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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ヒトインターロイキンＩベータ（ＩＬ－１β）に対するヒト抗体を含む新規の医
薬製剤の提供。
【解決手段】１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＩＬ－１βに対する抗体を含む安定な液体医薬製
剤であって、抗体がＡＣＺ８８５であり、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム
、ならびに、リン酸ナトリウムおよび／またはリン酸カリウムからなる群から選択される
緩衝系を含み、前記製剤のｐＨが５．５～７．０であり、レポーター遺伝子アッセイで測
定される、抗体の本来の活性の８０～１２５％を、２～８℃で３６ヶ月維持する、医薬製
剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号１および配列番号２に記載の配列を含むＩＬ－１βに対する抗体、ならびに緩
衝系を含み、ｐＨが５．５～７．５である医薬製剤。
【請求項２】
　ｐＨが５．５～７である、請求項１に記載の製剤。
【請求項３】
　ｐＨが６．２～６．８である、請求項１に記載の製剤。
【請求項４】
　緩衝系が、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、ならびにリン酸ナトリウム
および／またはリン酸カリウム緩衝系からなる群から選択される、請求項１に記載の製剤
。
【請求項５】
　緩衝系がヒスチジン緩衝系である、請求項４に記載の製剤。
【請求項６】
　前記ヒスチジンが１５～５０ｍＭの量である、請求項５に記載の製剤。
【請求項７】
　さらに安定剤を含む、請求項１に記載の製剤。
【請求項８】
　安定剤が、スクロース、トレハロース、マンニトール、ソルビトールおよび塩酸アルギ
ニンからなる群から選択される、請求項７に記載の製剤。
【請求項９】
　安定剤が５０～３００ｍＭの量のスクロースまたはマンニトールである、請求項８に記
載の製剤。
【請求項１０】
　増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される１つまたは複数の賦形剤
をさらに含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１１】
　凍結乾燥剤から再構成させた請求項１から１０のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の製剤から調製された凍結乾燥剤。
【請求項１３】
　（ｉ）請求項１～１０のいずれか一項に記載の製剤を凍結乾燥することと、
　（ｉｉ）再構成溶媒で前記凍結乾燥剤を再構成することとを含む、製剤を調製する方法
。
【請求項１４】
　１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５、２７０ｍＭのスクロース、３０ｍＭのヒスチ
ジンおよび０．０６％のポリソルベート８０を含み、ｐＨが６．５である製剤。
【請求項１５】
　１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５、２７０ｍＭのマンニトール、２０ｍＭのヒス
チジンおよび０．０４％のポリソルベート８０を含み、ｐＨが６．５である製剤。
【請求項１６】
　ＩＬ－１を媒介とした疾患または医学上の状態の治療のための、請求項１～１５のいず
れか一項に記載の製剤の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規の医薬製剤、特に活性成分がヒトインターロイキンＩベータ（ＩＬ－１
β）に対するヒト抗体を含む新規の医薬製剤、特にＷＯ２００２／０１６４３６に記述さ
れた抗体に関する。



(3) JP 2018-168158 A 2018.11.1

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　他のタンパク質治療薬と同様、抗体は複雑な分子であり、一般に、医薬製剤では、哺乳
類、特にヒトでの治療上有効量を得るために、大量の抗体を使用しなければならない。タ
ンパク質治療薬の液剤は、タンパク質治療薬の生物学的活性を損なわず保存すべきであり
、製造中および有効期限中におけるタンパク質治療薬の官能基の分解を防ぐべきである。
タンパク質の分解経路は化学的な不安定性または物理的な不安定性が関与し得る。
【０００３】
　初期には、タンパク質治療製剤の不安定性に関する問題を解決するために、医薬品を凍
結乾燥し、投与の直前、または少し前に再構成する方法が提案されていた。しかしながら
、再構成された製剤は、有効な治療効果を有する安全な製剤をもたらすために、再現可能
で、安定しており、生理的に活性であることが求められる。
【０００４】
　簡便に用いるため、タンパク質治療薬、すなわち抗体の液体医薬製剤は、長期的に安定
しており、安全かつ有効量の医薬品化合物を含んでいるべきである。
【０００５】
　タンパク質治療薬の液剤において、長年にわたって大きな問題となっているのは、タン
パク質分子が物理的に互いに付着する、凝集の問題であり、例えば、望ましくない免疫反
応を示し得る不透明な不溶物または沈澱物の形成につながる。さらに、凝集体の形成によ
り引き起こされる大きな問題は、投与中に、製剤が注射器またはポンプを詰まらせ、患者
にとって危険となる可能性があることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、タンパク質治療薬、特に、長期的に安定しており、高い抗体濃度でも凝集
がない抗体を含む製剤が必要である。本発明は、抗体を含み、タンパク質凝集が無く、安
定していて、粘性が十分に低く、したがって、哺乳類、特にヒト対象への投与に適する新
規の製剤を提供することにより、上で特定された要求に取り組む。
【０００７】
　インターロイキン－１β（ＩＬ－１ベータまたはＩＬ－１βまたはインターロイキン－
１βは本明細書において同じ意味である）は広範囲にわたり免疫性および炎症性の応答を
仲介する強力な免疫調節物質である。ＩＬ－１βの不適切な、または過剰な生産は、各種
疾病および疾患の病態、例えば敗血症、敗血性または内毒素性ショック、アレルギー、喘
息、骨減少症、虚血、脳卒中、関節リウマチ、および他の炎症性障害に関連する。ＩＬ－
１を媒介とした疾病および疾患の治療に使用するためにＩＬ－１βに対する抗体が提案さ
れており、例えば、ＷＯ９５／０１９９７およびその導入における議論、ならびにＷＯ０
２／１６４３６を参照されたい。これらの内容を参照して組み込む。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の製剤に特に好ましいＩＬ－１βに対する抗体は、以下に配列番号１および配列
番号２で示されるＡＣＺ８８５抗体または、Ｆ（ａｂ）２、Ｆａｂ、ｓｃＦｖ、ＶＨドメ
イン、ＣＤＲ等の、抗原への親和性を保持するＡＣＺ８８５抗体の機能性フラグメントで
ある。
【０００９】
　本発明の目的は、安定して貯蔵、送達できる抗体製剤を提供することである。本発明に
よれば、安定的な製剤はその中の抗体が、貯蔵中にその物理的および化学的な安定性およ
び完全性を実質的に保持する製剤である。例えば、凍結乾燥および貯蔵、または液剤では
貯蔵に伴う、産物関連物質および産物由来不純物の範囲は約２～５％であり、好ましくは
２～３％である。生物活性アッセイを使用して、抗体製剤の安定性を測定してもよく、貯
蔵中の生物活性は本来の活性の約８０～１２５％である。貯蔵中の本発明の製剤における
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抗体の生物活性は、レポーター遺伝子アッセイで、以下の実施例において記述されるよう
な遺伝子改変の細胞株を使用して測定される。
【００１０】
　さらなる目的は、皮下投与に適した安定的な液状抗体製剤を提供することである。液剤
は、凍結乾燥およびその後の再構成にも適していることが好ましい。少なくとも、哺乳類
、特にヒト対象に投与される間安定している製剤を提供することも目的である。
【００１１】
　一般に、皮下注射用の医薬製剤を小容積（通常、最大で１．０ｍＬ～１．２ｍＬ）で使
用するのが好ましい。抗体、例えば高用量の抗体療法薬を含む製剤の場合には、皮下投与
には高濃度の抗体製剤（例えば、５０ｍｇ／ｍｌ～１５０ｍｇ／ｍｌまたはそれを上回る
）が要求される。高い抗体濃度が必要なため、抗体を含む製剤には、抗体の物理的および
化学的安定性、凝集体の形成、および抗体製剤の製造、貯蔵、および送達に伴う困難に関
連する課題がある。
【００１２】
　タンパク質製剤の粘度の増大は、患者への薬物送達を介しての、加工、例えば、液体の
加工可能性、例えば、高粘度であると、液剤はもはや困難なくして針のゲージを通過でき
なくなり、患者に不快感をもたらす原因となること；投与時間；自動注入器の使用可能度
との関連性においてマイナスである。さらに、適切な低粘性を有しながら比較的高濃度で
ある抗体製剤が容易に製造、貯蔵、および投与できることが前提条件として望まれている
。本明細書で用いられる用語「粘度」は、「動粘度」または「絶対粘度」であり得る。一
般に、動粘度はセンチストーク（ｃＳｔ）で表される。動粘度のＳＩ単位はｍｍ２／ｓで
あり、１ｃＳｔである。絶対粘度はセンチポアズ単位（ｃＰ）で表される。絶対粘度のＳ
Ｉ単位はミリパスカル秒（ｍＰａ－ｓ）であり、１ｃＰ＝１ｍＰａ－ｓである。
【００１３】
　したがって、本発明は、ＩＬ－１β抗体を含み、安定していて、高い抗体濃度でも粘性
が十分に低く凝集の無い製剤を提供する。
【００１４】
　液体医薬品の抗体製剤はあらかじめ定義された種々の特性を示すべきである。タンパク
質は、製造および貯蔵中に可溶性および不溶性の凝集体を形成しやすいことから、液剤医
薬品における主な関心事のうちの１つは、安定性である。さらに、様々な化学反応が溶液
において生じ（アミド分解、酸化、クリッピング(clipping)、異性化等）、分解産物レベ
ルの増加および／または生物活性の減失につながり得る。液体抗体製剤の有効期限は１８
ヶ月を超えることが好ましい。液体ＡＣＺ８８５製剤の有効期限は２４ヶ月を超えること
が最も好ましい。ＩＬ－１β抗体の有効期限および活性を実施例における生物活性アッセ
イにおいて定義するが、それらによる活性は、本来の活性の８０％および１２５％の間で
保たれるべきである。
【００１５】
　抗体製剤、特にＡＣＺ８８５抗体製剤は、２～８℃で約３６～６０ヶ月の有効期限を示
すべきである。好ましくは、ＡＣＺ８８５液剤の有効期限は、２～８℃で約２４～３６ヶ
月を示すべきである。好ましくはＡＣＺ８８５凍結乾燥剤の有効期限は、２～８℃で最高
約６０ヶ月を示すべきである。
【００１６】
　通常、有効期限を決定する主要な要因は、副産物および分解産物の形成ならびに生物活
性の減失である。本発明の製剤はこれら望ましい安定レベルを達成する。
【００１７】
　物理的および化学的安定性が十分であることとは別に、製剤は皮下適用で許容可能なｐ
Ｈ値および重量オスモル濃度（２５０～５００ｍＯｓｍ／ｋｇ）であるべきである。しか
し、注射後、痛覚または灼熱感を感じる期間を顕著に長引かせることなく、高重量オスモ
ル濃度（最高１１００ｍＯｓｍ／ｋｇ）の製剤を皮下投与できると文献には報告されてい
る。抗体が高濃度であると、製剤の粘度および凝集もまた増大することが知られている。
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本発明による適切な医薬製剤は、約１６ｍＰａｓ未満、好ましくは３～１６ｍＰａｓの粘
度を有し、３～１０ｍＰａｓが好ましい。
【００１８】
　本発明によれば、長期間の貯蔵の間抗体活性を保存するのに有利な特質を有しており、
高い抗体濃度にもかかわらず凝集を防ぎ、適切な粘度を有する、特に安定的な抗体製剤が
得られることが、驚くべきことに発見された。本発明はその最も広範な態様において、活
性成分としての抗体、ならびに緩衝系、安定剤および界面活性剤を含む医薬製剤（本発明
の製剤）を提供する。本発明の製剤は液体であるか、凍結乾燥されており、後で抗体濃度
が低い、同じ、または高い液剤に再構成させるのにも適している。再構成された製剤は、
製剤の抗体が、再構成された製剤内に分散するように、凍結乾燥物から調製された製剤で
ある。
【００１９】
　本発明は、活性成分としてのＩＬ－１βに対する抗体、および緩衝系を含む新規の製剤
に関し、製剤のｐＨ値は、５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましくは６．
２～６．８である。より具体的には、本発明は、活性成分としてＡＣＺ８８５抗体、およ
び緩衝系を含む新規の医薬製剤に関し、製剤のｐＨ値は、５．５～７．５、好ましくは５
．５～７、また好ましくは６．２～６．８である。
【００２０】
　本発明者らは、いまや、ｐＨが５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましく
は６．２～６．８である製剤を得ることができる緩衝系を使用して、安定的な製剤が調製
できることを発見した。特定の態様においてｐＨは上で列挙した中いずれのｐＨ値でもよ
く、例えば６．２、６．３、６．４、６．５、６．６、６．７および６．８である。
【００２１】
　本発明による好ましい緩衝系は、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、なら
びにリン酸ナトリウムおよび／またはリン酸カリウム緩衝系、および他の有機酸、または
無機酸、より好ましくはヒスチジンまたはクエン酸塩が挙げられ、最善の結果がヒスチジ
ンを使用して得られた。
【００２２】
　本発明による製剤に使用される適切な緩衝系の濃度は、例えば緩衝剤および製剤の望ま
れる安定性次第であるが、約１０ｍＭ～約５０ｍＭ、または約１０ｍＭ～約４０ｍＭであ
る。
【００２３】
　好ましい実施形態において、緩衝系はヒスチジンであり、ヒスチジンは、１０～５０ｍ
Ｍ、好ましくは１５～４０ｍＭ、また好ましくは２０～３０ｍＭの濃度で使用されること
が好ましい。
【００２４】
　本発明の製剤は、さらに安定剤を含んでいても好ましい。本発明による安定剤はスクロ
ース、トレハロース、マンニトール、ソルビトールおよび塩酸アルギニンを含む。スクロ
ースまたはマンニトールを使用する場合、最善の結果が得られる。本発明による製剤に使
用された適切な安定剤の濃度は、約５０～３００ｍＭ、好ましくは１８０～３００ｍＭで
あり、最も好ましくは、スクロースまたはマンニトール約２７０ｍＭである。特定の態様
では、凍結乾燥および再構成された液剤は安定剤としてスクロースまたはマンニトールを
含む。別の特定の態様において液剤は安定剤としてマンニトールを含む。
【００２５】
　本発明の製剤はさらに、増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される
１つまたは複数の賦形剤を任意に含んでもよい。
【００２６】
　増量剤は、医薬製剤の嵩を増加させ、凍結乾燥形態における製剤の物理的構造の一因と
なる化合物である。本発明による適切な増量剤はマンニトール、グリシン、ポリエチレン
グリコールおよびソルビトールを含む。本発明による製剤に使用される増量剤の濃度は、
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２０～９０ｍＭである。
【００２７】
　界面活性剤を使用すると、再構成されたタンパク質の凝集および／または再構成された
製剤における微粒子の形成を減少させることができる。添加された界面活性剤の量は、再
構成されたタンパク質の凝集を減少させ、再構成後の微粒子の形成を最小化できる量であ
る。
【００２８】
　本発明による適切な界面活性剤は、ポリソルベート（例えばポリソルベート２０または
８０）；ポロクサマー（例えばポロクサマー１８８）；トリトン；ドデシル硫酸ナトリウ
ム（ＳＤＳ）；ラウリル硫酸ナトリウム；オクチルグリコシドナトリウム；ラウリル－、
ミリスチル－、リノレイル－、またはステアリル－スルホベタイン、ラウリル－、ミリス
チル－、リノレイル－、またはステアリル－サルコシン、リノレイル－、ミリスチル－、
またはセチ－ルベタイン－、ラウロアミドプロピル－、コカミドプロピル－、リノルアミ
ドプロピル－、ミリスタミドプロピル－、パルミドプロピル－、またはイソステアルアミ
ドプロピル－ベタイン、（例えばラウロアミドプロピル）；ミリスタミドプロピル－、パ
ルミドプロピル－、またはイソステアルアミドプロピル－ジメチルアミン、ココイルメチ
ルタウリンナトリウム、またはメチルオレイルタウリン二ナトリウム、およびＭＯＮＡＱ
ＵＡＴ（登録商標）系（Ｍｏｎａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．，　Ｐａｔｅｒｓ
ｏｎ，　Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）、ポリエチルグリコール、ポリプロピルグリコール、お
よびエチレンおよびプロピレングリコールの共重合体（例えばＰｌｕｒｏｎｉｃｓ、ＰＦ
６８等）を含む。好ましい実施形態において、界面活性剤を、ポリソルベート２０および
ポリソルベート８０からなる群から選択してもよい。
【００２９】
　本発明による製剤に使用される界面活性剤の濃度は、製剤の約０．００１～０．５％、
または約０．００５～０．１０％であり、好ましくは０．０１～０．１０％、最も好まし
くは約０．０４～０．０６％容積重量である。界面活性剤を、あらかじめ凍結乾燥した製
剤、凍結乾燥製剤、および／または再構成製剤に所望により添加できるが、あらかじめ凍
結乾燥された製剤に添加するのが好ましい。
【００３０】
　任意で、保存剤を発明品の製剤に使用してもよい。本発明の製剤で使用される適切な保
存剤はオクタデシルジメチルベンジル塩化アンモニウム、塩化ヘキサメトニウム、ベンザ
ルコニウム塩化物（アルキル基が長鎖化合物であるアルキルベンジルジメチルアンモニウ
ム塩化物の混合物）、および塩化ベンゼトニウムを含む。他のタイプの保存剤は、フェノ
ール、ブチルおよびベンジルアルコール等の芳香族アルコール、メチルまたは、プロピル
パラベン、カテコール、レゾルシノール、シクロヘキサノール、３－ペンタノール、およ
びｍ－クレゾール等のアルキルパラベンを含む。
【００３１】
　Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｙ、第２１版（２００５）またはＡｒｔ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇ、第３版
（２００８）に記述されるような、他の薬学的に許容される担体、賦形剤または安定剤は
、製剤の望ましい特性に悪影響を及ぼさない条件で本発明の製剤に含まれてもよい。許容
される担体、賦形剤または安定剤は、使用用量および濃度で受容者に無毒であり、緩衝剤
、保存剤、共溶媒、アスコルビン酸とメチオニンを含む酸化防止剤、ＥＤＴＡ等のキレー
ト化剤、金属錯体（例えばＺｎ－タンパク質複合体）、ポリエステル等の生分解性高分子
、および／またはナトリウム等の塩形成対イオンをさらに含む。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、１つの態様において、抗体、好ましくはＩＬ－１βに対する抗体、最も好ま
しくはＡＣＺ８８５、および緩衝系を含む安定的な液体の、凍結乾燥した、または再構成
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された製剤を提供し、十分に安定しており、凝集が最小であり、かつ粘性を許容可能な程
度に低くするために、液体または再構成製剤のｐＨは５．５～７．５、好ましくは５．５
～７、また好ましくは６．２～６．８である。本発明による製剤は凍結乾燥に適しており
、許容可能な期間、典型的には１０分未満で水で再構成できる。本発明はＩＬ－１βに対
する抗体、最も好ましくはＡＣＺ８８５抗体、および緩衝系を含む安定した再構成製剤を
提供し、再構成製剤は、抗体および緩衝系の凍結乾燥した混合物から調製され、再構成製
剤のｐＨは、５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましくは６．２～６．８で
あり、再構成時間は１０分未満である。安定した再構成製剤は、製剤中の抗体が、再構成
から使用するまでの期間、典型的には数時間から数日までの貯蔵期間中にその物理的およ
び化学的な安定性および完全性を本質的に保持する製剤である。
【００３３】
　さらなる実施形態において本発明は、（ａ）ＩＬ－１βに対する抗体、最も好ましくは
ＡＣＺ８８５抗体、および緩衝系を含む製剤を凍結乾燥するステップと；（ｂ）再構成溶
媒でステップ（ａ）の凍結乾燥した混合物を、再構成された製剤が安定するように再構成
するステップとを含む、製剤を調製する方法を提供する。
【００３４】
　ステップ（ａ）の製剤は、安定剤、および上で記述した増量剤、塩、界面活性剤および
保存剤を含む群から選択される１つまたは複数の賦形剤をさらに含んでもよい。
【００３５】
　再構成溶媒として、希釈した有機酸または水、すなわち滅菌水、注射用静菌水（ＢＷＦ
Ｉ）を使用してもよい。再構成溶媒は、水、つまり滅菌水、注射用静菌水（ＢＷＦＩ）、
または約５０～約１００ｍＭの量の酢酸、プロピオン酸、コハク酸、塩化ナトリウム、塩
化マグネシウム、塩化ナトリウムの酸性溶液、塩化マグネシウムの酸性溶液、アルギニン
の酸性溶液からなる群から選択してもよい。
【００３６】
　本発明はしたがって、
ａ）約１０～１５０ｍｇ／ｍｌの濃度で使用されるＩＬ－１βに対する抗体、好ましくは
ＡＣＺ８８５抗体と、
ｂ）約１０～５０ｍＭの濃度で使用でき、緩衝系のｐＨが、５．５～７．５、好ましくは
６．２～６．８の範囲内の任意のｐＨ値である緩衝系、好ましくはクエン酸塩、ヒスチジ
ン、コハク酸ナトリウム、またはリン酸ナトリウムおよび／もしくはリン酸カリウム緩衝
系、最も好ましくはヒスチジン緩衝系とを含み、任意で、
ｃ）約５０～３００ｍＭの濃度の安定剤、好ましくはスクロース、トレハロース、マンニ
トール、ソルビトール、または塩酸アルギニン、最も好ましくはスクロースまたはマンニ
トール、任意で、
ｄ）さらに増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される賦形剤、を含む
医薬製剤を提供する。
【００３７】
　本発明のある実施形態では、増量剤（例えばマンニトールまたはグリシン）をあらかじ
め凍結乾燥した製剤の調製に使用する。増量剤により、過剰なポケットがない均一な凍結
乾燥ケーキの生成が可能となり得る。
【００３８】
　本発明の好ましい液剤は、マンニトールを１０～１５０ｍｇ／ｍｌ、２７０ｍＭ、ヒス
チジンを２０ｍＭおよびポリソルベート８０を０．０４％の濃度で、ＡＣＺ８８５を含む
製剤を提供し、製剤のｐＨは６．５である。
【００３９】
　本発明の好ましい再構成製剤は、再構成された形態で、スクロースを１０～１５０ｍｇ
／ｍｌ、２７０ｍＭ、ヒスチジンを３０ｍＭおよびポリソルベート８０を０．０６％の濃
度で、ＡＣＺ８８５を含む再構成製剤を産生する凍結乾燥剤を提供し、製剤のｐＨは６．
５である。
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【００４０】
　本発明はさらに、ＩＬ－１βに対する抗体、最も好ましくはＡＣＺ８８５での治療を必
要とする疾患を有する哺乳類、特にヒト対象に、本明細書に開示された治療上有効な量の
再構成製剤を投与することを含む、哺乳類、特にヒト対象を治療する方法を提供する。例
えば、その製剤を皮下に投与してもよい。
【００４１】
　本発明の製剤はＩＬ－１が媒介する疾病または医学上の状態、例えば炎症性の症状、ア
レルギーおよびアレルギー性疾患、過敏症状、自己免疫病、重度の感染症、ならびに臓器
移植または組織移植の拒絶反応の予防および治療に有用である。
【００４２】
　本発明の目的は、ＩＬ－１が媒介する疾患または医学上の状態の治療に本発明の製剤を
使用することである。
【００４３】
　例えば、本発明の製剤は、移植片拒絶または異種移植片拒絶反応を含む心臓、肺、心肺
同時、肝臓、腎臓、すい臓、皮膚または角膜の移植の移植患者の治療、ならびに骨髄移植
、および臓器移植に関した動脈硬化に伴うような、移植片対宿主病の予防に使用し得る。
【００４４】
　本発明の製剤は、自己免疫病、および炎症性疾患の治療、予防、または回復に特に有用
であり、特に関節炎（例えばリウマチ性関節炎、慢性進行性関節炎および変形性関節炎）
等の自己免疫性成分などが病因の炎症性疾患、炎症性疾患を含むリウマチ性疾患、骨減少
症、炎症性疼痛、過敏症（気道過敏症および皮膚過敏症の両方を含む）およびアレルギー
が関与するリウマチ性疾患に有用である。本発明の製剤を使用し得る特定の自己免疫疾患
には、自己免疫性の血液疾患（例えば溶血性貧血、再生不良性貧血、真正赤血球性貧血お
よび特発性血小板減少症を含む）、全身性紅斑性狼瘡、多発性軟骨炎、皮膚硬化症、ヴェ
グナー肉芽腫症、皮膚筋炎、慢性活動性肝炎、重症筋無力症、乾せん、スティーヴン・ジ
ョンソン症候群、特発性スプルー、自己免疫性炎症性腸疾患（例えば潰瘍性大腸炎、クロ
ーン病および過敏性大腸症候群を含む）、内分泌性眼障害、グレーヴス病、サルコイドー
シス、多発性硬化症、原発性胆汁性肝硬変、若年性糖尿病（１型糖尿病）、ブドウ膜炎（
前部および後部）、乾性角結膜炎および春季角結膜炎、間質性肺線維症、乾せん性関節炎
、ならびに糸球体腎炎（ネフローゼ症候群、例えば、特発性ネフローゼ症候群または微小
変化型ネフローゼを伴う、および伴わない）がある。
【００４５】
　また、本発明の製剤は、喘息、気管支炎、塵肺、肺気腫、および他の気道閉塞性または
気道炎症性疾患の治療、予防、または回復に有用である。
【００４６】
　本発明の製剤は、ＩＬ－１が媒介する、またはＩＬ－１の産生、特にＩＬ－１β、また
はＩＬ－１によるＴＮＦ放出の促進が関与する望ましくない急性および超急性の炎症反応
、例えば急性感染、例えば敗血症ショック（例えば、内毒素性ショックおよび成人型呼吸
窮迫症候群）、脳膜炎、肺炎、および重度の熱傷の治療に有用であり、感染、がん、また
は臓器不全による病的なＴＮＦ放出に関連した悪液質または消耗性症候群、特にＨＩＶ感
染に関連する、または付随するＡＩＤＳ関連悪液質の治療に有用である。
【００４７】
　本発明の製剤は、変形関節炎、骨粗しょう症、および他の炎症性の関節炎疹等の骨代謝
疾患、ならびに加齢性骨減少等の一般の骨減少症、特に歯周疾患の治療に特に有用である
。
【００４８】
　本発明の製剤は、哺乳類等の、特にヒトの患者における自己炎症性症候群の予防および
治療に有用である。本発明によれば、自己炎症性症候群は、限定されるものではないが、
例えば、炎症の再発を特徴とする遺伝性疾患の群であり、これは、高力価の自己抗体また
は抗原特異的Ｔ細胞が欠如している自己免疫疾患とは対照的である。さらに、本発明によ



(9) JP 2018-168158 A 2018.11.1

10

20

30

40

50

れば、自己炎症性症候群では、ＩＬ－１ベータ分泌の増加（前記疾病において変異してい
ると考えられるパイリンの負の調節的役割の減失）、ＮＦｋＢ活性化、および白血球のア
ポトーシス障害が見られる。本発明によれば、自己炎症性症候群には、マックル－ウェル
ズ症候群（ＭＷＳ）、ＬＡＤＡ（成人潜在性自己免疫性糖尿病）、家族性寒冷自己炎症症
候群（ＦＣＡＳ）、クリオピリン関連周期性症候群（ＣＡＰＳ）、新生児期発症多臓器性
炎症性疾患（ＮＯＭＩＤ）、慢性乳児期発症神経皮膚関節症候群（ＣＩＮＣＡ）、家族性
地中海熱（ＦＭＦ）、ならびに／または全身型若年性特発性関節炎（ＳＪＩＡ）等のある
種の若年性関節炎、全身型若年性特発性関節リウマチ等のある種の若年性関節リウマチ、
および／もしくは、ある種の成人性関節リウマチがある。
【００４９】
　本発明の製剤は、若年性関節リウマチおよび成人性関節リウマチ、ならびに／またはマ
ックル－ウェルズ症候群の予防および治療に有用であることが好ましい。
【００５０】
　本発明の製剤はまた、２型糖尿病の治療に有用であり得、臨床および前臨床研究により
、ＩＬ－１遮断によって膵島機能が向上することが示されている。本発明の製剤はまた、
網膜症、創傷治癒、血管疾患、（ステント術または血管形成後の動脈再狭窄を含む）、腎
機能障害、慢性腎疾患、および代謝異常症候群および肥満症等の様々な糖尿病関連の病態
の治療に有用である。本発明の製剤はまた、偏頭痛、滑膜炎、痛風、仮性痛風／痛風性関
節炎、または軟骨石灰化、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、人工呼吸誘発肺損傷、様々な
疼痛症状、例えばモルヒネ抵抗性疼痛、神経障害性疼痛、早産疼痛、椎間板性疼痛、炎症
性疼痛、頭痛、または偏頭痛の治療に有用であり得る。ＩＬ－１ベータは痛覚に関与し、
神経性シグナルを増幅する。さらに、本発明の製剤は、アテローム動脈硬化、急性腎仙痛
、胆石仙痛、またはこれら疾患に関した疼痛の治療に有用である。
【００５１】
　本発明の製剤は、ＩＬ－１ベータが主要なサイトカインである、周期熱症候群：家族性
地中海熱（ＦＭＦ）、腫瘍壊死因子受容体関連周期熱症候群（ＴＲＡＰＳ）、メバロン酸
キナーゼ関連周期熱症候群と呼ばれる、高免疫グロブリンＤ症候群（ＨＩＤＳ）、家族性
寒冷自己炎症症候群、および周期性発熱アフタ性口内炎咽頭炎リンパ節炎（ＰＦＡＰＡ）
症候群の治療に有用であり得る。ＩＬ－１ベータが主要なサイトカインであり、本発明に
従って、本発明の製剤で治療できる他の疾患には、抗合成酵素症候群、マクロファージ活
性化症候群ＭＡＳ、ベーチェット病、ブラウ症候群、ＰＡＰＡ症候群、シュニッツラー症
候群、スイート症候群がある。本発明のＩＬ－１ベータリガンド－受容体遮断およびＩＬ
－１ベータ化合物を、巨細胞動脈炎（ＧＣＡ）、ヘノッホ－シェーンライン紫斑、原発性
全身性血管炎、川崎病（粘膜皮膚リンパ節症候群）、高安動脈炎、結節性動脈周囲炎、本
態性クリオグロブリン血管炎、顕微鏡的多発性血管炎（ＭＰＡ）およびチャーグ－ストラ
ウス症候群（ＣＳＳ）、じんま疹様血管炎の治療に使用してもよい。さらに、本発明の製
剤は、サルコイドーシス、天疱瘡、強直性脊椎炎、アルツハイマー病、アミロイド症、続
発性アミロイドーシスおよび成人スティル病（ＡＯＳＤ）のような自己免疫疾患の治療に
有用である。
【００５２】
　本発明の製剤を、ＨＬＡ－Ｂ２７関連疾患、限定されるものではないが、例えば乾せん
、強直性脊椎炎、ライター病および腸炎性関節炎を治療するために使用してもよい。本発
明によれば、ＩＬ－１ベータ化合物を、リウマチ熱、リウマチ性多発筋痛および巨細胞動
脈炎の治療に使用してもよい。最後に、本発明の製剤を感染、特に細菌感染およびウイル
ス感染、より詳細には、限定されるものではないが、例えば、血行性骨髄炎、感染性関節
炎、結核性関節炎等、関節炎の症状または観察に関連した細菌感染を治療するために使用
してもよい。
【００５３】
　上記の適応症に対する適切な用量は、例えば、使用されるＩＬ－１βに対する特定の抗
体、宿主、投与の方法および治療されている症状の性質および重症度により変わるであろ
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う。予防的利用のための投薬頻度は、通常、週に約１回から３ヶ月に約１回までの範囲で
あり、より一般的には２週に約１回から１０週に約１回まで、例えば、４～８週に１回で
ある。
【００５４】
　本発明の製剤は、１回で、または一連の治療で患者に適切に投与し、かつ診断後いつの
時点でも、患者に投与してよく、単独の治療として、または本明細書に記述したように、
症状の治療に有用な他の薬剤または治療と併用して投与してもよい。
【００５５】
　予防療法では、一般的には、本発明の製剤を１ヶ月に１回から２～３ヶ月に１回、また
はより低頻度で投与することを含む。
【００５６】
　ＡＣＺ８８５を含む本発明の製剤を、好ましくは静注経路、皮下経路または筋注経路で
投与するのが好ましい。このような目的のために、注射器を使用してその製剤を注入して
もよい。例えば、ＡＣＺ８８５を含む製剤を、自動注入装置、無菌のパッケージに任意で
詰められてもよい通常の注射器、安全装置を任意で備えた注射器を使用して投与する。マ
イクロ針およびリザーバー型被覆パッチも適切な投与デバイスとして考えられる。
【００５７】
　本発明の製剤をＩＬ－１βに対する抗体、すなわちＡＣＺ８８５での治療が必要な哺乳
類、好ましくはヒトに既知の方法、例えば、急速静注、またはある期間にわたる持続静注
により、筋肉内、腹腔内、大脳脊髄内、皮下、関節内、滑液内、くも膜下腔内、経口、局
所、または吸入経路によって投与してもよい。
【００５８】
　生体内投与に使用される製剤は無菌でなければならない。凍結乾燥および再構成前、ま
たは後で、ろ過滅菌膜によりろ過することで、容易に無菌にできる。あるいは、抗体以外
の成分を、例えば約１２０℃で約３０分オートクレーブすることにより、全混合物を無菌
にできる。
【００５９】
　ＡＣＺ８８５を含む本発明の製剤は、成人性リウマチ性関節炎（ＲＡ）、若年性関節リ
ウマチ（ＳＪＩＡ、ｐＪＩＡ）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、ＣＡＰＳ、マックル－
ウェルズ症候群（ＭＷＳ）、変形関節炎（ＯＡ）、および潜在的２型糖尿病および痛風の
治療中に皮下投与により投与されるのが好ましい。
【００６０】
　本発明はさらに、輸液で再構成製剤を希釈することにより得られる等張の液剤を提供す
る。
【００６１】
　治療という用語は、治療的な処置、および予防または再発防止手段の両方を指す。
【００６２】
　治療の対象となる哺乳類という用語は、哺乳類に分類されるあらゆる動物を指し、ヒト
、イヌ、ウマ、ネコ、ウシ等の家畜、および動物園、スポーツ、またはペット用の動物を
含む。哺乳類はヒトであることが好ましい。
【００６３】
　疾患は、ＩＬ－１βに対する抗体での治療が有益なあらゆる症状である。これには、哺
乳類において、問題の疾患の素因となる病態を含む慢性型および急性型の疾患または疾病
が含まれる。本明細書において治療されるべき疾患の非限定的な例には上述の疾病および
疾患が含まれる。
【００６４】
　治療上有効量は、少なくとも、特定の疾患における測定可能な好転または予防をもたら
すために要求される、最低濃度である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】４０℃で４週間貯蔵した後のＡＣＺ８８５製剤に対するＲＰ－ＨＰＬＣ（上）お
よびＳＥＣ（下）で得られた結果の概要を示す図である。
【図２】４０℃で４週間貯蔵した後のＡＣＺ８８５製剤の相対力価に関して得られた結果
の概要を示す図である。
【実施例】
【００６６】
　液剤の調製およびその凍結乾燥
　再構成および続く希釈後の点滴静脈投与および再構成後の皮下投与の両方が可能である
ＡＣＺ８８５製剤を開発する。
【００６７】
　異なった４つの緩衝系（クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、およびリン酸
ナトリウム／リン酸カリウム緩衝系、濃度は各々４０ｍＭ）を選択し、ＡＣＺ８８５製剤
に対する適合性を検査した。
【００６８】
　振とうおよび凍結解凍周期をストレス試験として使用し、タンパク質凝集に関する適合
性について緩衝系をランク付けした。
【００６９】
　表１に示すように、ヒスチジンまたはクエン酸塩緩衝剤をｐＨ５．０～７の範囲で使用
すると、タンパク質凝集を最も効率的に防げた。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　０．５単位でｐＨを増加させて３．５～８．０のｐＨ範囲を調査した。図１に示すよう
に、４０℃で４週間貯蔵した後、６．２～６．８の異なるｐＨが、異なる分析技術を適用
した結果に基づき、最適であると結論づけられた。
【００７２】
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【表２】

【００７３】
　ヒスチジンおよびクエン酸塩の緩衝剤試料の結果は類似していた。クエン酸塩緩衝剤は
、投与後の痛覚が増加したため、皮下製剤にはふさわしくない可能性がある。したがって
、ヒスチジンは皮下適用に関してクエン酸塩よりも好ましい可能性がある。
【００７４】
　適切な緩衝系の選択後に、タンパク質凝集への安定剤の影響を調べた。スクロース、グ
リシン、マンニトール、ソルビトールまたはトレハロースを含む製剤を、５℃および４０
℃で６週間および１６週間貯蔵した後に分析した。黄色の呈色が、４０℃で貯蔵されたス
クロースを含む製剤で認められたが、これはおそらくタンパク質のアミノ基またはヒスチ
ジンと還元糖との間のマイヤール反応が原因である。スクロースまたはマンニトールを含
む製剤を、凍結乾燥および再構成製剤用に選択した。マンニトールを含んでいる製剤を液
剤用に選択した。
【００７５】
　本発明の製剤の物理的－化学的安定性に対する界面活性剤の濃度の影響を評価するため
にさらなる調査を行った。下記の微粒子状物質データは、界面活性剤を含まない製剤に対
して最高値を示し、Ｔｗｅｅｎが試料の物理安定度に有益であることを示した。０．１０
％Ｔｗｅｅｎ濃度の微粒子状物質データが、低濃度と比較して高くなる傾向がある。
【００７６】

【表３】

【００７７】
　液剤の試料は、ＡＣＺ８８５を１５０ｍｇ／ｍＬ、ヒスチジンを２０ｍＭ、マンニトー
ルを２７０ｍＭ、０．０４％（ｍ／ｖ）のＴｗｅｅｎ８０を含み、ｐＨ６．５であるが、
これを５℃、２５℃および４０℃で２４ヶ月まで貯蔵した。５℃では、多量の可溶性およ
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子アッセイを使用して測定した生物活性は、７０～１２５％の間であった。これらのデー
タ（表４～６を参照）は、検査した製剤が、安定して２４ヶ月間貯蔵できたことを示す。
【００７８】
【表４】

【００７９】
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【表５】

【００８０】



(15) JP 2018-168158 A 2018.11.1

10

20

30

40

50

【表６】

【００８１】
　凍結乾燥した製剤の再構成
　本発明によるＡＣＺ８８５の液剤は凍結乾燥に適している。凍結乾燥は、調剤の技術分
野においてよく知られている通常の条件下で行うことができる。グリシン等の増量剤は、
凍結乾燥剤に重量および視感度を付加するために含まれていてもよい。
【００８２】
　抗体、緩衝剤１０～４０ｍＭ、安定剤および界面活性剤を混合した後、その製剤を凍結
乾燥させる。
【００８３】
【表７】

【００８４】
　再構成は一般的には完全な水和反応を確実とするために１５～２５℃の温度で起こる。
凍結乾燥物は滅菌水で再構成する。
【００８５】
　再構成後の目標濃度は、１５０ｍｇ／ｍｌであり、各製剤は凍結乾燥されており水で元
に戻される。
【００８６】
　安定性
　異なった製剤を、２～８℃、２５℃および４０℃で３ヶ月の間貯蔵する。
【００８７】
　凍結乾燥および貯蔵に伴う凝集をタンパク質の安定性の指標として使用する。
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　レポーター遺伝子アッセイ
　ＡＣＺ８８５の生物学的活性を、遺伝子改変した細胞株を使用して、レポーター遺伝子
アッセイで測定した。この細胞株はヒト胎児由来腎臓細胞由来であり、プロモーターＮＦ
－カッパｂ（ＩＬ－１β反応プロモーター）をルシフェラーゼ遺伝子の上流に融合し、リ
ポーターコンストラクトを安定的に形質移入した。
【００８９】
　形質移入はネオマイシン耐性遺伝子の同時導入により行った。この細胞株において、Ｉ
Ｌ－１βへの曝露により、用量依存的にルシフェラーゼの発現が刺激された。
【００９０】
　ＩＬ－１βの定型的な、サブ極量への計量的な量のＡＣＺ８８５の添加は、１８時間ま
での潜伏期間中にルシフェラーゼの発現の減少を引き起こした。インキュベーション時間
の終わりに、細胞可溶化物における酵素活性に基づいて、ルシフェラーゼの量を定量した
。ルシフェラーゼは、化学発光生成物であるオキシルシフェリンへの基質ルシフェリンの
変換を触媒した。次いで、結果のグロー型化学発光を適切なルミノメーターで測定した。
【００９１】
　ルシフェラーゼ活性のＩＬ－１β依存型誘導を阻害する能力をＡＣＺ８８５標準試料の
能力と比較して、ＡＣＺ８８５試験サンプルの生物学的効力を測定した。タンパク含有量
に基づいて試料および標準物質を正規化した。次いで、欧州薬局方によって平行線検定を
使用して、相対力価を算出した。最終結果を、標準試料と比較した試料の相対力価（パー
セントで表示）で表した。
【００９２】
　試薬と緩衝剤
　細胞培養液ＭＥＭ＋Ｅａｒｌｅ塩＋Ｌ－グルタミンの基本培地
　熱失活させ、マイコプラズマをスクリーニングしたウシ胎児血清（ＦＣＳ）
　ジェネテシン
　酵素不含、ＰＢＳベースの細胞解離緩衝液
　アッセイ用基本培地　ＯｐｔｉＭＥＭ－Ｉ＋ＧｌｕｔａＭＡＸ－Ｉ
　グロー型化学発光用のルシフェラーゼ基質
　組換えインターロイキン－１ベータ（ＩＬ－１β）
【００９３】
　アッセイプロシージャステップ：
（１）標準試料および試験サンプルの様々な濃度を４００ｎｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５の出
発溶液から１：２の希釈を数回実施して調製した。
（２）アッセイ培地で再懸濁した２×１０４細胞を９６ウェルのマイクロタイタープレー
トの各ウェルに添加した。
（３）アッセイをＩＬ－１ベータ溶液の添加により開始した。加湿したＣＯ２インキュベ
ーターにおけるインキュベーションは最大１８時間であった。
（４）インキュベーション後、すべてのウェルにルシフェラーゼ基質溶液を添加した。プ
レートを遮光してさらに１０分間インキュベートし、各ウェルのルミネセンスを適切なマ
イクロタイタープレートルミネセンスリーダによって測定した。
（６）試料の非加重平均相対力価を、少なくとも２つの独立した実験からＥＰによる平行
線評価を使用して算出した。
【００９４】
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【表８】

【００９５】
　製剤３が最も凝集量が低かった。製剤１および３は、貯蔵中、本来の生物学的活性の約
９０～１０５％の活性を示した。
【００９６】
　製剤の投与
　ＡＣＺ８８５の適切な用量（つまり治療上効果的な量）は、例えば治療されるべき症状
、症状の重症度および経過、ＡＣＺ８８５の投与が予防目的か治療目的か、以前の治療、
患者の病歴、およびＡＣＺ８８５に対する反応、ならびに主治医の慎重さに依存する。
【００９７】
　ＡＣＺ８８５　Ｈ鎖可変領域 配列番号１
ATGGAGTTTGGGCTGAGCTGGGTTTTCCTCGTTGCTCTTTTAAGAGGTGTCCAGTGTCAG-19 M E F G L S W V 
F L V A L L R G V Q C Q-1 
GTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCGTGGTCCAGCCTGGGAGGTCCCTGAGACTCTCC V Q L V E S G G G V
 V Q P G R S L R L S-21 
TGTGCAGCGTCTGGATTCACCTTCAGTGTTTATGGCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCA C A A S G F T F S V
 Y G M X W V R Q A P-41 
GGCAAGGGGCTGGAGTGGGTGGCAATTATTTGGTATGATGGAGATAATCAATACTATGCA G K G L E W V A 1 1
 W Y D G D N Q Y Y A-61 
GACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAATTCCAAGAACACGCTGTATCTG D S V K G R F T 1 S
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 R D N S K N T L Y L-81 
CAAATGAACGGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTATTGTGCGAGAGATCTTAGG Q M N G L R A E D T
 A V Y Y C A R D L R-101 
ACTGGGCCTTTTGACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTC T G P F D Y W G Q G T L V T V
 S S-118 
【００９８】
　ＡＣＺ８８５　Ｌ鎖可変領域 配列番号２
ATGTTGCCATCACAA.CTCATTGGGTTTCTGCTGCTCTGGGTTCCAGCCTCCAGGGGTGAA-19
M L P S Q L I G F L L L W V P A S R G E-1 
ATTGTGCTGACTCAGTCTCCAGACTTTCAGTCTGTGACTCCAAAGGAGAAAGTCACCATC 1 V L T Q S P D F Q
 S V T P K E K V T 1-21 
ACCTGCCGGGCCAGTCAGAGCATTGGTAGTAGCTTACACTGGTACCAGCAGAAACCAGAT T C R A S Q S 1 G S
 S L H W Y Q Q K P D-41 
CAGTCTCCAAAGCTCCTCATCAAGTATGCTTCCCAGTCCTTCTCAGGGGTCCCCTCGAGG Q S P K L L I K Y A
 S Q S P S G V P S R-61 
TTCAGTGGCAGTGGATCTGGGACAGATTTCACCCTCACCATCAATAGCCTGGAAGCTGAA F S G S G S G T D F
 T L T I N S L E A E-81 
GATGCTGCAGCGTATTACTGTCATCAGAGTAGTAGTTTACCATTCACTTTCGGCCCTGGG D A A A Y Y C H Q 5
 S S L P F T F G P G-101 ACCAAAGMGATATCAAA-107 T K V D I K

【図１】 【図２】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規の医薬製剤、特に活性成分がヒトインターロイキンＩベータ（ＩＬ－１
β）に対するヒト抗体を含む新規の医薬製剤、特にＷＯ２００２／０１６４３６に記述さ
れた抗体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　他のタンパク質治療薬と同様、抗体は複雑な分子であり、一般に、医薬製剤では、哺乳
類、特にヒトでの治療上有効量を得るために、大量の抗体を使用しなければならない。タ
ンパク質治療薬の液剤は、タンパク質治療薬の生物学的活性を損なわず保存すべきであり
、製造中および有効期限中におけるタンパク質治療薬の官能基の分解を防ぐべきである。
タンパク質の分解経路は化学的な不安定性または物理的な不安定性が関与し得る。
【０００３】
　初期には、タンパク質治療製剤の不安定性に関する問題を解決するために、医薬品を凍
結乾燥し、投与の直前、または少し前に再構成する方法が提案されていた。しかしながら
、再構成された製剤は、有効な治療効果を有する安全な製剤をもたらすために、再現可能
で、安定しており、生理的に活性であることが求められる。
【０００４】
　簡便に用いるため、タンパク質治療薬、すなわち抗体の液体医薬製剤は、長期的に安定
しており、安全かつ有効量の医薬品化合物を含んでいるべきである。
【０００５】
　タンパク質治療薬の液剤において、長年にわたって大きな問題となっているのは、タン
パク質分子が物理的に互いに付着する、凝集の問題であり、例えば、望ましくない免疫反
応を示し得る不透明な不溶物または沈澱物の形成につながる。さらに、凝集体の形成によ
り引き起こされる大きな問題は、投与中に、製剤が注射器またはポンプを詰まらせ、患者
にとって危険となる可能性があることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、タンパク質治療薬、特に、長期的に安定しており、高い抗体濃度でも凝集
がない抗体を含む製剤が必要である。本発明は、抗体を含み、タンパク質凝集が無く、安
定していて、粘性が十分に低く、したがって、哺乳類、特にヒト対象への投与に適する新
規の製剤を提供することにより、上で特定された要求に取り組む。
【０００７】
　インターロイキン－１β（ＩＬ－１ベータまたはＩＬ－１βまたはインターロイキン－
１βは本明細書において同じ意味である）は広範囲にわたり免疫性および炎症性の応答を
仲介する強力な免疫調節物質である。ＩＬ－１βの不適切な、または過剰な生産は、各種
疾病および疾患の病態、例えば敗血症、敗血性または内毒素性ショック、アレルギー、喘
息、骨減少症、虚血、脳卒中、関節リウマチ、および他の炎症性障害に関連する。ＩＬ－
１を媒介とした疾病および疾患の治療に使用するためにＩＬ－１βに対する抗体が提案さ
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れており、例えば、ＷＯ９５／０１９９７およびその導入における議論、ならびにＷＯ０
２／１６４３６を参照されたい。これらの内容を参照して組み込む。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の製剤に特に好ましいＩＬ－１βに対する抗体は、以下に配列番号１および配列
番号２で示されるＡＣＺ８８５抗体または、Ｆ（ａｂ）２、Ｆａｂ、ｓｃＦｖ、ＶＨドメ
イン、ＣＤＲ等の、抗原への親和性を保持するＡＣＺ８８５抗体の機能性フラグメントで
ある。
【０００９】
　本発明の目的は、安定して貯蔵、送達できる抗体製剤を提供することである。本発明に
よれば、安定的な製剤はその中の抗体が、貯蔵中にその物理的および化学的な安定性およ
び完全性を実質的に保持する製剤である。例えば、凍結乾燥および貯蔵、または液剤では
貯蔵に伴う、産物関連物質および産物由来不純物の範囲は約２～５％であり、好ましくは
２～３％である。生物活性アッセイを使用して、抗体製剤の安定性を測定してもよく、貯
蔵中の生物活性は本来の活性の約８０～１２５％である。貯蔵中の本発明の製剤における
抗体の生物活性は、レポーター遺伝子アッセイで、以下の実施例において記述されるよう
な遺伝子改変の細胞株を使用して測定される。
【００１０】
　さらなる目的は、皮下投与に適した安定的な液状抗体製剤を提供することである。液剤
は、凍結乾燥およびその後の再構成にも適していることが好ましい。少なくとも、哺乳類
、特にヒト対象に投与される間安定している製剤を提供することも目的である。
【００１１】
　一般に、皮下注射用の医薬製剤を小容積（通常、最大で１．０ｍＬ～１．２ｍＬ）で使
用するのが好ましい。抗体、例えば高用量の抗体療法薬を含む製剤の場合には、皮下投与
には高濃度の抗体製剤（例えば、５０ｍｇ／ｍｌ～１５０ｍｇ／ｍｌまたはそれを上回る
）が要求される。高い抗体濃度が必要なため、抗体を含む製剤には、抗体の物理的および
化学的安定性、凝集体の形成、および抗体製剤の製造、貯蔵、および送達に伴う困難に関
連する課題がある。
【００１２】
　タンパク質製剤の粘度の増大は、患者への薬物送達を介しての、加工、例えば、液体の
加工可能性、例えば、高粘度であると、液剤はもはや困難なくして針のゲージを通過でき
なくなり、患者に不快感をもたらす原因となること；投与時間；自動注入器の使用可能度
との関連性においてマイナスである。さらに、適切な低粘性を有しながら比較的高濃度で
ある抗体製剤が容易に製造、貯蔵、および投与できることが前提条件として望まれている
。本明細書で用いられる用語「粘度」は、「動粘度」または「絶対粘度」であり得る。一
般に、動粘度はセンチストーク（ｃＳｔ）で表される。動粘度のＳＩ単位はｍｍ２／ｓで
あり、１ｃＳｔである。絶対粘度はセンチポアズ単位（ｃＰ）で表される。絶対粘度のＳ
Ｉ単位はミリパスカル秒（ｍＰａ－ｓ）であり、１ｃＰ＝１ｍＰａ－ｓである。
【００１３】
　したがって、本発明は、ＩＬ－１β抗体を含み、安定していて、高い抗体濃度でも粘性
が十分に低く凝集の無い製剤を提供する。
【００１４】
　液体医薬品の抗体製剤はあらかじめ定義された種々の特性を示すべきである。タンパク
質は、製造および貯蔵中に可溶性および不溶性の凝集体を形成しやすいことから、液剤医
薬品における主な関心事のうちの１つは、安定性である。さらに、様々な化学反応が溶液
において生じ（アミド分解、酸化、クリッピング(clipping)、異性化等）、分解産物レベ
ルの増加および／または生物活性の減失につながり得る。液体抗体製剤の有効期限は１８
ヶ月を超えることが好ましい。液体ＡＣＺ８８５製剤の有効期限は２４ヶ月を超えること
が最も好ましい。ＩＬ－１β抗体の有効期限および活性を実施例における生物活性アッセ
イにおいて定義するが、それらによる活性は、本来の活性の８０％および１２５％の間で
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保たれるべきである。
【００１５】
　抗体製剤、特にＡＣＺ８８５抗体製剤は、２～８℃で約３６～６０ヶ月の有効期限を示
すべきである。好ましくは、ＡＣＺ８８５液剤の有効期限は、２～８℃で約２４～３６ヶ
月を示すべきである。好ましくはＡＣＺ８８５凍結乾燥剤の有効期限は、２～８℃で最高
約６０ヶ月を示すべきである。
【００１６】
　通常、有効期限を決定する主要な要因は、副産物および分解産物の形成ならびに生物活
性の減失である。本発明の製剤はこれら望ましい安定レベルを達成する。
【００１７】
　物理的および化学的安定性が十分であることとは別に、製剤は皮下適用で許容可能なｐ
Ｈ値および重量オスモル濃度（２５０～５００ｍＯｓｍ／ｋｇ）であるべきである。しか
し、注射後、痛覚または灼熱感を感じる期間を顕著に長引かせることなく、高重量オスモ
ル濃度（最高１１００ｍＯｓｍ／ｋｇ）の製剤を皮下投与できると文献には報告されてい
る。抗体が高濃度であると、製剤の粘度および凝集もまた増大することが知られている。
本発明による適切な医薬製剤は、約１６ｍＰａｓ未満、好ましくは３～１６ｍＰａｓの粘
度を有し、３～１０ｍＰａｓが好ましい。
【００１８】
　本発明によれば、長期間の貯蔵の間抗体活性を保存するのに有利な特質を有しており、
高い抗体濃度にもかかわらず凝集を防ぎ、適切な粘度を有する、特に安定的な抗体製剤が
得られることが、驚くべきことに発見された。本発明はその最も広範な態様において、活
性成分としての抗体、ならびに緩衝系、安定剤および界面活性剤を含む医薬製剤（本発明
の製剤）を提供する。本発明の製剤は液体であるか、凍結乾燥されており、後で抗体濃度
が低い、同じ、または高い液剤に再構成させるのにも適している。再構成された製剤は、
製剤の抗体が、再構成された製剤内に分散するように、凍結乾燥物から調製された製剤で
ある。
【００１９】
　本発明は、活性成分としてのＩＬ－１βに対する抗体、および緩衝系を含む新規の製剤
に関し、製剤のｐＨ値は、５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましくは６．
２～６．８である。より具体的には、本発明は、活性成分としてＡＣＺ８８５抗体、およ
び緩衝系を含む新規の医薬製剤に関し、製剤のｐＨ値は、５．５～７．５、好ましくは５
．５～７、また好ましくは６．２～６．８である。
【００２０】
　本発明者らは、いまや、ｐＨが５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましく
は６．２～６．８である製剤を得ることができる緩衝系を使用して、安定的な製剤が調製
できることを発見した。特定の態様においてｐＨは上で列挙した中いずれのｐＨ値でもよ
く、例えば６．２、６．３、６．４、６．５、６．６、６．７および６．８である。
【００２１】
　本発明による好ましい緩衝系は、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、なら
びにリン酸ナトリウムおよび／またはリン酸カリウム緩衝系、および他の有機酸、または
無機酸、より好ましくはヒスチジンまたはクエン酸塩が挙げられ、最善の結果がヒスチジ
ンを使用して得られた。
【００２２】
　本発明による製剤に使用される適切な緩衝系の濃度は、例えば緩衝剤および製剤の望ま
れる安定性次第であるが、約１０ｍＭ～約５０ｍＭ、または約１０ｍＭ～約４０ｍＭであ
る。
【００２３】
　好ましい実施形態において、緩衝系はヒスチジンであり、ヒスチジンは、１０～５０ｍ
Ｍ、好ましくは１５～４０ｍＭ、また好ましくは２０～３０ｍＭの濃度で使用されること
が好ましい。
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【００２４】
　本発明の製剤は、さらに安定剤を含んでいても好ましい。本発明による安定剤はスクロ
ース、トレハロース、マンニトール、ソルビトールおよび塩酸アルギニンを含む。スクロ
ースまたはマンニトールを使用する場合、最善の結果が得られる。本発明による製剤に使
用された適切な安定剤の濃度は、約５０～３００ｍＭ、好ましくは１８０～３００ｍＭで
あり、最も好ましくは、スクロースまたはマンニトール約２７０ｍＭである。特定の態様
では、凍結乾燥および再構成された液剤は安定剤としてスクロースまたはマンニトールを
含む。別の特定の態様において液剤は安定剤としてマンニトールを含む。
【００２５】
　本発明の製剤はさらに、増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される
１つまたは複数の賦形剤を任意に含んでもよい。
【００２６】
　増量剤は、医薬製剤の嵩を増加させ、凍結乾燥形態における製剤の物理的構造の一因と
なる化合物である。本発明による適切な増量剤はマンニトール、グリシン、ポリエチレン
グリコールおよびソルビトールを含む。本発明による製剤に使用される増量剤の濃度は、
２０～９０ｍＭである。
【００２７】
　界面活性剤を使用すると、再構成されたタンパク質の凝集および／または再構成された
製剤における微粒子の形成を減少させることができる。添加された界面活性剤の量は、再
構成されたタンパク質の凝集を減少させ、再構成後の微粒子の形成を最小化できる量であ
る。
【００２８】
　本発明による適切な界面活性剤は、ポリソルベート（例えばポリソルベート２０または
８０）；ポロクサマー（例えばポロクサマー１８８）；トリトン；ドデシル硫酸ナトリウ
ム（ＳＤＳ）；ラウリル硫酸ナトリウム；オクチルグリコシドナトリウム；ラウリル－、
ミリスチル－、リノレイル－、またはステアリル－スルホベタイン、ラウリル－、ミリス
チル－、リノレイル－、またはステアリル－サルコシン、リノレイル－、ミリスチル－、
またはセチ－ルベタイン－、ラウロアミドプロピル－、コカミドプロピル－、リノルアミ
ドプロピル－、ミリスタミドプロピル－、パルミドプロピル－、またはイソステアルアミ
ドプロピル－ベタイン、（例えばラウロアミドプロピル）；ミリスタミドプロピル－、パ
ルミドプロピル－、またはイソステアルアミドプロピル－ジメチルアミン、ココイルメチ
ルタウリンナトリウム、またはメチルオレイルタウリン二ナトリウム、およびＭＯＮＡＱ
ＵＡＴ（登録商標）系（Ｍｏｎａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．，　Ｐａｔｅｒｓ
ｏｎ，　Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）、ポリエチルグリコール、ポリプロピルグリコール、お
よびエチレンおよびプロピレングリコールの共重合体（例えばＰｌｕｒｏｎｉｃｓ、ＰＦ
６８等）を含む。好ましい実施形態において、界面活性剤を、ポリソルベート２０および
ポリソルベート８０からなる群から選択してもよい。
【００２９】
　本発明による製剤に使用される界面活性剤の濃度は、製剤の約０．００１～０．５％、
または約０．００５～０．１０％であり、好ましくは０．０１～０．１０％、最も好まし
くは約０．０４～０．０６％容積重量である。界面活性剤を、あらかじめ凍結乾燥した製
剤、凍結乾燥製剤、および／または再構成製剤に所望により添加できるが、あらかじめ凍
結乾燥された製剤に添加するのが好ましい。
【００３０】
　任意で、保存剤を発明品の製剤に使用してもよい。本発明の製剤で使用される適切な保
存剤はオクタデシルジメチルベンジル塩化アンモニウム、塩化ヘキサメトニウム、ベンザ
ルコニウム塩化物（アルキル基が長鎖化合物であるアルキルベンジルジメチルアンモニウ
ム塩化物の混合物）、および塩化ベンゼトニウムを含む。他のタイプの保存剤は、フェノ
ール、ブチルおよびベンジルアルコール等の芳香族アルコール、メチルまたは、プロピル
パラベン、カテコール、レゾルシノール、シクロヘキサノール、３－ペンタノール、およ
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びｍ－クレゾール等のアルキルパラベンを含む。
【００３１】
　Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｙ、第２１版（２００５）またはＡｒｔ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｉｎｇ、第３版
（２００８）に記述されるような、他の薬学的に許容される担体、賦形剤または安定剤は
、製剤の望ましい特性に悪影響を及ぼさない条件で本発明の製剤に含まれてもよい。許容
される担体、賦形剤または安定剤は、使用用量および濃度で受容者に無毒であり、緩衝剤
、保存剤、共溶媒、アスコルビン酸とメチオニンを含む酸化防止剤、ＥＤＴＡ等のキレー
ト化剤、金属錯体（例えばＺｎ－タンパク質複合体）、ポリエステル等の生分解性高分子
、および／またはナトリウム等の塩形成対イオンをさらに含む。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、１つの態様において、抗体、好ましくはＩＬ－１βに対する抗体、最も好ま
しくはＡＣＺ８８５、および緩衝系を含む安定的な液体の、凍結乾燥した、または再構成
された製剤を提供し、十分に安定しており、凝集が最小であり、かつ粘性を許容可能な程
度に低くするために、液体または再構成製剤のｐＨは５．５～７．５、好ましくは５．５
～７、また好ましくは６．２～６．８である。本発明による製剤は凍結乾燥に適しており
、許容可能な期間、典型的には１０分未満で水で再構成できる。本発明はＩＬ－１βに対
する抗体、最も好ましくはＡＣＺ８８５抗体、および緩衝系を含む安定した再構成製剤を
提供し、再構成製剤は、抗体および緩衝系の凍結乾燥した混合物から調製され、再構成製
剤のｐＨは、５．５～７．５、好ましくは５．５～７、また好ましくは６．２～６．８で
あり、再構成時間は１０分未満である。安定した再構成製剤は、製剤中の抗体が、再構成
から使用するまでの期間、典型的には数時間から数日までの貯蔵期間中にその物理的およ
び化学的な安定性および完全性を本質的に保持する製剤である。
【００３３】
　さらなる実施形態において本発明は、（ａ）ＩＬ－１βに対する抗体、最も好ましくは
ＡＣＺ８８５抗体、および緩衝系を含む製剤を凍結乾燥するステップと；（ｂ）再構成溶
媒でステップ（ａ）の凍結乾燥した混合物を、再構成された製剤が安定するように再構成
するステップとを含む、製剤を調製する方法を提供する。
【００３４】
　ステップ（ａ）の製剤は、安定剤、および上で記述した増量剤、塩、界面活性剤および
保存剤を含む群から選択される１つまたは複数の賦形剤をさらに含んでもよい。
【００３５】
　再構成溶媒として、希釈した有機酸または水、すなわち滅菌水、注射用静菌水（ＢＷＦ
Ｉ）を使用してもよい。再構成溶媒は、水、つまり滅菌水、注射用静菌水（ＢＷＦＩ）、
または約５０～約１００ｍＭの量の酢酸、プロピオン酸、コハク酸、塩化ナトリウム、塩
化マグネシウム、塩化ナトリウムの酸性溶液、塩化マグネシウムの酸性溶液、アルギニン
の酸性溶液からなる群から選択してもよい。
【００３６】
　本発明はしたがって、
ａ）約１０～１５０ｍｇ／ｍｌの濃度で使用されるＩＬ－１βに対する抗体、好ましくは
ＡＣＺ８８５抗体と、
ｂ）約１０～５０ｍＭの濃度で使用でき、緩衝系のｐＨが、５．５～７．５、好ましくは
６．２～６．８の範囲内の任意のｐＨ値である緩衝系、好ましくはクエン酸塩、ヒスチジ
ン、コハク酸ナトリウム、またはリン酸ナトリウムおよび／もしくはリン酸カリウム緩衝
系、最も好ましくはヒスチジン緩衝系とを含み、任意で、
ｃ）約５０～３００ｍＭの濃度の安定剤、好ましくはスクロース、トレハロース、マンニ
トール、ソルビトール、または塩酸アルギニン、最も好ましくはスクロースまたはマンニ
トール、任意で、
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ｄ）さらに増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される賦形剤、を含む
医薬製剤を提供する。
【００３７】
　本発明のある実施形態では、増量剤（例えばマンニトールまたはグリシン）をあらかじ
め凍結乾燥した製剤の調製に使用する。増量剤により、過剰なポケットがない均一な凍結
乾燥ケーキの生成が可能となり得る。
【００３８】
　本発明の好ましい液剤は、マンニトールを１０～１５０ｍｇ／ｍｌ、２７０ｍＭ、ヒス
チジンを２０ｍＭおよびポリソルベート８０を０．０４％の濃度で、ＡＣＺ８８５を含む
製剤を提供し、製剤のｐＨは６．５である。
【００３９】
　本発明の好ましい再構成製剤は、再構成された形態で、スクロースを１０～１５０ｍｇ
／ｍｌ、２７０ｍＭ、ヒスチジンを３０ｍＭおよびポリソルベート８０を０．０６％の濃
度で、ＡＣＺ８８５を含む再構成製剤を産生する凍結乾燥剤を提供し、製剤のｐＨは６．
５である。
【００４０】
　本発明はさらに、ＩＬ－１βに対する抗体、最も好ましくはＡＣＺ８８５での治療を必
要とする疾患を有する哺乳類、特にヒト対象に、本明細書に開示された治療上有効な量の
再構成製剤を投与することを含む、哺乳類、特にヒト対象を治療する方法を提供する。例
えば、その製剤を皮下に投与してもよい。
【００４１】
　本発明の製剤はＩＬ－１が媒介する疾病または医学上の状態、例えば炎症性の症状、ア
レルギーおよびアレルギー性疾患、過敏症状、自己免疫病、重度の感染症、ならびに臓器
移植または組織移植の拒絶反応の予防および治療に有用である。
【００４２】
　本発明の目的は、ＩＬ－１が媒介する疾患または医学上の状態の治療に本発明の製剤を
使用することである。
【００４３】
　例えば、本発明の製剤は、移植片拒絶または異種移植片拒絶反応を含む心臓、肺、心肺
同時、肝臓、腎臓、すい臓、皮膚または角膜の移植の移植患者の治療、ならびに骨髄移植
、および臓器移植に関した動脈硬化に伴うような、移植片対宿主病の予防に使用し得る。
【００４４】
　本発明の製剤は、自己免疫病、および炎症性疾患の治療、予防、または回復に特に有用
であり、特に関節炎（例えばリウマチ性関節炎、慢性進行性関節炎および変形性関節炎）
等の自己免疫性成分などが病因の炎症性疾患、炎症性疾患を含むリウマチ性疾患、骨減少
症、炎症性疼痛、過敏症（気道過敏症および皮膚過敏症の両方を含む）およびアレルギー
が関与するリウマチ性疾患に有用である。本発明の製剤を使用し得る特定の自己免疫疾患
には、自己免疫性の血液疾患（例えば溶血性貧血、再生不良性貧血、真正赤血球性貧血お
よび特発性血小板減少症を含む）、全身性紅斑性狼瘡、多発性軟骨炎、皮膚硬化症、ヴェ
グナー肉芽腫症、皮膚筋炎、慢性活動性肝炎、重症筋無力症、乾せん、スティーヴン・ジ
ョンソン症候群、特発性スプルー、自己免疫性炎症性腸疾患（例えば潰瘍性大腸炎、クロ
ーン病および過敏性大腸症候群を含む）、内分泌性眼障害、グレーヴス病、サルコイドー
シス、多発性硬化症、原発性胆汁性肝硬変、若年性糖尿病（１型糖尿病）、ブドウ膜炎（
前部および後部）、乾性角結膜炎および春季角結膜炎、間質性肺線維症、乾せん性関節炎
、ならびに糸球体腎炎（ネフローゼ症候群、例えば、特発性ネフローゼ症候群または微小
変化型ネフローゼを伴う、および伴わない）がある。
【００４５】
　また、本発明の製剤は、喘息、気管支炎、塵肺、肺気腫、および他の気道閉塞性または
気道炎症性疾患の治療、予防、または回復に有用である。
【００４６】
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　本発明の製剤は、ＩＬ－１が媒介する、またはＩＬ－１の産生、特にＩＬ－１β、また
はＩＬ－１によるＴＮＦ放出の促進が関与する望ましくない急性および超急性の炎症反応
、例えば急性感染、例えば敗血症ショック（例えば、内毒素性ショックおよび成人型呼吸
窮迫症候群）、脳膜炎、肺炎、および重度の熱傷の治療に有用であり、感染、がん、また
は臓器不全による病的なＴＮＦ放出に関連した悪液質または消耗性症候群、特にＨＩＶ感
染に関連する、または付随するＡＩＤＳ関連悪液質の治療に有用である。
【００４７】
　本発明の製剤は、変形関節炎、骨粗しょう症、および他の炎症性の関節炎疹等の骨代謝
疾患、ならびに加齢性骨減少等の一般の骨減少症、特に歯周疾患の治療に特に有用である
。
【００４８】
　本発明の製剤は、哺乳類等の、特にヒトの患者における自己炎症性症候群の予防および
治療に有用である。本発明によれば、自己炎症性症候群は、限定されるものではないが、
例えば、炎症の再発を特徴とする遺伝性疾患の群であり、これは、高力価の自己抗体また
は抗原特異的Ｔ細胞が欠如している自己免疫疾患とは対照的である。さらに、本発明によ
れば、自己炎症性症候群では、ＩＬ－１ベータ分泌の増加（前記疾病において変異してい
ると考えられるパイリンの負の調節的役割の減失）、ＮＦｋＢ活性化、および白血球のア
ポトーシス障害が見られる。本発明によれば、自己炎症性症候群には、マックル－ウェル
ズ症候群（ＭＷＳ）、ＬＡＤＡ（成人潜在性自己免疫性糖尿病）、家族性寒冷自己炎症症
候群（ＦＣＡＳ）、クリオピリン関連周期性症候群（ＣＡＰＳ）、新生児期発症多臓器性
炎症性疾患（ＮＯＭＩＤ）、慢性乳児期発症神経皮膚関節症候群（ＣＩＮＣＡ）、家族性
地中海熱（ＦＭＦ）、ならびに／または全身型若年性特発性関節炎（ＳＪＩＡ）等のある
種の若年性関節炎、全身型若年性特発性関節リウマチ等のある種の若年性関節リウマチ、
および／もしくは、ある種の成人性関節リウマチがある。
【００４９】
　本発明の製剤は、若年性関節リウマチおよび成人性関節リウマチ、ならびに／またはマ
ックル－ウェルズ症候群の予防および治療に有用であることが好ましい。
【００５０】
　本発明の製剤はまた、２型糖尿病の治療に有用であり得、臨床および前臨床研究により
、ＩＬ－１遮断によって膵島機能が向上することが示されている。本発明の製剤はまた、
網膜症、創傷治癒、血管疾患、（ステント術または血管形成後の動脈再狭窄を含む）、腎
機能障害、慢性腎疾患、および代謝異常症候群および肥満症等の様々な糖尿病関連の病態
の治療に有用である。本発明の製剤はまた、偏頭痛、滑膜炎、痛風、仮性痛風／痛風性関
節炎、または軟骨石灰化、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、人工呼吸誘発肺損傷、様々な
疼痛症状、例えばモルヒネ抵抗性疼痛、神経障害性疼痛、早産疼痛、椎間板性疼痛、炎症
性疼痛、頭痛、または偏頭痛の治療に有用であり得る。ＩＬ－１ベータは痛覚に関与し、
神経性シグナルを増幅する。さらに、本発明の製剤は、アテローム動脈硬化、急性腎仙痛
、胆石仙痛、またはこれら疾患に関した疼痛の治療に有用である。
【００５１】
　本発明の製剤は、ＩＬ－１ベータが主要なサイトカインである、周期熱症候群：家族性
地中海熱（ＦＭＦ）、腫瘍壊死因子受容体関連周期熱症候群（ＴＲＡＰＳ）、メバロン酸
キナーゼ関連周期熱症候群と呼ばれる、高免疫グロブリンＤ症候群（ＨＩＤＳ）、家族性
寒冷自己炎症症候群、および周期性発熱アフタ性口内炎咽頭炎リンパ節炎（ＰＦＡＰＡ）
症候群の治療に有用であり得る。ＩＬ－１ベータが主要なサイトカインであり、本発明に
従って、本発明の製剤で治療できる他の疾患には、抗合成酵素症候群、マクロファージ活
性化症候群ＭＡＳ、ベーチェット病、ブラウ症候群、ＰＡＰＡ症候群、シュニッツラー症
候群、スイート症候群がある。本発明のＩＬ－１ベータリガンド－受容体遮断およびＩＬ
－１ベータ化合物を、巨細胞動脈炎（ＧＣＡ）、ヘノッホ－シェーンライン紫斑、原発性
全身性血管炎、川崎病（粘膜皮膚リンパ節症候群）、高安動脈炎、結節性動脈周囲炎、本
態性クリオグロブリン血管炎、顕微鏡的多発性血管炎（ＭＰＡ）およびチャーグ－ストラ
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ウス症候群（ＣＳＳ）、じんま疹様血管炎の治療に使用してもよい。さらに、本発明の製
剤は、サルコイドーシス、天疱瘡、強直性脊椎炎、アルツハイマー病、アミロイド症、続
発性アミロイドーシスおよび成人スティル病（ＡＯＳＤ）のような自己免疫疾患の治療に
有用である。
【００５２】
　本発明の製剤を、ＨＬＡ－Ｂ２７関連疾患、限定されるものではないが、例えば乾せん
、強直性脊椎炎、ライター病および腸炎性関節炎を治療するために使用してもよい。本発
明によれば、ＩＬ－１ベータ化合物を、リウマチ熱、リウマチ性多発筋痛および巨細胞動
脈炎の治療に使用してもよい。最後に、本発明の製剤を感染、特に細菌感染およびウイル
ス感染、より詳細には、限定されるものではないが、例えば、血行性骨髄炎、感染性関節
炎、結核性関節炎等、関節炎の症状または観察に関連した細菌感染を治療するために使用
してもよい。
【００５３】
　上記の適応症に対する適切な用量は、例えば、使用されるＩＬ－１βに対する特定の抗
体、宿主、投与の方法および治療されている症状の性質および重症度により変わるであろ
う。予防的利用のための投薬頻度は、通常、週に約１回から３ヶ月に約１回までの範囲で
あり、より一般的には２週に約１回から１０週に約１回まで、例えば、４～８週に１回で
ある。
【００５４】
　本発明の製剤は、１回で、または一連の治療で患者に適切に投与し、かつ診断後いつの
時点でも、患者に投与してよく、単独の治療として、または本明細書に記述したように、
症状の治療に有用な他の薬剤または治療と併用して投与してもよい。
【００５５】
　予防療法では、一般的には、本発明の製剤を１ヶ月に１回から２～３ヶ月に１回、また
はより低頻度で投与することを含む。
【００５６】
　ＡＣＺ８８５を含む本発明の製剤を、好ましくは静注経路、皮下経路または筋注経路で
投与するのが好ましい。このような目的のために、注射器を使用してその製剤を注入して
もよい。例えば、ＡＣＺ８８５を含む製剤を、自動注入装置、無菌のパッケージに任意で
詰められてもよい通常の注射器、安全装置を任意で備えた注射器を使用して投与する。マ
イクロ針およびリザーバー型被覆パッチも適切な投与デバイスとして考えられる。
【００５７】
　本発明の製剤をＩＬ－１βに対する抗体、すなわちＡＣＺ８８５での治療が必要な哺乳
類、好ましくはヒトに既知の方法、例えば、急速静注、またはある期間にわたる持続静注
により、筋肉内、腹腔内、大脳脊髄内、皮下、関節内、滑液内、くも膜下腔内、経口、局
所、または吸入経路によって投与してもよい。
【００５８】
　生体内投与に使用される製剤は無菌でなければならない。凍結乾燥および再構成前、ま
たは後で、ろ過滅菌膜によりろ過することで、容易に無菌にできる。あるいは、抗体以外
の成分を、例えば約１２０℃で約３０分オートクレーブすることにより、全混合物を無菌
にできる。
【００５９】
　ＡＣＺ８８５を含む本発明の製剤は、成人性リウマチ性関節炎（ＲＡ）、若年性関節リ
ウマチ（ＳＪＩＡ、ｐＪＩＡ）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、ＣＡＰＳ、マックル－
ウェルズ症候群（ＭＷＳ）、変形関節炎（ＯＡ）、および潜在的２型糖尿病および痛風の
治療中に皮下投与により投与されるのが好ましい。
【００６０】
　本発明はさらに、輸液で再構成製剤を希釈することにより得られる等張の液剤を提供す
る。
【００６１】
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　治療という用語は、治療的な処置、および予防または再発防止手段の両方を指す。
【００６２】
　治療の対象となる哺乳類という用語は、哺乳類に分類されるあらゆる動物を指し、ヒト
、イヌ、ウマ、ネコ、ウシ等の家畜、および動物園、スポーツ、またはペット用の動物を
含む。哺乳類はヒトであることが好ましい。
【００６３】
　疾患は、ＩＬ－１βに対する抗体での治療が有益なあらゆる症状である。これには、哺
乳類において、問題の疾患の素因となる病態を含む慢性型および急性型の疾患または疾病
が含まれる。本明細書において治療されるべき疾患の非限定的な例には上述の疾病および
疾患が含まれる。
【００６４】
　治療上有効量は、少なくとも、特定の疾患における測定可能な好転または予防をもたら
すために要求される、最低濃度である。
【実施例】
【００６５】
　液剤の調製およびその凍結乾燥
　再構成および続く希釈後の点滴静脈投与および再構成後の皮下投与の両方が可能である
ＡＣＺ８８５製剤を開発する。
【００６６】
　異なった４つの緩衝系（クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、およびリン酸
ナトリウム／リン酸カリウム緩衝系、濃度は各々４０ｍＭ）を選択し、ＡＣＺ８８５製剤
に対する適合性を検査した。
【００６７】
　振とうおよび凍結解凍周期をストレス試験として使用し、タンパク質凝集に関する適合
性について緩衝系をランク付けした。
【００６８】
　表１に示すように、ヒスチジンまたはクエン酸塩緩衝剤をｐＨ５．０～７の範囲で使用
すると、タンパク質凝集を最も効率的に防げた。
【００６９】
【表１】

【００７０】
　０．５単位でｐＨを増加させて３．５～８．０のｐＨ範囲を調査した。図１に示すよう
に、４０℃で４週間貯蔵した後、６．２～６．８の異なるｐＨが、異なる分析技術を適用
した結果に基づき、最適であると結論づけられた。
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【００７１】
【表２】

【００７２】
　ヒスチジンおよびクエン酸塩の緩衝剤試料の結果は類似していた。クエン酸塩緩衝剤は
、投与後の痛覚が増加したため、皮下製剤にはふさわしくない可能性がある。したがって
、ヒスチジンは皮下適用に関してクエン酸塩よりも好ましい可能性がある。
【００７３】
　適切な緩衝系の選択後に、タンパク質凝集への安定剤の影響を調べた。スクロース、グ
リシン、マンニトール、ソルビトールまたはトレハロースを含む製剤を、５℃および４０
℃で６週間および１６週間貯蔵した後に分析した。黄色の呈色が、４０℃で貯蔵されたス
クロースを含む製剤で認められたが、これはおそらくタンパク質のアミノ基またはヒスチ
ジンと還元糖との間のマイヤール反応が原因である。スクロースまたはマンニトールを含
む製剤を、凍結乾燥および再構成製剤用に選択した。マンニトールを含んでいる製剤を液
剤用に選択した。
【００７４】
　本発明の製剤の物理的－化学的安定性に対する界面活性剤の濃度の影響を評価するため
にさらなる調査を行った。下記の微粒子状物質データは、界面活性剤を含まない製剤に対
して最高値を示し、Ｔｗｅｅｎが試料の物理安定度に有益であることを示した。０．１０
％Ｔｗｅｅｎ濃度の微粒子状物質データが、低濃度と比較して高くなる傾向がある。
【００７５】
【表３】

【００７６】
　液剤の試料は、ＡＣＺ８８５を１５０ｍｇ／ｍＬ、ヒスチジンを２０ｍＭ、マンニトー
ルを２７０ｍＭ、０．０４％（ｍ／ｖ）のＴｗｅｅｎ８０を含み、ｐＨ６．５であるが、
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これを５℃、２５℃および４０℃で２４ヶ月まで貯蔵した。５℃では、多量の可溶性およ
び不溶性の凝集体は両方とも検出できなかった。以下に記述するように、レポーター遺伝
子アッセイを使用して測定した生物活性は、７０～１２５％の間であった。これらのデー
タ（表４～６を参照）は、検査した製剤が、安定して２４ヶ月間貯蔵できたことを示す。
【００７７】
【表４】

【００７８】
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【表５】

【００７９】
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【表６】

【００８０】
　凍結乾燥した製剤の再構成
　本発明によるＡＣＺ８８５の液剤は凍結乾燥に適している。凍結乾燥は、調剤の技術分
野においてよく知られている通常の条件下で行うことができる。グリシン等の増量剤は、
凍結乾燥剤に重量および視感度を付加するために含まれていてもよい。
【００８１】
　抗体、緩衝剤１０～４０ｍＭ、安定剤および界面活性剤を混合した後、その製剤を凍結
乾燥させる。
【００８２】
【表７】

【００８３】
　再構成は一般的には完全な水和反応を確実とするために１５～２５℃の温度で起こる。
凍結乾燥物は滅菌水で再構成する。
【００８４】
　再構成後の目標濃度は、１５０ｍｇ／ｍｌであり、各製剤は凍結乾燥されており水で元
に戻される。
【００８５】
　安定性
　異なった製剤を、２～８℃、２５℃および４０℃で３ヶ月の間貯蔵する。
【００８６】
　凍結乾燥および貯蔵に伴う凝集をタンパク質の安定性の指標として使用する。
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【００８７】
　レポーター遺伝子アッセイ
　ＡＣＺ８８５の生物学的活性を、遺伝子改変した細胞株を使用して、レポーター遺伝子
アッセイで測定した。この細胞株はヒト胎児由来腎臓細胞由来であり、プロモーターＮＦ
－カッパｂ（ＩＬ－１β反応プロモーター）をルシフェラーゼ遺伝子の上流に融合し、リ
ポーターコンストラクトを安定的に形質移入した。
【００８８】
　形質移入はネオマイシン耐性遺伝子の同時導入により行った。この細胞株において、Ｉ
Ｌ－１βへの曝露により、用量依存的にルシフェラーゼの発現が刺激された。
【００８９】
　ＩＬ－１βの定型的な、サブ極量への計量的な量のＡＣＺ８８５の添加は、１８時間ま
での潜伏期間中にルシフェラーゼの発現の減少を引き起こした。インキュベーション時間
の終わりに、細胞可溶化物における酵素活性に基づいて、ルシフェラーゼの量を定量した
。ルシフェラーゼは、化学発光生成物であるオキシルシフェリンへの基質ルシフェリンの
変換を触媒した。次いで、結果のグロー型化学発光を適切なルミノメーターで測定した。
【００９０】
　ルシフェラーゼ活性のＩＬ－１β依存型誘導を阻害する能力をＡＣＺ８８５標準試料の
能力と比較して、ＡＣＺ８８５試験サンプルの生物学的効力を測定した。タンパク含有量
に基づいて試料および標準物質を正規化した。次いで、欧州薬局方によって平行線検定を
使用して、相対力価を算出した。最終結果を、標準試料と比較した試料の相対力価（パー
セントで表示）で表した。
【００９１】
　試薬と緩衝剤
　細胞培養液ＭＥＭ＋Ｅａｒｌｅ塩＋Ｌ－グルタミンの基本培地
　熱失活させ、マイコプラズマをスクリーニングしたウシ胎児血清（ＦＣＳ）
　ジェネテシン
　酵素不含、ＰＢＳベースの細胞解離緩衝液
　アッセイ用基本培地　ＯｐｔｉＭＥＭ－Ｉ＋ＧｌｕｔａＭＡＸ－Ｉ
　グロー型化学発光用のルシフェラーゼ基質
　組換えインターロイキン－１ベータ（ＩＬ－１β）
【００９２】
　アッセイプロシージャステップ：
（１）標準試料および試験サンプルの様々な濃度を４００ｎｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５の出
発溶液から１：２の希釈を数回実施して調製した。
（２）アッセイ培地で再懸濁した２×１０４細胞を９６ウェルのマイクロタイタープレー
トの各ウェルに添加した。
（３）アッセイをＩＬ－１ベータ溶液の添加により開始した。加湿したＣＯ２インキュベ
ーターにおけるインキュベーションは最大１８時間であった。
（４）インキュベーション後、すべてのウェルにルシフェラーゼ基質溶液を添加した。プ
レートを遮光してさらに１０分間インキュベートし、各ウェルのルミネセンスを適切なマ
イクロタイタープレートルミネセンスリーダによって測定した。
（６）試料の非加重平均相対力価を、少なくとも２つの独立した実験からＥＰによる平行
線評価を使用して算出した。
【００９３】
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【表８】

【００９４】
　製剤３が最も凝集量が低かった。製剤１および３は、貯蔵中、本来の生物学的活性の約
９０～１０５％の活性を示した。
【００９５】
　製剤の投与
　ＡＣＺ８８５の適切な用量（つまり治療上効果的な量）は、例えば治療されるべき症状
、症状の重症度および経過、ＡＣＺ８８５の投与が予防目的か治療目的か、以前の治療、
患者の病歴、およびＡＣＺ８８５に対する反応、ならびに主治医の慎重さに依存する。
【００９６】
　ＡＣＺ８８５　Ｈ鎖可変領域 配列番号１
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ＤＮＡ 配列番号３
atggagtttgggctgagctgggttttcctcgttgctcttttaagaggtgtccagtgtcag
gtgcagctggtggagtctgggggaggcgtggtccagcctgggaggtccctgagactctcc
tgtgcagcgtctggattcaccttcagtgtttatggcatgaactgggtccgccaggctcca
ggcaaggggctggagtgggtggcaattatttggtatgatggagataatcaatactatgca
gactccgtgaagggccgattcaccatctccagagacaattccaagaacacgctgtatctg
caaatgaacggcctgagagccgaggacacggctgtgtattattgtgcgagagatcttagg
actgggccttttgactactggggccagggaaccctggtcaccgtctcctc
 
【００９７】
　ＡＣＺ８８５　Ｌ鎖可変領域 配列番号２

ＤＮＡ 配列番号４
atgttgccatcacaactcattgggtttctgctgctctgggttccagcctccaggggtgaa
attgtgctgactcagtctccagactttcagtctgtgactccaaaggagaaagtcaccatc
acctgccgggccagtcagagcattggtagtagcttacactggtaccagcagaaaccagat
cagtctccaaagctcctcatcaagtatgcttcccagtccttctcaggggtcccctcgagg
ttcagtggcagtggatctgggacagatttcaccctcaccatcaatagcctggaagctgaa
gatgctgcagcgtattactgtcatcagagtagtagtttaccattcactttcggccctggg
accaaagtggatatcaaa
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以下に、本願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］　配列番号１および配列番号２に記載の配列を含むＩＬ－１βに対する抗体、なら
びに緩衝系を含み、ｐＨが５．５～７．５である医薬製剤。
［２］　ｐＨが５．５～７である、前記［１］に記載の製剤。
［３］　ｐＨが６．２～６．８である、前記［１］に記載の製剤。
［４］　緩衝系が、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、ならびにリン酸ナト
リウムおよび／またはリン酸カリウム緩衝系からなる群から選択される、前記［１］に記
載の製剤。
［５］　緩衝系がヒスチジン緩衝系である、前記［４］に記載の製剤。
［６］　前記ヒスチジンが１５～５０ｍＭの量である、前記［５］に記載の製剤。
［７］　さらに安定剤を含む、前記［１］に記載の製剤。
［８］　安定剤が、スクロース、トレハロース、マンニトール、ソルビトールおよび塩酸
アルギニンからなる群から選択される、前記［７］に記載の製剤。
［９］　安定剤が５０～３００ｍＭの量のスクロースまたはマンニトールである、前記［
８］に記載の製剤。
［１０］　増量剤、塩、界面活性剤および保存剤を含む群から選択される１つまたは複数
の賦形剤をさらに含む、前記［１］から［９］のいずれか一項に記載の製剤。
［１１］　凍結乾燥剤から再構成させた前記［１］から［１０］のいずれか一項に記載の
製剤。
［１２］　前記［１］から［１１］のいずれか一項に記載の製剤から調製された凍結乾燥
剤。
［１３］　（ｉ）前記［１］～［１０］のいずれか一項に記載の製剤を凍結乾燥すること
と、
　（ｉｉ）再構成溶媒で前記凍結乾燥剤を再構成することとを含む、製剤を調製する方法
。
［１４］　１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５、２７０ｍＭのスクロース、３０ｍＭ
のヒスチジンおよび０．０６％のポリソルベート８０を含み、ｐＨが６．５である製剤。
［１５］　１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＡＣＺ８８５、２７０ｍＭのマンニトール、２０ｍ
Ｍのヒスチジンおよび０．０４％のポリソルベート８０を含み、ｐＨが６．５である製剤
。
［１６］　ＩＬ－１を媒介とした疾患または医学上の状態の治療のための、前記［１］～
［１５］のいずれか一項に記載の製剤の使用。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１０～１５０ｍｇ／ｍｌのＩＬ－１βに対する抗体を含む安定な液体医薬製剤であって
、抗体がＡＣＺ８８５であり、クエン酸塩、ヒスチジン、コハク酸ナトリウム、ならびに
、リン酸ナトリウムおよび／またはリン酸カリウムからなる群から選択される緩衝系を含
み、前記製剤のｐＨが５．５～７．０であり、レポーター遺伝子アッセイで測定される、
抗体の本来の活性の８０～１２５％を、２～８℃で３６ヶ月維持する、医薬製剤。
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【請求項２】
　製剤のｐＨが６．０～７．０である、請求項１に記載の製剤。
【請求項３】
　緩衝系が１０～５０ｍＭの濃度で使用される、請求項１または２に記載の製剤。
【請求項４】
　緩衝系が１０～４０ｍＭの濃度で使用される、請求項１～３のいずれか一項に記載の製
剤。
【請求項５】
　スクロース、トレハロース、マンニトール、ソルビトール、および塩酸アルギニンから
なる群から選択される安定剤をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項６】
　安定剤が５０ｍＭ～３００ｍＭの濃度で使用される、請求項５に記載の製剤。
【請求項７】
　安定剤が１８０ｍＭ～３００ｍＭの濃度で使用される、請求項５または６に記載の製剤
。
【請求項８】
　界面活性剤をさらに含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項９】
　界面活性剤は、ポリソルベート２０およびポリソルベート８０からなる群から選択され
る、請求項８に記載の製剤。
【請求項１０】
　界面活性剤が容積あたり０．０１～０．１重量％の濃度で使用される、請求項８または
９に記載の製剤。
【請求項１１】
　界面活性剤が容積あたり０．０４～０．０６重量％の濃度で使用される、請求項８～１
０のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１２】
　増量剤、塩、および保存剤を含む群から選択される１つまたは複数の賦形剤をさらに含
む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１３】
　抗体の濃度は５０～１５０ｍｇ／ｍｌである、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
製剤。
【請求項１４】
　ＩＬ－１を媒介とした疾患または医学上の状態の治療のための、請求項１～１３のいず
れか一項に記載の製剤。
【請求項１５】
　皮下投与のための、請求項１～１４のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１６】
　静脈投与のための、請求項１～１４のいずれか一項に記載の製剤。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の液体製剤を含む注射器。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の注射器を含む自動注入装置。
【請求項１９】
　請求項１～１６のいずれか一項に記載の液体製剤または請求項１７に記載の注射器を
含む自動注入装置。



(37) JP 2018-168158 A 2018.11.1

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｋ  47/26     (2006.01)           Ａ６１Ｋ   47/26     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  29/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   29/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/02     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   29/00     １０１　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/08     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   19/02     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   19/08     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/06     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   17/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ   7/06     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   17/06     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ    7/06     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/16     (2006.01)           Ａ６１Ｐ    1/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)           Ａ６１Ｐ    1/16     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ    3/10     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  29/02     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   25/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/06     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   29/02     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   11/06     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   11/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   31/04     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/08     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/06     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   37/08     　　　　        　　　　　
   Ｃ０７Ｋ  16/24     (2006.01)           Ａ６１Ｐ   37/06     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ０７Ｋ   16/24     　　　　        　　　　　

(72)発明者  モム，ヨアヒム
            スイス国　４００２　バーゼル，ポストファッハ，シー／オー　ノバルティス　ファーマ　アーゲ
            ー
(72)発明者  ウォルニー，ハンス－ヨアヒム
            スイス国　４００２　バーゼル，シー／オー　ノバルティス　ファーマ　アーゲー
Ｆターム(参考) 4C076 AA11  BB13  BB16  CC03  CC07  CC29  DD09  DD26Z DD38Q DD43Z
　　　　 　　        DD51Z DD67Q
　　　　 　　  4C085 AA13  EE05  EE07  GG02  GG04 
　　　　 　　  4H045 AA11  AA20  AA30  BA10  CA40  DA76  EA20  FA71 



(38) JP 2018-168158 A 2018.11.1

【外国語明細書】
2018168158000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	reference-file-article
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

