抗原結合部位と称される）とそのエピトープ自体との間の高度
な特異的相互作用を通してそれらの標的抗原に結合する。抗原に結合する際、抗体は、感
染する微生物または他の抗原含有実体（例えば、癌細胞）の中和、破壊および除去に寄与
する免疫系の多くのエフェクター系のうちの１つまたは複数を活性化する。
【００３０】
抗体はまた、疾患状態に関与する細胞標的のそれらの特異的結合および引き続く中和によ
り、癌、炎症、心臓血管疾患および移植の拒絶の処置のために使用される。例えば、モノ
クローナル抗体Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂは、腫瘍壊死因子に結合し、細胞表面レセプターと
腫瘍壊死因子との相互作用をブロックすることにより、炎症における腫瘍壊死因子の役割
を中和する。一方、Ｒｉｔｕｘｉｍａｂは、悪性Ｂリンパ球の細胞表面ＣＤ２０抗原に結
合することにより、その悪性Ｂリンパ球を標的にする。
【００３１】
単一の抗体分子は、互いに共有結合される２つの同一な重鎖（各分子量は約５０ｋＤ）お
よび重鎖のうちの１つに各々共有結合する２つの同一な軽鎖（各分子量は約２５ｋＤ）か
ら構成される構造を有する。４つの鎖は、典型的な「Ｙ」のモチーフに整列される。「Ｙ
」の基部「脚部」は、Ｆｃ領域（「ｃ」は「結晶可能な」あるいは「補体結合」を示す）
をいい、そして細胞膜中に抗体を固定するために使用され、マクロファージ細胞にも結合
し、補体を活性化する。「Ｙ」の上部の２つの「腕部」は、Ｆａｂ領域と称される（「ａ
ｂ」は、「抗原結合」について示す）をいう。各Ｆａｂ領域は、定常領域（Ｆａｂおよび
Ｆｃ領域の接合点に）および可変領域（「Ｙ」の上部に伸長する）を含む。各可変領域は
、同一な抗原結合部位（「超可変」領域と称される可変領域内の領域）を、各「Ｙ」の上
部に含む。従って、各Ｆａｂ領域は、１つの抗原結合部位を有し、それゆえ、完全な抗体
分子は２つの抗原結合部位を有する（すなわち、「二価」である）。天然に存在する抗体
上の２つの抗原結合部位は、互いに同一であり、それゆえ、抗体は１つの抗原に特異的で
ある（すなわち、「一価」である）。抗体分子の多くの分子フラグメントが今までに単離
されている。これらは天然に存在しないが、１つ以上の完全な抗体分子から操作される。
これらのフラグメントにはＦａｂフラグメント（酵素パパインを用いる消化によって完全
な抗体から単離される単一のＦａｂ）およびＦ（ａｂ’）２フラグメント（互いに共有結
合した２つのＦａｂは、酵素ペプシンを用いて抗体を消化することによって産生される）
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が挙げられる。Ｆａｂフラグメントは、単一特異性であるが、一方、Ｆ（ａｂ’）２フラ
グメントは、二重特異性である。最近、多くの操作された抗体フラグメントが紹介されて
いる。これらとしては、２本鎖Ｆｖ（ｄｓＦｖ）フラグメントおよび単鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ
）フラグメント（「ｖ」は、両方の場合において「可変」を示す）が挙げられる。ｄｓＦ
ｖフラグメントは、定常領域のないＦａｂフラグメントから構成される（すなわち、互い
に共有結合される重鎖および軽鎖の可変領域のみからなる）。ｓｃＦｖフラグメントは単
一ポリヌクレオチド鎖であり、軽鎖の可変領域にペプチドリンカーを介して結合される重
鎖の可変領域から構成される。典型的に、ｄｓＦｖおよびｓｃＦｖフラグメントの両方は
、一価（従って、単一特異性）である。しかし、２つのｄｓＦｖフラグメントまたは２つ
のｓｃＦｖフラグメントは、それ自体二重特異性フラグメントを形成するために連結され
得る（これは、定常領域を欠くＦ（ａｂ’）２フラグメントに類似している）。さらに、
異なる抗原結合部位を有する（すなわち、異なる特異性）２つのｄｓＦｖフラグメントま
たはｓｃＦｖフラグメントを連結し、二重特異性のフラグメントを形成することが可能で
ある。このようなフラグメントは、研究ツールまたは治療試薬もしくは診断試薬のいずれ
かとして使用され得る。
【００３２】
ヒトにおいて５つのクラスの抗体（免疫グロブリンとも称される）が存在する：ＩｇＧ、
ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＤおよびＩｇＥ（各々、独特な特徴および機能を有する）。ＩｇＧ
、ＩｇＤおよびＩｇＥは、全て１つの抗体分子から作製されるが、ＩｇＡは、このような
分子の１、２または３つから作製され、ＩｇＭは５つから構成され得る。さらに、ヒトに
おいて、ＩｇＧの４つのサブクラス（ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３またはＩｇＧ４）な
らびにＩｇＭおよびＩｇＡの各２つのサブクラス（１および２、それぞれ）が存在する。
例えば、モノクローナル抗体Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（「ＲｉｔｕｘａｎＴＭ」）は、ＩｇＧ
１抗体である。
【００３３】
天然に存在する抗体は、単一の種から誘導されるが、操作した抗体および抗体フラグメン
トは、１種よりも多くの動物種から誘導され得る（すなわち、キメラであり得る）。今ま
で、マウス（げっ歯類）／ヒトキメラ抗体が産生されてきたが、他の種の組み合わせが可
能である。キメラ抗体はさらに、２つのサブタイプに分かれる：キメラ抗体およびヒト化
抗体。キメラげっ歯類／ヒト抗体は、約７５％のヒトアミノ酸配列および約２５％のマウ
スアミノ酸配列をそれぞれ含む。ヒトの配列は、抗体の定常領域を示すが、マウスの配列
は、抗体の可変領域（従って、抗原結合部位を含む）を示す。このようなキメラを用いる
理論的根拠は、マウス抗体の抗原特異性を保持するが、マウス抗体の免疫原性（マウス抗
体がマウス以外の種において、抗原に対する免疫応答を引き起こす）を減少させ、それゆ
え、ヒトの治療においてキメラが使用されることが可能となることにある。キメラ抗体は
また、異なるヒト抗体からのＣＤＲ領域を含有するキメラ抗体を含む。ＣＤＲ領域（超可
変領域とも称される）は、抗原結合部位を生じる抗体分子の可変領域内の配列である。Ｃ
ＤＲ領域は、結合部位が形状および電荷分布において抗原上で認識されるエピトープに対
して相補的であるので、そのように称される。
【００３４】
あるいは、キメラ抗体は、一方の抗体由来のフレームワーク領域および他方の抗体由来の
ＣＤＲ領域を含む。キメラ抗体はまた、少なくとも２つの異なるヒト抗体由来のＣＤＲ領
域を含有するキメラ抗体を含む。ヒト化抗体は、約９０％（またはそれより多く）のヒト
アミノ酸配列を含む。マウスの配列は、超可変領域（これは、可変領域内に含まれる事実
上の抗原結合部位である）についての配列のみ存在する。ヒト化抗体は、キメラ抗体と比
較して、最小のマウス免疫原性を有する。
【００３５】
一般的に、抗体の特異性によって区別され得る２つの型の抗体が存在する：ポリクローナ
ル抗体およびモノクローナル抗体。ポリクローナル抗体は、血液の免疫グロブリン画分と
して見い出される抗体であり、本質的に、個体がさらされている、異なる抗原に対して特
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異的な、多くの異なる型の抗体（すなわち、これは、抗体を産生する細胞であるＢリンパ
球（またはＢ細胞）の多くの異なるクローンに由来する）のポリクローナル混合物である
。
【００３６】
モノクローナル抗体は、単一特異性の抗体であり、すなわち、単一クローンのＢリンパ球
（Ｂ細胞）に由来する。これらの抗体は、それらの標的抗原に対して感受性の高い特異性
を有し、また、多量（すなわち、高力価）に産生され得る。モノクローナル抗体は、特異
的な抗原（例えば、癌抗原）に対するマーカーとして、診断剤（ＨＩＶ－１のようなウイ
ルスを検出するためのアッセイにおいて）として、そして治療剤として有用である。モノ
クローナル抗体全体は、２つの完全な重鎖および２つの完全な軽鎖を含む典型的な分子構
造を有する抗体である。これは、抗体フラグメント（例えば、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ’）２、
Ｆｃフラグメント、ｄｓＦｖフラグメントおよびｓｃＦｖフラグメント）から区別される
。
【００３７】
伝統的に、モノクローナル抗体は、Ｂ細胞ハイブリドーマを産生するために、抗体産生Ｂ
細胞と不死のハイブリドーマ細胞とを融合させることにより産生される。Ｂ細胞ハイブリ
ドーマは細胞培養においてモノクローナル抗体を持続的に産生する。モノクローナル抗体
を産生するために伝統的に使用される別の方法は、ファージディスプレイ技術を用いる細
菌細胞培養物におけるモノクローナル抗体の発現を含む。しかしながら、現在、モノクロ
ーナル抗体は、遺伝的に改変された動物（例えば、ウシおよびヒツジ（Ｇｅｎｚｙｍｅ　
Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃｓ）、ブタおよびウサギ（Ｍｅｄａｒｅｘ、ＰＰＬ　Ｔｈｅｒａｐ
ｅｕｔｉｃｓ）およびニワトリ（Ｔｒａｎｘｅｎｏｇｅｎ））ならびに植物（例えば、タ
バコおよびトウモロコシ（Ｅｐｉｃｙｔｅ，Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｍｅｒｉｓｔｅｍ　Ｃｒｏｐｔｅｃｈなど））において、多量
にインビボにて産生され得る。例えば、多量のモノクローナル抗体は、遺伝的に改変され
たヤギのミルクにおいて見い出され得る（Ｇｅｎｚｙｍｅ　Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃｓ）。
このようなすべての供給源に由来する抗体は、本発明に従って結晶化され得る。さらに、
遺伝子導入の結果として、マウスは、完全なヒトＢ細胞ゲノム（ヒト抗体をコードする）
を含み、発現するよう改変されている。従って、このようなトランスジェニックマウス（
Ａｂｇｅｎｉｘ）は、本発明に従う結晶化のためのヒト抗体の供給源である。グリコシル
化は、抗体を生産している動物に対して特異的であることに注意すべきである。例えば、
ヒト以外の供給源に由来するヒト抗体は、微妙に異なるグリコシル化プロフィールを有す
る。それゆえ、本発明の抗体全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラ
グメントは、改変されたグリコシル化を提示し得るか、または脱グリコシル化され得る。
本発明にしたがって結晶化され得る抗体はまた、誘導された抗体を含む。このような抗体
は、ポリエチレングリコールを用いて誘導されるか、あるいは少なくとも１つの炭水化物
部分または少なくとも１つのメチル基もしくはメチル基で誘発された抗体を含む。臨床に
関連する抗体はまた、抗体が使用される治療分野によって分類され得る。このような抗体
には、例えば、癌（例えば、膵臓癌）、炎症性疾患（例えば、自己免疫疾患、関節炎）、
心臓血管疾患（例えば、発作）、感染性疾患（例えば、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ）、呼吸器疾患
（例えば、喘息）、組織移植拒絶および臓器移植拒絶を処置するための抗体が挙げられる
。このような抗体はまた、放射免疫治療のための抗体を含む。本発明に従って結晶化され
得る抗体としては、例えば、Ａｂｃｉｘｉｍａｂ、Ｐａｌｉｖｉｚｕｍａｂ、Ｍｕｒｕｍ
ｏｎａｂ－ＣＤ３、Ｇｅｍｔｕｚｕｍａｂ、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ、Ｂａｓｉｌｉｘｉ
ｍａｂ、Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ、ＥｔａｎｅｒｃｅｐｔおよびＩｂｒｉｔｕｍｏｍａｂ　
ｔｉｕｘｅｔａｎが挙げられる。
【００３８】
抗体活性放出速度：これは、抗体全体、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラ
グメントの単位時間あたりの溶解量である。
【００３９】
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抗原：これは、抗体によって特異的に認識され、かつ結合される任意の基質または材料で
ある。抗原は、代表的に、細胞または侵襲した微生物の表面において見い出されるタンパ
ク質の小さな破片（ペプチド）である。抗体は、４つのアミノ酸長ほどの小ささの抗原を
特異的に認識すると考えられ、そしてたった１つのアミノ酸の置換が、特異的である特定
の抗原の抗体認識を破壊し得ることと考えられる。
【００４０】
抗原性：抗体によって特異的に認識され、そして結合されるための抗原の能力である。抗
原が、抗原に対する抗体特異性によって特異的に認識され、そして結合され得る場合、抗
原は、その抗原性コンフォメーションにあるといわれる。抗原性は、免疫原性（抗原に対
して特異的な抗体の産生を誘発する抗原の能力である）とは異なる。
【００４１】
抗イディオタイプ抗体：これは、他の抗体分子の抗原結合部位に対する特異性を有する抗
体である。抗イディオタイプ抗体は、以下の様式で産生される：抗原が、その抗原に対し
て特異的である抗体（Ａｂ－１またはイディオタイプと称される）の産生を誘発する。次
いで、これらの抗体（イディオタイプ）は、Ａｂ－１に対して特異的な第２の抗体の産生
を誘発するために、それら自体が免疫原として使用される。これらの第２の産生抗体（Ａ
ｂ－２）は、抗イディオタイプ抗体（または抗イディオタイプ）と称され、そしてＡｂ－
１を産生するために使用される最初の抗原によく似ているか、またはそのような抗原に密
接に関連しているかのいずれかである。このような反応はまた、インビボでの抗原性刺激
に応答して自然に生じ、そしてこれらの抗体－抗体相互作用によって、免疫系は、本質的
に抗体自体と相互作用することが可能である。この能力を利用することによって、抗イデ
ィオタイプ抗体は、特定の感染を予防するため、そしていくつかの種類の癌ならびに種々
の免疫疾患および自己免疫疾患を処置するために使用され得ることが仮定される。
【００４２】
抗体半減期：これは、インビボでの抗体について、所定の量の抗体全体、単鎖Ｆｖ抗体フ
ラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントが、最初の濃度の５０％に減少されるのに要す
る時間である。代表的に、ＩｇＧは、約２１日間の半減期を有し（ただし、ＩｇＧ３はた
った７日間の半減期を有する）の半減期を有し、一方、ＩｇＭ、Ａ、Ｄ、およびＥは、代
表的に、それぞれ１０日間、６日間、３日間および２日間の半減期を有する。
【００４３】
抗体負荷：これは、抗体、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントの重
量パーセントとして計算される、乾燥調製物の重量に対する、処方物および組成物の抗体
含有量である。抗体負荷の代表的範囲は、１～８０％である。
【００４４】
抗体放出：これは、以下の１つ以上の以下の因子によって制御されるような、ポリマーキ
ャリアからの活性タンパク質の放出である：（１）ポリマーマトリックスの分解；（２）
ポリマーマトリックス内での結晶溶解速度；（３）ポリマーマトリックスを通した溶解タ
ンパク質の拡散；（４）タンパク質負荷；および（５）抗体結晶／ポリマーマトリックス
中への生物学的媒質の拡散。
【００４５】
水性－有機溶媒混合物：これは、ｎ％の有機溶媒およびｍ％の水を含む混合物であり、こ
こで、ｎは１～９９の間であり、ｍは１００－ｎである。
【００４６】
バイオアベイラビリティ：これは、インビボで投与される基質（例えば、活性な抗体また
は抗体フラグメント）が、その基質が標的とされる組織に対して利用可能になる程度であ
る。本発明によると、バイオアベイラビリティはまた、抗体全体、またはそのフラグメン
ト（インビボで結晶またはその組成物もしくは処方物として投与される）が、血液におい
て利用可能になる程度をいう。本発明によると、バイオアベイラビリティはまた、一度、
基質が送達された標的組織での、基質（例えば、活性な抗体または抗体フラグメント）の
能力、機能（例えば、直接的細胞毒性）を実行する能力をいう。バイオアベイラビリティ
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は、多くの方法において、例えば、基質（例えば、活性な抗体または抗体フラグメント）
の濃度として測定され得、血流における時間の関数として測定され得る。
【００４７】
生体適合性ポリマー：これは、非抗原性（アジュバントとして使用されない場合）、非発
癌性、非毒性であり、そうでなければ、生存する生物に本質的に不適合ではないポリマー
である。例えば、以下が挙げられる：ポリ（アクリル酸）、ポリ（シアノアクリレート）
、ポリ（アミノ酸）、ポリ（無水物）、ポリ（デプシペプチド）、ポリ（エステル）（例
えば、ポリ（乳酸）またはＰＬＡ）、ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）またはＰＬＧＡ
）、ポリ（β－ヒドロキシブチレート（ｐｏｌｙ（β－ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔｒｙａｔｅ
））、ポリ（カプロラクトン）およびポリ（ジオキサノン）；ポリ（エチレングリコール
）、ポリ（ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド、ポリ［（オルガノ）ホスファゼン］
、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（ビニルピロリドン）、無
水マレイン酸－アルキルビニルエーテルコポリマー、プルロニックポリオール、アルブミ
ン、アルギネート、セルロースおよびセルロース誘導体、コラーゲン、フィブリン、ゼラ
チン、ヒアルロン酸、オリゴ糖、グリコサミノグリカン（ｇｌｙｃａｍｉｎｏｇｌｙｃａ
ｎ）、硫酸化多糖、それらの混合物およびコポリマー。
【００４８】
生物分解性ポリマー：これは、加水分解または可溶化によって分解されるポリマーである
。分解は、不均一性（粒子表面で最初に生じる）または均一性（ポリマーマトリックス全
体にわたって均一に分解する）であり得る。
【００４９】
生物学的高分子－－タンパク質、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）およびリボ核酸（ＲＮＡ）
のような生物学的ポリマー。本出願の目的のために、生物学的高分子はまた、高分子と呼
ばれる。
【００５０】
組成物－－ポリマーキャリアにカプセル化され、コートされた粒子を形成したる、抗体全
体の結晶、または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あ
るいはそれらの処方物。
【００５１】
制御された溶解－－以下からなる群より選択される因子によって制御される、抗体全体ま
たは単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントの結晶の溶解、あるいはそ
のような結晶を含む処方物または組成物の溶解、またはその結晶または処方物もしくは組
成物の結晶成分の放出：その結晶の表面領域；その結晶のサイズ；その結晶の形状；その
処方物または組成物の賦形剤成分の濃度；その処方物または組成物の賦形剤成分の数およ
び性質；その処方物または組成物の賦形剤成分の分子量；そのポリマーキャリアの性質、
ならびにそれらの組み合わせ。
【００５２】
コポリマー－－１より多いモノマー種で作製されたポリマー。
【００５３】
結晶－－結晶は、第２の形態（本質的に、組織化されていない、不均一な固体として存在
する、無定形の固体状態）とは区別される、物質の固体状態の１形態である。結晶は、原
子、イオン、分子（例えば、抗体のようなタンパク質）、または分子アセンブリ（例えば
、抗原／抗体複合体）の、規則的な三次元配列である。結晶は、十分に規定された対称性
に従って、三次元において繰り返される単位格子に整列される、非対称性格子（これは、
結晶化される物質からなる）と呼ばれる構成単位の格子配列である。Ｇｉｅｇｅ，Ｒ．お
よびＤｕｃｒｕｉｘ，Ａ．Ｂａｒｒｅｔｔ，Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎ
ｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ，ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐ
ｐｒｏａｃｈ，第２版，第１－１６頁，Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓ
ｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，（１９９９）を参照のこと。
【００５４】
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結晶の溶解－－可溶性の抗体または抗体フラグメントを回収するために抗体全体またはそ
のフラグメントの結晶を溶解すること。
【００５５】
抗体全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントの結晶の乾燥－
－以下を含む手段による、水、有機溶媒または液体ポリマーの除去：Ｎ２、空気または不
活性ガスでの乾燥、真空オーブン乾燥、凍結乾燥、揮発性溶媒での洗浄と、その後のその
溶媒の蒸発、換気フード中での蒸発、トレイ乾燥、流体床乾燥、スプレー乾燥、真空乾燥
、またはローラー乾燥。代表的には、乾燥は、結晶が自由に流動する粉末である場合に達
成される。乾燥は、湿った結晶の上にガス流を通過させることによって行われ得る。この
ガスは、以下からなる群より選択される：窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、空気
またはそれらの組み合わせ。
【００５６】
有効量－－それがいくらかの期間にわたって投与された被験体または領域を処置、免疫ブ
ースト、防御、修復または解毒するのに効果的な、本発明の抗体全体の結晶または単鎖Ｆ
ｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントの結晶の量、あるいは結晶処方物また
は結晶組成物の量。
【００５７】
乳化剤－－ポリマーをコートした結晶と溶液との間の界面張力を減少する、界面活性剤。
【００５８】
処方物－－抗体全体の結晶と、１以上の成分または賦形剤との組み合わせ、あるいは単鎖
Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶と、１以上の成分また
は賦形剤との組み合わせ。これらの成分または賦形剤には、糖および生体適合性のポリマ
ーが含まれる。賦形剤の例は、ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｒｉｔａｉｎによって共同で出版された、ｔｈｅ　Ｈａ
ｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓに記載され
る。本出願の目的のために、「処方物」には、「結晶処方物」が含まれる。さらに、「処
方物」には、「抗体全体の結晶処方物」ならびに「単鎖Ｆｖ抗体フラグメント結晶処方物
」および「Ｆａｂ抗体結晶処方物」が含まれる。
【００５９】
糖タンパク質－－糖質に共有結合されたタンパク質またはペプチド。この糖質は、モノマ
ーであり得るか、またはオリゴサッカリドから構成され得る。
【００６０】
ホモポリマー－－単一のポリマー種で作製されたポリマー。
【００６１】
免疫療法剤－－抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントは
、それが、腫瘍細胞、ウイルスまたは細菌に対する防御免疫を誘導する活性を有するか、
またはその腫瘍細胞、ウイルスまたは細菌を減少または排除するために免疫応答を刺激す
る活性を有する場合、免疫療法剤である。
【００６２】
成分－－薬学的成分または賦形剤を含む、任意の賦形剤。賦形剤としては、例えば、以下
が挙げられる：
（酸性化剤）
酢酸、氷酢酸、クエン酸、フマル酸、塩酸、希塩酸、リンゴ酸、硝酸、リン酸、希リン酸
、硫酸、酒石酸
（エアロゾル噴霧剤）
ブタン、ジクロロジフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、イソブタン、プロ
パン、トリクロロモノフルオロメタン
（空気置換剤）
二酸化炭素、窒素
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（アルコール変性剤）
安息香酸デナトニウム、メチルイソブチルケトン、八酢酸スクロース
（アルカリ化剤）
強アンモニア溶液、炭酸アンモニウム、ジエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン
、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、ホウ酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナ
トリウム、トロルアミン（ｔｒｏｌａｍｉｎｅ）
（抗ケーキング剤）（流動促進剤（ｇｌｉｄａｎｔ）を参照のこと）
（消泡剤）
ジメチコーン、シメチコン
（抗菌性防腐剤）
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザルコニウム溶液、塩化ベンゼルトニウム（ｂｅｎｚｅ
ｌｔｈｏｎｉｕｍ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、安息香酸、ベンジルアルコール、ブチルパラベ
ン、塩化セチルピリジニウム、クロロブタノール、クロロクレゾール、クレゾール、デヒ
ドロ酢酸、エチルパラベン、メチルパラベン、メチルパラベンナトリウム、フェノール、
フェニルエチルアルコール、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀、安息香酸カリウム、
ソルビン酸カリウム、プロピルパラベン、プロピルパラベンナトリウム、安息香酸ナトリ
ウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、プロピオン酸ナトリウム、ソルビン酸、チメロサール、
チモール
（酸化防止剤）
アスコルビン酸、アスコルビン酸パルミテート、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒ
ドロキシトルエン、次亜リン酸、モノチオグリセロール、没食子酸プロピル、ホルムアル
デヒドスルホキシル酸ナトリウム、メタ重亜硫酸水素ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、
二酸化硫黄、トコフェロール、トコフェロール賦形剤
（緩衝化剤）
酢酸、炭酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、ホウ酸、クエン酸、乳酸、リン酸、クエ
ン酸カリウム、メタリン酸カリウム、第一リン酸カリウム、酢酸ナトリウム、クエン酸ナ
トリウム、乳酸ナトリウム溶液、第二リン酸ナトリウム、第一リン酸ナトリウム、ヒスチ
ジン
（カプセル潤沢剤）（錠剤およびカプセル潤沢剤を参照のこと）
（キレート剤）
エデト酸二ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸および塩、エデト酸
（コーティング剤）
カルボキシメチルセルロールナトリウム、酢酸セルロース、酢酸フタル酸セルロース、エ
チルセルロース、ゼラチン、薬学的うわぐすり、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロ
キシプロピルメチルセルロース、フタル酸ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メタク
リル酸コポリマー、メチルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリビニルアセテート
フタレート、シェラック、スクロース、二酸化チタン、カルナウバろう、微結晶性ろう、
ゼイン
（色）
カラメル、赤、黄色、黒またはブレンド、酸化鉄
（錯化剤）
エチレンジアミン四酢酸および塩（ＥＤＴＡ）、エデト酸、ゲンチシン酸（ｇｅｎｔｉｓ
ｉｃ　ａｃｉｄ）エタノールアミド、硫酸オキシキノリン
（乾燥剤）
塩化カルシウム、硫酸カルシウム、二酸化ケイ素
（乳化剤および／または安定化剤）
アカシア、コレステロール、ジエタノールアミン（補助剤）、モノステアリン酸グリセリ
ン、ラノリンアルコール、レシチン、モノグリセリドおよびジグリセリド、モノエタノー
ルアミン（補助剤）、オレイン酸（補助剤）、オレイルアルコール（安定化剤）、ポロキ
サマー、ポリオキシエチレン５０ステアレート、ポリオキシル３５ヒマシ油（ｃａｓｔｅ
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ｒ　ｏｉｌ）、ポリオキシル４０硬化ヒマシ油、ポリオキシル１０オレイルエーテル、ポ
リオキシル２０セトステアリルエーテル、ポリオキシル４０ステアレート、ポリソルベー
ト２０、ポリソルベート４０、ポリソルベート６０、ポリソルベート８０、プロピレング
リコールジアセテート、プロピレングリコールモノステアレート、ラウリル硫酸ナトリウ
ム、ステアリン酸ナトリウム、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノオレエート、
ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ステアリン酸、トロルアミ
ン、乳化ろう
（濾過補助剤）
粉末化セルロール、精製ケイ質土
（香料および芳香剤）
アネトール、ベンズアルデヒド、エチルバニリン、メントール、サリチル酸メチル、グル
タミン酸一ナトリウム、橙花油、ペパーミント、ハッカ油、ペパーミント精剤、バラ油、
強バラ香、チモール、トルーバルサムチンキ剤、バニラ、バニラチンキ剤、バニリン
（流動促進剤および／または抗ケーキング剤）
ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、コロイド状二酸化ケイ素、タルク
（湿潤剤）
グリセリン、ヘキシレングリコール、プロピレングリコール、ソルビトール
（軟膏基剤）
ラノリン、無水ラノリン、親水軟膏、白色軟膏、黄色軟膏、ポリエチレングリコール軟膏
、ペトロラタム、親水性ペトロラタム、白色ペトロラタム、バラ香軟膏、スクアレン
（可塑剤）
ヒマシ油、ラノリン、鉱油、ペトロラタム、フタル酸ジエチル（ｂｅｎｚｙｌ　ｂｅｎｙ
ｌ　ｆｏｒｍａｔｅ）、クロロブタノール、フタル酸ジエチル、ソルビトール、ジアセチ
ル化モノグリセリド、フタル酸ジエチル、グリセリン、グリセロール、モノアセチル化モ
ノグリセリドおよびジアセチル化モノグリセリド、ポリエチレングリコール、プロピレン
グリコール、トリアセチン、クエン酸トリエチル、エタノール
（ポリマー膜）
セルロースアセテート
（溶媒）
アセトン、アルコール、希釈アルコール、水和アミレン、安息香酸ベンジル、ブチルアル
コール、四塩化炭素、クロロホルム、コーン油、綿実油、酢酸エチル、グリセリン、ヘキ
シレングリコール、イソプロピルアルコール、メチルアルコール、塩化メチレン、メチル
イソブチルケトン、鉱油、ピーナッツ油、ポリエチレングリコール、炭酸プロピレン、プ
ロピレングリコール、ゴマ油、注射用水、注射用滅菌水、洗浄用滅菌水、精製水
（吸収剤）
粉末化セルロース、木炭、精製ケイ質土
（二酸化炭素吸収剤）
水酸化バリウム石灰、ソーダ石灰
（硬化剤（ｓｔｉｆｆｅｎｉｎｇ　ａｇｅｎｔ））
硬化ヒマシ油、セトステアリルアルコール、セチルアルコール、セチルエステルろう、硬
質脂肪、パラフィン、ポリエチレン賦形剤、ステアリルアルコール、乳化ろう、白ろう、
黄ろう
（坐剤基剤）
ココアバター、硬質脂肪、ポリエチレングリコール
（懸濁剤および／または粘性増加剤）
アカシア、寒天、アルギン酸、モノステアリン酸アルミニウム、ベントナイト、精製ベン
トナイト、マグマベントナイト、カルボマー（ｃａｒｂｏｍｅｒ）９３４ｐ、カルボキシ
メチルセルロールカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチ
ルセルロースナトリウム１２、カラゲナン、微結晶性カルボキシメチルセルロースナトリ
ウムセルロース、デキストリン、ゼラチン、ガーゴム、ヒドロキシエチルセルロース、ヒ
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ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ケイ酸マグネシウ
ムアルミニウム、メチルセルロース、ペクチン、ポリエチレンオキシド、ポリビニルアル
コール、ポビドン、アルギン酸プロピレングリコール、二酸化ケイ素、コロイド状二酸化
ケイ素、アルギン酸ナトリウム、トラガカントゴム、キサンタンガム
（甘味料）
アスパルテーム、デキストレート、デキストロース、賦形剤デキストロース、フルクトー
ス、マンニトール、サッカリン、サッカリンカルシウム、サッカリンナトリウム、ソルビ
トール、ソルビトール溶液、スクロース、圧縮糖（ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｂｌｅ　ｓｕｇａ
ｒ）、製菓用糖、シロップ
（錠剤結合剤）
アカシア、アルギン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、微結晶性セルロース、
デキストリン、エチルセルロース、ゼラチン、液体グルコース、ガーゴム、ヒドロキシプ
ロピルメチルセルロース、メチルセルロース、ポリエチレンオキシド、ポビドン、アルフ
ァ化デンプン、シロップ
（錠剤希釈剤および／またはカプセル剤希釈剤）
炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、第三リン酸カルシウム、硫酸カルシウム、微結
晶性セルロース、粉末化セルロース、デキストレート、デキストリン、デキストロース賦
形剤、フルクトース、カオリン、ラクトース、マンニトール、ソルビトール、デンプン、
アルファ化デンプン、スクロース、圧縮糖、製菓用糖
（錠剤崩壊剤）
アルギン酸、微結晶性セルロース、クロスカルメローセナトリウム、コルスポビドン（ｃ
ｏｒｓｐｏｖｉｄｏｎｅ）、ポルアクリリン（ｐｏｌａｃｒｉｌｉｎ）カリウム、グリコ
ール酸ナトリウムデンプン、デンプン、アルファ化デンプン
（錠剤潤沢剤および／またはカプセル剤潤沢剤）
ステアリン酸カルシウム、ベヘン酸グリセリル、ステアリン酸マグネシウム、軽油、ポリ
エチレングリコール、ステアリルフマル酸ナトリウム、ステアリン酸、精製ステアリン酸
、タルク、硬化植物油、ステアリン酸亜鉛
（張度調整剤（ｔｏｎｉｃｉｔｙ　ａｇｅｎｔ））
デキストロース、グリセリン、マンニトール、塩化カリウム、塩化ナトリウム
（ビヒクル：香料化および／または甘味化した）
芳香族エリキシル、複合ベンズアルデヒドエリキシル、イソアルコール性エリキシル、ハ
ッカ水、ソルビトール溶液、シロップ、トルーバルサムシロップ
（ビヒクル：油性）
アーモンド油、トウモロコシ油、綿実油、オレイン酸エチル、ミリスチン酸イソプロピル
、パルミチン酸イソプロピル、鉱物油、軽油、ミリスチルアルコール、オクチルドデカノ
ール、オリーブ油、ピーナツ油、杏仁油、ゴマ油、ダイズ油、スクアラン
（ビヒクル：固体キャリア）
糖粒
（ビヒクル：滅菌性）
注射用静菌水、注射用静菌塩化ナトリウム
（粘度増強剤（懸濁剤を参照のこと））
（撥水剤）
シクロメチコン、ジメチコン、シメチコン
（湿潤剤および／または可溶化剤）
ベンザルコニウムクロリド、ベンゼトニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ド
キュセートナトリウム、ノンオキシノール９、ノンオキシノール１０、オクトキシノール
９、ポロキサマー、ポリオキシル３５、ヒマシ油、ポリオキシル４０、硬化ヒマシ油、ポ
リオキシル５０ステアレート、ポリオキシル１０オレイルエーテル、ポリオキシル２０、
セトステアリルエーテル、ポリオキシル４０ステアレート、ポリソルベート２０、ポリソ
ルベート４０、ポリソルベート６０、ポリソルベート８０、ラウリル硫酸ナトリウム、ソ
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ルビタンモノラウレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノパルミテート、ソ
ルビタンモノステアレート、チロキサポール
好ましい成分または賦形剤として以下が挙げられる：１）アミノ酸（例えば、グリシン、
アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、リジン、アスパラギン、グルタミン、プロ
リン、ヒスチジン）の塩；２）糖質（例えば、単糖類（例えば、グルコース、フルクトー
ス、ガラクトース、マンノース、アラビノース、キシロース、リボース））；３）二糖類
（例えば、ラクトース、トレハロース、マルトース、スクロース）；４）多糖類（例えば
、マルトデキストリン、デキストラン、デンプン、グリコーゲン）；５）アルジトール（
例えば、マンニトール、キシリトール、ラクチトール、ソルビトール）；６）グルクロン
酸、ガラクトロン酸）；７）シクロデキストリン（例えば、メチルシクロデキストリン、
ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンおよび類似物；８）無機塩（例えば、塩化
ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、ナトリウムおよびカリウムのリン酸塩、
ホウ酸、炭酸アンモニウム、およびリン酸アンモニウム；９）有機塩（例えば、酢酸塩、
クエン酸塩、アスコルビン酸塩、乳酸塩）；１０）アカシア、ジエタノールアミン、グリ
セロールモノステアレート、レシチン、モノエタノールアミン、オレイン酸、オレイルア
ルコール、ポロキサマー、ポリソルベート、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸、ソ
ルビタンモノラウレート、ソルビタンモノステアレート、および他のソルビタン誘導体、
ポリオキシル誘導体、ワックス、ポリオキシエチレン誘導体、ソルビタン誘導体のような
乳化剤または可溶化剤；ならびに１１）寒天、アルギニン酸およびその塩、グアールガム
、ペクチン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキシド、セルロースおよびその誘導
体、プロピレンカルボネート、ポリエチレングリコール、ヘキシレングリコール、ならび
にチロキサポールのような粘度増強剤。さらなる好ましい群の賦形剤または成分として、
スクロース、トレハロース、ラクトース、ソルビトール、ラクチトール、イノシトールナ
トリウムおよびカリウムの塩（例えば、酢酸塩、リン酸塩、クエン酸塩、ホウ酸塩）、グ
リシン、アルギニン、ポリエチレンオキシド、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリ
コール、ヘキシレングリコール、メトキシポリエチレングリコール、ゼラチン、ヒドロキ
シプロピル－β－シクロデキストリンが挙げられる。
【００６３】
（不溶性および安定形態）
水性媒体、有機性媒体、または水性－有機性媒体混合物に不溶性であり、そして対応する
抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの可溶化形態より
も高い安定性を示す、抗体全体の結晶形態または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶もしく
はＦａｂ抗体フラグメントの結晶。本発明の１つの実施形態に従い、語句「不溶性および
安定形態」は、乾燥調製物において不溶性であるが、湿潤調製物においては可溶性である
結晶の形態を指し得る。任意の実施形態において、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フ
ラグメントの結晶もしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶は、不溶性形態で活性であり得
る。１つの実施形態において、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶も
しくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶は、不溶性形態で活性であり得、次いで溶解される
か、または一旦それらの機能が完了すると、除去または消化される。本発明の別の実施形
態に従って、抗体全体またはそのフラグメントの結晶は、安定性の追加のために架橋され
得る。本発明の別の実施形態に従って、金属イオン（例えば、Ｃａ＋＋）が、抗体全体ま
たはそのフラグメントの結晶に添加され、結晶をより不溶性および安定にし得る。
【００６４】
（標識）
抗体全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶への標
識の付与。標識は、放射標識、酵素標識、毒素、磁性薬剤、または薬物結合体からなる群
より選択され得る。
【００６５】
（液体ポリマー）
水性溶媒または有機溶媒の非存在下での純粋な液相合成ポリマー（例えば、ポリ－エチレ
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ングリコール（ＰＥＧ））。
【００６６】
（貯蔵安定性の喪失）
一致する条件下でインキュベートした場合の、可溶性（すなわち、非結晶、ネイティブ）
抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメント対応物と比較して
の、時間にわたる、結晶性の抗体全体または結晶性単鎖抗体Ｆｖフラグメントもしくは結
晶性Ｆａｂ抗体フラグメントの特定の活性の喪失および／または二次構造における変化。
【００６７】
（安定性の喪失）
一致する条件下で溶液中に置いている間の、可溶性（すなわち、非結晶）の抗体または単
鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメント対応物と比較しての、時間にわ
たる、結晶性の抗体全体または結晶性単鎖抗体Ｆｖフラグメントもしくは結晶性Ｆａｂ抗
体フラグメントの特定の活性の喪失および／または二次構造における変化。
【００６８】
（高分子）
タンパク質、糖タンパク質、ペプチド、治療用タンパク質、ＤＮＡ分子またはＲＮＡ分子
、多糖、リポタンパク質、リポ多糖。
【００６９】
（投与方法）
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶もしくはＦａｂ抗体フラグメント
の結晶、あるいはその結晶処方物または組成物は、種々の様式の投与に適切であり得る。
これらとしては、経口投与および非経口投与が挙げられ得る。本発明に従う非経口投与の
例として、皮下投与、静脈内投与、経皮投与、筋肉内投与、肺吸入、病巣内投与、局所投
与、針注入、乾燥粉末吸入、皮膚エレクトロポレーション、エアロゾル送達、およびニー
ドルフリー（ｎｅｅｄｌｅ－ｆｒｅｅ）注入技術（ニードルフリー皮膚下投与を含む）が
挙げられるがこれらに限定されない。
【００７０】
（ミクロスフィア）
球形またはほぼ球形であり、約１ｎｍと約１ｍｍとの間の直径を有するカプセル化された
結晶性材料。
【００７１】
（微粒子）
約１ｎｍと約１ｍｍとの間の直径を有するが、規定された形状を有さないカプセル化され
た結晶性材料。
【００７２】
（母液）
高分子（例えば、タンパク質、核酸）の結晶化のために使用される緩衝液。
【００７３】
（ニードルフリー薬物送達デバイスおよびジェット注入）
注入のために尖った針を使用しない、哺乳動物または他の適切なレシピエントの体内への
物質の送達。これは、物質を圧力媒介性の様式で送達するニードルフリーデバイスであり
得る。本発明に従う抗体全体または抗体フラグメントの結晶または結晶性処方物もしくは
組成物を投与するために使用され得る、市販のニードルフリー注入デバイスまたはシステ
ムの例として、とりわけ、ＩｎｔｒａｊｅｃｔＴＭ（Ｗｅｓｔｏｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｌ
ｔｄ．）、Ｂｉｏｊｅｃｔｏｒ２０００（登録商標）（Ｂｉｏｊｅｃｔ，Ｉｎｃ．）、Ｍ
ａｄａＪｅｔＴＭ(ＭＡＤＡ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ)およびＪ－Ｔ
ｉｐ（登録商標）（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ．）
、ＬｅｃｔｒａＪｅｔＴＭ（ＤＣＩ，Ｉｎｃ．）、Ｍｅｓｏｆｌａｓｈ（登録商標）（Ｉ
ｓｏｊｅｔＴＭとも呼ばれる）（Ｐｒｏｌｉｔｅｃ）、ＶＡＣＣＩ　ＪＥＴ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｑｕｅＴＭ（ＥＮＤＯＳ　Ｐｈａｒｍａ）、ならびに二段階液体医薬ジェットインジ
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ェクター（Ａｖａｎｔ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）が挙
げられる。
【００７４】
（有機溶媒）
非水性起源の任意の溶媒（液体ポリマーおよびその混合物を含む）。本発明のために適切
な有機溶媒として以下が挙げられる：アセトン、メチルアルコール、メチルイソブチルケ
トン、クロロホルム、１－プロパノール、イソプロパノール、２－プロパノール、アセト
ニトリル、１－ブタノール、２－ブタノール、エチルアルコール、シクロヘキサン、Ｎ－
メチルピロリジノン（ＮＭＰ）、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、ジク
ロロエタン、ヘキサン、イソオクタン、塩化メチレン、ｔｅｒｔ－ブチルアルコール、ト
ルエン、四塩化炭素、またはそれらの混合物。
【００７５】
（薬学的有効量）
抗体全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、ある
いはそれらの結晶性処方物または組成物の量であって、一定期間にわたりそれらが投与さ
れる、生存生物における状態を処置するのに有効な量。
【００７６】
（可塑化）
皮下注入後に粘性になり、マトリクスを形成する溶液中に抗体全体の結晶または抗体フラ
グメントの結晶を含む処方物を作製するための、可塑剤（例えば、ラノリン、エタノール
）の使用。得られる高粘性マトリクスは、接着性、生物分解性、および生体適合性である
。次いで、抗体または抗体フラグメントは、このマトリクスから制御された様式で放出さ
れる。
【００７７】
（ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）の大きさ）
本発明に従って使用されるＰＥＧ部分（例えば、とりわけ、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ４００
、ＰＥＧ１０，０００、ＰＥＧ８０，０００）の大きさは、鎖の長さ（すなわち、ＰＥＧ
鎖におけるエチレングリコール残基の数）をいう。例えば、ＰＥＧ２００は、ＰＥＧポリ
マー中に２００個のエチレングリコール残基を有し、ＰＥＧ８０，０００は、ＰＥＧポリ
マー中に８０，０００個のエチレングリコール残基を有する、など。
【００７８】
（ポリマー）
小さい、簡単な化学単位の反復により構築された大きい分子。この反復単位は、相互連結
ネットワークを形成するために、直鎖状であっても分枝状であってもよい。この反復単位
は、モノマーと通常等価であるか、またはほぼ等価である。
【００７９】
（ポリマーキャリア）
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶もしくはＦａｂ抗体フラグメント
の結晶を送達（生物学的送達を含む）するための、このような抗体全体または抗体フラグ
メントのカプセル化のために使用されるポリマー。このようなポリマーとして、生体適合
性および生物分解性ポリマーが挙げられる。ポリマーキャリアは、単一ポリマー型であり
得るか、またはこれらのポリマー型の混合物で構成され得る。ポリマーキャリアとして有
用なポリマーとして、例えば、ポリ（アクリル酸）、ポリ（シアノアクリレート）、ポリ
（アミノ酸）、ポリ（無水物）、ポリ（デプシペプチド）、ポリ（エステル）（例えば、
ポリ（乳酸）またはＰＬＡ、ポリ（乳酸－ｃｏ－グリコール酸）またはＰＬＧＡ、ポリ（
β－ヒドロキシブチレート）、ポリ（カプロラクトン）、およびポリ（ジオキサノン））
；ポリ（エチレングリコール）、ポリ（（ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド、ポリ
［（オルガノ）ホスファゼン］、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ビニルアルコール）、
ポリ（ビニルピロリドン）、マレイン酸無水物－アルキルビニルエーテルコポリマー、プ
ルロニックポリオール、アルブミン、天然ポリペプチドおよび合成ポリペプチド、アルギ
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ネート、セルロースおよびセルロース誘導体、コラーゲン、フィブリン、ゼラチン、ヒア
ルロン酸、オリゴ糖、グリコサミノグリカン、硫酸化多糖、修飾されたデンプン（例えば
、アミロースデンプン、アミロペクチンデンプン、ヒドロキシエチルデンプン、メタクリ
レートデンプン、および他のデンプン）、ならびにタンパク質結晶をカプセル化する任意
の従来の材料が挙げられる。
【００８０】
（予防有効量）
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶もしくはＦａｂ抗体フラグメント
の結晶、あるいはそれらの結晶性処方物または組成物の量であって、一定期間にわたりそ
れらが投与される、生存生物における状態を予防するのに有効な量。
【００８１】
（タンパク質）
炭素、水素、酸素、窒素、および通常は硫黄を含み、ペプチド結合により接続されたアミ
ノ酸の鎖で構成される複合ポリマー。タンパク質の分子量の範囲は、１０００ダルトンの
ペプチドから６００～１０００キロダルトンの糖タンパク質まで含む。
【００８２】
（タンパク質送達システム）
１つ以上のタンパク質（例えば、抗体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、Ｆａｂ
抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含む処方物または組成物）を、生物
学的実体に投与するための方法または手段。
【００８３】
（放射標識）
タンパク質（例えば、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶もしくはＦ
ａｂ抗体フラグメントの結晶）への放射標識の組込み。１３１Ｉまたは９０Ｙを有する場
合のような放射標識が短い半減期を有する状況において、放射標識はまた、例えば、癌に
対する放射免疫療法において使用される治療剤であり得る。ポリペプチドおよび糖タンパ
ク質を標識する種々の方法が当該分野で公知であり、使用され得る。標識の例として、以
下の放射性同位体または放射性核種、３Ｈ、１４Ｃ、１５Ｎ、３５Ｓ、９０Ｙ、９９Ｔｃ
、１１１Ｉｎ、１２５Ｉ、および１３１Ｉが挙げられるがこれらに限定されない。
【００８４】
（再構成）
適切な緩衝液または薬学的調製物中での、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメン
トの結晶もしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含む処方物
または組成物の溶解。
【００８５】
（室温）
本発明の目的のために、室温は、約２０℃～約２６℃の任意の温度であり得ることが当業
者に理解される。
【００８６】
（安定化）
賦形剤または成分（ポリマーキャリアを含む）を用いて抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメ
ントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶の処方物または組成物を調製することによる
、可溶性抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメント対応物、あるいはＦａｂ抗体フラグメント
対応物と比較しての、結晶性抗体全体または結晶性単鎖抗体Ｆｖフラグメントもしくは結
晶性Ｆａｂ抗体フラグメントの特定の活性の喪失および／または二次構造における変化を
防止するプロセス。
【００８７】
（治療用抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメント）
所定の疾病またはその病状を処置するために生存生物に投与される、本発明に従う、抗体
全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいは
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、それらの結晶性組成物または処方物。
【００８８】
（ワクチン抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗体フラグメント）
（１）ネイティブ抗原（例えば、病原因子（例えば、ウイルス、寄生生物、細菌、または
腫瘍細胞）において見出される抗原、または腫瘍において見出される抗原、あるいは（２
）アレルギー源により誘導される抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａｂ抗
体フラグメント。このようなワクチン抗体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントもしくはＦａ
ｂ抗体フラグメントのタンパク質活性は、病原因子、腫瘍、またはアレルギー源、あるい
は他の抗原に特異的な防御免疫応答の誘導である。
【００８９】
（抗体全体およびそのフラグメントの結晶性ならびにその利点）
高分子（例えば、抗体全体またはそのフラグメント）の結晶性は、それらの保存およびイ
ンビボでの送達について高い価値を有する。しかし、母液の外で安定なこのような大量の
結晶性高分子を調製するための技術は、ほとんど存在しない。タンパク質（例えば、抗体
全体およびそのフラグメント）の結晶は、十分注意して扱われなければならない。なぜな
らば、それらは、極めて壊れ易く、高い比率の溶媒を含むからである。高分子結晶からの
回折パターンは空気中での脱水によりすぐに変性することは、Ｘ線結晶解析において周知
である。通常、結晶は、その母液から注意深く分離され、そしてキャピラリーチューブに
挿入される。このチューブは、水和を維持するために少量の母液と共に、歯科用ワックス
またはシリコーングリースを用いて空気から封鎖される［ＭｃＰｈｅｒｓｏｎ、Ａ．、Ｐ
ｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌｓ、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｅ．Ｋｒｉｅｇｅｒ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ、Ｍａｌａｂｅｒ、
ｐ．２１４（１９８９）］。別の技術は、極低温において高分子結晶からデータを収集す
ることである。結晶は調製され、次いで水性媒体中での氷格子形成を防止するために迅速
に冷却される。氷の代わりに、強固なガラスを形成し、ほとんど損傷を有さずに結晶を詰
める。次いで、結晶は、結晶の分解を防止するために１００°Ｋで維持される［Ｒｏｄｇ
ｅｒｓ、Ｄ．Ｗ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ（Ｅｄｓ．，Ｃａｒｔｅ
ｒ、Ｃ．Ｗ．およびＳｗｅｅｔ、Ｒ．Ｍ．）Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、ｖ．２７６
、ｐ１８３（１９９７）］。この技術は、結晶を、それらの母液の外側で維持することを
可能にするが、１００°Ｋよりも高い温度で使用され得ない。
【００９０】
原理上、乾燥結晶が、凍結乾燥により調製され得る。しかし、この技術は、材料の迅速な
冷却を包含し、そして安定な生成物を凍結することにのみ適用され得る。結晶性抗体全体
または結晶性単鎖抗体Ｆｖフラグメントもしくは結晶性Ｆａｂ抗体フラグメントを含む水
溶液は、最初に、－４０℃と－５０℃との間まで凍結される。次いで、氷は、真空下で除
去される。氷の形成は、通常、タンパク質結晶の格子を破壊し、結晶と非晶質性沈殿物と
の混合物を生じる。
【００９１】
周囲温度での保存条件下で純粋かつ安定な、結晶状態の抗体全体を生成することが望まし
い。このような結晶は、治療剤およびワクチンの投薬量調製のための特に有利な形態を構
成する。本発明は、抗体全体の結晶の処方物および組成物を、有利に提供する。本発明は
また、固体粒子としてか、または非水性溶媒中分散された抗体全体の結晶の保存のための
処方物および組成物を提供する。さらに、本発明は、単一型の生物学的に活性な抗体全体
または互いに相互作用しない異なる型の抗体全体の混合物の保存に適用され得る。
【００９２】
別の実施形態において、本発明は、抗体の単鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）フラグメントを結晶化し
、そして種々の生医学的適用においてそのような結晶を使用するための方法を提供する。
そのようなｓｃＦｖフラグメントは、リンカーペプチドの使用を介して、抗体重鎖の可変
領域を抗体軽鎖の可変領域に連結することによって、構築される。その小さいサイズに起
因して、ｓｃＦｖフラグメントは、抗体全体よりも容易に組織貫入を可能にし、従って、
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特定の適応症のための有益な治療適用を有し得る。ｓｃＦｖフラグメントを含む、結晶、
結晶処方物、または結晶組成物は、本発明の種々の実施形態において、抗体全体の結晶に
対して適用可能なのと同じ様式で、生成および利用され得ることが、理解されるべきであ
る。
【００９３】
別の実施形態において、本発明は、抗体のＦａｂフラグメントを結晶化し、そして種々の
生医学的適用においてそのような結晶を使用するための方法を提供する。そのようなＦａ
ｂフラグメントは、酵素パパインを用いて完全な抗体を消化し、上記のような、１つの抗
原結合部位を含む抗体フラグメント分子を生成することによって、生成される。あるいは
、Ｆａｂフラグメントは、遺伝子工学技術を使用することによって、生成され得る。その
抗体全体よりも小さいサイズに起因して、Ｆａｂフラグメントは、抗体全体よりも容易に
組織貫入を可能にし、従って、特定の適応症のための有益な治療適用を有し得る。Ｆａｂ
フラグメントを含む、結晶、結晶処方物、または結晶組成物は、本発明の種々の実施形態
において、抗体全体の結晶に対して適用可能なのと同じ様式で、生成および利用され得る
ことが、理解されるべきである。
【００９４】
本発明は、免疫グロブリンクラスＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、および血清
ＩｇＡ（ｓＩｇＡ）、ならびに免疫グロブリンサブクラスＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３
、およびＩｇＧ４、ＩｇＭ１、およびＩｇＭ２、およびＩｇＡ１およびＩｇＡ２、ならび
にすべての免疫グロブリンクラスおよび免疫グロブリンサブクラス由来のｓｃＦｖフラグ
メントおよびＦａｂ抗体フラグメントのすべての、結晶化およびそれらの結晶の使用を可
能にする。
【００９５】
別の実施形態において、本発明は、抗体全体の生物学的に活性な結晶を、懸濁物における
貯蔵に適切にするための方法を提供し、この方法は、母液を、非水性溶媒で置換する工程
を包含する。なお別の実施形態において、結晶スラリーは、第１の溶媒を除去する工程、
および水を除去するために第２の有機溶媒を使用して残りの結晶固体を洗浄する工程、そ
の後、非水性溶媒をエバポレーションする工程によって、固体にされ得る。
【００９６】
結晶抗体全体または結晶ｓｃＦｖフラグメントまたは結晶Ｆａｂフラグメントの非水性ス
ラリーは、皮下送達および筋肉内送達のために特に有用であるが、固体調製物は、肺投与
のために理想的には適切である。当業者によって理解されるように、肺送達は、他の投与
経路により送達することが困難である生物学的高分子に特に有用である。
【００９７】
本発明に従う抗体全体の結晶、および単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、およびＦａｂ抗
体フラグメントの結晶は、診断法および診断キットにおいて有用である。例えば、そのよ
うな結晶は、患者または別の検体由来のサンプルにおける標的抗原の存在を診断するため
のキットにおいて使用され得る。このようなキットは、容器を含み得、必要に応じて使用
のための指示書を含み得る。そのキット中の結晶は、検出可能な標識で標識され得る。サ
ンプル（例えば、血液サンプル、腫瘍サンプル、細胞サンプル、または組織サンプル）に
おける標的抗原を検出するための方法は、そのサンプルを、本発明に従う抗体全体の結晶
または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶と混合する
工程、およびそのサンプルがその抗体またはそのフラグメントに結合するか否かを決定す
る工程によって、実行され得る。このような方法において使用される結晶は、検出可能な
標識で標識され得る。
【００９８】
あるいは、本発明に従う抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦ
ａｂ抗体フラグメントの結晶は、クロマトグラフィー法および精製法（例えば、アフィニ
ティクロマトグラフィー）において有用である。例えば、タンパク質のアフィニティマト
リックス精製は、
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（ａ）結合緩衝液を、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａ
ｂ抗体フラグメントの結晶と混合する工程であって、このような抗体または抗体フラグメ
ントは、精製されるべきタンパク質について親和性を有する、工程；
（ｂ）精製されるべきタンパク質を含むタンパク質溶液を、この結晶／緩衝液混合物に添
加する工程；
（ｃ）抗体または抗体フラグメントへのこのタンパク質の結合を許容するに十分な時間お
よび温度で、混合物全体をインキュベートする工程；
（ｄ）この混合物を、洗浄緩衝液を用いて洗浄する工程；ならびに
（ｅ）このタンパク質を、溶出緩衝液を用いて溶出する工程；
によって、実行され得る。
【００９９】
（抗体全体のカプセル化結晶の安定性）
当業者は、タンパク質安定性は、タンパク質の放出を制御するポリマー微粒子送達システ
ムの首尾良い調製に対する最も重要な障壁のうちの１つであることを認識している。ポリ
マーキャリア中にカプセル化された結晶タンパク質（例えば、抗体全体の結晶、または抗
体フラグメントの結晶）の安定性は、以下の３つの別個の段階：１）抗体結晶組成物の製
造、２）生じる組成物からの抗体放出、および３）その抗体放出後のインビボでの安定性
、にて試され得る。可溶性タンパク質もしくは非晶質タンパク質を含む微粒子もしくは微
小球の調製の間の、有機溶媒および凍結乾燥の使用は、タンパク質の安定性に対して特に
有害である。結果として、放出されるタンパク質は、水分誘導性凝集しやすく、そのよう
にして、永久的不活化を生じる。
【０１００】
本発明に従う抗体全体の結晶、および抗体フラグメントの結晶、または処方物および組成
物の調製の間の高いタンパク質安定性を達成するために、個々の抗体全体分子の移動性を
制限することが必要である－結晶固体状態において達成される最良の結果。本出願の目的
のために、固体状態は、以下の２つの分類：非晶質および結晶へと分割され得る。結晶物
質において通常存在する３次元の長い範囲の秩序は、非晶質状態には存在しない。さらに
、互いに対する分子の位置は、非常に秩序立った結晶状態と比較して、非晶質状態または
液体状態においてより無秩序である。従って、非晶質タンパク質（抗体を含む）は、その
タンパク質の結晶対応物よりも安定性が低くあり得る。
【０１０１】
（結晶性の維持）
本発明に従う抗体処方物および抗体組成物を調製するための抗体供給源として抗体結晶ま
たは抗体フラグメント結晶を使用するために、結晶化溶液（「母液」）外でのタンパク質
結晶の溶解という問題が、克服されなければならなかった。タンパク質の結晶性（従って
、安定性）を維持するために、本発明の抗体全体の結晶、または抗体フラグメントの結晶
、または処方物および組成物の生成において、以下のいくつかのアプローチが使用され得
る：
１．結晶は、ポリマーキャリアでカプセル化された抗体結晶を生成する過程において、母
液中に残る。タンパク質結晶化において使用される多くの化合物（例えば、塩、ＰＥＧ、
および有機溶媒）は、ポリマー処理条件に適合する。
【０１０２】
２．溶解速度論。母液外での結晶溶解速度は、ｐＨ、温度、金属イオン（例えば、Ｚｎ、
Ｃｕ、およびＣａ）の存在、沈殿物の濃度などの、条件に依存する。これらの条件を変化
させることによって、数時間の間、結晶の溶解を遅らせ得る。同時に、微粒子形成プロセ
スは、非常に速く、通常は、完了するまでに数秒から数分しかかからない。
【０１０３】
３．乾燥抗体結晶。母液は、濾過によって除去され得、そして残りの結晶ペーストは、空
気によって、減圧下で、水混和性有機溶媒で洗浄することによって、そして／あるいは凍
結乾燥または噴霧乾燥によって、乾燥され得る。
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【０１０４】
４．結晶のサイズおよび形状は、結晶化の仮定で操作および制御され得る。従って、一定
範囲の結晶形態（各々が、非晶質タンパク質と比較して異なる溶解速度論を有し、結果と
して、非晶質タンパク質と比較して異なる徐放プロフィールを有する）が、利用可能であ
る。
【０１０５】
５．母液を、インビボでの制御送達のための皮下ビヒクルを形成するように薬学的に受容
可能な溶媒または溶液に交換することによって、結晶処方物を生成する方法。母液は、遠
心分離によって除去され得、そして残りの結晶物質は、皮下注射のために薬学的に受容可
能な溶媒（例えば、エタノール）中に懸濁され得る。結晶物質はまた、Ｎ－メチルピロリ
ジノン（ＮＭＰ）中のスクロースアセテートイソブチレート（ＳＡＩＢ）またはポリ（ラ
クチド－コ－グリコール酸）（ＰＬＧＡ）中に懸濁され得、この中で、結晶材料が水性体
液と接触すると皮膚下でゲルを形成する。その後、このゲルは、抗体またはそのフラグメ
ントの徐放を容易にする。
【０１０６】
（投与および生物学的送達）
今日、治療タンパク質（例えば、抗体）は、一般的には、その特徴的なごくわずかな経口
バイオアベイラビリティおよび短い血漿寿命に起因して、頻繁な注射または注入によって
投与され得る。本発明に従う抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶、ならびにそ
れらを含む結晶処方物および結晶組成物（これらは、抗体全体のための微粒子ベースの徐
放システムを包含する）は、患者のコンプライアンスおよび簡便さの改善を有利に可能に
する。さらに、結晶状態でのタンパク質のバイオアベイラビリティの増加および安定性の
増加が原因で、投与される抗体または抗体フラグメントのより安定な血中レベルが、潜在
的により低い投薬量によって、達成され得る。また、本発明によって提供される徐放能力
および定量放出能力は、より効率的な活性抗体の送達に起因して、投薬量の減少を有利に
可能にする。有意なコスト節約が、本明細書中に記載される結晶化抗体ならびに抗体処方
物および抗体組成物を使用することによって、達成され得る。
【０１０７】
本発明の抗体結晶、結晶処方物および結晶組成物は、抗体全体の生物学的に活性なネイテ
ィブの三次構造の保存を増強し、そして活性な抗体全体またはそのフラグメントを必要と
する場合に被験体にそれらを徐放し得るレザバを作製する。生物学的に活性な抗体全体ま
たはそのフラグメントは、特定のカプセル化技術、ポリマー構成、結晶形態、結晶サイズ
、結晶の可溶性、ならびに使用される任意の賦形剤の存在および性質によって決定される
、一定期間にわたって制御された様式でその後放出される。本発明の結晶、結晶処方物お
よび結晶組成物は、生物学的に活性な抗体全体または抗体フラグメントの非経口投与のた
めの希釈剤を用いて再構成され得る。
【０１０８】
本発明に従うポリマー送達キャリア中に抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶を
含む処方物および組成物はまた、ワクチン、薬剤、個人医療処方物および個人医療組成物
、獣医学的調製物、または経口酵素補充において使用される、従来の任意のキャリアまた
はアジュバントを含み得る。これらのキャリアおよびアジュバントとしては、例えば、フ
ロイントアジュバント、イオン交換体、アルミナ、ステアリン酸アルミニウム、レシチン
、緩衝物質（例えば、リン酸塩）、グリシン、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、飽和植
物脂肪酸の部分的グリセリド混合物、水、塩、または電解質（例えば、硫酸プロタミン、
リン酸水素二ナトリウム、塩化ナトリウム）、亜鉛塩、コロイド状シリカ、トリケイ酸マ
グネシウム、セルロースベース物質、およびポリエチレングリコールが挙げられる。局所
形態またはゲルベース形態のためのアジュバントとしては、例えば、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム、ポリアクリレート、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン－
ブロックポリマー、ポリエチレングリコール、およびウッドワックス（ｗｏｏｄ　ｗａｘ
）アルコールが挙げられる。
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【０１０９】
本発明の１つの実施形態に従って、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結
晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶が、徐放性投与（薬剤徐放性投与を包含する）の
ために使用される従来の任意の材料と組合され得る。そのような材料としては、例えば、
コーティング、殻、およびフィルム（例えば、腸溶性コーティング、ならびにポリマーコ
ーティングおよびポリマーフィルム）が挙げられる。
【０１１０】
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂフラグメント抗体フ
ラグメントの結晶を含む、処方物または組成物は、本発明に従って、ヒト、動物、または
植物に、所望の送達部位に、送達され得る。このような送達は、デバイス（例えば、移植
可能なデバイス）の使用を包含し得るか、または他の微粒子タンパク質送達システムを包
含し得る。
【０１１１】
本発明の１つの実施形態において、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結
晶またはＦａｂフラグメント抗体フラグメントの結晶は、約０．０１μｍと約５００μｍ
との間、あるいは約０．１μｍと約２００μｍとの間の最長寸法を有する。最も好ましい
実施形態は、抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶が、最大寸法が、約１μｍと
約１００μｍとの間である。そのような結晶は、針、針クラスター、円板、立方体、棹状
体、準結晶、球、板（例えば、六角形および四角形）、菱形、八角形、柱などからなる群
より選択される、形状を有し得る。
【０１１２】
本発明の１つの実施形態において、処方物または組成物は、約０．１ｍｇ／ｍｌより大き
い抗体全体濃度または約０．１ｍｇ／ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度また
は約０．１ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグメント濃度を有する。あるいは、処方
物または組成物は、約１ｍｇ／ｍｌより大きい抗体全体濃度または約１ｍｇ／ｍｌより大
きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度または約１ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグメ
ント濃度を有する。あるいは、本発明の処方物または組成物は、約１０ｍｇ／ｍｌより大
きい抗体全体濃度または約１０ｍｇ／ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度また
は約１０ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグメント濃度を有する。あるいは、本発明
の処方物または組成物は、約２０ｍｇ／ｍｌより大きい抗体全体濃度または約２０ｍｇ／
ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度または約２０ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ
抗体フラグメント濃度を有する。あるいは、本発明の処方物または組成物は、約５０ｍｇ
／ｍｌより大きい抗体全体濃度または約５０ｍｇ／ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメ
ント濃度または約５０ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグメント濃度を有する。ある
いは、本発明の処方物または組成物は、約１００ｍｇ／ｍｌより大きい抗体全体濃度また
は約１００ｍｇ／ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度または約１００ｍｇ／ｍ
ｌより大きいＦａｂ抗体フラグメント濃度を有する。あるいは、本発明の処方物または組
成物は、約１２０ｍｇ／ｍｌより大きい抗体全体濃度または約１２０ｍｇ／ｍｌより大き
い単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃度または約１２０ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグ
メント濃度を有する。あるいは、本発明の処方物または組成物は、約２００ｍｇ／ｍｌよ
り大きい抗体全体濃度または約２００ｍｇ／ｍｌより大きい単鎖Ｆｖ抗体フラグメント濃
度または約２００ｍｇ／ｍｌより大きいＦａｂ抗体フラグメント濃度を有する。
【０１１３】
本発明に従って、任意の個体（ヒト、動物、および植物を含む）が、薬学的に有効な量の
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの
結晶、あるいはそのような結晶を含む処方物または組成物を用いて、いくらかの期間それ
らが投与される個体における状態を処置するに十分な期間、薬学的に受容可能な様式で処
置され得る。あるいは、個体は、いくらかの期間にわたって投与される個体における状態
を予防するに有効な、予防的に有効な量の、本発明の抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体
フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそのような結晶を含
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む処方物または組成物を投与され得る。
【０１１４】
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの
結晶、あるいはそのような結晶を含む処方物または組成物は、単独でか、薬学的調製物、
個人医療調製物もしくは獣医学的調製物の一部としてか、または予防的調製物の一部とし
て、アジュバントを伴ってかまたは伴わずに、投与され得る。これらは、非経口経路また
は経口経路によって、投与され得る。例えば、これらは、経口経路、肺経路、経鼻経路、
耳経路、肛門経路、皮膚経路、眼経路、静脈内経路、筋肉内経路、動脈内経路、腹腔内経
路、粘膜経路、舌下経路、皮下経路、皮内経路、局所経路、または頭蓋内経路によってか
、または口腔前庭へ、送達され得る。薬学的適用、個人医療適用または獣医学的適用のい
ずれかにおいて、抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶あるいはそれらの結晶処
方物または結晶組成物は、任意の上皮表面に局所投与され得る。そのような上皮表面とし
ては、口腔表面、眼表面、耳表面、肛門表面および鼻表面が挙げられ、これらは、抗体全
体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶あ
るいはそれらの結晶処方物または結晶組成物の適用によって、処置、防御、修復または解
毒化され得る。
【０１１５】
本発明に従う、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体
フラグメントの結晶を含有する、薬学的調製物、獣医学的調製物または予防的調製物、あ
るいは、このような結晶を含有する処方物または組成物はまた、錠剤、リポソーム、顆粒
剤、球体、小球およびカプセルからなる群より選択され得る。
【０１１６】
本発明に従うこのような使用および他の使用に関して、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗
体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいは、このような結晶
を含有する処方物または組成物は、錠剤形態で調製され得る。このような錠剤は、容易に
取り扱われかつ受容可能な活性レベルまたは効力レベルを保持する、保存用に液体を含ま
ず粉末を含まない形態の抗体全体の結晶、抗体フラグメントの結晶、あるいは処方物また
は組成物を構成する。
【０１１７】
あるいは、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラ
グメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物は、必要とされ
る部位にて反応性の抗体全体または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメ
ントを提供するための投与に用いられる、従来の種々の形態であり得る。これらとしては
、例えば、以下が挙げられる：固体投薬形態、半固体投薬形態および液体投薬形態（例え
ば、液体溶液または懸濁液）、スラリー、ゲル、クリーム、香膏、エマルジョン、ローシ
ョン、粉末、スプレー、発泡体、糊状剤、軟膏（ｏｉｎｔｍｅｎｔ）、軟膏（ｓａｌｖｅ
）、香膏およびドロップ。
【０１１８】
本発明に従う、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体
フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物はまた、薬
学的調製物、個人医療用調製物または獣医学的調製物において使用される任意の従来型の
キャリアまたはアジュバントを含有し得る。これらのキャリアおよびアジュバントとして
は、例えば、以下が挙げられる：フロイントアジュバント、イオン交換体、アルミナ、ス
テアリン酸アルミニウム、レシチン、緩衝物質（例えば、リン酸塩）、グリシン、ソルビ
ン酸、ソルビン酸カリウム、飽和植物性脂肪酸の部分的なグリセリド混合物、水、塩また
は電解質（例えば、硫酸プロタミン）、リン酸水素二ナトリウム、塩化ナトリウム、亜鉛
塩、コロイド状シリカ、マグネシウム、トリケイ酸塩、セルロースベースの物質およびポ
リエチレングリコール。局所形態またはゲルベース形態のアジュバントとしては、例えば
、以下が挙げられる：カルボキシメチレンセルロースナトリウム、ポリアクリレート、ポ
リオキシエチレン－ポリオキシプロピレン－ブロックポリマー、ポリエチレングリコール
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およびウッドワックスアルコール。
【０１１９】
本発明の、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラ
グメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物の、最も有効な
投与様式および投薬レジメンは、所望の効果、もしあるなら、事前治療個体の健康状態、
状態（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）それ自体の状態、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグ
メントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそれらの結晶処方物または
結晶組成物に対する応答、および主治医または臨床医の判断に依存する。抗体全体の結晶
、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、Ｆａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそれらの
結晶処方物または組成物は、一回の処置でかまたは一連の処置にわたって、薬学的調製物
、免疫療法調製物または獣医学的調製物に受容可能な任意の投薬形態で投与され得る。
【０１２０】
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの
結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物の量（これは、単回投薬量
を与える）は、特定の投与様式、特定の結晶調製物、結晶処方物または結晶組成物、用量
レベルおよび投与頻度に依存して変化する。代表的調製物は、約０．０１％（ｗ／ｗ）と
約９９％（ｗ／ｗ）との間、好ましくは、約１％（ｗ／ｗ）と約５０％（ｗ／ｗ）との間
の、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメン
トの結晶、あるいはそれらの処方物または組成物を含有する。あるいは、調製物は、約０
．０１％（ｗ／ｗ）と約８０％（ｗ／ｗ）との間の、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体
フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそれらの処方物また
は組成物、好ましくは、約１％（ｗ／ｗ）と約５０％（ｗ／ｗ）との間の、抗体結晶また
は単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそれ
らの処方物または組成物を含有する。
【０１２１】
個体の状態を改善する際に、維持量の、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメント
の結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物
または組成物が、必要に応じて投与され得る。続いて、投薬量または投与頻度、あるいは
これら両方が、改善された状態が維持されるレベルまで、症状の関数として減少され得る
。この状態が所望のレベルまで緩和された場合、処置は中断すべきである。しかしながら
、個体は、状態またはその症状のいずれかの再発に基づいて、長期にわたる断続的な処置
を必要とし得る。
【０１２２】
本発明に従う、結晶化した抗体全体、結晶化した単鎖Ｆｖ抗体フラグメントおよびＦａｂ
抗体フラグメント、ならびにそれらの組成物および処方物は、多種多様なヒトおよび他の
、疾患、感染症および障害（特に、単独でまたは他の薬物と組み合わせてか、あるいは、
他の化学物質（例えば、毒素または放射性ヌクレオチド）と複合または結合体化された、
抗体で処置され得る、任意のヒト疾患が挙げられる）を処置するために使用され得る。本
発明に従う、結晶化した抗体全体、結晶化したｓｃＦｖ抗体フラグメント、および結晶化
したＦａｂ抗体フラグメント、ならびにそれらの組成物および処方物を使用して処置また
は診断され得る疾患、感染症および障害としては、特に、以下が挙げられる：ＡＩＤＳ／
ＨＩＶ感染またはそれに関連する状態；慢性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、特
発性血小板減少性紫斑病のような、自己免疫障害；血小板凝集のような、血液障害；癌（
特に、結腸直腸癌、肺癌および前立腺癌を含む）；消化障害（例えば、大腸炎、クローン
病および炎症性腸疾患）；眼の状態（例えば、ブドウ膜炎、白内障）；心臓疾患（例えば
、急性心筋、心臓血管血栓症）；感染性疾患（例えば、敗血症、骨髄炎）；神経性疾患（
例えば、多発性硬化症、発作）；呼吸器疾患（例えば、アレルギー性ぜん息、アレルギー
性鼻炎）；皮膚の障害（例えば、乾癬）；移植問題（対宿主性移植片病、臓器移植拒絶）
；感受性アレルゲン（例えば、ピーナッツ）の減少、ならびに外傷を生じる損傷など。
【０１２３】
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別の実施形態において、本発明に従う結晶化した抗体全体、結晶化したｓｃＦｖ抗体フラ
グメントおよびＦａｂ抗体フラグメント、ならびにそれらの組成物および処方物は、特に
、骨髄炎、サルモネラ症、細菌性赤痢を含む疾患または感染症を診断するため、ならびに
癌（例えば、非ホジキンリンパ腫および白血病）の位置および疾患段階の程度を診断する
ために、単独でかまたは試験キット中で使用され得る。
【０１２４】
なお別の実施形態において、本発明に従う、結晶化した抗体全体、結晶化したｓｃＦｖ抗
体フラグメントおよびＦａｂ抗体フラグメント、ならびにそれらの組成物および処方物は
、心臓血管血栓症のような疾患を検するためのインビボ画像化剤として使用され得る。
【０１２５】
本発明に従って結晶化されて使用され得る抗体としては、以下が挙げられるがこれらに限
定され得ない：抗サイトカイン抗体、抗ＣＤ抗原抗体（抗ＣＤ３、抗ＣＤ２０（Ｒｉｔｕ
ｘｉｍａｂ）、抗ＣＤ２５、抗ＣＤ５２、抗ＣＤ３３、抗ＣＤｌｌａ）、抗ＴＮＦ－ａ（
例えば、Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ）、抗ガラガラヘビ毒液、抗－ＩＣＡＭ（例えば、抗ＩＣ
ＡＭ－１、抗ＩＣＡＭ－３）、抗増殖因子抗体（例えば、抗ＶＥＧＦ）、抗増殖因子レセ
プター抗体（例えば、抗ＨＥＲ２／ｎｅｕ（例えば、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）、抗ＥＧ
ＦＲ）、抗免疫グロブリン抗体（例えば、抗ＩｇＥ）、抗ポリクローナルＡｂ抗体、抗ウ
イルス抗体（例えば、抗ＣＭＶ、抗ＨＩＶ（例えば、抗ｇｐｌ２０）、抗ＨＢＶ、抗ＲＳ
Ｖ（例えば、抗Ｆ糖タンパク質））など）、抗補体抗体（例えば、抗Ｃ５）、抗凝固因子
抗体（例えば、抗ｇｐＩＩｂ／ＩＩＩａ、抗第ＶＩＩ因子）、抗インターロイキン抗体（
例えば、抗ＩＬ－５、抗ＩＬ－４、抗ＩＬ－８）、主要組織適合性複合体に標的化された
抗体（例えば、抗ＨＬＡ）、抗イディオタイプ抗体、抗インテグリン抗体（例えば、抗β
－２－インテグリン）、抗－１７－ＩＡ細胞表面抗原、抗－α４β７、抗ＶＬＡ－４、お
よび抗ＣＢＬ。
【０１２６】
当業者は、抗体フラグメント（特に、上で言及した抗体全体のＦｖ抗体フラグメントおよ
びＦａｂ抗体フラグメントを含む）もまた、本発明に従って結晶化されて使用され得るこ
とを認識している。
【０１２７】
（抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、またはＦａｂ抗体フラグメントの
結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物の作製）
本発明の１つの実施形態に従って、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、
Ｆａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または組成物
を、以下のプロセスによって調製する。
【０１２８】
第一に、抗体全体、単鎖Ｆｖ抗体フラグメント、またはＦａｂ抗体フラグメントを結晶化
する。次に、糖、糖アルコール、増粘剤、湿潤剤または可溶化剤、緩衝塩、乳化剤、抗菌
剤、抗酸化剤、およびコーティング剤から選択される賦形剤または成分を、母液に直接加
える。あるいは、この母液を除去し、その後、結晶を賦形剤溶液中に、最低１時間～最高
２４時間、懸濁する。この賦形剤濃度は、代表的には、約０．０１％（ｗ／ｗ）と約１０
％（ｗ／ｗ）との間である。この成分濃度は、約０．０１％（ｗ／ｗ）と約９０％（ｗ／
ｗ）との間である。この結晶濃度は、約０．０１％（ｗ／ｗ）と約９９％（ｗ／ｗ）との
間である。
【０１２９】
次いで、母液を、濾過または遠心分離のいずれかによって、結晶スラリーから除去する。
続いて、この結晶を、必要に応じて、室温または－２０℃と２５℃との間のいずれかの温
度にて、約５０～１００％（ｗ／ｗ）の１種以上の有機溶媒（例えば、エタノール、メタ
ノール、イソプロパノールまたは酢酸エチル）の溶液で洗浄する。
【０１３０】
次いで、この結晶を、この結晶に窒素、空気もしくは不活性ガスのいずれかの流れを通す
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ことによって乾燥する。あるいは、この結晶を、空気乾燥、噴霧乾燥、凍結乾燥または真
空乾燥によって乾燥する。洗浄後、最終生成物の含水量が約１０重量％未満、最も好まし
くは、約５重量％未満になるまで、最低約１時間～最高７２時間、この乾燥を行う。最後
に、必要に応じて、この結晶の微小化（ｍｉｃｒｏｍｉｚｉｎｇ）（サイズを縮小するこ
と）を行い得る。
【０１３１】
本発明の１つの実施形態に従って、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、
またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含有する処方物または
組成物を調製する際には、エンハンサー（例えば、界面活性剤）を、結晶化の間に加えな
い。賦形剤または成分を、結晶化後に、約１％（ｗ／ｗ）と約１０％（ｗ／ｗ）との間の
濃度、あるいは、約０．１％（ｗ／ｗ）と約２５％（ｗ／ｗ）との間の濃度、あるいは、
約０．１％（ｗ／ｗ）と約５０％（ｗ／ｗ）との間の濃度で、母液に加える。この賦形剤
または成分を、母液中でこの結晶とともに、約０．１～約３時間インキュベートするか、
あるいは、インキュベーションを、約０．１～約１２時間行うか、あるいは、インキュベ
ーションを、約０．１～約２４時間行う。
【０１３２】
本発明の別の実施形態において、成分または賦形剤を、母液ではない溶液中に溶解し、結
晶を母液から取り出し、賦形剤溶液または成分溶液中に懸濁する。この成分または賦形剤
の濃度およびインキュベーション時間は、上記の濃度およびインキュベーション時間と同
じである。
【０１３３】
本発明はまた、他の徐放性方法論（例えば、シリコンベースのリングまたはロッド（これ
は、カプセル化された、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、またはＦａ
ｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはそれらを含有する処方物または組成物を予め充填さ
れている）を使用し得、それゆえ、送達用移植物として作用し得る。このような方法論は
、一定レベルの抗体または抗体フラグメントを、数週間または数ヶ月の期間にわたって、
血流に提供する。このような移植物は、皮内に挿入され得、そして必要な場合、安全に置
換および除去され得る。
【０１３４】
本発明に従う他の処方物および組成物としては、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメ
ントの結晶、またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、ならびにアジュバントおよび／また
はカプセル化ポリマーを含有する、ワクチン処方物およびワクチン組成物が挙げられる。
本発明の１つの実施形態において、抗イディオタイプ抗体全体は、それ自体が免疫原であ
る。この実施形態において、抗体全体の結晶および結晶処方物または結晶組成物は、その
抗イディオタイプが模倣するかまたはそれが密接に関連している抗原に対する応答を誘発
する。従って、抗イディオタイプ抗体は、癌および自己免疫疾患（例えば、アレルギー）
、ならびにウイルス（例えば、Ｂ型肝炎ウイルス）に対する１つの型のワクチンまたは治
療として作用し得る。
【０１３５】
このようなワクチン処方物およびワクチン組成物の１つの実施形態は、結晶性抗体全体、
あるいはそのｓｃＦｖフラグメントまたはＦａｂフラグメントを含む小球を含有する、単
回ワクチン注射を含む。これらの小球は、例えば、３つ以上の異なる放出プロフィールに
よって特徴付けられる。この様式において、抗原のように作用する、抗体全体の結晶、ま
たはそのフラグメントは、継続する免疫を生じるのに十分な持続的期間にわたって放出さ
れ得る。このような処方物または組成物によって、複数回の抗原ブーストが、単一の単位
形態で利用可能になり得る。このような系の１つの利点は、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗
体フラグメントの結晶、またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶
を含有する処方物または組成物を使用することによって、抗体または抗体フラグメントの
ネイティブな三次元構造を、それらのネイティブな形態で維持し、そして免疫系に提示し
、それによってネイティブな抗体を用いて見られる免疫応答を誘発することである。
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【０１３６】
一旦、免疫系が初回刺激されると、アジュバントの効果についてより少ない必要性しか存
在し得ない。従って、よりゆっくりと分解される接種物中に、より免疫原性が小さいアジ
ュバントが含まれ得、かつこの処方物および組成物の最も遅く分解される小球中において
、おそらくアジュバントは必要ではないかもしれない。この様式において、遠隔地の患者
集団を、感染性疾患に対する防御を提供するために複数回処置する必要はない。
【０１３７】
本発明の別の利点は、ポリマーキャリア内にカプセル化されて小球を含有する組成物を形
成する、抗体全体の結晶、単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶、またはＦａｂ抗体フラグメ
ントの結晶、あるいはそれらの処方物が、凍結乾燥によって乾燥され得ることである。凍
結乾燥（ｌｙｏｐｈｉｌｉｚａｔｉｏｎ）または凍結乾燥（ｆｒｅｅｚｅ－ｄｒｙｉｎｇ
）によって、水をこの組成物から分離することが可能になる。この抗体結晶組成物を、最
初に凍結し、次いで高減圧下に配置する。減圧下において、結晶性Ｈ２Ｏは昇華し、抗体
全体の結晶または抗体フラグメントの結晶組成物が残り、これは、密な結合水のみを含有
する。このようなプロセスは、さらに、この組成物を安定化し、かつ代表的に遭遇する周
囲温度での、より簡単な保存および輸送を可能にする。
【０１３８】
噴霧乾燥によって、水を結晶調製物から分離することが可能になる。このことは、溶液、
エマルジョンおよびポンピング可能な（ｐｕｍｐａｂｌｅ）懸濁液のような液体原料から
、粉末形態、粒状形態または凝集形態のいずれかの乾燥固体を連続的に製造するのに非常
に適している。噴霧乾燥は、液体の供給原料を噴霧化して液滴の噴霧にすること、および
乾燥チャンバ中で液滴を熱風に接触させることを含む。この噴霧は、回転式（ホイール）
噴霧器またはノズル噴霧器のいずれかによって生成される。液滴からの水分のエバポレー
ションおよび乾燥粒子の形成は、制御温度条件下および制御気流条件下で処理される。噴
霧乾燥操作のために、比較的高い温度が必要とされる。しかしながら、生成物に対する加
熱による損傷は、臨界乾燥期間の気化冷却効果に起因して、一般的にはほんのわずかであ
る。なぜなら、引き続いて乾燥材料が高温に曝される時間は、非常に短くてもよいからで
ある。粉末は、乾燥チャンバから連続的に放出される。操作条件および乾燥器の設計は、
生成物の乾燥特性および粉末の特異性に従って選択される。噴霧乾燥は、最終生成物が、
粒子サイズ分布、残留含水量、バルク密度および粒子形状に関して正確な品質基準に従わ
なければならない、理想的なプロセスである。
【０１３９】
この特徴は、単回用量の滅菌容器（「アンプル」）中に分配され得る治療抗体および抗イ
ディオタイプワクチンのためにか、または、あるいは処方物もしくは組成物中におけるス
ラリーとしての単回用量の任意の所望される増加のために、特に望ましい。次いで、分配
されたスラリー、処方物または組成物を含有するアンプルは、滅菌条件下でフタをされ、
バッチ凍結され、そして凍結乾燥され得る。このような滅菌容器は、全世界中に輸送され
得、周囲温度で保存され得る。このような系は、滅菌ワクチンおよび治療抗体を、世界の
遠隔地および未開発地域に提供するのに有用である。使用の時点で、このアンプルは、選
択された滅菌溶媒または滅菌緩衝液で再水和され、投与される。このような調製物に関し
て、冷蔵は、ほとんどまたは全く必要ない。
【０１４０】
本発明の別の実施形態では、本発明に従う、抗体全体の結晶、または単鎖Ｆｖ抗体フラグ
メントの結晶、またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶は、さらなる安定性のために架橋さ
れ得る。このことは、ヒトおよび動物の胃腸管のような、ｐＨが極端な領域における、こ
のような結晶、結晶処方物および結晶組成物の使用に有利である。例えば、抗体の結晶（
例えば、モノクローナル抗体の結晶）は、種々の架橋リンカーの１つを用いて架橋され得
る。これらの架橋リンカーとしては、ジメチル３，３’－ジチオビスプロピオンイミデー
ト．ＨＣｌ（ＤＴＢＰ）、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）（ＤＳＰ）、
ビスマレイミド－ヘキサン（ＢＭＨ）、ビス［スルホスクシンイミジル］スベレート（Ｂ
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Ｓ）、１，５－ジフルオロ－２，４－ジニトロベンゼン（ＤＦＤＮＢ）、ジメチルスベル
イミデート．２ＨＣｌ（ＤＭＳ）、ジスクシンイミジルグルタレート（ＤＳＧ）、ジスル
ホスクシンイミジルタータレート（Ｓｕｌｆｏ－ＤＳＴ）、１－エチル－３－［３－ジメ
チルアミノプロピル］カルボジイミドハイドロクロライド（ＥＤＣ）、エチレングリコー
ルビス［スルホスクシンイミジルスクシネート］（Ｓｕｌｆｏ－ＥＧＳ）、Ｎ－［ｇ－マ
レイミドブチリルオキシ］スクシンイミドエステル（ＧＭＢＳ）、Ｎ－ヒドロキシスルホ
スクシンイミジル－４－アジドベンゾエート（Ｓｕｌｆｏ－ＨＳＡＢ）、スルホスクシン
イミジル－６－［ａ－メチル－ａ－（２－ピリジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート
（Ｓｕｌｆｏ－ＬＣ－ＳＭＰＴ）、ビス－［ｂ－（４－アジドサリチルアミド）エチル］
ジスルフィド（ＢＡＳＥＤ）およびグルタルアルデヒド（ＧＡ）が挙げられるが、これら
に限定されない。
【０１４１】
本発明のさらなる実施形態では、抗体全体の結晶または抗体のｓｃＦｖフラグメント、ま
たは抗体のＦａｂフラグメントは、放射性標識化されて、抗体放射線治療において用いら
れ得る。このような治療において、例えば、放射性標識化抗癌抗体結晶またはｓｃＦｖフ
ラグメント結晶またはＦａｂ抗体フラグメント結晶、あるいはこのような結晶を含む処方
物または組成物は、癌の部位に、本発明に従って送達され得る。送達の後、放出された抗
体またはｓｃＦｖフラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントは、その標的とされる癌抗
原に結合し、そして癌細胞または腫瘍に放射性同位体を直接送達する。抗体の放出は、本
発明に従って時間を調整され得る。あるいは、放射線治療において架橋した結晶を用いる
場合、この架橋リンカー自体が、放射性標識され得る。この実施形態において、架橋され
た結晶である、抗体全体、Ｆｖ抗体フラグメント、またはＦａｂ抗体フラグメントは、癌
細胞または腫瘍を標的化し、そして癌細胞または腫瘍へ放射線同位体を送達するのに役立
つ。放射線同位体自体は、架橋リンカーにより保有され放出される。理論上、有用な放射
性標識としては、以下の放射性同位体または放射性核種が挙げられるが、これらに限定さ
れない：３Ｈ、１４Ｃ、１５Ｎ、３５Ｓ、９０Ｙ、９９Ｔｃ、１１１Ｉｎ、１２５Ｉ、１

３１Ｉ。しかし、実際には、放射線治療におけるインビボでの使用は、放射線標識を、１

３１Ｉ、９０Ｙ、または短い半減期により定義される任意の他の放射性標識に制限する。
例えば、モノクローナル抗体Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（実施例１を参照のこと）は、９０イッ
トリウム（９０Ｙ）で標識されており、その結果、非ホジキンリンパ腫を有する患者にお
ける放射線免疫療法に使用される。この化合物は、Ｉｂｒｉｔｕｍｏｍａｂ　ｔｉｕｘｅ
ｔａｎ（ＺｅｖａｌｉｎＴＭ）（ＩＤＥＣ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，（Ｓａｎ
　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ））として市販されている。
【０１４２】
（抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメント
の結晶のバッチ式結晶化）
水溶液または有機溶媒を含む水溶液からのタンパク質の制御された結晶化により、タンパ
ク質結晶を成長させる。制御され得る溶液条件としては、例えば、溶媒のエバポレーショ
ンの速度、有機溶媒、適切な共溶質および緩衝液の存在、ｐＨおよび温度が挙げられる。
タンパク質の結晶化に影響する種々の因子の総説は、ＭｃＰｈｅｒｓｏｎ，Ａ．，Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１１４：１１２－２０（１９８５）により出版されている。
【０１４３】
大量バッチ（工業スケール）結晶化は、代表的に、古典的な「ハンギングドロップ」法に
より結晶化されるよりも、非常に広い範囲の条件を伴う。初期タンパク質濃度は、大量バ
ッチ結晶化について、約１ｍｇ／ｍｌ～約２００ｍｇ／ｍｌ（または、恐らく、それ以上
）、より好ましくは、約０．０１ｍｇ／ｍｌ～約５００ｍｇ／ｍｌの範囲であり、一方で
、ハンギングドロップ法についてのタンパク質濃度は、約４ｍｇ／ｍｌ～約１０ｍｇ／ｍ
ｌ（まれに、約２５ｍｇ／ｍｌまで）に限定される。本発明のさらなる実施形態は、抗体
全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結
晶は、約０．０１ｍｇ／ｍｌから約３．９ｍｇ／ｍｌまでの範囲内であるタンパク質濃度
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を用いて結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａ
ｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約４ｍｇ／ｍｌから約
１０ｍｇ／ｍｌまでの範囲内であるタンパク質濃度を用いて結晶化される。本発明のさら
なる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントで
あり、ここで、この結晶は、約１０．１ｍｇ／ｍｌから約２５ｍｇ／ｍｌまでの範囲内で
あるタンパク質濃度を用いて結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結
晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約
２５．１ｍｇ／ｍｌから約２００ｍｇ／ｍｌまでの範囲内であるタンパク質濃度を用いて
結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたは
ｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約２００．１ｍｇ／ｍｌから約
５００ｍｇ／ｍｌまでの範囲内であるタンパク質濃度を用いて結晶化される。
【０１４４】
大量バッチ結晶化に用いられる結晶化緩衝液は、約３～約１０の範囲のｐＨ、より好まし
くは、約１．９～約１１．１の範囲のｐＨを有し得、一方で、ハンギングドロップ法は、
約５．０～約９．０のｐＨ範囲（しかし、通常は、これは約７．０のｐＨまたは約７．０
の周辺のｐＨで達成される）で実施される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結
晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約
１．９より高いｐＨ～約２．９まであるｐＨ範囲内で結晶化される。本発明のさらなる実
施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、
ここで、この結晶は、約２．９より高いｐＨ～約３．９まであるｐＨ範囲内で結晶化され
る。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗
体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約３．９より高いｐＨ～約４．９まである
ｐＨ範囲内で結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはその
ＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約４．９より高い
ｐＨ～約５．９まであるｐＨ範囲内で結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体
全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結
晶は、約５．９より高いｐＨ～約７．９まであるｐＨ範囲内で結晶化される。本発明のさ
らなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメント
であり、ここで、この結晶は、約７．９より高いｐＨ～約８．９まであるｐＨ範囲内で結
晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓ
ｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約８．９より高いｐＨ～約９．９
まであるｐＨ範囲内で結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、ま
たはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約９．９
より高いｐＨ～約１１．１まであるｐＨ範囲内で結晶化される。
【０１４５】
大量バッチ結晶化は、約４℃～約３７℃の範囲にある温度、より好ましくは、約－２１℃
～約＋６１℃の範囲にある温度で達成され得、一方、殆どのハンギングドロップ結晶化は
、約４℃～室温（約２２℃）までの温度で実施される。本発明のさらなる実施形態は、抗
体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この
結晶は、約－２１℃～約４℃未満までの範囲の温度内で結晶化される。本発明のさらなる
実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり
、ここで、この結晶は、約４℃～室温（約２２℃）までの範囲の温度内で結晶化される。
本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フ
ラグメントであり、ここで、この結晶は、ほぼ室温（約２２℃）～３７℃までの範囲の温
度内で結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂ
またはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約３７℃より上の温度～
約６１℃までの範囲の温度内で結晶化される。
【０１４６】
約５％～約４０％の範囲のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、より好ましくは、約２％
～約８０％のＰＥＧ濃度、および約２００～約２０，０００のＰＥＧサイズ（鎖長、すな
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わち、ＰＥＧ鎖のエチレングリコール残基の数）、より好ましくは、約２００～約４０，
０００のＰＥＧサイズ（鎖長）、より好ましくは、約２００～約８０，０００のＰＥＧサ
イズ（鎖長）は、大量バッチ結晶化のための結晶化緩衝液中で使用され得る。
【０１４７】
理論上、ハンギングドロップ法はまた、ＰＥＧのこれらのサイズおよび濃度を使用し得る
が、通常、条件は、約５％～約２０％のＰＥＧ４００（サイズ（鎖長））～ＰＥＧ１００
００（サイズ（鎖長））の範囲を超えない。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結
晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約
２％～約４．９％までの範囲内にあるＰＥＧ濃度を用いて結晶化される。本発明のさらな
る実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであ
り、ここで、この結晶は、約５％～約２０％までの範囲内にあるＰＥＧ濃度を用いて結晶
化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃ
Ｆｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約２０．１％～約８０％までの範囲
内にあるＰＥＧ濃度を用いて結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結
晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約
２００～約４００の範囲内にあるＰＥＧサイズ（鎖長）を用いて結晶化される。本発明の
さらなる実施形態は、抗体全体の結晶、またはそのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメン
トであり、ここで、この結晶は、約４００～約１０，０００の範囲内にあるＰＥＧサイズ
（鎖長）を用いて結晶化される。本発明のさらなる実施形態は、抗体全体の結晶、または
そのＦａｂまたはｓｃＦｖ抗体フラグメントであり、ここで、この結晶は、約１０，００
０～約８０，０００の範囲内にあるＰＥＧサイズ（鎖長）を用いて結晶化される。
【０１４８】
大量バッチ結晶化は、ほぼ０ｍＭ（緩衝液なし）～約４Ｍの範囲にある緩衝液濃度で達成
され得、一方で、殆どのハンギングドロップ結晶化は、約２ｍＭ～約１Ｍの緩衝液濃度で
実施され得る。
【０１４９】
大量バッチ結晶化は、ほぼ０ｍＭ（緩衝液なし）～約４Ｍの範囲にある金属イオン濃度ま
たは非金属イオン濃度で達成され得る。金属イオンおよび非金属イオンの例としては、と
りわけ、カルシウム、マグネシウム、マンガン、銅、亜鉛、リチウム、アンモニウム、鉄
、コバルト、セシウム、カドミウム、ニッケル、ナトリウムおよびカリウムが挙げられる
。
【０１５０】
大量バッチ結晶化は、ほぼ０ｍＭ（緩衝液なし）～約４Ｍの範囲にある塩濃度で達成され
得る。適切な塩の例としては、とりわけ、塩酸塩、酢酸塩、硫酸塩、リン酸塩、硝酸塩、
クエン酸塩、Ｔｒｉｓ、ＨＥＰＥＳ、カコジル酸塩、イミダゾール、ＣＨＥＳ、ＣＡＰＳ
、ＭＥＳ、ＭＯＰＳ、酒石酸塩、ホウ酸塩、炭酸塩／炭酸水素塩、フッ化物、ヨウ化物、
チオシアン酸塩、蟻酸塩、マロン酸塩、コハク酸、ビシンおよびＥＤＴＡが挙げられる。
【０１５１】
本発明に従う結晶化方法は、広範な種々の結晶化条件下で、広範な種々の試薬を用いて達
成され得ることは当業者に理解される。この方法としては、以下を含むが、これらに限定
されない：種々の二価イオンまたは一価イオンの存在下での結晶化；約５ｍＭ～約５００
ｍＭの範囲の二価金属イオンの濃度の存在下での結晶化；酢酸塩、ホウ酸塩、炭酸塩、コ
ハク酸塩、イミダゾール、Ｔｒｉｓ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰｓ、リン酸塩、ＣＨＥＳ、およ
びＳｉｇｍａのカタログで言及される他の生物学的緩衝液を含むが、これらに限定されな
い種々の緩衝塩を用いる結晶化；とりわけ、ＰＥＧモノメチルエーテル、ＭＰＤ、エトキ
シエタノール、プロパンジオール、有機溶媒、亜硫酸塩（他のナトリウム塩を含む）のよ
うなナトリウム塩またはカリウム塩、アンモニウム塩、リチウム塩、ＰＥＧ誘導体、また
は任意の他の有機化合物を含む試薬を用いる結晶化；静置させるかまたはタンブリングま
たは混合を伴う結晶化方法；界面活性剤またはキレート剤の存在または非存在下での結晶
化。
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【０１５２】
結晶は、約３時間～最大約７２時間、より好ましくは、約５分～約４８時間の大量バッチ
結晶化において得られ、一方、ハンギングドロップ法は、数日、数週間、またはさらに数
ヶ月行って、結晶を得ることができる。さらに、大量バッチ結晶化は、ハンギングドロッ
ププロトコルとは異なり、攪拌工程を用いる。
【０１５３】
大量バッチ結晶化は、以下のように行われる：（その保存緩衝液中で）結晶化される抗体
またはｓｃＦｖフラグメントまたはＦａｂ抗体フラグメントの適切な容量を、等容量の結
晶化溶液または結晶化緩衝液（上記のｐＨ）と混合する。この混合物は、（他の実験を介
して）先に得られた粉砕した結晶を用いてシード添加（種入れ）（ｓｅｅｄ）されるか、
またはシード添加（種入れ）なしに用いられる。次いで、混合物は、例えば、血液学／化
学ミキサー中で、約３～約４８時間、所望の温度（代表的には、ほぼ室温）にてタンブリ
ングされる。
【０１５４】
大量バッチ結晶化は、「シード添加（種入れ）」結晶（すなわち、結晶化条件の決定のた
めの小スケール結晶化スクリーニングの間に得られる結晶）の使用を伴っても、伴わなく
てもよい。代表的には、シード添加（種入れ）結晶は、市販の結晶化スクリーニングキッ
ト（例えば、Ｗｉｚａｒｄ　ＩキットおよびＷｉｚａｒｄ　ＩＩキット、ならびにＣｒｙ
ｏ　ＩキットおよびＣｒｙｏ　ＩＩキット（Ｅｍｅｒａｌｄ　ＢｉｏＳｔｒｕｃｔｕｒｅ
ｓ，Ｉｎｃ．（Ｂａｉｎｂｒｉｄｇｅ　Ｉｓｌａｎｄ，ＷＡ））、またはＣｒｙｓｔａｌ
　ＳｃｒｅｅｎキットおよびＣｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ　ＩＩキット（Ｈａｍｐｔｏ
ｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（Ｌａｇｕｎａ　Ｎｉｇｕｅｌ，ＣＡ）））を用いるハンギングド
ロップ法から得られ得る。あるいは、抗体全体の結晶またはｓｃＦｖフラグメントまたは
Ｆａｂ抗体フラグメントは、微量バッチスクリーニングと呼ばれるスクリーニング方法を
用いて調製され得、これは、実際には、上記の大量バッチ結晶化方法のスケールダウンバ
ージョンである。
【０１５５】
抗体全体の結晶化は、およそ過去２５年間重要な興味の対象であるが、ほんの数例しか結
晶化されていない（Ｈａｒｒｉｓ　Ｌ．Ｊ．，Ｓｋａｌｅｔｓｋｙ，Ｅ．およびＭｃＰｈ
ｅｒｓｏｎ，Ａ．，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２７５：８６１－７２（１９９８）；Ｈａｒ
ｒｉｓ　Ｌ．Ｊ．，Ｌａｒｓｏｎ，Ｓ．Ｂ．，Ｓｋａｌｅｔｓｋｙ，Ｅ．およびＭｃＰｈ
ｅｒｓｏｎ，Ａ．，Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　１６３：３５－４３
（１９９８））。このような先の実施者は、ハンギングドロップ法またはシーディング（
ｓｅｅｄｉｎｇ）ドロッププロトコルのみを利用した。両方の方法は、結晶の非常に低い
収率により特徴付けられ、従って、抗体結晶の大量生成に不適切であった。大量のサイズ
、表面オリゴ糖類の存在、および高い程度のセグメント可撓性に起因する抗体結晶化の困
難性のために、このような事情がある。大量スケールでの抗体全体の結晶化（治療的抗体
のための送達の代替経路を提供するプロセス）は、以前に調査されていない。
【０１５６】
（ポリマーキャリア中の抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦ
ａｂ抗体フラグメントの結晶のカプセル化）
本発明の１つの実施形態に従って、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結
晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶を含む処方物が、少な
くとも１つのポリマーキャリア中にカプセル化されて、ネイティブおよび生物学的に活性
な三次構造を保存するために、ポリマーキャリアのマトリクス内へのカプセル化によりミ
クロスフェアを形成する場合に、組成物が生成される。この結晶は、異なる生物学的環境
に送達するため、または特定の機能をもたらすために適切である固有の特性を有する種々
の生体適合性ポリマーおよび／または生物分解性ポリマーを用いてカプセル化され得る。
従って、溶解の速度および活性抗体またはそのフラグメントの送達は、特定のカプセル化
技術、ポリマー調製、ポリマー架橋、ポリマー厚、ポリマー溶解性、および抗体結晶幾何
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学によって決定される。
【０１５７】
カプセル化される、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ
抗体フラグメントの結晶、あるいはこのような結晶の処方物は、有機溶媒中に溶解される
ポリマーキャリア中に懸濁される。このポリマー溶液は、抗体結晶または処方物がこの溶
液に加えられた後に、この抗体結晶または処方物を完全にコーティングするために十分に
濃縮されなければならない。このような量とは、約０．０２と約２０との間、好ましくは
約０．１と約２の間の、抗体結晶：ポリマーの重量比を提供する量である。この抗体結晶
は、約０．５分と約３０分の間、好ましくは、約１分と約３分との間の時間、溶液中のポ
リマーと接触される。結晶は、ポリマーとの接触によりコーティングされるときに、懸濁
させ続けなければならず、そして凝集させてはいけない。
【０１５８】
接触の後、結晶はコーティングされ、そして新生ミクロスフェアと呼ばれる。この新生ミ
クロスフェアは、コーティングプロセスの間にサイズを増大する。本発明の好ましい実施
形態では、ポリマーキャリアおよび有機溶媒を伴う、懸濁されコーティングされた結晶ま
たは新生ミクロスフェアは、乳化剤として公知の、表面活性薬剤を含む大容量の水溶液に
移される。水溶液では、懸濁させた新生ミクロスフェアは、水相に浸される（ここで、有
機溶媒を、ポリマーからエバポレートまたは拡散させる）。最終的に、ポリマーがこれ以
上溶解できない点に達し、そして抗体結晶、抗体フラグメント結晶、または処方物をカプ
セル化する沈殿された相を形成して組成物を形成する。プロセスのこの局面は、ポリマー
キャリアまたはポリマーの硬化という。乳化剤は、このプロセスの硬化段階の間のこの系
における物質の種々の相の間の界面の表面張力を減少させるために役立つ。あるいは、コ
ーティングポリマーが、いくつかの固有の表面活性を有する場合、別々の表面活性薬剤の
添加の必要はないかもしれない。
【０１５９】
本発明による、カプセル化された、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結
晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶を調製するために有用な乳化剤としては、本明細
書中に例示されるようなポリ（ビニルアルコール）、界面活性剤、およびポリマーでコー
ティングされた抗体全体の結晶またはポリマーでコーティングされた結晶処方物と溶液と
の間の表面張力を低下させ得る、他の表面活性剤が挙げられる。
【０１６０】
本発明の好ましい実施形態において、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの
結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶の結晶性は、カプセル化プロセスの間維持され
る。この結晶性は、結晶が不溶性である有機溶媒を使用することによって、コーティング
プロセスの間維持される。引き続いて、一旦、コーティングされた結晶が水性溶媒に移さ
れると、ポリマーキャリアの迅速な硬化および先行する工程における結晶の十分なコーテ
ィングが、結晶性材料を溶解から保護する。
【０１６１】
抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの
結晶をコーティングするためのポリマーキャリアとして使用されるポリマーは、ホモポリ
マーまたはコポリマーのいずれかであり得る。ミクロスフェアの加水分解の速度は、個々
のポリマー種の加水分解速度によって大きく決定される。一般に、加水分解速度は、以下
のように低下する：ポリカーボネート＞ポリエステル＞ポリウレタン＞ポリオルトエステ
ル＞ポリアミド。生物分解性ポリマーおよび生体適合性ポリマーの概説としては、Ｗ．Ｒ
．ＧｏｍｂｏｔｚおよびＤ．Ｋ．Ｐｅｔｔｉｔ、「Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　ｐｏｌ
ｙｍｅｒｓ　ｆｏｒ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ａｎｄ　ｐｅｐｔｉｄｅ　ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ」、Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，第６巻、３３２－３５１頁
（１９９５）を参照のこと。
【０１６２】
本発明の好ましい実施形態において、ポリマーキャリアは、単一のポリマー型（例えば、
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ＰＬＧＡ）を含む。次の好ましい実施形態において、ポリマーキャリアは、ポリマーの混
合物（例えば、５０％ＰＬＧＡおよび５０％アルブミン）であり得る。
【０１６３】
本発明による、カプセル化された、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結
晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶を調製するための、ポリマーキャリアとして有用
な他のポリマーとしては、以下からなる群より選択される生体適合性／生物分解性ポリマ
ーが挙げられる：ポリ（アクリル酸）、ポリ（シアノアクリル酸）、ポリ（アミノ酸）、
ポリ（無水物）、ポリ（デプシペプチド）、ポリ（エステル）（例えば、ポリ（乳酸）す
なわちＰＬＡ、ポリ（β－ヒドロキシ酪酸）、ポリ（カプロラクトン）およびポリ（ジオ
キサノン））；ポリ（エチレングリコール）、ポリ（ヒドロキシプロピル）メタクリルア
ミド、ポリ［（オルガノ）ホスファゼン］、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ビニルアル
コール）、ポリ（ビニルピロリドン）、無水マレイン酸－アルキルビニルエーテルコポリ
マー、プルロニック（ｐｌｕｒｏｎｉｃ）ポリオール、アルブミン、アルギネート、セル
ロースおよびセルロース誘導体、デンプンおよびその誘導体、コラーゲン、フィブリン、
ゼラチン、ヒアルロン酸、オリゴ糖、グリコサミノグリカン（ｇｌｙｃａｍｉｎｏｇｌｙ
ｃａｎ）、硫酸化多糖類、これらのブレンドならびにコポリマー。他の有用なポリマーは
、Ｊ．ＨｅｌｌｅｒおよびＲ．Ｗ．Ｂａｌａｒ，「Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉ
ｃｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｆｒｏｍ　Ｂｉｏｄ
ｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ」，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ，ＮＹ，（１９８０）；Ｋ．Ｏ．Ｒ．ＬｅｈｍａｎおよびＤ．Ｋ．Ｄｒｅｈｅｒ，
Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，第３巻（１９７９）；Ｅ．Ｍ．
Ｒａｍａｄａｎ，Ａ．Ｅｌ－ＨｅｌｗおよびＹ．Ｅｌ－Ｓａｉｄ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ，第４巻，１２５－１３２頁（１９８７）；Ｏ
．ＰｈｉｌｌａｉおよびＲ．Ｐａｎｃｈａｇｎｕｌａ，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ
　ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，第５巻，４４７－４５１頁（２００１）に
記載されている。好ましいポリマーは、使用される特定の抗体全体の結晶または抗体フラ
グメントの結晶、およびカプセル化される結晶あるいは結晶処方物の意図される用途に依
存する。あるいは、溶媒エバポレーション技術が、抗体全体の結晶または抗体フラグメン
トの結晶をカプセル化するために使用され得る（Ｄ．Ｂａｂａｙ，Ａ．Ｈｏｆｆｍａｎｎ
およびＳ．Ｂｅｎｉｔａ，Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ　第９巻，４８２－４８８頁（１９
８８）を参照のこと）。
【０１６４】
本発明の好ましい実施形態において、抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの
結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶は、本明細書中に示されるように、ポリ乳酸－
ｃｏ－グリコール酸のようなポリマーを使用して、二重エマルジョン法を使用して、少な
くとも１種のポリマーキャリア中にカプセル化される。本発明の最も好ましい実施形態に
おいて、このポリマーは、ポリ乳酸－ｃｏ－グリコール酸（「ＰＬＧＡ」）である。ＰＬ
ＧＡは、乳酸（「Ｌ」）およびグリコール酸（「Ｇ」）を用いる重縮合反応によって調製
されるコポリマーである。ＰＬＧＡポリマーの結晶性および疎水性を調節するために、種
々の比のＬおよびＧが使用され得る。より高い結晶性のポリマーは、より遅い溶解を生じ
る。２０～７０％のＧ含量を有するＰＬＧＡポリマーは、非晶質固体である傾向があり、
一方でＧまたはＬのいずれかの高いレベルは、良好なポリマー結晶性を生じる。Ｄ．Ｋ．
ＧｉｌｄｉｎｇおよびＡ．Ｍ．Ｒｅｅｄ，「Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　ｐｏｌｙｍｅ
ｒｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｉｎ　ｓｕｒｇｅｒｙ－ｐｏｌｙ（ｇｌｙｃｏｌｉｃ）／ｐｏｌ
ｙ（ｌａｃｔｉｃ　ａｃｉｄ）ｈｏｍｏ　ａｎｄ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ：１．」，　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒ　第２０巻，１４５９－１４６４頁（１９８１）を参照のこと。ＰＬＧＡは
、水への曝露の後に、エステル結合連結の加水分解によって分解して、乳酸およびグリコ
ール酸の非毒性モノマーを生じる。
【０１６５】
本発明の別の実施形態は、二重壁ポリマーコーティングされたミクロスフェアを包含する
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。二重壁ポリマーコーティングされたミクロスフェアは、塩化メチレン、またはポリマー
を溶解し得る他の溶媒中の、２種のポリマーの別の溶液を調製することによって、生成さ
れ得る。抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグ
メントの結晶が、この溶液の１つに添加され、そして分散される。ここで、結晶が第１の
ポリマーでコーティングされる。次いで、第１のポリマーでコーティングされた結晶を含
む溶液が、第２のポリマー溶液と混合される［Ｐｅｋａｒｅｋ，Ｋ．Ｊ．；Ｊａｃｏｂ，
Ｊ．Ｓ．およびＭａｔｈｉｏｗｉｔｚ，Ｅ．Ｄｏｕｂｌｅ－ｗａｌｌｅｄ　ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ　ｆｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｄｒｕｇ　ｒｅｌｅａ
ｓｅ，Ｎａｔｕｒｅ，３６７，２５８－２６０を参照のこと］。その結果、第２のポリマ
ーが、結晶をカプセル化している第１のポリマーをカプセル化する。理想的には、次いで
、この溶液は、表面活性剤または乳化剤を含有する、より大容量の水溶液に滴下される。
この水溶液中で、溶媒が２つのポリマー溶液から蒸発し、そしてポリマーが沈澱する。
【０１６６】
本発明に従って、結晶、処方物または組成物を溶解することによって回収される、抗体全
体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶は
、二次構造について特徴付けされ得る。このような抗体全体の結晶または単鎖Ｆｖ抗体フ
ラグメントの結晶またはＦａｂ抗体フラグメントの結晶はまた、フーリエ変換赤外（ＦＴ
ＩＲ）スペクトルによって決定される、可溶性抗体または抗体フラグメント対応物のスペ
クトルと比較された、相関スペクトルによって示されるように、β－シート構造の含量（
これは、約０．８と約１．０との間である）によって、特徴付けられ得る。約０．８より
低い相関係数は、分子間β－シート二次構造の含量が増加し、タンパク質の凝集および沈
澱を生じるような程度まで変性された、タンパク質サンプルを示す。
【０１６７】
本発明がより良好に理解される目的で、以下の実施例が記載される。これらの実施例は、
説明の目的のみであり、そして本発明の範囲をいかなる様式でも限定するとは解釈されな
い。
【０１６８】
（実施例）
以下の実施例において、（ハンギングドロップからの種添加の場合に）使用した結晶スク
リーニングキットは、以下のうちの１つ以上であった：Ｗｉｚａｒｄ　ＩおよびＷｉｚａ
ｒｄ　ＩＩキット、ならびにＣｒｙｏ　ＩおよびＣｒｙｏ　ＩＩキット（Ｅｍｅｒａｌｄ
　ＢｉｏＳｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｂａｉｎｂｒｉｄｇｅ　Ｉｓｌａｎｄ，ＷＡ
））、またはＣｒｙｓｔａｌ　ＳｃｒｅｅｎキットおよびＣｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｒｅｅｎ
　ＩＩキット（Ｈａｍｐｔｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　（Ｌａｇｕｎａ　Ｎｉｇｕｅｌ，Ｃ
Ａ））。抗体全体のバッチ結晶化または微量バッチスクリーニングを、この抗体を適切な
結晶化緩衝液と混合し、続いてタンブリングまたはインキュベーション（記載されるよう
に、振盪ありまたはなしで）することによって、実施した。予備的なスクリーニングにお
ける蒸気拡散ハンギングドロップから、または微量バッチスクリーニングから得られた、
抗体の結晶を、大部分の場合において使用して、結晶化プロセスを容易にした。抗体の結
晶を、それらの複屈折を決定することによって、確認した。
【０１６９】
（実施例１）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂは、ＲｉｔｕｘａｎＴＭ（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．，Ｓｏｕｔ
ｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ）として市販されている、キメラマウス／ヒトモ
ノクローナル抗体である。このモノクローナル抗体は、非ホジキンリンパ腫を処置するた
めに、広範に使用されている。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂは、正常Ｂリンパ球および悪性Ｂリン
パ球の表面のＣＤ２０抗原に結合する、キメラＩｇＧ１κ免疫グロブリンである。この抗
体は、マウス軽鎖可変領域配列およびマウス重鎖可変領域配列、ならびにヒト定常領域配
列からなる。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ抗体は、１４５ｋＤのおよその分子量（ＭＷ）を有する
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。
【０１７０】
（Ｒｕｔｕｘｉｍａｂの結晶化、バッチ１）
（材料）
Ａ　－　Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ抗体（使用まで４℃で９．０ｍｇ／ｍｌ塩化ナトリウム、７
．３５ｍｇ／ｍｌ無水クエン酸ナトリウム、０．７ｍｇ／ｍｌポリソルベート８０および
滅菌水（ｐＨ６．５）中１０ｍｇ／ｍｌで保存した）
Ｂ　－　Ｗｉｚａｒｄ　Ｉ結晶スクリーニングキット（Ｅｍｅｒａｌｄ　ＢｉｏＳｔｒｕ
ｃｔｕｒｅｓ，　Ｂａｉｎｂｒｉｄｇｅ　Ｉｓｌａｎｄ，ＷＡ）
Ｃ　－　ポリエチレングリコール－１０００（ＰＥＧ－１０００）
Ｄ　－　イミダゾール
Ｅ　－　酢酸カルシウム緩衝液（ｐＨ８．０）。
【０１７１】
（手順）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂのシード結晶を、予備スクリーニングにおける蒸気拡散液滴から、Ｗ
ｉｚａｒｄ　Ｉスクリーニングキットを使用して得た。微量バッチ結晶化を、２０％（ｗ
／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾール、および２００ｍＭ酢酸カルシウムを
含む、５００μｌの結晶化緩衝液（ｐＨ８．０）を使用して実施した。ハンギングドロッ
プからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード結晶での種添加の後に、この混合物を血液学／化学ミ
キサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６，Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｐｉｔｔｓｂｕｒ
ｇｈ，ＰＡ）で、室温で一晩、５０ｒｐｍでタンブリングした。この工程から得られた抗
体の結晶を、大量バッチ結晶化（これは本質的に、スケールアップした微量バッチ手順で
ある）のための種として使用した。大量バッチ結晶化を、８ｍｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ溶
液を８ｍｌの結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾー
ル、および２００ｍＭ酢酸カルシウムを含む）（ｐＨ８．０）と混合することによって、
開始した。溶液中のＲｉｔｕｘｉｍａｂの最終濃度は、５ｍｇ／ｍｌであった。微量バッ
チからのＲｉｔｕｘｉｍａｂのシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、血液学
／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６，Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）で、室温
で５０ｒｐｍでタンブリングした。一晩のタンブリングの後、針状クラスタの形態のＲｉ
ｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成した。投入したＲｉｔｕｘｉｍａｂの８５％が、この実施例
において結晶化した。
【０１７２】
（実施例２）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶化、バッチ２）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を５００μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍ
ｌ）を等容量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００、１００ｍＭイミダゾ
ール、および２００ｍＭ酢酸カルシウムを含む）（ｐＨ７．０）と混合することによって
開始したことを除いて、実施例１のように得た。微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂの
シード結晶をシード添加した後に、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　
３４６，Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）で、室温で５０ｒｐｍでタンブリングし
た。一晩のタンブリングの後、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成し
た。このプロトコルを、４．０、５．０、６．０および８．０のｐＨにおいて繰り返し、
類似の結果を得た。
【０１７３】
（実施例３）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を６０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－６００、１００ｍＭ酢酸カルシウ
ム、および５０ｍＭ　２－［Ｎ－シクロヘキシルアミノ］エタンスルホン酸（ＣＨＥＳ）
を含む）（ｐＨ９．５）と混合することによって開始したことを除いて、実施例１のよう
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に得た。溶液中のＲｉｔｕｘｉｍａｂの最終濃度は、５ｍｇ／ｍｌであった。先に得た微
量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂのシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、
ベンチトップ振盪機／インキュベーター（Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ　Ｓｃｉｅｎｔｉ
ｆｉｃ，Ｍｏｄｅｌ　Ｃ２５）で、２５℃で６５０ｒｐｍでインキュベートした。一晩の
インキュベートの後、針状クラスタの形態（図１）のＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成し
た。投入したＲｉｔｕｘｉｍａｂの８０％が、この実施例において結晶化した。
【０１７４】
（実施例４）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を５０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化溶液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００および１００ｍＭ酢酸カル
シウムを含む）と混合することによって開始したことを除いて、実施例１のように得た。
この混合物を、室温で１２時間静置した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂ
のシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ遠心管中で室温
でインキュベートし続けた。一晩のインキュベートの後、針状クラスタの形態のＲｉｔｕ
ｘｉｍａｂの結晶が形成した。このスクリーニングを、酢酸カルシウムの濃度を１０ｍＭ
、２０ｍＭ、４０ｍＭ、６０ｍＭ、８０ｍＭ、２００ｍＭまたは４００ｍＭに調整して繰
り返し、試験した全ての条件下で、結晶が得られた。
【０１７５】
（実施例５）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を５０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化溶液（２５％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００および１００ｍＭ酢酸カル
シウムを含む）と混合することによって開始したことを除いて、実施例１のように得た。
この混合物を、室温で１２時間静置した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂ
のシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、遠心管中で室温でインキュベートし
続けた。一晩のインキュベートの後、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が
形成した。このスクリーニングを、ＰＥＧ－１０００の濃度を５％（ｗ／ｖ）、１０％（
ｗ／ｖ）、１５％（ｗ／ｖ）、２０％（ｗ／ｖ）または４０％（ｗ／ｖ）に調整して繰り
返し、試験した全ての条件下で、結晶が得られた。
【０１７６】
（実施例６）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を５０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－６０００、１００ｍＭ酢酸カルシ
ウムおよび１００ｍＭ　Ｔｒｉｓを含む）（ｐＨ８．０）と混合することによって開始し
たことを除いて、実施例１のように得た。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂ
のシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、ベンチトップ振盪機／インキュベー
ター（Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｍｏｄｅｌ　Ｃ２５）で、
２５℃で２２５ｒｐｍでインキュベートした。一晩のインキュベートの後、針状クラスタ
の形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成した。この実施例を、ＰＥＧ－６０００の代わ
りにＰＥＧ－２０００、ＰＥＧ－４０００またはＰＥＧ－８０００を使用して（ＰＥＧ濃
度を２０％に維持した）繰り返し、試験した全ての条件下で、結晶が得られた。図１を参
照のこと。
【０１７７】
（実施例７）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を６０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－６０００、１００ｍＭ酢酸カルシ
ウムおよび１００ｍＭ　Ｔｒｉｓを含む）（ｐＨ７．０）と混合することによって開始し
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たことを除いて、実施例１のように得た。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂ
のシード結晶をシード添加した後に、この混合物を、ベンチトップ振盪機／インキュベー
ター（Ｎｅｗ　Ｂｒｕｎｓｗｉｃｋ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｍｏｄｅｌ　Ｃ２５）で、
２５℃で６５０ｒｐｍでインキュベートした。一晩のインキュベートの後、針状クラスタ
の形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成した。このスクリーニングを、ＰＥＧ－６００
０の代わりにＰＥＧ－２００、ＰＥＧ－３００またはＰＥＧ－２００００を使用して（Ｐ
ＥＧ濃度を２０％に維持した）繰り返した。ＰＥＧ－２００を使用するスクリーニングに
ついては、（１００ｍＭではなく）１４０ｍＭのＴｒｉｓを使用した。試験した全ての条
件下で、結晶が得られた。
【０１７８】
（実施例８）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの微量バッチ結晶化スクリーニング）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、結晶化を５０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ
）を等容量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１０００および２００ｍＭ　Ｃｕ
ＳＯ４、および１００ｍＭイミダゾールを含む）（ｐＨ８．０）と混合することによって
開始したことを除いて、実施例１のように得た。室温で１４時間静置した後に、この混合
物に先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂのシード結晶をシード添加し、そして
室温でインキュベートした。一晩のインキュベートの後、棒の形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ
の結晶が形成した。続いて、このスクリーニングを、２００ｍＭ　ＣｕＳＯ４の代わりに
他の二価のカチオン（例えば、２００ｍＭ　ＣａＣｌ２、ＭｎＣｌ２、またはＺｎＣｌ２

）を使用して繰り返し、針状クラスタ、板状晶および準結晶の形態の結晶が得られた。
【０１７９】
（実施例９）
（透析したＲｉｔｕｘｉｍａｂを使用するＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶化）
４ｍｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）のアリコートを、２リットルの脱イオン
水に対して、脱イオン水を２回交換して４℃で一晩透析し、その後、遠心フィルタデバイ
ス（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ，３０ｋＤカットオフ）を用いて１ｍｌに濃縮した。結晶化を、
６μｌの濃縮Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを２μｌの結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１
０００および１００ｍＭイミダゾール、２００ｍＭ酢酸カルシウムを含む）（ｐＨ８．０
）と混合することによって、カバーガラススライド上でハンギングドロップで実施した。
このカバースライドを裏返して、４５０μｌの同じ緩衝液を含む、２４ウェルプレートの
ウェル上に置いた。このプレートを室温で約１週間インキュベートした後に、立方晶の形
態の、Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの結晶が形成した。
【０１８０】
（実施例１０：透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを使用したＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
５ｍｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）のアリコートを、１０ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ
緩衝液（ｐＨ７．０）２リットルに対して４℃にて一晩透析し、その後に遠心分離フィル
ターデバイス（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ、１０ｋＤカットオフ）を使用して５４ｍｇ／ｍｌに
濃縮した。２０μｌの濃縮Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを、最終混合物が３６ｍｇ／ｍｌの抗体、
１３３ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ７．５０）、６６ｍＭ　ＣａＣｌ２、および１３％　２－
メチル－２，４－ペンタンジオールを含むように、緩衝液および添加物と混合することに
よって、バッチ結晶化を行った。この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３
４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングし
た。室温にて４８時間インキュベートした後、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ
結晶を形成した。この実施例において、投入Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの８４％が結晶化された
。
【０１８１】
（実施例１１：透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを使用したＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
５ｍｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）のアリコートを、１０ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ
緩衝液（ｐＨ７．０）２リットルに対して４℃にて一晩透析し、その後に遠心分離フィル



(40) JP 4731793 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

ターデバイス（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ、１０ｋＤカットオフ）を使用して５４ｍｇ／ｍｌに
濃縮した。２０μｌの濃縮Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを、最終混合物が１８ｍｇ／ｍｌの抗体、
２００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ７．５０）、２００ｍＭ　ＣａＣｌ２、および３３％　Ｐ
ＥＧ－４００を含むように緩衝液および添加物と混合することによって、バッチ結晶化を
行った。この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングした。４８時間インキュベ
ートした後、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１８２】
（実施例１２：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、８０μｌの抗体と、２０μｌの０．０２Ｍ　
ＣａＣｌ２、０．１Ｍ　酢酸ナトリウム（ｐＨ４．６）、３０％　２－メチル－２，４－
ペンタンジオールとを混合し、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４
６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングする
ことにより結晶化した。室温にて４８時間インキュベートした後、針状クラスタの形態の
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１８３】
（実施例１３：界面活性剤の存在下でのＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
４５０μｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂと、等量の結晶化緩衝液（２０％（ｗ／ｖ）ＰＥＧ－１
０００、１００ｍＭ　イミダゾール、２００ｍＭ　酢酸カルシウム（ｐＨ８．０）、およ
び０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（界面活性剤）（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
）を含有する）とを混合することにより、Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを結晶化した。先に得た微
量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード結晶をシード添加（ｓｅｅｄｉｎｇ）した後、
この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎ
ｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングした。一晩タンブリングした後に、
針状クラスタの形態の結晶を形成した。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂをまた、５０μｌから１．０
ｍｌの範囲の開始容量を使用して、結晶化した。同じ型の結晶が形成した。
【０１８４】
（実施例１４：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　酢酸ナトリウム（ｐＨ４．６）、３０％　ＰＥＧ　４００と
を混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシ
ード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４
６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングし
た。２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を
形成した。
【０１８５】
（実施例１５：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　イミダゾール（ｐＨ８．０）、１０％　ＰＥＧ　８０００と
を混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシ
ード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４
６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングし
た。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａ
ｂ結晶を形成した。
【０１８６】
（実施例１６：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）、２０％　ＰＥＧ　３０００とを混
合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード
結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、
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Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングした。
室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結
晶を形成した。
【０１８７】
（実施例１７：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　ＭＥＳ（ｐＨ６．０）、２０％　ＰＥＧ　８０００とを混合
することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード結
晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆ
ｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングした。室
温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶
を形成した。
【０１８８】
（実施例１８：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．０５Ｍ
　酢酸カルシウム、０．１Ｍ　イミダゾール（ｐＨ８．０）、３５％　２－エトキシエタ
ノールとを混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉ
ｍａｂシード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅ
ｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブ
リングした。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕ
ｘｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１８９】
（実施例１９：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．０５Ｍ
　酢酸カルシウム、０．１Ｍ　酢酸（ｐＨ４．５）、４０％　１，２－プロパンジオール
とを混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂ
シード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３
４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリング
した。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍ
ａｂ結晶を形成した。
【０１９０】
（実施例２０：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、５０μｌの抗体と、５０μｌの、０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．５）、４０％　ＰＥＧ　４００とを混
合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード
結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、
Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングした。
室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結
晶を形成した。
【０１９１】
（実施例２１：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、４ｍｌの抗体と、４ｍｌの試薬（０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　ＴＲＩＳ（ｐＨ７．０）、２０％　ＰＥＧ　６０００および
０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）を含有する）と
を混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシ
ード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４
６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングした
。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ
結晶を形成した。この方法による収率は、９３％であった。
【０１９２】
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（実施例２２：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、１ｍｌの抗体と、１ｍｌの試薬（０．２Ｍ　
酢酸カルシウム、０．１Ｍ　ＭＥＳ（ｐＨ６．０）、２０％　ＰＥＧ　６０００および０
．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）を含有する）とを
混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシー
ド結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６
、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて５０ｒｐｍでタンブリングした。
室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結
晶を形成した。この方法による収率は、８０％であった。
【０１９３】
（実施例２３：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、１０μｌの、０．２
Ｍ　酢酸カルシウム、０．１Ｍ　酢酸ナトリウム（ｐＨ４．６）、３０％　２－プロパノ
ールとを混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍ
ａｂシード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ
　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリ
ングした。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘ
ｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１９４】
（実施例２４：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、２０μｌの、０．０
２Ｍ　ＣａＣｌ２、０．１Ｍ　酢酸ナトリウム（ｐＨ４．６）、３０％　２－メチル－２
，４－ペンタンジオールとを混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチか
らのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミ
キサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２
５ｒｐｍでタンブリングした。室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタ
の形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１９５】
（実施例２５：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化）
透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、２０μｌの、０．２
Ｍ　ＣａＣｌ２、０．１Ｍ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．５）、２８％　ＰＥＧ　４００とを混
合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからのＲｉｔｕｘｉｍａｂシード
結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、
Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒｐｍでタンブリングした。
室温にて２４時間インキュベートした後に、針状クラスタの形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結
晶を形成した。
【０１９６】
（実施例２６：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化－－異なる結晶形態）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（２０ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、１０μｌの溶液（１５％
　ＰＥＧ　４００、０．５１Ｍ　硫酸ナトリウム、０．１Ｍ　ＥＤＴＡを含有する）とを
混合することによって、結晶化した。溶液中のＲｉｔｕｘｉｍａｂの終濃度は、１０．０
ｍｇ／ｍｌであった。先に得たハンギングドロップ（ｈａｎｇｉｎｇ　ｄｒｏｐ）からの
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂシード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサ
ー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒ
ｐｍでタンブリングした。室温にて２４時間インキュベートした後に、小さな針状の形態
のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した。この実施例において、投入Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの
８７％が結晶化した。図４を参照のこと。
【０１９７】
（実施例２７：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化－－異なる結晶形態）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（２０ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、１０μｌの溶液（１２％
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　ＰＥＧ　４００および１．３６Ｍ　硫酸ナトリウムおよび０．１Ｍ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７
．５）を含有する）とを混合することによって、結晶化した。先に得た微量バッチからの
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂシード結晶をシード添加した後、この混合物を、血液学／化学ミキサ
ー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、室温にて２２５ｒ
ｐｍでタンブリングした。室温にて２４時間インキュベートした後に、小さな針状の形態
のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した。
【０１９８】
（実施例２８：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶化－－異なる結晶形態）
透析Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（６６ｍｇ／ｍｌ）を、１０μｌの抗体と、２０μｌの溶液（０
．２Ｍ　ＣａＣｌ２、０．１Ｍ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．５）、２８％　ＰＥＧ　４００を
含有する）とを混合することによって、結晶化した。２０日後、さらなる量のＰＥＧ　４
００（３０μｌの１００％　ＰＥＧ　４００）および１０μｌの１Ｍ　硫酸リチウムを添
加した。室温にて２４時間インキュベートした後、立方晶系結晶（ｃｕｂｅ）の形態のＲ
ｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を形成した（図３）。
【０１９９】
（実施例２９：結晶＃１の形態学）
異なる形態のＲｉｔｕｘｉｍａｂを、異なる結晶化条件を使用することによって得た。
【０２００】
例えば、図１および３のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を参照のこと。
【０２０１】
（実施例３０：結晶＃２の形態学）
結晶化：
緩衝液：１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ７．７）、１２％　ＰＥＧ　４００、１．１７Ｍ
　硫酸ナトリウム
方法：１容量のＲｉｔｕｘｉｍａｂを、２容量の結晶化緩衝液と混合した。この混合物を
、攪拌せずに、結晶が形成するまで室温に維持した。
【０２０２】
結果：小さな（長さ≦１０μｍ）針状結晶が形成した（図４）。
【０２０３】
（実施例３１：Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、ＨｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．，
Ｓｏｕｔｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ）として市販されている組換えＤＮＡ由
来のヒト化モノクローナル抗体である。このモノクローナル抗体は、上皮増殖因子レセプ
ター２タンパク質（ＨＥＲ２）の細胞外ドメインを過剰発現する乳癌を処置するために広
く使用されている。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、ＨＥＲ２に結合するマウス抗体（４Ｄ５
）の相補性決定領域とともにヒトフレームワーク領域を含むＩｇＧ１κである。
【０２０４】
（Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの微量バッチ結晶化（バッチ１））
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ抗体は、滅菌された凍結乾燥粉末として、その本来の４４０ｍｇ
バイアル中に保存されており、続いて、この抗体を２０ｍｌの滅菌水に溶解させた。この
溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ溶液は、２２ｍｇのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ、９．９ｍ
ｇのＬ－ヒスチジン　ＨＣｌ、６．４ｍｇ　Ｌ－ヒスチジン、４００ｍｇのα，α－トレ
ハロース二水和物、および１．８ｍｇ　ポリソルベート２０（米国局方）を含んでいた。
【０２０５】
緩衝液（０．４９５ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒスチジンＨＣｌ、０．３２ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒス
チジン、２０ｍｇ／ｍｌ　α，α－トレハロース二水和物、および０．０９ｍｇ／ｍｌ　
ポリソルベート２０（米国局方）を含有する）中のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（２２ｍｇ／
ｍｌ）の２１０μｌアリコートを、２１０μｌの結晶化緩衝液（２５％　ＰＥＧ　４００
、５％　ＰＥＧ　８０００、１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ８．５）、１０％　プロピレン
グリコール、および０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃ
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ｈ）を含有する）と混合し、室温にて一晩インキュベートした。溶液中のＴｒａｓｔｕｚ
ｕｍａｂの終濃度は、１１ｍｇ／ｍｌであった。次いで、この混合物にハンギングドロッ
プから得たＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を使用してシード添加し、２０μｌのプロピレン
グリコールを補充した後、血液学／化学ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中、５０ｒｐｍでタンブリングした。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結
晶を、翌日に得た（図５）。投入Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの８５％がこの方法により結晶
化した。
【０２０６】
（実施例３２：Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ微量バッチ結晶化、バッチ２）
緩衝溶液（０．４９５ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒスチジンＨＣｌ、０．３２ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒ
スチジン、２０ｍｇ／ｍｌ　α，α－トレハロース二水和物、および０．０９ｍｇ／ｍｌ
　ポリソルベート２０（米国局方）を含有する）中のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（２２ｍｇ
／ｍｌ）５０μｌを、５０μｌの結晶化緩衝液（２０％　ＰＥＧ　３００、１０％　グリ
セロール（ｇｌｙｅｒｃｏｌ）、０．１Ｍ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７）、１０％　ＰＥＧ　８０
００を含有する）と混合し、微量バッチから得たＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を使用して
シード添加した後に、室温にて一晩インキュベートした。５０～１２０μｍの範囲の大き
さを有するＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を、翌日に得た（図６）。
【０２０７】
（実施例３３：Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ微量バッチ結晶化、バッチ３）
緩衝溶液（０．４９５ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒスチジンＨＣｌ、０．３２ｍｇ／ｍｌ　Ｌ－ヒ
スチジン、２０ｍｇ／ｍｌ　α，α－トレハロース二水和物、および０．０９ｍｇ／ｍｌ
　ポリソルベート２０（米国局方）を含有する）中のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（２２ｍｇ
／ｍｌ）５０μｌを、５０μｌの結晶化緩衝液（２０％　ＰＥＧ　３００、１０％　グリ
セロール、０．１Ｍ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７）、１０％　ＰＥＧ　８０００を含有する）と混
合し、微量バッチから得たＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を使用してシード添加した後に、
室温にて一晩インキュベートした。２０μｍの大きさを有するＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結
晶を、翌日に得た。
【０２０８】
（実施例３４：Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ）
Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂは、ＲｅｍｉｃａｄｅＴＭ（Ｃｅｎｔｏｃｏｒ，Ｌｅｉｄｅｎ，ｔ
ｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ）として市販されているキメラマウス／ヒトモノクローナ
ル抗体である。このモノクローナル抗体は、慢性関節リウマチおよびクローン病を処置す
るために広く使用されている。Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂは、ＴＮＦ－α抗原に結合するキメ
ラＩｇＧ１κ免疫グロブリンである。これは、マウス軽鎖および重鎖の可変領域配列、な
らびにヒト定常領域配列から構成される。このＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ抗体は、１４９ｋＤ
というおよその分子量（ＭＷ）を有する。
【０２０９】
（Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ微量バッチ結晶化）
（バッチ１：）
Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ抗体を、その元の１００ｍｇバイアル中で、滅菌凍結乾燥粉末とし
て保存し、次いで２ｍｌの滅菌水に溶解した。この溶解された溶液（１００ｍｇのＩｎｆ
ｌｉｘｉｍａｂ、５００ｍｇのスクロース、０．５ｍｇのポリソルベート８０、２．２ｍ
ｇの一塩基性リン酸ナトリウムおよび６．１ｍｇの二塩基性リン酸ナトリウムを含有する
）を、結晶化のために使用した。
【０２１０】
５０μｌの抗体（５０ｍｇ／ｍｌ）を、１００μｌの３５％　エトキシエタノール、０．
２Ｍの硫酸リチウム、０．１ＭのＴｒｉｓ（ｐＨ８．６）と混合することによって、Ｉｎ
ｆｌｉｘｉｍａｂを結晶化した。この混合物を、室温にて、５０ｒｐｍで、血液学／化学
ミキサー（Ｍｏｄｅｌ　３４６、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）中でタンブリン
グした。一晩インキュベートした後、棒形クラスターの形態のＩｎｆｌｉｘｉｍａｂの結
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晶が、形成された（図２）
（実施例３５）
（Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ微量バッチ結晶化）
（バッチ２：）
実施例３４の結晶と類似の棒形結晶もまた得た。この場合、Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂを、４
０％（ｗ／ｖ）のＰＥＧ－４００、０．１ＭＴｒｉｓ緩衝液、２００ｍＭの硫酸リチウム
（ｐＨ８．５）と共に、同じ条件下でインキュベートした（撹拌せず）。
【０２１１】
（実施例３６）
（Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ微量バッチ結晶化）
（バッチ３：）
Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂの２５μｌアリコート（０．１Ｍ　Ｔｒｉｓ　ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ
７．０）中５０ｍｇ／ｍｌ）を、３μｌの１Ｍ塩化カルシウムおよび５μｌの１００％ポ
リエチレングリコールモノエチルエーテル５５０（ＰＥＧ　ＭＭＥ　５５０）と混合し、
そして室温で一晩インキュベートした（撹拌せず）。Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂの立方体形結
晶が形成した。
【０２１２】
（実施例３７）
（Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ微量バッチ結晶化）
Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂの２５μｌアリコート（水中２０ｍｇ／ｍｌ、ｐＨ７．０）を、２
０％　ＰＥＧ　３００、０．１Ｍ　ＴＲＩＳ（ｐＨ８．５）、５％　ＰＥＧ　８０００お
よび１０％　グリセロールを含有する５０μｌの結晶化緩衝液と混合した。溶液中のＩｎ
ｆｌｉｘｉｍａｂの最終濃度は、６．７ｍｇ／ｍｌであった。次いで、この混合物を、室
温で一晩インキュベートした（撹拌せず）。Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂの星形結晶が、１週間
後に形成した（図７）。
【０２１３】
（実施例３８）
上で例示される結晶化条件は、任意の所望の臨床的に関連した抗体の結晶化に有用である
。臨床的に関連した抗体は、これらが用いられる治療分野に従って分類され得る。このよ
うな抗体としては、以下を含むがこれらに限定されない市販の抗体が挙げられるが、これ
らに限定されない：
（１）Ａｂｃｉｘｉｍａｂ（ＲｅｏＰｒｏＴＭ）（抗ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩａレセプター；
心臓血管疾患の処置のため）（Ｃｅｎｔｏｃｏｒ，Ｌｅｉｄｅｎ，Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒ
ｌａｎｄｓ）；
（２）Ｐａｌｉｖｉｚｕｍａｂ（ＳｙｎａｇｉｓＴＭ）（ＲＳＶに対する抗Ｆタンパク質
；呼吸器疾患）（ＭｅｄＩｍｍｕｎｅ（Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，ＭＤ）により製造）
；
（３）Ｍｕｒｕｍｏｎａｂ－ＣＤ３（ＯｒｔｈｏｃｌｏｎｅＴＭ）（抗ＣＤ３抗体；組織
移植反応のため）（ＯｒｔｈｏＢｉｏｔｅｃｈ，Ｒａｒｉｔａｎ，ＮＪ）；
（４）Ｇｅｍｔｕｚｕｍａｂ　ｏｚｏｇａｍｉｃｉｎ（ＭｙｌｏｔａｒｇＴＭ）（癌（抗
ＣＤ３３抗体））（Ｗｙｅｔｈ　Ｌａｂｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ）；
（５）Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（ＨｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ）（癌（抗ＨＥＲ２抗体））（
Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ，Ｓｏｕｔｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ）；
（６）Ｂａｓｉｌｉｘｉｍａｂ（ＳｉｍｕｌｅｃｔＴＭ）（抗ＣＤ２５抗体；組織移植反
応のため）（Ｎｏｖａｒｔｉｓ，Ｂａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ）；
（７）Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ（ＺｅｎａｐａｘＴＭ）（抗ＣＤ２５抗体；組織移植反応の
ため）（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂｓ，Ｆｒｅｍｏｎｔ，ＣＡ）；
（８）Ｅｔａｎｅｒｃｅｐｔ（ＥＮＢＲＥＬＴＭ）（炎症疾患）（Ｉｍｍｕｎｅｘ，Ｓｅ
ａｔｔｌｅ，ＷＡ）；
（９）Ｉｂｒｉｔｕｍｏｍａｂ　ｔｉｕｘｅｔａｎ（ＺｅｖａｌｉｎＴＭ）（癌のための
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放射線治療）（ＩＤＥＣ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｏ，ＣＡ）
。
【０２１４】
（実施例３９）
上で例示される結晶化条件は、抗体の単鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）フラグメントの結晶化のため
、または抗体のＦａｂフラグメントの結晶化のために有用である。
【０２１５】
（実施例４０）
（他のクラスの免疫グロブリン）
本発明の全ての実施形態は、免疫グロブリンのクラス（ＩｇＧ、ＩｇＢ、ＩｇＡ、ＩｇＤ
、ＩｇＥおよび血清ＩｇＡ（ｓＩｇＡ）、ならびにサブクラス（ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、Ｉ
ｇＧ３およびＩｇＧ４、ＩｇＭ１およびＩｇＭ２、ならびにＩｇＡ１およびＩｇＡ２）の
全ての結晶の結晶化および使用のために有用である。
【０２１６】
（実施例４１）
（モノクローナル抗体の精製のための手段としての結晶化）
モノクローナル抗体（特に、Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ、ＩｎｆｌｉｘｉｍａｂおよびＴｒａｓ
ｔｕｚｕｍａｂを含む）を、哺乳動物細胞培養物から得ることができる。これらのモノク
ローナル抗体の結晶化を、培養培地もしくは細胞抽出物から直接かまたは部分的な精製も
しくは完全な精製の後のいずれかに実施し得る。結晶化を、これらの工程の間の精製方法
として使用し得る。
【０２１７】
類似の様式において、モノクローナル抗体を、特に以下を含む他の供給源からの結晶化を
使用して、精製し得る：昆虫細胞培養物；細菌細胞培養物；トランスフェニック植物（特
に、トランスジェニックトウモロコシ（ｍａｉｚｅ）、タバコ、ジャガイモおよびトウモ
ロコシ（ｃｏｒｎ））由来の植物部分（特に、種子、花、葉および根／塊茎）；ならびに
トランスジェニック動物（特に、トランスジェニックウシ、ウマ、ブタ、ニワトリ、ヤギ
およびヒツジを含む）のミルク、血清、血漿、卵および他の部分。
【０２１８】
抗体の結晶化を、精製の前または部分的もしくは完全な精製の後に、細胞抽出物から直接
（例えば、ミルクから直接）か、あるいはこのプロセスの任意の段階において、目的のタ
ンパク質の清澄化または部分的精製の後のいずれかで、実施し得る。
【０２１９】
（方法：）
例えば、１ｌのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（２２ｍｇ／ｍｌ）を、２０％　ＰＥＧ４００、
５％　ＰＥＧ８０００、１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ８．５）、１０％　プロピレングリ
コール、および０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）
を含有する結晶化緩衝液（１ｌ）と、ビーカー中で混合する。次いで、この混合物を、オ
ーバーヘッドスターラーを使用して撹拌しながら、室温で一晩インキュベートする。次い
で、この溶液を、液滴を吊すことによって得たＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの結晶または微量
バッチから得たＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの結晶を用いてシード添加する。１００ｍｌのプ
ロピレングリコールを添加し、そして結晶が形成するまで、この混合物を撹拌する（約２
４時間）。
【０２２０】
（実施例４２）
（ミルクからの結晶化による抗体の精製）
ミルク（地方の農場から購入し、－７０℃で凍結貯蔵した）を、３７℃で解凍し、そして
４℃で１５分間、７００×ｇで遠心分離することによって、脱脂する。次いで、鋭いピペ
ットチップを使用してクリーム層を刺し、そしてスキムミルクを、開口部を通して清潔な
チューブにデカントする。次いで、スキムミルクを、等量の２５０ｍＭ　ＥＤＴＡで希釈
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する。乳状の外観が現れ、このことは、ミセル構造および凝集体の破壊を示す。ＥＤＴＡ
清澄化スキムミルクを、ＰＢＳに対して透析して、ＥＤＴＡを除去する。次いで、この清
澄化したミルクを、モノクローナル抗体溶液で、約５～１０ｍｇ／ｍｌの最終濃度になる
までスパイクする。次いで、このスパイクしたミルク由来のモノクローナル抗体を、ポリ
エチレングリコールのみ、または塩（例えば、硫酸アンモニウム）と組み合わせたポリエ
チレングリコール、あるいは種々の塩、緩衝液、有機溶媒などを使用する上記の結晶化条
件のいずれかを使用して、結晶化する。この方法を使用して、トランスジェニックミルク
から抗体を精製し得る。
【０２２１】
（実施例４３）
（トランスジェニック動物、トランスジェニック動物産物およびトランスジェニック植物
由来のモノクローナル抗体の結晶化）
実施例４１および４２に示される方法は、トランスジェニック動物（例えば、細胞、細胞
抽出物などから）、トランスジェニック動物産物（例えば、卵など）およびトランスジェ
ニック植物（植物細胞および組織の抽出物など）からの結晶化により、モノクローナル抗
体を精製するために使用され得ることが、当業者により理解される。
【０２２２】
実施例４４および４５において、結晶化したＲｉｔｕｘｉｍａｂの純度および配座を、還
元条件および非還元条件下で、ＨＰＬＣおよびＳＤＳ－ＰＡＧＥで、溶解したＲｉｔｕｘ
ｉｍａｂを分析することによって、評価した。
【０２２３】
（実施例４４）
実施例１で得られた結晶の溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂを、β－メルカプトエタノールの
非存在下で、４～２０％勾配のＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルで分析した。ゲル電気泳動からβ－
メルカプトエタノールを除くことにより、重鎖および軽鎖（ジスルフィド結合によって一
緒に保持されている）の解離を防止した。ネイティブのＲｉｔｕｘｉｍａｂを、コントロ
ールと同じ条件下で分析した。
【０２２４】
（結果：）
ネイティブのＲｉｔｕｘｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂの両方は、非還元条
件下で単一のタンパク質バンドを示し、分子量は、完全Ｒｉｔｕｘｉｍａｂモノクローナ
ル抗体の正確なサイズである１５０ｋＤにほぼ等しかった。
【０２２５】
還元条件（β－メルカプトエタノールを使用）を使用して、このプロトコールを繰り返し
た。ネイティブのＲｉｔｕｘｉｍａｂを、コントロールと同じ条件下で分析した。
【０２２６】
（結果：）
還元条件下のネイティブのＲｉｔｕｘｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂの両方
について、ゲルは、約５０ｋＤおよび約２５ｋＤに２つのバンド（それぞれ、モノクロー
ナル抗体の重鎖および軽鎖の正確なサイズ）を示した。
【０２２７】
（実施例４５）
（ＨＰＬＣによるＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶の純度分析およびサイズ分析）
ネイティブのＲｉｔｕｘｉｍａｂおよび実施例１で得た結晶の溶解したＲｉｔｕｘｉｍａ
ｂの純度およびサイズを、１００ｍＭリン酸カリウム（ｐＨ７．５）を溶出緩衝液として
使用し、０．５ｍｌ／分の一定の流速を使用する、ＨＰＬＣ（Ｓｈｉｍａｄｚｕ，ＬＣ－
１０ＡＤ）システムを用いて、サイズ排除カラム（ＢＩＯＳＥＰ－ＳＥＣ　ｓ３０００，
Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ，Ｔｏｒｒｅｎｃｅ，ＣＡ）で分析した。ネイティブのＲｉｔｕｘ
ｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂの両方を、このカラムから、単一のタンパク
質ピークとして溶出し、このことは、結晶化プロセスが、このＲｉｔｕｘｉｍａｂ抗体の
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構造完全性を変更しなかったことを示す。
【０２２８】
（実施例４６）
（ネイティブ（可溶性）のＲｉｔｕｘｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂ）の動
的光散乱特徴付け）
可溶性ＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶の溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂ
（実施例２１のようにして調製した）を、２５ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）、１５０ｍ
Ｍ　ＮａＣｌおよび０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃ
ｈ）に溶解し（タンパク質の最終濃度は、約１ｍｇ／ｍｌに等しい）、そしてＰｒｅｃｉ
ｓｉｏｎ／ＡｃｑｕｉｒｅおよびＰｒｅｃｉｓｉｏｎ／Ａｎａｌｙｚｅを備えるＰＤ２０
００　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ検出器（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ
　Ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ，Ｆｒａｎｋｌｉｎ，ＭＡ）で分析した。ネイティブ（可溶性）の
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍｇ／ｍｌ）を、比較のために、脱イオン水で２０倍に希釈し
た。
【０２２９】
（結果：）
可溶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂの流体力学的半径は、同一
であり、このことは、結晶化プロセスが、このＲｉｔｕｘｉｍａｂ抗体の特徴を変更しな
かったことを示す。さらに、この実施例は、流体力学的半径の測定から判断されるように
、結晶化の間に、タンパク質凝集体が生じなかったことを示した。
【０２３０】
（実施例４７）
（ネイティブ（可溶性）のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよび溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａ
ｂの動的光散乱特徴付け）
実施例３１で調製したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの結晶を、２５ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．
０）、１５０ｍＭ　ＮａＣｌおよび０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ
－Ａｌｄｒｉｃｈ）に溶解した。その最終濃度を、約１ｍｇ／ｍｌに調節した。次いで、
溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの結晶を、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ／Ａｃｑｕｉｒｅおよび
Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ／Ａｎａｌｙｚｅを備えるＰＤ２０００　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ検出器（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒｓ，Ｆｒａｎ
ｋｌｉｎ，ＭＡ）で分析した。ネイティブ（可溶性）のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（２２ｍ
ｇ／ｍｌ）を、比較のために、脱イオン水で２０倍に希釈した。
【０２３１】
（結果：）
可溶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよび溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの流体力学的半径
および分子量は同一であり、このことは、結晶化プロセスが、このＴｒａｓｔｕｚｕｍａ
ｂ抗体の特徴を変更しなかったことを示す。さらに、この実施例は、流体力学的半径の測
定から判断されるように、結晶化の間に、タンパク質凝集体が生じなかったことを示した
。
【０２３２】
（実施例４８）
針状クラスターのＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶（２０％（ｗ／ｖ）　ＰＥＧ－１０００、１０
０ｍＭ　イミダゾールおよび２００ｍＭ　酢酸カルシウム（ｐＨ７．０）を用いて、実施
例１で結晶化した）は、Ｃｏｕｌｔｅｒ　ＬＳ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ　Ａｎａｌ
ｙｚｅｒを用いて特徴付けられるように、７２μｍの中央値および５０～１５０μｍのサ
イズ範囲を有することが決定された。
【０２３３】
（実施例４９）
（ネイティブ（可溶性）Ｒｉｔｕｘｉｍａｂおよび溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂのペプチ
ドマッピングの比較）
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２５ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）および０．１％Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇ
ｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）中１０ｍｇ／ｍｌのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（可溶性Ｒｉｔｕｘｉｍ
ａｂまたは実施例１の結晶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ）の５００μｌアリコートを、１６７μ
ｇのトリプシンと混合し、そして３７℃で２４時間インキュベートした。消化したサンプ
ルの各々を、０．２２μｍフィルターを通して濾過し、そして２００μｌアリコートを、
Ｓｈｉｍａｚｕ　ＬＣ１０ＡＤシステムのＣ－８逆相（Ｖｙｄａｃ，Ｈｅｓｐｅｒｉａ，
ＣＡ）ＨＰＬＣカラム（これは０．１％トリフルオロ酢酸を補充した水で平衡化した）に
充填した。結合したペプチドを、７０分にわたって０～７０％のアセトニトリル勾配で、
０．９ｍｌ／分で溶出した。
【０２３４】
（結果：）
可溶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂおよび再溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂについて類似の特徴が得
られ、このことは、結晶化プロセスに起因してＲｉｔｕｘｉｍａｂ分子の配座も構造もサ
イズも変化しなかったことを示す。
【０２３５】
（実施例５０）
（ネイティブ（可溶性）および溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａ
ｂのＮ末端配列決定）
抗体（例えば、ＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）が結晶状態において
末端分解を受けないことを証明するために、ＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕ
ｍａｂの結晶（それぞれ、実施例２１および３１に従って調製した）、およびそれらの可
溶性対応物について、以下を行った。
【０２３６】
Ｎ末端配列決定を、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，ＩＮＣ．（ＡＢＩ）４４７
Ａ自動タンパク質シーケンサーを使用して行った。各サンプルを、ガラスファイバーディ
スクに充填し、このディスクをこのシーケンサーに入れ、そして１回、予め循環させた。
予備循環工程の後、Ｅｄｍａｎ分解の多数のサイクルを、ＡＢＩの標準的タンパク質配列
決定プログラムを使用して実施した。この結果を、各サイクルについて検出された主要な
フェニルチオヒダントイン（ｐｈｅｎｙｌｔｈｉｏｈｙｄａｎｔｏｎｉｎ）（ＰＴＨ）－
アミノ酸として報告する（２０個の一般的に存在するアミノ酸の標準的な一文字表記を使
用して、得られた配列を報告する。これらは以下である：Ａ＝アラニン；Ｃ＝システイン
；Ｄ＝アスパラギン酸；Ｅ＝グルタミン酸；Ｆ＝フェニルアラニン；Ｇ＝グリシン；Ｈ＝
ヒスチジン；Ｉ＝イソロイシン；Ｋ＝リジン；Ｌ＝ロイシン；Ｍ＝メチオニン；Ｎ＝アス
パラギン；Ｐ＝プロリン；Ｑ＝グルタミン；Ｒ＝アルギニン；Ｓ＝セリン；Ｔ＝スレオニ
ン；Ｖ＝バリン；Ｗ＝トリプトファン；Ｙ＝チロシン）。
【０２３７】
（結果：）
【０２３８】
【表２】
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これらの結果は、結晶化プロセスが、これらのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ抗体またはＲｉｔ
ｕｘｉｍａｂ抗体のＮアミノ酸分解を生じることを示す。
【０２３９】
（実施例５１）
（ネイティブ（可溶性）および溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂのＰＡＳ（過ヨウ素酸－
シッフ試薬）全糖質染色）
（方法：）
結晶化したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（実施例３１に従って調製した）およびその可溶性対
応物（製造者により供給されたまま）（１０％　β－メルカプトエタノールで還元された
もの還元されていないものの両方）の透析サンプル（２μｇ）を、ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル
で電気泳動した。このゲルを、ウエスタンブロッドを介してニトロセルロース膜に移した
。ＢｉｏＲａｄ　Ｉｍｍｕｎ－Ｂｌｏｔ染色キットを使用して、抗体（および、還元した
サンプルの場合は、抗体の重鎖）に結合した糖質部分を、染色し、そして可視化した。詳
細には、このゲルを、４０％　メタノール、７％　酢酸で３０分、で固定し、そしてこの
溶液中で４回洗浄し、次いで、新しい溶液中で一晩静置した。翌日、ゲルを、１％　過ヨ
ウ素酸、３％　酢酸中で酸化し、続いて二重蒸留した（ｄｄ）Ｈ２Ｏで１０回洗浄し（そ
れぞれ１０分間）、過ヨウ素酸を除去した。ゲルを、シッフ試薬と共に、約１時間暗室で
インキュベートして、染色を発色させ、次いでスキャンした。
【０２４０】
（結果）
可溶性および結晶性の両方のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、結晶性抗体の非還元サンプル中
の明るい高分子量バンドを除いて、ゲル上でほぼ同一であった。この還元サンプルにおい
て、糖質は、予測されたように、この抗体の重鎖に会合していた。
【０２４１】
（実施例５２）
（ネイティブ（可溶性）および溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂのＰＡＳ（過ヨウ素酸－シッ
フ試薬）総糖質染色）
（方法）
この方法を、実施例５１に記載のように行った。
【０２４２】



(51) JP 4731793 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

（結果）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの可溶性サンプルおよび結晶化サンプルは、ゲル板上で同一であり、
糖質は、還元サンプル中の抗体の重鎖に会合していた。
【０２４３】
（実施例５３）
（ネイティブ（可溶性）および溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびＲｉｔｕｘｉｍａ
ｂのＮ結合型オリゴサッカリドプロファイリング）
Ｎ結合型オリゴサッカリドプロファイリングを、ＢｉｏＲａｄ　Ｎ－ｌｉｋｅｎｅｄ　Ｏ
ｌｉｇｏｓａｃｃｈａｒｉｄｅ　Ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ　Ｋｉｔ（カタログ番号１７０－６
５０１）を使用して達成した。ＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶
化したサンプル（それぞれ、実施例３１および２１由来）を、洗浄し、溶解し、そしてｄ
ｄＨ２Ｏに対して透析し、そして可溶性のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびＲｉｔｕｘｉｍ
ａｂ（製造業者によって供給されるような）のサンプルを、ｄｄＨ２Ｏに対して透析した
。各サンプルの２００μｇアリコートを、等量の放出緩衝液と共に混合し、１μｌの５％
ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）、１．５μｌの１０％β－ＭＥ，および４μｌのＮＰ
－４０（Ｔｅｒｇｉｔｏｌ）を使用して、室温で変性させた。その後、２μｌのＰＮＧａ
ｓｅ（アスパラギン結合型オリゴサッカリドを切断する酵素）を、各サンプルに添加し、
そしてサンプルを、３７℃で一晩インキュベートした。次いで、タンパク質を、３容量の
冷エタノールで沈殿させ、サンプルをスピンし、そして上清（オリゴサッカリドを含む）
を、回収しそして凍結乾燥した。サンプルを再構成し、そして８－アミノナフタレン－１
，３，６－トリスルホン酸（ＡＮＴＳ）を用いて３７℃で一晩蛍光標識した。サンプルを
再度凍結乾燥し、そしてＨ２Ｏおよび２×サンプル緩衝液中で再構成した。オリゴサッカ
リドを、ＢｉｏＲａｄ製のＮ結合型オリゴサッカリドプロファイリングゲルおよび緩衝液
を使用して、ゲル電気泳動に供し、そしてゲルを、長波ＵＶ透過照明器を使用して可視化
した。
【０２４４】
（Ｎ結合型オリゴサッカリド）
Ｎ結合型オリゴサッカリドを、抗体から切断し、そしてＢｉｏＲａｄ　Ｎ－ｌｉｎｋｅｄ
　Ｏｌｉｇｏｓａｃｃｈａｒｉｄｅ　Ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ　Ｋｉｔを使用して蛍光染色し
た。グルコースラダー標準を、サンプルの左側に泳動し、このオリゴサッカリドの相対位
置を示した。
【０２４５】
（結果）
結晶および可溶性のＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂについてのバンド
は、同一であり、これは、結晶化が、出発物質に会合するオリゴサッカリド基における変
化を生じないことを示唆する。
【０２４６】
（実施例５４）
（ネイティブ（可溶性）および溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａ
ｂのモノサッカリド構成）
ネイティブ（可溶性）のＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂのモノサッカ
リド構成を、Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｍｏｎｏｓａｃｃｈａｒｉｄｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
　Ａｎａｌｙｓｉｓキット（カタログ番号１７０－６８１１）を使用して、再構成したＲ
ｉｔｕｘｉｍａｂ結晶およびＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶（それぞれ、実施例１および３
１において調製されたような）のモノサッカリド構成と比較した。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａ
ｂおよびＲｉｔｕｘｉｍａｂの結晶を、母液中で３回洗浄し、ｄｄＨ２Ｏに対して一晩透
析した。再構成したネイティブ（可溶性）のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびＲｉｔｕｘｉ
ｍａｂを、ｄｄＨ２Ｏに対して透析し、比較のために使用した。
【０２４７】
次いで、ネイティブおよび溶解した抗体のサンプルを、それらの糖含量について分析した
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。各ネイティブおよび溶解した抗体を、４０μｇの抗体を含む３つの５０μｌアリコート
に分け、各々の１つのアリコートは、３つの加水分解反応に対するものである。中性糖の
分析のために、反応を、２Ｎ　トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）中で、１００℃で５時間にわ
たって行った。アミン糖については、加水分解を、４Ｎ　ＨＣｌ中で、１００℃で３時間
にわたって行い、そしてシアリン酸加水分解を、０．１Ｎ　ＴＦＡを使用して、８０℃で
１時間行った。加水分解後、全てのサンプルを凍結乾燥し、そしてアミン糖を、無水酢酸
および緩衝液を用いて再アセチル化し、そして再度凍結乾燥した。次いで、サンプルを再
構成し、２－アミノアクリジン（ＡＭＡＣ）で蛍光標識し、次いで、４５℃で３．５時間
インキュベートした。サンプルを、再度凍結乾燥し、希釈し、そして電気泳動用の２×サ
ンプル緩衝液と混合した。サンプルの電気泳動を、Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｍｏｎｏｓａｃｃｈ
ａｒｉｄｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｇｅｌｓおよび緩衝液を使用して達成し、そして
これらの結果を、長波ＵＶ透過照明器を使用して可視化した。
【０２４８】
（結果）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ：ネイティブ（可溶性）および溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂは、同一
のモノサッカリド構成を有した。ゲル上に現れる中性のモノサッカリドは、マンノース、
フコースの小さいバンド、グルコースの小さいバンド（これは、ブランク中に現れている
ので、単なる混入物であり得る）およびガラクトースの小さいバンドであった。Ｎ－グル
コサミンは、アミン加水分解後に現れた唯一のバンドであった。シアリン酸加水分解は、
バンドを生じなかった。
【０２４９】
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ：ネイティブ（可溶性）および溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ
は、同一のモノサッカリド構成を有した。ゲル上に現れる中性のモノサッカリドは、マン
ノース、フコースの小さいバンド、およびグルコースの小さいバンド（これは、ブランク
中に現れているので、単なる混入物であり得る）であった。Ｎ－グルコサミンは、アミン
加水分解後に現れた唯一のバンドであった。シアリン酸加水分解は、バンドを生じなかっ
た。
【０２５０】
ＲｉｔｕｘｉｍａｂおよびＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの両方についての結果は、結晶化プロ
セスが、抗体のモノサッカリド含量を変更しなかったことを実証する。
【０２５１】
（実施例５５および５６）
（抗体バイオアッセイ）
腫瘍関連抗原（とりわけ、本明細書中で言及されている抗原を含む）を認識する種々のモ
ノクローナル抗体は、癌の処置に広範に使用されている。その抗原を保有する標的細胞に
対する抗体の細胞傷害性は、３つのアッセイ（例えば、直接的な細胞傷害性、補体依存性
細胞傷害性（ＣＤＣ）、および抗体依存性細胞傷害性（ＡＤＣＣ））のいずれか１つによ
って特徴付けられ得る。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂについての標的細胞は、その表面上にＣＤ－
２０抗原を過剰発現する細胞（Ｒａｊｉ、Ｄａｕｄｉ、ＪＯＫ１およびＷＴ１００を含む
）である。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂに対する特異的抗原は、ＨＥＲ２（ヒト上皮増殖因子
レセプター２タンパク質）であり、これは、ヒト乳腺癌細胞株（ＳＫ－ＢＲ－３、ＢＴ４
７４、およびＭＣＦ／ＨＥＲ２を含む）において過剰発現される。
【０２５２】
（１．直接的な細胞傷害性）
直接的な細胞傷害性は、その名が意味するように、標的細胞を異なる濃度の抗体と共に共
インキュベートすることによって、標的細胞に対する抗体の内因性の毒性効果を測定する
。細胞生存度は、抗体との共インキュベーション後に計数される。
【０２５３】
（２．補体依存性細胞傷害性（ＣＤＣ））
抗体がその細胞表面抗原に結合する場合、抗体は、補体系（細胞を溶解し、そして局所的
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な炎症反応を引き起こす、一連の相互作用タンパク質）を活性化することによって標的細
胞の破壊を誘導する。このアッセイは、固定した数の標的細胞を希釈したヒト血清（補体
系の供給源として）および抗体と共インキュベートすることによって行われる。細胞生存
度を、インキュベーションの終了時に決定する。コントロールプレート（標的細胞＋抗体
のみ）と比較して、補体（ヒト血清）を含むプレート中の細胞死は、有意に上昇される。
【０２５４】
（３．抗体依存性細胞傷害性（ＡＤＣＣ））
ＣＤＣと同様に、ＡＤＣＣは、モノクローナル抗体の細胞傷害性を担う主な機構の１つで
ある。ＣＤＣと対照的に、ＡＤＣＣによって引き起こされる標的細胞の破壊は、抗体が標
的細胞上のその特異的抗原に結合した後に、腫瘍細胞を特異的に攻撃する免疫細胞を動員
することによって開始される。ＡＤＣＣアッセイは、ウェル／プレートに、固定した量の
標的細胞を最初に播種し、その後、抗体およびエフェクター免疫細胞（通常、単離された
末梢血単核細胞を使用する）と共に共インキュベートすることによって、行われる。細胞
生存度を、共インキュベーションの終了時に決定する。細胞死は、コントロール（標的細
胞＋抗体のみ）と比較して、エフェクター免疫細胞の存在によって有意に増加される。
【０２５５】
（実施例５５）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶は、ＲＡＪＩリンパ腫細胞株に対して直接的な細胞傷害性を誘
導する）
ＲＡＪＩリンパ腫細胞（ＡＴＣＣ、Ｍａｎａｓｓａｓ、ＶＡ、ＡＴＣＣ＃ＣＣＬ　８６）
を、増殖培地中で培養し、そして０．５×１０５細胞／ｍｌ中に希釈した。この培養物の
１００μｌアリコートを、９６ウェルプレートの１個のウェルに移し、そして種々の濃度
のネイティブ（可溶性）および溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂ（実施例２１に従って調製さ
れた結晶由来）の存在下で３日間培養した。３日のインキュベーション後に残存する生存
細胞数を、ＣｅｌｌＴｉｔｅｒ　９６（登録商標）Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｏｎｅ　Ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ　Ｃｅｌｌ　Ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ　Ａｓｓａｙ（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒ
ｐ．，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）を使用して決定した（図８）。
【０２５６】
（結果）
溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂは、同一条件下で、ネイティブＲｉｔｕｘｉｍａｂと匹敵す
る直接的な細胞傷害性を誘導した。
【０２５７】
（実施例５６）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶は、ＲＡＪＩリンパ腫細胞に対して補体依存性細胞傷害性を誘
導する）
ＲＡＪＩリンパ腫細胞（ＡＴＣＣ、Ｍａｎａｓｓａｓ、ＶＡ）を、増殖培地中で培養し、
そして０．５×１０５細胞／ｍｌ中に希釈した。上記培養物の１００μｌアリコートを、
９６ウェルプレートの１個のウェルに移し、そして２５μｇ／ｍｌのネイティブおよび溶
解したＲｉｔｕｘｉｍａｂ（実施例２１に従って調製された結晶由来）ならびに種々の濃
度のヒト血清の存在下で３日間培養した。３日のインキュベーション後に残存する生存細
胞数を、ＣｅｌｌＴｉｔｅｒ　９６（登録商標）Ａｑｕｅｏｕｓ　Ｏｎｅ　Ｓｏｌｕｔｉ
ｏｎ　Ｃｅｌｌ　Ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ　Ａｓｓａｙ（Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒｐ
．，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）を使用して決定した（図９）。
【０２５８】
（結果）
溶解したＲｉｔｕｘｉｍａｂは、同一条件下で、ネイティブＲｉｔｕｘｉｍａｂと匹敵す
る補体依存性細胞傷害性を誘導した。
【０２５９】
（実施例５７）
（ネイティブ（可溶性）および結晶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを比較する累積分析）
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以下の表は、ネイティブ（可溶性）および結晶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの特性を比較して、
それぞれ、実施例４４～４６、４９、５０、５４、５３、５５および５６を要約する。
【０２６０】
【表３】
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（実施例５８）
（ＦＴＩＲによる二次構造特徴付け）
フーリエ変換赤外（ＦＴＩＲ）スペクトルを、Ｄｏｎｇらによって記載されたように、Ｎ
ｉｃｏｌｅｔモデル５５０　Ｍａｇｎａシリーズ分光計で収集した［Ｄｏｎｇ，Ａ．，Ｃ
ａｕｇｈｅｙ，Ｂ．，Ｃａｕｇｈｅｙ，Ｗ．Ｓ．，Ｂｈａｔ，Ｋ．Ｓ．およびＣｏｅ，Ｊ
．Ｅ．Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｏｒｙ，１９９２；３１：９３６４－９３７０；Ｄｏｎｇ，
Ａ．Ｐｒｅｓｔｒｅｌｓｋｉ，Ｓ．Ｊ．，Ａｌｌｉｓｏｎ，Ｓ．Ｄ．およびＣａｒｐｅｎ
ｔｅｒ，Ｊ．Ｆ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．，１９９５；８４：４１５－４２４］。
【０２６１】
固体サンプルについて、１～２ｍｇの抗体または抗体フラグメントを、３５０ｍｇのＫＢ
ｒ粉末と共に軽く挽いて、そして拡散反射アクセサリに使用される小さいカップに満たす
。スペクトルを収集し、次いで、アミドＩ領域（１６００～１７００ｃｍ－１）下での二
次微分および曲線当てはめプログラムを使用して二次構造の個々の成分の相対的領域の決
定のために、Ｇｒａｍｓ　３２（Ｇａｌａｃｔｉｃ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ製）を使用して処
理する。
【０２６２】
相関係数を、Ｎｉｃｏｌｅｔ製のタンパク質分析ソフトウェアを使用して計算する。この
ソフトウェアは、先に保存された参照スペクトルとその現在のたんぱく質スペクトルとの
間の相関係数の決定を容易に可能にする（Ｇａｒｌａｎｄ，Ｂ，ＦＴ－ＩＲ　Ｓｔｕｄｉ
ｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ａｑｕ
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ｅｏｕｓ　ａｎｄ　Ｄｒｉｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ．Ｎｉｃｏｌｅｔアプリケーションノート
＃ＡＮ９４７９）。ネイティブタンパク質水溶液の二次微分スペクトルを、参照スペクト
ルとして使用し、そして乾燥した結晶および凍結乾燥した固体タンパク質を、サンプルと
して使用し得る。これらのタンパク質は、相関係数が１に近づくにつれて、より類似の二
次立体構造を有する。
【０２６３】
（結果）
スラリー形態または乾燥した結晶形態の所定の結晶性モノクローナル抗体についての相関
係数は、可溶性形態（参照スペクトルが１に等しい）と比較した場合、０．８よりも高い
が、１以下である。
【０２６４】
（実施例５９）
（可溶性の抗体全体のサンプル調製）
実施例１において産生されたＲｉｔｕｘｉｍａｂ抗体結晶との比較のために、可溶性の抗
体全体のサンプルを、３７℃で、０．１％　Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－
Ａｌｄｒｉｃｈ）、１５０ｍＭ　塩化ナトリウムおよび２５ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ（ｐ
Ｈ７．０）中に、抗体全体の結晶を２０ｍｇ／ｍｌに溶解（再懸濁）することによって調
製した。この方法を使用して、実施例４４、４５、４６、４９、５０、５２、５３、５４
、５５および５６のＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶を溶解した。この方法をまた使用して、実施
例４７、５０、５１、５３および５４のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を溶解した。この方
法をまた使用して、実施例６３のＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ結晶を溶解した。
【０２６５】
（実施例６０）
（結晶性）
本発明の結晶ならびにそれらの処方物および組成物の結晶的完全性は、定量的な顕微鏡的
観測によって測定され得る。乾燥後に結晶がそれらの形状を維持したか否かを可視化する
ために、乾燥結晶を、Ｉｍａｇｅ　ＰｒｏＰｌｕｓソフトウェアを用いる、Ｃａｍｅｒａ
　Ａｄａｐｔｅｒ（ＣＭＡ　Ｄ２）を備えるＤＸＣ－９７０ＭＤ　３ＣＣＤ　Ｃｏｌｏｒ
　Ｖｉｄｅｏ　Ｃａｍｅｒａを備えたＯｌｙｍｐｕｓ　ＢＸ６０顕微鏡下で調べた。乾燥
結晶のサンプルを、ガラスカバースリップで覆い、取り付け、そして、Ｏｌｙｍｐｕｓ　
ＵＰＬＡＮ　Ｆ１対物レンズ１０Ｘ／０．３０　ＰＨ１（位相差）を備えるＯｌｙｍｐｕ
ｓ顕微鏡を使用して、１０倍の倍率で調べ得る。
【０２６６】
（実施例６１）
（Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ動物モデル）
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを、乳癌の処置において使用し得る［Ｐｉｅｔｒａｓ　Ｒ．Ｊ．
，Ｐｏｅｎ　Ｊ．Ｃ．，Ｇａｌｌａｒｄｏ，Ｄ．，Ｗｏｎｇｖｉｐａｔ　Ｐ．Ｎ．，Ｌｅ
ｅ　Ｈ．Ｊ．およびＳｌａｍｏｎ　Ｄ．Ｊ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ，第５９巻、１３４
７～５５頁（１９９９）；Ｂａｓｅｌｇａ，Ｊ．，Ｎｏｒｔｏｎ　Ｌ．，Ａｌｂａｎｅｌ
ｌ　Ｊ．，Ｋｉｍ　Ｙ．Ｍ．，Ｍｅｎｄｅｌｓｏｈｎ　Ｊ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａ
ｒｃｈ，第５８巻、２８２５～３１頁（１９９８）］。
【０２６７】
（ヌードマウスにおける腫瘍形成の手順）
ヒト乳癌ＳＫ－ＢＲ３細胞またはＢＴ－４７４細胞（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕ
ｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ）（Ｍａｎａｓｓａｓ、Ｖｉｒｇｉｎｉａ
、ＵＳＡ））を、１０％ウシ胎仔血清（ＦＢＳ）、２ｍＭグルタミンおよび１％ペニシリ
ンＧ／ストレプトマイシン／フンギソン溶液を補充したＢＲＭＩ１６４０培地中で培養し
た。数回の細胞継代の後に、ヒト乳癌細胞を、３か月齢の雌性無胸腺マウスの後肢大腿に
、皮下に（ｓ．ｃ．）（５×１０７細胞／動物）接種した。
【０２６８】
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接種の前に、エストロゲン依存性乳癌細胞の増殖を促進するために、１７β－エストラジ
オールを生物分解性キャリア－結合剤（１．７ｍｇのエストラジオール／ペレット）で、
ｓ．ｃ．で適用して、マウスを１０～１４日間プライムした。腫瘍結節を、それらの寸法
（ｍｍ）を測定することによってモニターした。５～６匹の動物をそれぞれの処置群に含
めた。動物を、それぞれの処置の開始のときに、体重および腫瘍結節サイズに関して無作
為に選択した。腫瘍が、１セットの動物において５０ｍｍ３のサイズより大きく増殖した
か、または第２のセットにおいて３５０ｍｍ３より大きく増殖した場合に、抗体処置を開
始した。モノクローナル抗体およびコントロール溶液を、腹腔内（ｉ．ｐ．）注射によっ
て投与した。組換えヒト（ｒｈｕ）Ｍａｂ　ＨＥＲ－２抗体（Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）
を、動物の体重１ｋｇ当たり５または１０ｍｇの用量で、４日間の間隔で３回の用量で（
１２日間にわたる）与えた。ヒトＩｇＧ１（５または１０ｍｇ／ｋｇ）のコントロール注
射もまた、同じ投与プロトコルを使用して、ｉ．ｐ．で与えた。次いで、マウスを病理学
的検査のために屠殺した。
【０２６９】
結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよび可溶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、生理食塩水（これ
は、細胞送達ビヒクルとして使用された）または非特異的ＩｇＧからなるコントロールと
比較した場合、ＢＴ４７４細胞をマウスに注射することによって形成される腫瘍の大部分
または全てを根絶した。これは、明らかに、結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂが、乳癌につい
てのマウス動物モデルにおいて有効であることを示す。
【０２７０】
（マウスにおけるＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ薬物動態（ＰＫ）研究）
ＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂのＰＫ研究について、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを、Ｂａｌｂ／Ｃ
マウスにｓ．ｃ．またはｉ．ｖ．で接種した。それぞれ２０ｇと２５ｇの間の体重の同じ
性別の２５～３０匹のＢａｌｂ／Ｃマウスを、研究のために使用した。１日目に、マウス
の体重を測定し、次いで、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの単回皮下注射または静脈注射（マウ
スの体重１ｋｇ当たり３０ｍｇのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）を与えた。Ｔｒａｓｔｕｚｕ
ｍａｂ溶液／懸濁液の濃度を、処方用量がマウスの体重１ｋｇ当たり５ｍｌの容量で投与
されるように、調節した。投薬の０．５時間後、１時間後、２時間後、４時間後、６時間
後、８時間後、２４時間後、および４８時間後に、血液サンプルを３匹のマウスから得た
。各時点において３匹のマウスを麻酔し、そしてできるだけ多くの血液を心臓から採血（
末端放血）、そしてＭｉｃｒｏｔａｉｎｅｒ血清セパレーターチューブに移した。約３０
０μｌの血液を各マウスから集めた。集められた血液を凝固させ、そしてチューブを遠心
分離した。血球を除去し、そして上清（血清）をクリオバイアル（ｃｒｙｏ－ｖｉａｌ）
にデカンテーションし、そして－７０℃で凍結させた。後に、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂレ
ベルをＥＬＩＳＡによって決定し（以下のプロトコルを参照のこと）、そしてこの結果を
、接種後の時間に対して、血清１ｍｌ当たりのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂのμｇの値として
プロットした。
【０２７１】
（Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ　ＥＬＩＳＡプロトコル：）
Ｓｉｇｍａ（Ｃｏｓｔａｒブランド）からの９６ウェル高結合ポリスチレンプレートのウ
ェルを、４℃で一晩、Ｐｉｅｒｃｅからの１０μｇ／ｍｌ抗ヒト抗体（５０μｌ／ウェル
）を用いてコーティングした。抗ヒト抗体を除去し、そしてプレートを、５０ｍＭ　Ｔｒ
ｉｓ（ｐＨ８．０）、０．１３８Ｍ塩化ナトリウム、０．００２７Ｍ塩化カリウムおよび
０．０５％Ｔｗｅｅｎ（登録商標）２０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）（ＴＢＳＴ）を
含む緩衝液を用いて、３回洗浄した。次いで、各ウェルを、２時間室温で、ＴＢＳＴ中の
２００μｌの３％無脂乾燥ミルク（Ｓｉｇｍａ）を用いてブロックした。プレートを空に
し、そしてＴＢＳＴで３回洗浄した。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを含む血清を、ＴＢＳＴ中
の無脂乾燥ミルク中で希釈した。１００μｌのアリコートをそれぞれの適切なウェルに添
加した。１００μｌのアリコートのコントロールサンプル（生理食塩水またはＩｇＧ）を
、適切なウェルに添加し、そしてプレートを２時間室温でインキュベートした。プレート
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を空にし、そしてＴＢＳＴで３回洗浄した。次いで、西洋ワサビペルオキシダーゼ結合体
化した抗ヒト抗体（Ｓｉｇｍａ）（１／２５，０００希釈）（ＴＢＳＴ中の無脂乾燥ミル
ク中）の１００μｌのアリコートを、各ウェルに添加し、そしてプレートを１時間室温で
インキュベートした。次いで、プレートを空にし、そしてＴＢＳＴで３回洗浄した。１０
０μｌの３，３’，５，５’－テトラメチル－ベンジジン（ＴＭＢ）基質（Ｓｉｇｍａ）
を、各ウェルに添加し、そしてプレートを、呈色反応を進行させるために、室温で３０分
間、遮光してインキュベートさせた。呈色反応を、１００μの１Ｎ硫酸を各ウェルに添加
することによって停止させた。吸光度を、自動Ｍｉｃｒｏｐｌａｔｅリーダーで、４５０
ｎｍの波長（ＯＤ４５０）で読んだ。次いで、ＯＤ４５０の値（試験された血液サンプル
中のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの量に対応する）を、プロットした。得られたプロットを図
１５に示す。
【０２７２】
（結果：）
ｉ．ｖ．で注射された結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、すぐに血流に入り（第１の時点＝
３０分で、そのおよその最大血清レベルに達した）、そして約４８０分間その血清濃度を
維持し、その後血清レベルが落ち始めた。図１５を参照のこと。ｓ．ｃ．で注射された結
晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、ｉ．ｖ．で投与されたＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂよりも、血
流に入るのに長くかかった（これは、約４８０分で、そのおよその最大血清レベルに達し
た）。しかし、ｓ．ｃ．で投与されたＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂのおよその最大血清レベル
は、少なくとも最終時点＝４８時間まで、維持した。これは、ｓ．ｃ．で投与されたＴｒ
ａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶が、長期にわたる抗体の高血清レベルを有利に維持しそして制御
し得ることを示す。図１５を参照のこと。
【０２７３】
（実施例６２）
（Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ動物モデル）
Ｒｉｔｕｘｉｍａｂを、非ホジキンリンパ種の処置のために使用し得る［Ｂｅｒｔｏｌｉ
ｎｉ，Ｆ．，Ｆｕｓｅｔｔｉ，Ｌ．，Ｍａｎｃｕｓｏ，Ｐ．，Ｇｏｂｂｉ，Ａ．，Ｃｏｒ
ｓｉｎｉ，Ｃ．，Ｆｅｒｒｕｃｃｉ，Ｐ．Ｆ．，Ｂｌｏｏｄ，第９６巻、２８２～８７頁
（２０００］。
【０２７４】
（ヌードマウスにおける腫瘍形成の手順：）
ハイグレードヒトグレード非ホジキンリンパ種のモデルを、６～８週齢のＮＯＤ／ＳＣＩ
Ｄマウスに腹腔内（ｉ．ｐ．）で、１０×１０６Ｒａｊｉ細胞（ＡＴＣＣ）を注射するこ
とによって作製した。このマウスを、１日おきに、腫瘍増殖について評価した。腫瘍容積
を、カリパスを用いて測定し、そして球形の腫瘍の容積を近似するために、式（幅×長さ
×０．５２）を適用した。２５～７５ｍｇ／ｍｌの範囲の濃度において、実施例２１にお
いて調製されたキメラ抗ＣＤ２０モノクローナル抗体Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ（その結晶形態
）を、３日目、５日目および７日目に、マウスに腹腔内（ｉ．ｐ．）で与えた。コントロ
ールマウスに、リン酸緩衝化生理食塩水（ＰＢＳ）のｉ．ｐ．注射または皮下（ｓ．ｃ．
）注射を与えた。腫瘍を有するマウスを、二酸化炭素窒息によって屠殺し、そして腫瘍移
植を、組織学的研究、免疫組織学的研究（ＩＨＣ）、およびフローサイトメトリー（ＦＣ
）研究によって確認した。
【０２７５】
（実施例６３）
（Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ動物モデル）
Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂを、関節炎の処置において使用した［Ｋｉｍ，Ｓ．Ｈ．，Ｅｖａｎ
ｓ，Ｃ．Ｈ．，Ｋｉｍ，Ｓ．，Ｏｌｉｇｉｎｏ，Ｔ．，Ｇｈｉｖｉｚｚａｎｉ，Ｓ．Ｃ．
およびＲｏｂｂｉｎｓ，Ｐ．Ｄ．，Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒｅｓ．，第２巻、２９３～３
０２頁（２０００）；Ｙｏｓｈｉｎｏ，Ｓ．，Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｍｍｕ
ｎｏｌｏｇｙ、第１６０巻、３０６７～７１頁（１９９８）；Ｍａｌｆａｉｔ，Ａ．Ｍ．
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，Ｗｉｌｌｉａｍｓ，Ｒ．Ｏ．，Ｍａｌｉｋ，Ａ．Ｓ．Ｍａｉｎｉ，Ｒ．Ｎ．およびＦｅ
ｌｄｍａｎｎ，Ｍ．，Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒｈｅｕｍ．、第４４巻、１２１５～２４頁
（２００１）］。
【０２７６】
（ヌードマウスにおける腫瘍形成の手順：）
雄性ＤＢＡ／１　ｌａｃＪ（Ｈ－２ｑ）マウス（７～８週齢）を、Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ（Ｂａｒ　Ｈａｒｂｏｒ，ＭＥ，ＵＳＡ）から購入した。マウスを、１
００μｇのウシＩＩ型コラーゲンを用いて、尾部の基部において皮内（ｉ．ｄ．）で免疫
した。免疫の２１日後に、マウスに、フロイント不完全アジュバント中の１００μｇのＩ
Ｉ型コラーゲンのブースター注射（ｉ．ｄ．）を与えた。関節炎の同期の発症のために、
４０μｇのリポ多糖類（Ｓｉｇｍａ，Ｓｔ　Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ，ＵＳＡ）を、２８日目に
ｉ．ｐ．で注射した。
【０２７７】
臨床的関節炎の発症において、マウスを、抗腫瘍壊死因子（抗ＴＮＦ；Ｉｎｆｌｉｘｉｍ
ａｂ）を用いて４週間処置した。２ｍｇのＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ結晶（実施例３７におい
て調製された通り）を、０．５ｍｌのＰＢＳ中に溶解し、そしてｉ．ｐ．で毎日注射した
。処置コントロールのために、０．５ｍｌのＰＢＳのみおよび２ｍｇの非特異的ＩｇＧを
含む０．５ｍｌのＰＢＳを、マウスに与えた。処置の４週間後、マウスを屠殺し、そして
後肢を、関節損傷について組織学的に評価した。
【０２７８】
（実施例６４）
（結晶形態におけるＲｉｔｕｘｉｍａｂの安定性）
アッセイ１：
実施例２１において調製した、０．３５ｍｌのアリコートのＲｉｔｕｘｉｍａｂ（１０ｍ
ｇ／ｍｌ）結晶スラリーを、室温で母液中に保存した。５μｌのアリコートを、１か月に
わたって、異なる時点で取り出した。次いで、抗体の完全性を、非還元４～２０％Ｔｒｉ
ｓ－グリシン勾配ゲル上で分析した。Ｃｏｏｍａｓｓｉｅブルー染色の後に、単一のタン
パク質バンドをゲル上で観察した。
【０２７９】
アッセイ２：
実施例２１において調製した、１００ｍｇ／ｍｌのアリコートのＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶
スラリーを、１．１ｍｌの結晶スラリーを遠心分離することによって調製し、そしてペレ
ットを、１５０ｍＭ塩化ナトリウム、２５ｍＭクエン酸ナトリウム、０．０９％　Ｔｗｅ
ｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）（ｐＨ６．５）を含む５０μｌ緩
衝液中に再懸濁させた。次いで、懸濁されたスラリーを、１か月間室温で保存し、その後
、非還元４～２０％Ｔｒｉｓ－グリシン勾配ゲル上で分析した。単一のタンパク質バンド
をゲル上で観察した。（図１２）。
【０２８０】
（実施例６５）
（有機溶媒の存在下での結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびネイティブ（可溶性）Ｔｒａ
ｓｔｕｚｕｍａｂの安定性）
結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ：
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを、実施例３１に記載のように結晶化した。５０μｌのアリコー
トのスラリーのＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶（２２ｍｇ／ｍｌのタンパク質濃度を有する
）を、母液を除去するために遠心分離した。上清（母液）を捨てた。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍ
ａｂ結晶を、２００μｌのアセトン中に再懸濁した。結晶／アセトン混合物を、４℃で３
時間インキュベートした。アセトンを、遠心分離によって除去し、そしてＴｒａｓｔｕｚ
ｕｍａｂ結晶を、５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）、１００ｍＭ塩化ナトリウムを含む
１００μｌの溶液中に溶解させた。次いで、溶解した（可溶性）Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ
を、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　２０００ＳＥＣカラム、５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）
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および１００ｍＭ塩化ナトリムからなる緩衝液、ならびに０．５ｍｌ／分の流速を使用し
て、ＨＰＬＣでのサイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ－ＨＰＬＣ）によって分析した
。
【０２８１】
ネイティブＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ：
２２ｍｇ／ｍｌの５０μｌのアリコートの可溶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（製造業者によ
って供給される）を、２００μｌアセトンに添加した。結晶／アセトン混合物を、２０分
間４℃でインキュベートした。アセトンを、遠心分離によって除去し、そして可溶性Ｔｒ
ａｓｔｕｚｕｍａｂを、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　２０００　ＳＥＣカラム、５０ｍＭ　Ｔ
ｒｉｓ（ｐＨ７．０）および１００ｍＭ塩化ナトリムからなる緩衝液、ならびに０．５ｍ
ｌ／分の流速を使用して、ＳＥＣ－ＨＰＬＣによって分析した。
【０２８２】
結果：
溶解したＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、完全なままであり、そのネイティブな構造を維持し
ていた（図１３）が、一方、アセトン処理の後に沈殿させたネイティブ／可溶性Ｔｒａｓ
ｔｕｚｕｍａｂ（図１４）は、ネイティブなＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの構造的完全性の損
失を示した。
【０２８３】
この実施例は、ネイティブなＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ抗体の安定性と比較した場合の、本
発明に従う結晶状態におけるＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂの安定性の増加を実証する。
【０２８４】
本明細書中で示されるように、モノクローナル抗体（特に、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを含
む）の結晶化は、安定性を増加し、そして抗体の構造的完全性を保存する。有機溶媒中の
安定性は、種々のポリマー（例えば、ＰＬＧＡカプセル化ミクロスフェアを作製するため
のポリ乳酸－ｃｏ－グリコール酸（ｇｌｙｃｏｌｙｉｃ　ａｃｉｄ）（「ＰＬＧＡ」）を
使用して制御された溶解を行う場合、非常に有用である。このようなプロセスは、カプセ
ル化される抗体または抗体フラグメントが有機溶媒中において変性される場合、実効され
得ない。
【０２８５】
類似の結果は、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂが他の有機溶媒（例えば、アセトニトリル、エタ
ノール、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）および２－メチル－２，４－ペンタンジオー
ル（「ＭＰＤ」）に曝露される場合、得られた。
【０２８６】
（実施例６６）
処方された結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂおよびネイティブ（可溶性）Ｔｒａｓｔｕｚｕｍ
ａｂの安定性）
結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ：
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を実施例３１のように調製した。
【０２８７】
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの結晶を含む５０μｌのスラリー（２２ｍｇ／ｍｌ）を遠心分離
し、そして上清を捨てた。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を緩衝液番号１（５％ＰＥＧ３３
５０、２５％エタノール、０．１％Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ）、５０ｍＭトレハロース、５０ｍＭリン酸ナトリウム、ｐＨ７．６）、または緩
衝液番号２（２５％ＰＥＧ３３５０、５％アルコール（エタノールまたはイソプロパノー
ルのいずれか）、０．１％Ｔｗｅｅｎ（登録商標）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）
、５０ｍＭトレハロース、１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ、ｐＨ８．０）のいずれかにおいて再懸
濁させた。結晶／緩衝液混合物を、４℃で１６日間インキュベートし、この後、緩衝液上
清を、遠心分離によって除去し、そして結晶を１００μｌの５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７
．０）、１００ｍＭ塩化ナトリウム中に溶解させた。続いて、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを
、ＳＥＣ－ＨＰＬＣ（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　２０００　ＳＥＣカラム、５０ｍＭ　Ｔｒ



(61) JP 4731793 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

ｉｓ（ｐＨ７．０）および１００ｍＭ塩化ナトリムからなる緩衝液、ならびに０．５ｍｌ
／分の流速を使用）によって分析した。
【０２８８】
ネイティブＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ：
５０μｌの可溶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（製造業者によって供給される）（２２ｍｇ／
ｍｌ）を、緩衝液番号１または番号２のいずれかに添加した。結晶／緩衝液混合物を、４
℃で２時間インキュベートし、その後、緩衝液上清を、沈殿物から分離し、そして沈殿物
をＳＥＣ－ＨＰＬＣ（上記と同じ条件を使用）によって、ネイティブなＴｒａｓｔｕｚｕ
ｍａｂの存在について分析した。
【０２８９】
結果：
溶解した結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、緩衝液１または緩衝液２を用いたインキュベー
ションの後に、完全なままであり、そして、そのネイティブな構造を維持していたが、緩
衝液１または緩衝液２を用いたインキュベーションの後に沈殿させたネイティブ／可溶性
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、ネイティブ（可溶性）Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの構造的完全
性の損失を実証した。
【０２９０】
（実施例６７）
（スクロースアセテートイソブチレート（ＳＡＩＢ）を使用する処方物）
スクロースアセテートイソブチレート（ＳＡＩＢ）を使用する処方物は、非経口液体非ポ
リマー薬物送達システムに関する。このシステムは、液体として注入される、スクロース
アセテートイソブチレート（ＳＡＩＢ）および「可塑化」溶媒（例えば、ラノリン、鉱油
、エタノール）中に懸濁された抗体結晶または抗体フラグメント結晶を含む［Ｓ．Ａ．Ｓ
ｕｌｌｉｖａｎ，Ｒ．Ｍ．Ｇｉｌｌｅｙ，Ｊ．Ｗ．ＧｉｂｓｏｎおよびＡ．Ｊ．Ｔｉｐｔ
ｏｎ，Ｐｈａｒａｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、第１４巻、２９１頁（１９
９７）］。注入に続いて、溶液の粘度が上昇する。得られた高粘性マトリクスは、接着性
であり、生物分解性であり、そして生体適合性である。この抗体は、マトリクスから制御
された様式で放出される。
【０２９１】
（スクロースアセテートイソブチレート（ＳＡＩＢ）を使用するＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ
処方物）
上に概説されたＳＡＩＢ処方物系を、抗体Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを使用して行った。
【０２９２】
方法：
母液を、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶を含む１００μｌのアリコートの結晶スラリーから
除去した。次いで、この結晶を、エタノール中９０％ＳＡＩＢの溶液を用いて洗浄した（
エタノールは、本実施例において可塑化剤として作用する）。種々の時間増分において、
１０μｌのアリコートを、ＳＡＩＢ／エタノール溶液から取り出し、そして１００μｌの
５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ（ｐＨ７．０）、１００ｍＭ塩化ナトリウム中に懸濁させた。室温で
１０分間のインキュベーションの後に、結晶を溶解させ、そして得られた物質をＳＥＣ－
ＨＰＬＣで分析して、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの構造的完全性を決定した。
【０２９３】
結果：
モノクローナル抗体は、上記条件下で安定なままであった。従って、ＳＡＩＢ処方物は、
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ抗体を皮下で送達するためのビヒクルとしての使用に適すること
が示された。
【０２９４】
当業者は、本発明に従うＳＡＩＢ処方物が、本発明に従って、抗体またはそのフラグメン
トの任意の結晶または結晶処方物または組成物のための制御された送達システムとして使
用され得ることを理解する。
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【０２９５】
（実施例６８）
（結晶性Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの安定性）
結晶化のために、塩化ナトリウム（９ｍｇ／ｍｌ）、クエン酸ナトリウム二水和物（７．
３５ｍｇ／ｍｌ）、ポリソルベート８０（０．７ｍｇ／ｍｌ）中のＲｉｔｕｘｉｍａｂ（
１００μｌ）（ｐＨ６．５）を、Ｈｅｐｅｓ（０．１Ｍ）（ｐＨ７．７）、１２％のＰＥ
Ｇ　４００、硫酸ナトリウム（１．１７Ｍ）を含有する、結晶化緩衝液（２００μｌ）と
混合した。次いで、このチューブを、微量バッチから得られたＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶で
シード添加し、そして１．５Ｍの硫酸ナトリウム（１０μｌ）を補充し、その後、室温で
一晩インキュベートした。エタノール中もしくはＰＥＧ中、またはその両方の組み合わせ
中における、この結晶の安定性を、上記の結晶性スラリー（２０μｌ）を収集し、そして
遠心分離によりこの結晶を分離した後に決定した。次いで、この結晶を、１０％のエタノ
ールおよび１０％のＰＥＧ　３３５０を含むか、または含まない、２５ｍＭのＴｒｉｓ（
２００μｌ）（ｐＨ７．０）中、３７℃で懸濁させた。サンプルを、上清中の溶解したタ
ンパク質の存在について、２４時間まで採取した。このタンパク質を、ＢｉｏＲａｄ　Ｐ
ｒｏｔｅｉｎ　Ａｓｓａｙ　Ｋｉｔ　Ｉ（ＢｉｏＲａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，カ
タログ番号５００－０００１）によって決定した。
【０２９６】
（結果：）
この結果は、結晶が、Ｔｒｉｓ（２５ｍＭ）（ｐＨ７．０）、および１０％のエタノール
中で容易に溶解したことを示す。１０％のＰＥＧのみを含む溶液は、タンパク質を、その
結晶性を維持することなく沈殿させた。しかし、エタノールおよびＰＥＧの両方の組み合
わせは、結晶性を維持し、１５００分の期間にわたって、この結晶を溶解しなかった（図
１０）。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶のために、エタノールとＰＥＧとの両方の組み合わせ処
方物を使用することが可能である。なぜならば、この試薬の両方は、薬学的に受容可能で
あるからである。
【０２９７】
（実施例６９）
（結晶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの安定性）
Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂを、以下に記載されるように結晶化した。簡潔には、等しい容量
の結晶化緩衝液（２５％のＰＥＧ　４００、５％のＰＥＧ　８０００、１０％のプロピレ
ングリコール、１００ｍＭのＴｒｉｓ（ｐＨ８．０）、０．１％のＴｗｅｅｎ（登録商標
）８０（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）を含む）を含む、２００ｍｌのＴｒａｓｔｕｚｕ
ｍａｂ（製造業者によって提供されるような、２２ｍｇ／ｍｌのオリジナルの処方物）を
、室温で一晩インキュベートした。次いで、このチューブをシード添加し、そして２０μ
ｌのプロピレングリコールを補充した。エタノール中もしくはＰＥＧ中、またはその両方
の組み合わせ中における、この結晶の安定性を、上記の結晶性スラリー（８０μｌ）を収
集し、そして遠心分離によりこの結晶を分離した後に決定した。次いで、この結晶を、１
０％のエタノールおよび１０％のＰＥＧ　３３５０を含むか、または含まない、２５ｍＭ
のＴｒｉｓ（４００μｌ）（ｐＨ７．０）中、３７℃で懸濁させた。サンプルを、上清中
の溶解したタンパク質の存在について、１４０時間まで採取した。このタンパク質を、Ｂ
ｉｏＲａｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａｓｓａｙ　Ｋｉｔ　Ｉ（ＢｉｏＲａｄ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｉｅｓ，カタログ番号５００－０００１）によって決定した。
【０２９８】
（結果：）
この結果は、結晶が、Ｔｒｉｓ（２５ｍＭ）（ｐＨ７．０）、および１０％のエタノール
中で容易に溶解したことを示す。１０％のＰＥＧのみを含む溶液は、タンパク質を、その
結晶性を維持することなく沈殿させた。しかし、エタノールおよびＰＥＧの両方の組み合
わせは、結晶性を維持し、８４００分の期間にわたって、この結晶を溶解しなかった（図
１１）。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ結晶のために、エタノールとＰＥＧとの両方の組み合わ
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せ処方物を使用することが可能である。なぜならば、この試薬の両方は、薬学的に受容可
能であるからである。
【０２９９】
（実施例７０）
（賦形剤として、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）を使用する、抗体全体結晶の調製）
乾燥および貯蔵の間、本発明に従って調製された抗体全体結晶の安定性を増強させるため
に、この結晶を、賦形剤と共に処方し得る。本発明に従う抗体全体結晶は、以下のように
、０．１％ポリエチレンオキシド（水中）を使用して処方され得る。スインギングバケッ
トローター（ｓｗｉｎｇｉｎｇ　ｂｕｃｋｅｔ　ｒｏｔｏｒ）を備えたＢｅｃｋｍａｎ　
ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分離によって、この結晶を
、母液から分離する。次いで、この結晶を、０．１％のポリエチレンオキシド（Ｓｉｇｍ
ａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）中に３時間、懸濁し、次いで
遠心分離によって分離した。
【０３００】
（実施例７１）
（賦形剤としてスクロースを使用する抗体全体結晶の調製）
本発明に従う抗体全体結晶を、乾燥前に、母液の存在下で、スラリー形態で処方し得る。
スクロース（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を、賦
形剤として、母液中の抗体全体結晶に添加した。十分なスクロースを、抗体全体結晶に添
加し、１０％（ｗ／ｖ）の最後濃度のスクロースを得る。次いで、この得られた懸濁物を
、室温で、３時間回転させた。スクロースでの処理後、この結晶を、実施例７０に記載さ
れるように、遠心分離によって母液から分離する。
【０３０１】
（実施例７２）
（賦形剤としてトレハロースを使用する抗体全体結晶の処方）
本発明に従う抗体全体結晶を、スクロースの代わりにトレハロース（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を、母液中で１０％（ｗ／ｖ）の最終濃
度まで添加することによって、実施例７１でのように処方し得る。次いで、得られた懸濁
物を、室温で３時間回転させ、そしてこの結晶を、実施例７０に記載されるように、遠心
分離によって母液から分離し得る。
【０３０２】
（実施例７３）
（賦形剤としてメトキシポリエチレングリコール（ＭＯＰＥＧ）を使用する抗体全体結晶
の処方）
抗体全体結晶を、スクロースの代わりにメトキシポリエチレングリコール（Ｓｉｇｍａ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を、母液中で１０％（ｗ／ｖ）の
最終濃度まで添加し、３時間後に、実施例７０に記載されるように遠心分離器で分離する
ことによって、実施例７１でのように処方する。
【０３０３】
（実施例７４）
（結晶処方物を乾燥する方法）
（方法１．室温におけるＮ２ガスによる乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、スインギングバケットローターを
備えたＢｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分
離（５０ｍｌのＦｉｓｈｅｒブランドの使い捨て遠心管（ポリプロピレン製）中）によっ
て、賦形剤を含む母液から分離する。次いで、この結晶を、約１０ｐｓｉ圧力で、窒素気
流をチューブに一晩通過させることによって乾燥する。
【０３０４】
（方法２．減圧オーブン乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、スインギングバケットローターを
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備えたＢｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分
離（５０ｍｌのＦｉｓｈｅｒブランドの使い捨てポリプロピレン遠心管中）を使用して、
母液／賦形剤溶液からまず分離する。次いで、湿潤結晶を、室温で、２５Ｈｇ（ＶＷＲ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）の減圧オーブン中に配置し、そして少なくと
も１２時間乾燥する。
【０３０５】
（方法３．凍結乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、スインギングバケットローターを
備えたＢｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分
離（５０ｍｌのＦｉｓｈｅｒブランドの使い捨てポリプロピレン遠心管中）を使用して、
母液／賦形剤溶液からまず分離した。次いで、湿潤結晶を、セミ－共栓付きバイアル中で
Ｖｉｒｔｉｓ　Ｌｙｏｐｈｉｌｉｚｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　２４を使用して凍結乾燥した。シ
ェルフの温度を、凍結工程の間、－４０℃までゆっくり下げた。次いで、この温度を、１
６時間保持した。次いで、第２に、乾燥を、さらに８時間実施し得る。
【０３０６】
（方法４．有機溶媒および空気乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、スインギングバケットローターを
備えたＢｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分
離（５０ｍｌのＦｉｓｈｅｒブランドの使い捨てポリプロピレン遠心管中）を使用して、
母液／賦形剤溶液からまず分離する。次いで、この結晶を、エタノールまたはイソプロパ
ノールまたは酢酸エチルまたは他の適切な溶媒のような有機溶媒中に懸濁させ、そして遠
心分離する。次いで、この上清をデカンテーションして、ヒュームフード中で２日間、室
温で空気乾燥させる。
【０３０７】
（方法５．室温での空気乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、スインギングバケットローターを
備えたＢｅｃｋｍａｎ　ＧＳ－６Ｒベンチトップ遠心分離器での１０００ｒｐｍの遠心分
離（５０ｍｌのＦｉｓｈｅｒブランドの使い捨て遠心管（ポリプロピレン製）中）によっ
て、賦形剤を含む母液から分離した。続いて、この結晶を、ヒュームフード中で２日間、
空気乾燥させた。
【０３０８】
（方法６．スプレー乾燥）
実施例１～３のうちの１つで調製されるような結晶を、Ｂｕｃｈｉ　Ｍｉｎｉ　Ｓｐｒａ
ｙ　Ｄｒｙｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｂ－１９１を使用してスプレー乾燥する。３０～５０ｍｇ
／ｍｌの濃度の結晶のスラリーを、スプレー乾燥のために使用する。
【０３０９】
（実施例７５）
（抗体または抗体フラグメント結晶とその処方物または組成物との架橋）
抗体全体の結晶または抗体フラグメントの結晶の架橋を、この架橋剤が高度に活性であり
、そして抗体の結晶特性が保存されるようなｐＨにおいて、この結晶をインキュベートす
ることによって実施する。架橋を、周囲温度または４℃のいずれかで、回転または攪拌す
ることで実施する。２４時間後、このスラリーを、３０００ｒｐｍで遠心分離し、そして
この上清を捨てる。過剰（または未反応）の架橋剤を、Ｔｒｉｓまたはグリシンのような
適切な緩衝塩を用いて不活化する。次いで、このペレットを、母液または適切な薬学的に
受容可能な塩で洗浄し、過剰（または未反応）の架橋剤を除去する。この架橋条件は、使
用される架橋剤の型に依存して変化し得るが、最終的な目的は、使用される条件下で、抗
体の結晶状態を維持することである。
【０３１０】
抗体または抗体フラグメントの結晶は、任意の適切な架橋剤を使用して架橋されることが
理解され、この架橋剤としては、特に、ジメチル３，３’－ジチオビスプロピオンイミデ
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ート・ＨＣｌ（ＤＴＢＰ）、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）（ＤＳＰ）
、ビスマレイミド－ヘキサン（ＢＭＨ）、ビス［スルホスクシンイミジル］スベレート（
ＢＳ）、１，５－ジフルオロ－２，４－ジニトロベンゼン（ＤＦＤＮＢ）、ジメチルスベ
ルイミデート・２ＨＣｌ（ＤＭＳ）、ジスクシンイミジルグルタレート（ＤＳＧ）、ジス
ルホスクシンイミジルタータレート（スルホ－ＤＳＴ）、１－エチル－３－［３－ジメチ
ルアミノプロピル］カルボジイミドヒドロクロリド（ＥＤＣ）、エチレングリコールビス
［スルホスクシンイミジルスクシネート］（スルホ－ＥＧＳ）、Ｎ－［ｇ－マレイミドブ
チリルオキシ］スクシンイミドエステル（ＧＭＢＳ）、Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイ
ミジル－４－アジドベンゾエート（スルホ－ＨＳＡＢ）、スルホスクシンイミジル－６－
［ａ－メチル－ａ－（２－ピリジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート（スルホ－ＬＣ
－ＳＭＰＴ）、ビス－［ｂ－（４－アジドサリチルアミド）エチル］ジスルフィド（ＢＡ
ＳＥＤ）およびグルタルアルデヒド（ＧＡ）が挙げられる。
【０３１１】
（実施例７６）
（ジスルフィド結合を含有する架橋モノクローナル抗体結晶の溶解）
２４２ｍｇの結晶を、１０ｍＭの塩化カルシウムおよび２０％のＭＰＤを含む１０ｍＭの
Ｔｒｉｓ　ＨＣｌ緩衝液（１０ｍｌ）（ｐＨ７）中に溶解することによって、２００ｍＭ
の結晶の溶液を、調製する。本発明に従って調製された架橋モノクローナル抗体結晶のス
ラリーのアリコート（２００ｍｌ）を取り出し、そして３０００ｒｐｍで５分間遠心分離
し、そしてこの上清を捨てる。このペレットを、システイン含有Ｔｒｉｓ緩衝液（２００
ｍｌ）中に懸濁する。さらなる２００ｍｌのモノクローナル抗体結晶を取り出し、そして
３０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、そしてこの上清を捨てる。次いで、このペレットを
、任意のシステインを含まないＴｒｉｓ緩衝液（２００ｍｌ）中に懸濁する。全てのサン
プルを、３７℃で１時間インキュベートし、そして３２ｍＭのＮａＯＨの溶解についてモ
ニタリングした（直視または顕微鏡での観察）。
【０３１２】
１時間、３７℃でのインキュベート後に、ＤＴＢＰサンプルは、システインの存在下およ
びシステインの非存在下で完全に溶解する。このＤＳＰサンプルは、システインの存在下
およびシステインの非存在下でほとんど溶解しない。
【０３１３】
（実施例７７）
（３７℃における架橋抗体全体結晶のｐＨ溶解度の特徴付け）
本発明に従って調製および架橋した種々のモノクローナル抗体結晶と以下との溶解度をア
ッセイ得る：ジメチル３，３’－ジチオビスプロピオンイミデート・ＨＣｌ（ＤＴＢＰ）
、ジチオビス（スクシンイミジルプロピオネート）（ＤＳＰ）、ビスマレイミドヘキサン
（ＢＭＨ）、ビス［スルホスクシンイミジル］スベレート（ＢＳ）、１，５－ジフルオロ
－２，４－ジニトロベンゼン（ＤＦＤＮＢ）、ジメチルスベルイミデート・２ＨＣｌ（Ｄ
ＭＳ）、ジスクシンイミジルグルタレート（ＤＳＧ）、ジスルホスクシンイミジルタータ
レート（スルホ－ＤＳＴ）、１－エチル－３－［３－ジメチルアミノプロピル］カルボジ
イミドヒドロクロリド（ＥＤＣ）、エチレングリコールビス［スルホスクシンイミジルス
クシネート］（スルホ－ＥＧＳ）、Ｎ－［ｇ－マレイミドブチリルオキシ］スクシンイミ
ドエステル（ＧＭＢＳ）、Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイミジル－４－アジドベンゾエ
ート（スルホ－ＨＳＡＢ）、スルホスクシンイミジル－６－［ａ－メチル－ａ－（２－ピ
リジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート（スルホ－ＬＣ－ＳＭＰＴ）、ビス－［ｂ－
（４－アジドサリチルアミド）エチル］ジスルフィド（ＢＡＳＥＤ）およびグルタルアル
デヒド（ＧＡ）。
【０３１４】
１．５ｍｌのＥｐｐｅｎｄｏｒｆチューブ中の、２．８ｍｇの酵素と等しい量の架橋して
いないモノクローナル抗体結晶および架橋したモノクローナル抗体結晶スラリーのサンプ
ルを、上清液体が除去されるまで、３０００ｒｐｍで５分間微量遠心し得る。２種のｐＨ
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で試験する：ａ）ｐＨ７．４およびｂ）ｐＨ２．０。
【０３１５】
ｐＨ７．４について、ＰＢＳ緩衝液（０．０１Ｍのリン酸塩、０．００２７の塩化カリウ
ム、０．１３７Ｍの塩化ナトリウム（ｐＨ７．４））のアリコート（２００ｍｌ）を各サ
ンプルに添加し、モノクローナル抗体の濃度を、１４ｍｇ／ｍｌにした。次いで、このサ
ンプルを、３７℃、２４時間インキュベートし得る。
【０３１６】
ｐＨ２．０について、グリシン／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ２．０）のアリコート（２００ｍｌ
）を、各サンプルに添加し、このモノクローナル抗体の濃度を、１４ｍｇ／ｍｌにする。
このサンプルを、３７℃で、５時間インキュベートする。最初に、このサンプルを、１０
ｍＭのグリシン／ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ２．０）（１０ｍＭの塩化カルシウムおよび２０％
のＭＰＤを含む）で、２５℃での回転させて一晩処理し、次いで、グリシン／ＨＣｌ緩衝
液単独で処理する。
【０３１７】
サンプルを、１４，０００ｒｐｍで５分間、その後５時間および２４時間遠心分離するこ
とにより、サンプルの溶解度について研究し得る。遠心分離後、この上清を、０．２２ｍ
ｍのフィルターに通過させた。次いで、この上清のタンパク質（抗体）含有量を、２μｌ
のアリコートを除去し、そして７９８ｍｌの脱イオン水中にそれを配置する。Ｂｉｏ－Ｒ
ａｄタンパク質アッセイ剤のアリコート（２００μｌ）を、このサンプルに添加し、そし
て５分間、周囲温度でインキュベートし、５９５ｎｍの波長で測定する（Ｂｒａｄｆｏｒ
ｄ法によるＢｉｏ－Ｒａｄマイクロタンパク質アッセイ）。標準として、０～２０μｇの
ウシＩｇＧ（Ｓｉｇｍａ）を使用する。
【０３１８】
本発明者らは、複数の本発明の実施形態を記載したが、本発明者らの基本的な例を、本発
明の生成物および処理を利用する他の実施形態を提供するように改変し得ることは、明ら
かである。従って、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定されるのであっ
て、例によって示されている特定の実施形態によって規定されるのではないことは、理解
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、実施例６に記載されるように調製されたＲｉｔｕｘｉｍａｂ（Ｒｉｔｕ
ｘａｎＴＭ）結晶の形態を示す。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ結晶は、針晶クラスターを形成した
。
【図２】図２は、実施例３４に記載されるように調製されたＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ（Ｒｅ
ｍｉｃａｄｅＴＭ）結晶の形態を示す。Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ結晶は、棒状クラスターを
形成した。
【図３】図３は、実施例２８に記載されるように調製されたＲｉｔｕｘｉｍａｂ（Ｒｉｔ
ｕｘａｎＴＭ）結晶の形態を示す。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂは、立方体型結晶を形成した。
【図４】図４は、実施例２６に記載されるように調製されたＲｉｔｕｘｉｍａｂ（Ｒｉｔ
ｕｘａｎＴＭ）結晶の形態を示す。Ｒｉｔｕｘｉｍａｂは、小さい針晶様結晶を形成した
。
【図５】図５は、実施例３１に記載されるように調製されたＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（Ｈ
ｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ）結晶の形態を示す。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、短い針晶様結晶
を形成した。
【図６】図６は、実施例３２に記載されるように調製されたＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（Ｈ
ｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ）結晶の形態を示す。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、長い針晶様結晶
を形成した。
【図７】図７は、実施例３７に記載されるように調製されたＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ（Ｒｅ
ｍｉｃａｄｅＴＭ）結晶の形態を示す。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、星型結晶を形成した
。
【図８】図８は、結晶化されたＲｉｔｕｘｉｍａｂが、ＲＡＪＩリンパ腫細胞株に対して
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直接的な細胞毒性応答を誘導し得ることを示す。実施例５５を参照のこと。
【図９】図９は、結晶化されたＲｉｔｕｘｉｍａｂが、ＲＡＪＩリンパ腫細胞に対して補
体依存性細胞毒性を誘導し得ることを示す。実施例５６を参照のこと。
【図１０】図１０は、ＰＥＧ、エタノール、またはＰＥＧおよびエタノールの組み合わせ
の存在下での、結晶Ｒｉｔｕｘｉｍａｂの安定性分析の結果を示す、プロットである。実
施例６８を参照のこと。
【図１１】図１１は、ＰＥＧ、エタノール、またはＰＥＧおよびエタノールの組み合わせ
の存在下での、結晶Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（ＨｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ）の安定性分析の
結果を示す、プロットである。実施例６９を参照のこと。
【図１２】図１２は、溶解される前に１ヶ月間室温で貯蔵されたＲｉｔｕｘｉｍａｂ結晶
（実施例１において調製された）を溶解することによって得られた、Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ
抗体全体のＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルを示す。実施例６４を参照のこと。
【図１３】図１３は、結晶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（ＨｅｒｃｅｐｔｉｎＴＭ）をアセ
トンで３時間、処理した結果を示すクロマトグラムである。Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂは全
体が残り、その天然構造が維持された。実施例６５を参照のこと。
【図１４】図１４は、ネイティブ（可溶性）のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂ（Ｈｅｒｃｅｐｔ
ｉｎＴＭ）をアセトンで２０分間、処理した結果を示すクロマトグラムである。アセトン
処理後、沈殿させたネイティブ／可溶性のＴｒａｓｔｕｚｕｍａｂは、ネイティブのＴｒ
ａｓｔｕｚｕｍａｂの構造完全性の喪失を示した。実施例６５を参照のこと。
【図１５】図１５は、結晶性Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂが、静脈（ｉ．ｖ．）投与される場
合、血流において生物学的に利用可能になる速度と、Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂが皮下（ｓ
．ｃ．）投与される場合の血流速度バイオアベイラビリティとを比較するプロットである
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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