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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ＦＶＩＩＩ；（ｂ）１つ以上の緩衝剤；（ｃ）１つ以上の抗酸化剤；（ｄ）１つ以
上の安定化剤；および（ｅ）１つ以上の界面活性剤を含む、第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ
）の凍結乾燥された安定な医薬製剤であって；
該ＦＶＩＩＩは：
ａ）組換えＦＶＩＩＩポリペプチド；
ｂ）ａ）に対して９０％以上の同一性を有するアミノ酸配列を含み、ａ）と同じ生物学的
活性を有するポリペプチド；
からなる群から選択されるポリペプチドを含み、
そのバッファーは、０．１ｍＭから５００ｍＭの範囲の、クエン酸塩、グリシン、ヒスチ
ジン、ＨＥＰＥＳ、Ｔｒｉｓおよびこれらの薬剤の組み合わせからなる群から選択される
ｐＨ緩衝剤を含み、そのｐＨは、６．０から８．０の範囲内であり；
該抗酸化剤は、０．１から０．５ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンであり；
該安定化剤は、０．００５から２０％の濃度で、スクロース、トレハロースおよびラフィ
ノースならびにこれらの安定化剤の組み合わせからなる群から選択され；
該界面活性剤は、０．００１％から１．０％の濃度で、ジギトニン、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－
１００、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１１４、ＴＷＥＥＮ－２０、ＴＷＥＥＮ－８０およびこれら
の界面活性剤の組み合わせからなる群から選択され；そして
該製剤は、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）が除かれている、
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医薬製剤。
【請求項２】
前記緩衝剤が、ヒスチジンである、請求項１に記載の製剤。
【請求項３】
ｐＨが、６．５から７．５の範囲内である、請求項１に記載の製剤。
【請求項４】
前記緩衝剤が、ヒスチジンであり、前記ｐＨが、７．０である、請求項１に記載の製剤。
【請求項５】
前記抗酸化剤が、０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンである、請求項１に記載の製剤
。
【請求項６】
前記緩衝剤が、ヒスチジンであり、前記ｐＨが、７．０であり；そして前記抗酸化剤が、
０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンである、請求項１に記載の製剤。
【請求項７】
前記安定化剤が、５％の濃度のトレハロースおよび４ｍＭの濃度の塩化カルシウムである
、請求項１に記載の製剤。
【請求項８】
前記安定化剤が、５％の濃度のスクロースであり、４ｍＭの濃度の塩化カルシウムである
、請求項１に記載の製剤。
【請求項９】
前記界面活性剤が、０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０である、請求項１に記載の製剤。
【請求項１０】
前記緩衝剤が、ｐＨ７．０、２５ｍＭの濃度のヒスチジンであり；前記抗酸化剤が、０．
２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンであり；前記安定化剤が、５％の濃度のトレハロース
またはスクロースおよび４ｍＭの濃度の塩化カルシウムであり；そして前記界面活性剤が
、０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０である、請求項１に記載の製剤。
【請求項１１】
凍結乾燥された安定なＦＶＩＩＩを調製する方法であって、
（ａ）請求項１に記載の製剤を調製する工程；および
（ｂ）工程（ａ）の製剤を凍結乾燥する工程
を包含する、方法。
【請求項１２】
　前記凍結乾燥されたＦＶＩＩＩの安定性が、ＮａＣｌの存在下において凍結乾燥された
ＦＶＩＩＩ製剤よりも高い、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　概して、本発明は、最終製剤中にＮａＣｌが存在しないかまたは微量で存在するように
製剤化され、それにより、凍結乾燥サイクル時間の短縮と凍結乾燥された第ＶＩＩＩ因子
の高い安定性を同時に可能にする、第ＶＩＩＩ因子組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ）は、血漿中に見られるタンパク質であり、血液凝固に導
く反応のカスケード内の補因子として作用する。血液中のＦＶＩＩＩ活性の量が不足する
ことにより、主に男性が発症する遺伝性疾患である血友病Ａとして知られる凝固障害がも
たらされる。現在、血友病Ａは、ヒト血漿に由来するかまたは組換えＤＮＡ技術を用いて
製造される、ＦＶＩＩＩの治療用調製物で処置されている。そのような調製物は、出血エ
ピソードに応答して（応需型の治療）、または止血不能の出血を予防するための高頻度の
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一定間隔で（予防）、投与される。
【０００３】
　ＦＶＩＩＩは、治療用調製物中で比較的不安定であると知られている。血漿中では、Ｆ
ＶＩＩＩは通常、別の血漿タンパク質であるフォン・ビルブラント因子（ｖＷＦ）と複合
体を形成しており、ｖＷＦは、ＦＶＩＩＩに対して過剰な高モル濃度で血漿中に存在し、
ＦＶＩＩＩを成熟前分解から保護すると考えられている。別の循環血漿タンパク質である
アルブミンもまた、インビボにおいてＦＶＩＩＩの安定化に関与し得る。ゆえに、現在販
売されているＦＶＩＩＩ調製物は、製造プロセス中および貯蔵中にＦＶＩＩＩを安定化す
るために、主にアルブミンおよび／またはｖＷＦの使用に頼っている。
【０００４】
　現在販売されているＦＶＩＩＩ調製物に使用されるアルブミンおよびｖＷＦは、ヒト血
漿に由来するが、しかしながら、そのような材料を使用することには、ある特定の不利益
がある。そのような調製物中のＦＶＩＩＩの安定性を増大させるために、ＦＶＩＩＩと比
べて過剰な高モル濃度のアルブミンが通常加えられるので、これらの調製物中でＦＶＩＩ
Ｉタンパク質自体の特性を明らかにすることが難しい。ヒト由来のアルブミンをＦＶＩＩ
Ｉに加えることは、組換え的に生成されるＦＶＩＩＩ調製物と比較して不利であるとも認
知されている。なぜなら、そのようなアルブミンが加えられない場合、ウイルスが伝染す
る理論上のリスクが、組換え的に得られるＦＶＩＩＩ調製物において低下し得るからであ
る。
【０００５】
　アルブミンまたはｖＷＦを含まない（または比較的低レベルのこれらの賦形剤を含む）
ＦＶＩＩＩを製剤化するいくつかの試みが報告されている。例えば、Ｆｒｅｕｄｅｎｂｅ
ｒｇに対する特許文献１（ＥＰ５０８１９４）（Ｂｅｈｒｉｎｇｗｅｒｋｅに譲渡）には
、塩化ナトリウムおよびスクロースなどの賦形剤に加えて、界面活性物質とアミノ酸（具
体的にはアルギニンおよびグリシン）との特定の組み合わせを含むＦＶＩＩＩ調製物が記
載されている。その界面活性物質であるポリソルベート２０またはポリソルベート８０は
、０．００１～０．５％（ｖ／ｖ）の量で存在すると記載されており、アルギニンおよび
グリシンは、０．０１～１ｍｏｌ／ｌの量で存在する。スクロースは、０．１～１０％の
量で存在すると記載されている。この特許の実施例２は、（１）０．７５％スクロース、
０．４Ｍグリシンおよび０．１５Ｍ　ＮａＣｌの溶液、および（２）０．０１Ｍクエン酸
ナトリウム、０．０８Ｍグリシン、０．０１６Ｍリジン、０．００２５Ｍ塩化カルシウム
および０．４Ｍ塩化ナトリウムの溶液が、１６時間を過ぎると溶液中で安定でなかった一
方、（３）１％スクロース、０．１４Ｍアルギニン、０．１Ｍ塩化ナトリウムの溶液、お
よび（４）１％スクロース、０．４Ｍグリシン、０．１４Ｍアルギニン、０．１Ｍ塩化ナ
トリウムおよび０．０５％ＴＷＥＥＮＴＭ８０（ポリソルベート８０）の溶液は、安定性
を示したと主張している。
【０００６】
　Ｎａｙｅｒに対する特許文献２（ＥＰ８１８２０４）（Ｂａｙｅｒに譲渡）もまた、ア
ルブミンを含まず、１５～６０ｍＭスクロース、最大５０ｍＭのＮａＣｌ、最大５ｍＭの
塩化カルシウム、６５～４００ｍＭグリシンおよび最大５０ｍＭのヒスチジンを含む、治
療用ＦＶＩＩＩ調製物を記載している。以下の特定の製剤が、申し立てによると安定であ
ると特定された：（１）１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、２．５ｍＭ塩化カルシウムおよび１６５
ｍＭマンニトール；および（２）１％スクロース、３０ｍＭ塩化ナトリウム、２．５ｍＭ
塩化カルシウム、２０ｍＭヒスチジンおよび２９０ｍＭグリシン。申し立てによると、よ
り多い量の糖を含む製剤（１０％マルトース、５０ｍＭ　ＮａＣｌ、２．５ｍＭ塩化カル
シウムおよび５ｍＭヒスチジン）が、凍結乾燥状態では製剤（２）よりも不良な安定性を
示すと見出された。
【０００７】
　Ｏｓｔｅｒｂｅｒｇに対する特許文献３（ＥＰ６２７９２４）（Ｐｈａｒｍａｃｉａ　
＆　Ｕｐｊｏｈｎに譲渡）では、０．０１～１ｍｇ／ｍｌの界面活性剤を含む製剤が開示
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されている。この特許では、以下の範囲の賦形剤：少なくとも０．０１ｍｇ／ｍｌ、好ま
しくは、０．０２～１．０ｍｇ／ｍｌの量のポリソルベート２０または８０；少なくとも
０．１ＭのＮａＣｌ；少なくとも０．５ｍＭのカルシウム塩；および少なくとも１ｍＭの
ヒスチジンを有する製剤が開示されている。より詳細には、以下の特定の製剤が開示され
ている：（１）１４．７、５０および６５ｍＭヒスチジン、０．３１および０．６Ｍ　Ｎ
ａＣｌ、４ｍＭ塩化カルシウム、０．００１、０．０２および０．０２５％ポリソルベー
ト８０（０．１％ＰＥＧ４０００または１９．９ｍＭスクロースを含むかまたは含まない
）；および（２）２０ｍｇ／ｍｌマンニトール、２．６７ｍｇ／ｍｌヒスチジン、１８ｍ
ｇ／ｍｌ　ＮａＣｌ、３．７ｍＭ塩化カルシウムおよび０．２３ｍｇ／ｍｌポリソルベー
ト８０。
【０００８】
　低濃度または高濃度の塩化ナトリウムを使用する他の試みもまた、報告されている。Ｌ
ｅｅに対する特許文献４（ＥＰ３１５９６８）（Ｒｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ　Ｒｏｒｅ
ｒに譲渡）では、比較的低濃度の塩化ナトリウムを含む製剤、すなわち、０．５ｍＭ～１
５ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭ塩化カルシウム、０．２ｍＭ～５ｍＭヒスチジン、０．０１～
１０ｍＭ塩酸リジンおよび最大１０％の糖を含む製剤を開示している。その「糖」は、最
大１０％のマルトース、１０％のスクロースまたは５％のマンニトールであり得る。
【０００９】
　Ｌｅｅに対する特許文献５（ＥＰ０３１４０９５）（Ｒｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ　Ｒ
ｏｒｅｒに譲渡）では、比較的高濃度の塩化ナトリウムを含む製剤の使用を教示している
。これらの製剤は、０．３５Ｍ～１．２Ｍ　ＮａＣｌ、１．５～４０ｍＭ塩化カルシウム
、１ｍＭ～５０ｍＭヒスチジンおよび最大１０％の「糖」（例えば、マンニトール、スク
ロースまたはマルトース）を含む。０．４５Ｍ　ＮａＣｌ、２．３ｍＭ塩化カルシウムお
よび１．４ｍＭヒスチジンを含む製剤が例証されている。
【００１０】
　Ｒｏｓｅｒに対する特許文献６（Ｑｕａｄｒａｎｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｃａｍｂｒｉ
ｄｇｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄに譲渡）では、糖であるトレハロースを含む製剤が記載されてい
る。これらの製剤は：（１）０．１Ｍ　ＮａＣｌ、１５ｍＭ塩化カルシウム、１５ｍＭヒ
スチジンおよび１．２７Ｍ（４８％）トレハロース；または（２）０．０１１％塩化カル
シウム、０．１２％ヒスチジン、０．００２％Ｔｒｉｓ、０．００２％ＴＷＥＥＮＴＭ８
０、０．００４％ＰＥＧ３３５０、７．５％トレハロースおよび０．１３％または１．０
３％ＮａＣｌを含む。
【００１１】
　Ｓｃｈｗｉｎｎに対する特許文献７（ＥＰ５１１２３４）（Ｏｃｔａｐｈａｒｍａ　Ａ
Ｇに譲渡）では、１００～６５０ｍＭ二糖および１００ｍＭ～１．０Ｍアミノ酸を含む製
剤が記載されている。具体的には、以下の製剤：（１）０．９Ｍスクロース、０．２５Ｍ
グリシン、０．２５Ｍリジン，および３ｍＭ塩化カルシウム；および（２）０．７Ｍスク
ロース、０．５Ｍグリシンおよび５ｍＭ塩化カルシウムが、開示されている。
【００１２】
　従来技術の他の治療用ＦＶＩＩＩ製剤は、一般に、ＦＶＩＩＩを安定化させる目的でア
ルブミンおよび／またはｖＷＦを含み、ゆえに、本開示に直接関連しない。フリーズドラ
イされた生成物に関する製剤化およびプロセスの開発の問題に焦点が当てられた広範囲の
文献が存在するが、フリーズドライされたＦＶＩＩＩの研究は、充填剤としてＮａＣｌを
使用することに基づいた製剤の研究に限定される。製剤開発における主要な困難のもとは
、バルク原薬中の塩化ナトリウムの存在であり、それは、通常、精製プロセスによって導
入されるものである。精製プロセスの結果として、大量および／または様々な量の塩化ナ
トリウムが、バルク原薬溶液中に存在する。結晶化していない塩化ナトリウムによって、
崩壊温度が低下し、その生成物は、優良な（ｅｌｅｇａｎｔ）生成物に似たように製造さ
れなくなり得る。さらに、アモルファスの塩化ナトリウムが、その生成物の安定性を損な
わせることがある。本開示は、ＮａＣｌが除去されているかまたは微量で存在し、長時間
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にわたって安定的にＦＶＩＩＩを貯蔵し続けることができるフリーズドライ用製剤を含む
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５，５６５，４２７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，７６３，４０１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，７３３，８７３号明細書
【特許文献４】米国特許第４，８７７，６０８号明細書
【特許文献５】米国特許第５，６０５，８８４号明細書
【特許文献６】国際公開第９６／２２１０７号
【特許文献７】米国特許第５，３２８，６９４号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　発明の要旨
　本開示のＦＶＩＩＩ組成物は、１つの実施形態において、最終製剤中にＮａＣｌが存在
しないかまたは微量で存在するように製剤化され、それにより、凍結乾燥サイクル時間の
短縮と凍結乾燥されたＦＶＩＩＩの高い安定性が同時に可能になる。
【００１５】
　１つの実施形態において、ＦＶＩＩＩの凍結乾燥された安定な医薬製剤が提供され、そ
の医薬製剤は：（ａ）ＦＶＩＩＩ；（ｂ）１つ以上の緩衝剤；（ｃ）１つ以上の抗酸化剤
；（ｄ）１つ以上の安定化剤；および（ｅ）１つ以上の界面活性剤を含み；ＦＶＩＩＩは
、：ａ）組換えＦＶＩＩＩポリペプチド；ｂ）ａ）の生物学的に活性なアナログ、フラグ
メントまたは改変体からなる群から選択されるポリペプチドを含み；そのバッファーは、
約０．１ｍＭ～約５００ｍＭの範囲内のｐＨ緩衝剤を含み、ｐＨは、約２．０～約１２．
０の範囲内であり；抗酸化剤は、約０．００５～約１．０ｍｇ／ｍｌの濃度であり；安定
化剤は、約０．００５～約２０％の濃度であり；界面活性剤は、約０．００１％～約１．
０％の濃度であり；前記製剤は、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）が除かれているか、または
ほんの微量のＮａＣｌを含む。
【００１６】
　別の実施形態において、緩衝剤が、クエン酸塩、グリシン、ヒスチジン、ＨＥＰＥＳ、
Ｔｒｉｓおよびこれらの薬剤の組み合わせからなる群から選択される、上述の製剤が提供
される。１つの実施形態において、緩衝剤は、ヒスチジンである。
【００１７】
　別の実施形態において、ｐＨが、約６．０～約８．０または約６．５～約７．５の範囲
内である、上述の製剤が提供される。さらに別の実施形態において、緩衝剤は、ヒスチジ
ンであり、ｐＨは、約７．０である。
【００１８】
　１つの実施形態において、抗酸化剤がグルタチオンである、上述の製剤が提供される。
なおも別の実施形態において、抗酸化剤は、約０．１～約０．５ｍｇ／ｍｌの濃度範囲で
ある。さらに別の実施形態において、抗酸化剤は、約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチ
オンである。さらに別の実施形態において、緩衝剤は、ヒスチジンであり、ｐＨは、約７
．０であり；抗酸化剤は、約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンである。
【００１９】
　別の実施形態において、１つ以上の安定化剤が、スクロース、トレハロースおよびラフ
ィノースならびにこれらの安定化剤の組み合わせからなる群から選択される、上述の製剤
が提供される。１つの実施形態において、安定化剤は、約５％の濃度のトレハロースおよ
び約４ｍＭの濃度の塩化カルシウムである。なおも別の実施形態において、安定化剤は、
約５％の濃度のスクロースおよび約４ｍＭの濃度の塩化カルシウムである。
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【００２０】
　１つの実施形態において、界面活性剤が、ジギトニン、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、Ｔ
ｒｉｔｏｎ　Ｘ－１１４、ＴＷＥＥＮ－２０、ＴＷＥＥＮ－８０およびこれらの界面活性
剤の組み合わせからなる群から選択される、上述の製剤が提供される。さらに別の実施形
態において、界面活性剤は、約０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０である。
【００２１】
　１つの実施形態において、緩衝剤が、約ｐＨ７．０、約２５ｍＭの濃度のヒスチジンで
あり；抗酸化剤（ａｎｔｉｏｘｉｄｎａｔ）が、約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオ
ンであり；安定化剤が、約５％の濃度のトレハロースまたはスクロースおよび約４ｍＭの
濃度の塩化カルシウムであり；そして界面活性剤が、約０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０で
ある、上述の製剤が提供される。
【００２２】
　なおも別の実施形態において、ＮａＣｌが賦形剤として加えられていない、上述の製剤
が提供される。さらに別の実施形態において、ＮａＣｌは、透析または溶媒交換クロマト
グラフィによって除去された後に微量で存在する。
【００２３】
　凍結乾燥された安定なＦＶＩＩＩを調製する方法が、本開示に提供される。１つの実施
形態において、凍結乾燥された安定なＦＶＩＩＩＩを調製する方法が提供され、その方法
は、（ａ）上述の製剤を調製する工程；および（ｂ）工程（ａ）の製剤を凍結乾燥する工
程を包含する。さらに別の実施形態において、凍結乾燥されたＦＶＩＩＩの安定性が、塩
化ナトリウムの存在下において凍結乾燥されたＦＶＩＩＩ製剤よりも高い、上述の方法が
提供される。
【００２４】
　別の実施形態において、（ａ）ＦＶＩＩＩ；（ｂ）１つ以上の緩衝剤；（ｃ）１つ以上
の抗酸化剤；（ｄ）１つ以上の安定化剤；および（ｅ）１つ以上の界面活性剤を含む、Ｆ
ＶＩＩＩの凍結乾燥された安定な医薬製剤が提供され；ＦＶＩＩＩは：ａ）組換えＦＶＩ
ＩＩポリペプチド；ｂ）ａ）の生物学的に活性なアナログ、フラグメントまたは改変体か
らなる群から選択されるポリペプチドを含み；バッファーは、約０．１ｍＭ～約５００ｍ
Ｍの範囲内のｐＨ緩衝剤を含み、ｐＨは、約２．０～約１２．０の範囲内であり；抗酸化
剤は、約０．００５～約１．０ｍｇ／ｍｌの濃度であり；安定化剤は、約０．００５～約
２０％の濃度であり；界面活性剤は、約０．００１％～約１．０％の濃度である。
　本発明は例えば、以下の項目を提供する：
（項目１）
（ａ）ＦＶＩＩＩ；（ｂ）１つ以上の緩衝剤；（ｃ）１つ以上の抗酸化剤；（ｄ）１つ以
上の安定化剤；および（ｅ）１つ以上の界面活性剤を含む、第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ
）の凍結乾燥された安定な医薬製剤であって；
該ＦＶＩＩＩは：
ａ）組換えＦＶＩＩＩポリペプチド；
ｂ）ａ）の生物学的に活性なアナログ、フラグメントまたは改変体；
からなる群から選択されるポリペプチドを含み、
そのバッファーは、約０．１ｍＭから約５００ｍＭの範囲のｐＨ緩衝剤を含み、そのｐＨ
は、約２．０から約１２．０の範囲内であり；
該抗酸化剤は、約０．００５から約１．０ｍｇ／ｍｌの濃度であり；
該安定化剤は、約０．００５から約２０％の濃度であり；
該界面活性剤は、約０．００１％から約１．０％の濃度であり；そして
該製剤は、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）が除かれているか、またはほんの微量のＮａＣｌ
を含む、
医薬製剤。
（項目２）
前記緩衝剤が、クエン酸塩、グリシン、ヒスチジン、ＨＥＰＥＳ、Ｔｒｉｓおよびこれら



(7) JP 5779780 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

の薬剤の組み合わせからなる群から選択される、項目１に記載の製剤。
（項目３）
前記緩衝剤が、ヒスチジンである、項目２に記載の製剤。
（項目４）
ｐＨが、約６．０から約８．０の範囲内である、項目１に記載の製剤。
（項目５）
ｐＨが、約６．５から約７．５の範囲内である、項目４に記載の製剤。
（項目６）
前記緩衝剤が、ヒスチジンであり、前記ｐＨが、約７．０である、項目１に記載の製剤。
（項目７）
前記抗酸化剤が、グルタチオンからなる群から選択される、項目１に記載の製剤。
（項目８）
前記抗酸化剤が、約０．１から約０．５ｍｇ／ｍｌの濃度範囲である、項目７に記載の製
剤。
（項目９）
前記抗酸化剤が、約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンである、項目８に記載の製剤
。
（項目１０）
前記緩衝剤が、ヒスチジンであり、前記ｐＨが、約７．０であり；そして前記抗酸化剤が
、約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンである、項目１に記載の製剤。
（項目１１）
前記１つ以上の安定化剤が、スクロース、トレハロースおよびラフィノースならびにこれ
らの安定化剤の組み合わせからなる群から選択される、項目１に記載の製剤。
（項目１２）
前記安定化剤が、約５％の濃度のトレハロースおよび約４ｍＭの濃度の塩化カルシウムで
ある、項目１１に記載の製剤。
（項目１３）
前記安定化剤が、約５％の濃度のスクロースであり、約４ｍＭの濃度の塩化カルシウムで
ある、項目１１に記載の製剤。
（項目１４）
前記界面活性剤が、ジギトニン、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１１４
、ＴＷＥＥＮ－２０、ＴＷＥＥＮ－８０およびこれらの界面活性剤の組み合わせからなる
群から選択される、項目１に記載の製剤。
（項目１５）
前記界面活性剤が、約０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０である、項目１６に記載の製剤。
（項目１６）
前記緩衝剤が、約ｐＨ７．０、約２５ｍＭの濃度のヒスチジンであり；前記抗酸化剤が、
約０．２ｍｇ／ｍｌの濃度のグルタチオンであり；前記安定化剤が、約５％の濃度のトレ
ハロースまたはスクロースおよび約４ｍＭの濃度の塩化カルシウムであり；そして前記界
面活性剤が、約０．０３％のＴＷＥＥＮ－８０である、項目１に記載の製剤。
（項目１７）
ＮａＣｌが、賦形剤として加えられていない、項目１に記載の製剤。
（項目１８）
前記塩化ナトリウムが、透析または溶媒交換クロマトグラフィによって除去された後に微
量で存在する、項目１に記載の製剤。
（項目１９）
凍結乾燥された安定なＦＶＩＩＩＩを調製する方法であって、
（ａ）項目１に記載の製剤を調製する工程；および
（ｂ）工程（ａ）の製剤を凍結乾燥する工程
を包含する、方法。
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（項目２０）
　前記凍結乾燥されたＦＶＩＩＩの安定性が、ＮａＣｌの存在下において凍結乾燥された
ＦＶＩＩＩ製剤よりも高い、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
（ａ）ＦＶＩＩＩ；（ｂ）１つ以上の緩衝剤；（ｃ）１つ以上の抗酸化剤；（ｄ）１つ以
上の安定化剤；および（ｅ）１つ以上の界面活性剤を含む、第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ
）の凍結乾燥された安定な医薬製剤であって；
該ＦＶＩＩＩは：
ａ）組換えＦＶＩＩＩポリペプチド；
ｂ）ａ）の生物学的に活性なアナログ、フラグメントまたは改変体；
からなる群から選択されるポリペプチドを含み、
そのバッファーは、約０．１ｍＭから約５００ｍＭの範囲内のｐＨ緩衝剤を含み、そのｐ
Ｈは、約２．０から約１２．０の範囲内であり；
該抗酸化剤は、約０．００５から約１．０ｍｇ／ｍｌの濃度であり；
該安定化剤は、約０．００５から約２０％の濃度であり；そして
該界面活性剤は、約０．００１％から約１．０％の濃度である、
医薬製剤。
 
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、製剤化中およびフリーズドライ中のＦＶＩＩＩの損失。エラーバーは、
反復測定から計算された標準誤差である。
【図２】図２は、マンニトール／トレハロースベースの製剤中（図２Ａ）およびグリシン
／トレハロースベースの製剤中（図２Ｂ）のフリーズドライされたｒＡＨＦの貯蔵安定性
および時間の平方根の速度論。
【図３】図３は、選択された製剤におけるフリーズドライされたｒＡＨＦの分解に対する
速度定数：製剤スクリーニング研究。
【図４】図４は、グリシン：トレハロースベースの製剤の安定性に対するグルタチオン、
ヒスチジンおよびＨｅｐｅｓの影響：製造中の活性の損失および２５℃で９ヶ月間貯蔵中
の活性の損失。「基本」製剤は：ｒＡＨＦ（１０３ＩＵ／ｍＬ）、グリシン（８％）、ト
レハロース（２％）、ＮａＣｌ（２００ｍＭ）、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．０２５％ポリ
ソルベート８０、４ｍＭ　ＣａＣｌ２，ｐＨ７である。他の製剤は、グルタチオン（０．
２ｇ／Ｌ）およびＨｅｐｅｓバッファー（１０ｍＭ）、ヒスチジンバッファー（５０ｍＭ
）または鉄錯化剤デフェロキサミン（０．２５ｍｇ／Ｌ）が加えられた「基本」製剤から
なる。用いた処理は、本質的に表５に示されているものと同じだった。
【図５】図５は、フリーズドライされたｒＡＨＦの分解速度定数。製剤および処理の詳細
は、表５および６に示されている。速度定数は、単位が月の時間を用いて時間の平方根の
速度論から得たものである。エラーバーは、回帰分析によって与えられたときの標準誤差
を表している。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　発明の詳細な説明
　定義
　本明細書中で使用されるとき、以下の用語およびその変形物は、別段示されない限り、
以下のとおり定義されるものとする：
　別段定義されない限り、本明細書中で使用されるすべての専門用語および科学用語は、
本発明が属する分野の当業者が通常理解している意味と同じ意味を有する。以下の参考文
献は、本開示において使用される用語の多くの一般的な定義を当業者に提供する：Ｓｉｎ
ｇｌｅｔｏｎら、ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＯＦ　ＭＩＣＲＯＢＩＯＬＯＧＹ　ＡＮＤ　Ｍ
ＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ（２ｄ　ｅｄ．１９９４）；ＴＨＥ　ＣＡＭＢＲＩＤ
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ＧＥ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＯＦ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ（
Ｗａｌｋｅｒ　ｅｄ．，１９８８）；ＴＨＥ　ＧＬＯＳＳＡＲＹ　ＯＦ　ＧＥＮＥＴＩＣ
Ｓ，５ＴＨ　ＥＤ．，Ｒ．Ｒｉｅｇｅｒら（ｅｄｓ．），Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａ
ｇ（１９９１）；およびＨａｌｅ　ａｎｄ　Ｍａｒｈａｍ，ＴＨＥ　ＨＡＲＰＥＲ　ＣＯ
ＬＬＩＮＳ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＯＦ　ＢＩＯＬＯＧＹ（１９９１）。
【００２７】
　本明細書中で引用される刊行物、特許出願、特許および他の参考文献の各々は、本開示
と矛盾しない程度までそれらの全体が参考として援用される。
【００２８】
　ここで、本明細書中および添付の請求項において使用されるとき、単数形「ａ」、「ａ
ｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が明らかに他のことを指示しない限り、複数の指示物を含
むことに注意されたい。
【００２９】
　本明細書中で使用されるとき、以下の用語は、別段特定されない限り、それらに帰され
ている意味を有する。
【００３０】
　ペプチド化合物に関して用語「含む」は、ある化合物が、所与の配列のアミノ末端およ
びカルボキシ末端のいずれかまたは両方に追加のアミノ酸を含み得ることを意味する。当
然のことながら、これらの追加のアミノ酸は、その化合物の活性を著しく干渉するべきで
ない。本開示の組成物に関して、用語「含む」は、ある組成物が、追加の成分を含み得る
ことを意味する。これらの追加の成分は、その組成物の活性を著しく干渉するべきでない
。「含む」は、ＦＶＩＩＩ製剤に関するとき、完全に塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）が除か
れているか、またはＮａＣｌをほんの微量含む。
【００３１】
　用語「薬理学的に活性」は、そのように記載される物質が、医学パラメータまたは疾患
状態に影響する活性を有すると判断されることを意味する。
【００３２】
　本明細書中で使用されるとき、用語「発現する（ｅｘｐｒｅｓｓ）」、「発現する（ｅ
ｘｐｒｅｓｓｉｎｇ）」および「発現」は、遺伝子またはＤＮＡ配列における情報が顕在
化することを可能にするかまたは引き起こすこと、例えば、対応する遺伝子またはＤＮＡ
配列の転写および翻訳に関与する細胞機能を活性化することによってタンパク質を生成す
ることを意味する。ＤＮＡ配列は、細胞内でまたは細胞によって発現されることにより、
タンパク質などの「発現産物」が形成される。その発現産物自体、例えば、生じるタンパ
ク質もまた、「発現される」と言われる場合がある。発現産物は、細胞内、細胞外または
分泌型と特徴づけられ得る。用語「細胞内」は、細胞の内側を意味する。用語「細胞外」
は、膜貫通タンパク質などの細胞の外側を意味する。物質は、細胞上または細胞の内側の
ある場所から細胞の外側に著しい程度現れる場合、細胞によって「分泌」される。
【００３３】
　本明細書中で使用されるとき、「ポリペプチド」とは、ペプチド結合を介して連結され
た、アミノ酸残基、その構造改変体、関連する天然に存在する構造改変体および合成の天
然に存在しないアナログから構成される、ポリマーのことを指す。合成ポリペプチドは、
例えば、自動ポリペプチド合成装置を用いて調製される。用語「タンパク質」は、代表的
には、大型のポリペプチドのことを指す。用語「ペプチド」は、代表的には、短いポリペ
プチドのことを指す。
【００３４】
　本明細書中で使用されるとき、ポリペプチドの「フラグメント」は、完全長ポリペプチ
ドまたはタンパク質発現産物より小さいポリペプチドまたはタンパク質の任意の部分を指
すと意味される。
【００３５】
　本明細書中で使用されるとき、「アナログ」とは、その分子全体またはそのフラグメン
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トと、構造が実質的に類似であり、同じ生物学的活性を有するが、様々な程度の活性を有
し得る、任意の２つ以上のポリペプチドのことを指す。アナログは、他のアミノ酸から１
つ以上のアミノ酸への置換、欠失、挿入および／または付加を含む１つ以上の変異に基づ
いて、そのアミノ酸配列の組成が異なる。置換は、置き換えられるアミノ酸とそれを置き
換えるアミノ酸との物理化学的または機能的な関連性に基づいて、保存的または非保存的
であり得る。
【００３６】
　本明細書中で使用されるとき、「改変体」とは、通常はその分子の一部でない追加の化
学部分を含むように改変された、ポリペプチド、タンパク質またはそのアナログのことを
指す。そのような部分は、その分子の溶解性、吸収、生物学的半減期などを調節し得る。
あるいは、その部分は、その分子の毒性を低下させ得、その分子の任意の望ましくない副
作用などを排除し得るか、または減弱し得る。そのような作用を媒介することができる部
分は、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（１
９８０）に開示されている。そのような部分をある分子に結合するための手順は、当該分
野で周知である。例えば、限定されないが、１つの局面において、改変体は、そのタンパ
ク質により長いインビボ半減期を付与する化学修飾を有する血液凝固因子である。様々な
局面において、ポリペプチドは、グリコシル化、ペグ化および／またはポリシアリル化に
よって改変される。
【００３７】
　ＦＶＩＩＩ
　本明細書中において、用語「第ＶＩＩＩ因子」または「ＦＶＩＩＩ」または「ｒＡＨＦ
」とは、インタクトなＢドメインの少なくとも一部を有し、天然のＦＶＩＩＩに関連する
生物学的活性を示す任意のＦＶＩＩＩ分子のことを指す。本開示の１つの実施形態におい
て、ＦＶＩＩＩ分子は、完全長ＦＶＩＩＩである。そのＦＶＩＩＩ分子は、ＦＶＩＩＩ：
ＣをコードするＤＮＡにハイブリダイズすることができるＤＮＡ配列によってコードされ
るタンパク質である。そのようなタンパク質は、ドメインＡ１－Ａ２－Ｂ－Ａ３－Ｃ１－
Ｃ２間またはその内部の様々な部位にアミノ酸欠失を含み得る（米国特許第４，８６８，
１１２号）。そのＦＶＩＩＩ分子は、１つ以上のアミノ酸残基が部位特異的突然変異誘発
によって置き換えられている天然のＦＶＩＩＩのアナログでもあり得る。
【００３８】
　本開示によれば、用語「組換え第ＶＩＩＩ因子」（ｒＦＶＩＩＩ）は、組換えＤＮＡ技
術を介して得られる異種または天然に存在する任意のｒＦＶＩＩＩ、またはその生物学的
に活性な誘導体を含み得る。ある特定の実施形態において、この用語は、上に記載された
ようなタンパク質および本開示のｒＦＶＩＩＩをコードする核酸を包含する。そのような
核酸としては、例えば、遺伝子、プレｍＲＮＡ、ｍＲＮＡ、多型改変体、対立遺伝子、合
成変異体および天然に存在する変異体が挙げられるが、これらに限定されない。用語ｒＦ
ＶＩＩＩによって包含されるタンパク質としては、（１）少なくとも約２５、約５０、約
１００、約２００、約３００、約４００またはそれ以上のアミノ酸（最大で、天然の成熟
タンパク質に対する４０６アミノ酸の完全長配列）の領域にわたって、参照核酸によって
コードされるポリペプチドまたは本明細書中に記載されるアミノ酸配列と約６０％、約６
５％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、約９０％、約９１％、約９２％、約９
３％、約９４％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％もしくは約９９％超またはそ
れ以上のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を有し；そして／または（２）本明細
書中に記載されるような参照アミノ酸配列を含む免疫原、その免疫原性フラグメントおよ
び／またはその保存的に改変された改変体に対して生成された、抗体、例えば、ポリクロ
ーナル抗体またはモノクローナル抗体に特異的に結合する、例えば、本明細書中の上に記
載されたタンパク質およびポリペプチド、上に記載された核酸によってコードされるタン
パク質、種間ホモログおよび他のポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない。
【００３９】
　本明細書中で使用されるとき、「内因性ＦＶＩＩＩ」は、処置を受けることが意図され
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た哺乳動物を起源とするＦＶＩＩＩを含む。この用語は、前記哺乳動物に存在するトラン
スジーンまたは他の任意の外来ＤＮＡから転写されるＦＶＩＩＩも含む。本明細書中で使
用されるとき、「外来性ＦＶＩＩＩ」は、前記哺乳動物を起源としないＦＶＩＩＩを含む
。
【００４０】
　ＦＶＩＩＩ分子は、単一の遺伝子産物から生じたポリペプチドの不均一な分布として、
天然の状態で、および治療用調製物で、存在する（例えば、Ａｎｄｅｒｓｓｏｎら、Ｐｒ
ｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，８３，２９７９　２９８３，Ｍａｙ　１９
８６を参照のこと）。用語「第ＶＩＩＩ因子」は、本明細書中で使用されるとき、血漿に
由来するか組換えＤＮＡ法の使用によって生成されるかに関係なく、そのようなすべての
ポリペプチドのことを指し、それらとしては、ＦＶＩＩＩ模倣物、ｆｃ－ＦＶＩＩＩ結合
体、水溶性ポリマーで化学的に改変されたＦＶＩＩＩおよびＦＶＩＩＩの他の形態または
誘導体が挙げられるが、これらに限定されない。ＦＶＩＩＩを含む治療用調製物の市販の
例としては、ＨＥＭＯＦＩＬ　ＭおよびＲＥＣＯＭＢＩＮＡＴＥ（Ｂａｘｔｅｒ　Ｈｅａ
ｌｔｈｃａｒｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｄｅｅｒｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌ．，Ｕ．Ｓ．Ａ
．から入手可能）という商品名で販売されているものが挙げられる。他の調製物は、主に
、ＦＶＩＩＩ分子のＢドメイン部分を有しない、ＦＶＩＩＩ分子の単一の部分集団を含む
。
【００４１】
　本開示の出発物質は、ＦＶＩＩＩであり、それは、ヒト血漿に由来し得るか、または特
許である米国特許第４，７５７，００６号；米国特許第５，７３３，８７３号；米国特許
第５，１９８，３４９号；米国特許第５，２５０，４２１号；米国特許第５，９１９，７
６６号；ＥＰ３０６９６８に記載されているような組換え操作法によって生成され得る。
【００４２】
　本開示に有用なＦＶＩＩＩ分子としては、完全長タンパク質、そのタンパク質の前駆体
、そのタンパク質の生物学的に活性なまたは機能的なサブユニットまたはフラグメント、
およびそれらの機能的誘導体、ならびに本明細書中の以下に記載されるようなそれらの改
変体が挙げられる。ＦＶＩＩＩへの言及は、そのようなタンパク質のすべての可能性のあ
る形態を含むことを意味し、ここで、ＦＶＩＩＩの各形態は、天然のインタクトなＢドメ
イン配列の少なくとも一部または全部を有する。
【００４３】
　本開示のｒＦＶＩＩＩをコードするポリヌクレオチドとしては、（１）本明細書中に記
載されるような参照アミノ酸配列をコードする核酸およびその保存的に改変された改変体
に、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件下で特異的にハイブリダイズするポ
リヌクレオチド；（２）少なくとも約２５、約５０、約１００、約１５０、約２００、約
２５０、約５００、約１０００またはそれ以上のヌクレオチド（最大で、成熟タンパク質
の１２１８ヌクレオチドの完全長配列）の領域にわたって、本明細書中に記載されるよう
な参照核酸配列と約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、約９９％超またはそれ以上
高いヌクレオチド配列同一性を有する核酸配列を有するポリヌクレオチドが挙げられるが
これらに限定されない。
【００４４】
　改変体（またはアナログ）ポリペプチドは、１つ以上のアミノ酸残基が本開示のＦＶＩ
ＩＩアミノ酸配列に付加されている挿入改変体を含む。挿入は、タンパク質の片端または
両端に位置し得、そして／またはＦＶＩＩＩアミノ酸配列の内部領域の中に位置し得る。
片端または両端に追加の残基を有する挿入改変体は、例えば、融合タンパク質およびアミ
ノ酸タグまたは他のアミノ（ａｎｉｍｏ）酸標識を含むタンパク質を含む。１つの局面に
おいて、特に、ＦＶＩＩＩ分子が、大腸菌などの細菌細胞内で組換え的に発現されるとき
、その分子は、必要に応じてＮ末端のＭｅｔを含み得る。
【００４５】
　欠失改変体では、本明細書中に記載されるようなＦＶＩＩＩポリペプチド中の１つ以上
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において行われ得、そして／またはＦＶＩＩＩアミノ酸配列内の１つ以上の残基が除去さ
れ得る。それゆえ、欠失改変体は、ＦＶＩＩＩポリペプチド配列のすべてのフラグメント
を包含する。
【００４６】
　置換改変体では、ＦＶＩＩＩポリペプチドの１つ以上のアミノ酸残基が、除去され、代
替残基で置き換えられている。１つの局面において、それらの置換は、本質的には保存的
であり、このタイプの保存的置換は、当該分野で周知である。あるいは、本開示は、非保
存的でもある置換を包含する。例示的な保存的置換は、Ｌｅｈｎｉｎｇｅｒ，［Ｂｉｏｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ，２ｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ；Ｗｏｒｔｈ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｉｎ
ｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９７５），ｐｐ．７１－７７］に記載されており、すぐ下に
示される。
【００４７】
【化１】

　あるいは、例示的な保存的置換が、すぐ下に示される。
【００４８】
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【化２】

　「天然に存在する」ポリヌクレオチド配列またはポリペプチド配列は、代表的には、哺
乳動物由来であり、その哺乳動物としては、霊長類、例えば、ヒト；げっ歯類、例えば、
ラット、マウス、ハムスター；ウシ、ブタ、ウマ、ヒツジまたは任意の哺乳動物が挙げら
れるがこれらに限定されない。本開示の核酸およびタンパク質は、組換え分子（例えば、
異種のものおよび野生型配列もしくはその改変体をコードするもの、または天然に存在し
ないもの）であり得る。参照ポリヌクレオチド配列および参照ポリペプチド配列としては
、例えば、ＵｎｉＰｒｏｔＫＢ／Ｓｗｉｓｓ－Ｐｒｏｔ　Ｐ００４５１（ＦＡ８＿ＨＵＭ
ＡＮ）；Ｇｉｔｓｃｈｉｅｒ　Ｊら、Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ
　ｈｕｍａｎ　Ｆａｃｔｏｒ　ＶＩＩＩ　ｇｅｎｅ，Ｎａｔｕｒｅ，３１２（５９９２）
：３２６－３０（１９８４）；Ｖｅｈａｒ　ＧＨら、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｈｕｍ
ａｎ　Ｆａｃｔｏｒ　ＶＩＩＩ，Ｎａｔｕｒｅ，３１２（５９９２）：３３７－４２（１
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９８４）；およびＴｈｏｍｐｓｏｎ　ＡＲ．Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆａｃｔｏｒ　ＶＩＩＩ　ｇｅｎｅ　ａｎｄ　ｐｒｏｔｅｉｎ，Ｓ
ｅｍｉｎ　Ｔｈｒｏｍｂ　Ｈｅｍｏｓｔ，２００３：２９；１１－２９（２００２）（こ
れらの全体が本明細書中で参考として援用される）が挙げられる。
【００４９】
　本明細書中で使用されるとき、「生物学的に活性な誘導体」または「生物学的に活性な
改変体」は、前記分子の実質的に同じ機能的特性および／もしくは生物学的特性（例えば
、結合特性）ならびに／または同じ構造基盤（例えば、ペプチド骨格または基本的なポリ
マー単位）を有する分子の任意の誘導体または改変体を含む。
【００５０】
　本明細書中で使用されるとき、「血漿由来ＦＶＩＩＩ」または「血漿の」は、凝固経路
を活性化する特性を有する哺乳動物から得られた血液中に見られるすべての形態のタンパ
ク質を含む。
【００５１】
　様々な局面において、ｒＦＶＩＩＩの生成には、（ｉ）遺伝子操作によって組換えＤＮ
Ａを生成するため、（ｉｉ）例えば、限定されないが、トランスフェクション、エレクト
ロポレーションまたはマイクロインジェクションによって、組換えＤＮＡを原核細胞また
は真核細胞に導入するため、（ｉｉｉ）前記形質転換された細胞を培養するため、（ｉｖ
）例えば、恒常的にまたは誘導時にｒＦＶＩＩＩを発現するため、および（ｖ）例えば、
培養液から前記ｒＦＶＩＩＩを単離するため、または（ｖｉ）精製されたｒＦＶＩＩＩを
得るために、形質転換された細胞を回収することによって前記ｒＦＶＩＩＩを単離するた
めの当該分野で公知の任意の方法が含まれる。
【００５２】
　他の局面において、ｒＦＶＩＩＩは、薬理学的に許容可能なｒＦＶＩＩＩ分子を生成す
ることを特徴とする適当な原核生物または真核生物の宿主系における発現によって生成さ
れる。真核細胞の例は、哺乳動物細胞（例えば、ＣＨＯ、ＣＯＳ、ＨＥＫ２９３、ＢＨＫ
、ＳＫ－ＨｅｐおよびＨｅｐＧ２）である。
【００５３】
　さらに他の局面において、多種多様のベクターが、ｒＦＶＩＩＩを調製するために使用
され、それらは、真核生物および原核生物の発現ベクターから選択される。原核生物での
発現のためのベクターの例としては、プラスミド（例えば、限定されないが、ｐＲＳＥＴ
、ｐＥＴおよびｐＢＡＤ）が挙げられ、ここで、原核生物の発現ベクターにおいて使用さ
れるプロモーターとしては、限定されないが、ｌａｃ、ｔｒｃ、ｔｒｐ、ｒｅｃＡまたは
ａｒａＢＡＤのうちの１つ以上が挙げられる。真核生物の発現のためのベクターの例とし
ては：（ｉ）酵母における発現の場合、プロモーター（例えば、限定されないが、ＡＯＸ
１、ＧＡＰ、ＧＡＬ１またはＡＵＧ１）を使用するベクター（例えば、限定されないが、
ｐＡＯ、ｐＰＩＣ、ｐＹＥＳまたはｐＭＥＴ）；（ｉｉ）昆虫細胞における発現の場合、
プロモーター（例えば、限定されないが、ＰＨ、ｐ１０、ＭＴ、Ａｃ５、ＯｐＩＥ２、ｇ
ｐ６４またはｐｏｌｈ）を使用するベクター（例えば、限定されないが、ｐＭＴ、ｐＡｃ
５、ｐＩＢ、ｐＭＩＢまたはｐＢＡＣ）、および（ｉｉｉ）哺乳動物細胞における発現の
場合、プロモーター（例えば、限定されないが、ＣＭＶ、ＳＶ４０、ＥＦ－１、ＵｂＣ、
ＲＳＶ、ＡＤＶ、ＢＰＶおよびβ－アクチン）を使用する、ベクター（例えば、限定され
ないが、ｐＳＶＬ、ｐＣＭＶ、ｐＲｃ／ＲＳＶ、ｐｃＤＮＡ３またはｐＢＰＶ）および１
つの局面において、ウイルス系（例えば、限定されないが、ワクシニアウイルス、アデノ
随伴ウイルス、ヘルペスウイルスまたはレトロウイルス）に由来するベクターが挙げられ
る。
【００５４】
　「国際単位」または「ＩＵ」は、１段階（ｏｎｅ　ｓｔａｇｅ）アッセイなどの標準的
なアッセイによって測定されるときの、ＦＶＩＩＩの血液凝固活性の尺度の単位（効力）
である。１段階アッセイは、当該分野で公知であり、例えば、Ｎ　Ｌｅｅ，Ｍａｒｔｉｎ
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　Ｌら、Ａｎ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｐｒｅｄｉｌｕｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｐｏｔｅｎｃｙ　
Ａｓｓａｙｓ　ｏｆ　ＦＶＩＩＩ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅｓ，Ｔｈｒｏｍｂｏｓｉｓ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ（Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ　Ｌｔｄ．）３０，５１１　５１９（
１９８３）に記載されている。別の標準的なアッセイは、色素生産性アッセイである。色
素生産性アッセイは、Ｃｈｒｏｍｏｇｅｉｘ　ＡＢ，Ｍｏｌｎｄａｌ，Ｓｗｅｄｅｎから
入手可能なＣｏａｔｅｓｔ　Ｆａｃｔｏｒ　ＶＩＩＩなど、商業的に購入され得る。
【００５５】
　用語「徐冷する」は、調製物の乾燥段階の前に凍結乾燥をうける医薬品の凍結乾燥プロ
セスにおける工程を示すために使用されるものとし、ここで、凍結される調製物の温度は
、より低い温度からより高い温度に上げられ、次いで、その時間の後、再度冷却される。
【００５６】
　充填剤は、医薬品が凍結乾燥された後にその医薬品の「ケーク」または残留固体の塊に
構造を提供する化学的実体であり、そしてその医薬品を崩壊から保護する化学的実体であ
る。結晶化可能な充填剤は、凍結乾燥中に結晶化され得る本明細書中に記載されているよ
うな、塩化ナトリウム以外の充填剤を意味するものとする。ＨＥＳは、この結晶化可能な
充填剤の群に含められない。
【００５７】
　フリーズドライは、それが現れる文脈によって別段示されない限り、凍結乾燥プロセス
の一部を示すために使用されるものとし、ここで、医薬品の温度が、その調製物から水を
追い出すために上げられる。凍結乾燥プロセスの「凍結」工程は、フリーズドライ段階の
前に行われる工程である。「凍結乾燥」は、別段示されない限り、凍結工程と凍結乾燥工
程の両方を含む凍結乾燥のプロセス全体のことを指すものとする。
【００５８】
　別段述べられない限り、パーセンテージという用語は、重量／体積のパーセンテージを
表し、温度は、セルシウススケールである。
【００５９】
　製剤および凍結乾燥の開発
　最大の安定性を達成するために、本開示のＦＶＩＩＩ組成物は、１つの局面において、
凍結乾燥される。凍結乾燥中、ＦＶＩＩＩは、水相の状態からアモルファス固相の状態に
変換され、これは、タンパク質を化学的および／またはコンフォメーション的な不安定性
から保護すると考えられる。凍結乾燥された調製物は、アモルファス相を含むだけでなく
、凍結乾燥中に結晶化する成分も含む。そのような成分を含むことによって、ＦＶＩＩＩ
組成物の急速な凍結乾燥およびより優良なケーク（すなわち、ケーク構造を保持し、かつ
それが凍結乾燥された容器の側面からの縮みが最小である、ケーク）の形成が可能になる
と考えられる。本開示の製剤において、安定化剤は、凍結乾燥された生成物のアモルファ
ス相に存在するように選択されており、充填剤（ＨＥＳを除く）は、凍結中に結晶化する
ように選択されている。
【００６０】
　ＦＶＩＩＩと安定剤の両方が、１つの局面において、凍結乾燥されたケークのアモルフ
ァス相に分散される。安定剤の塊もまた、１つの局面において、アモルファスの形態で他
の賦形剤と比べて大きい。さらに、アモルファス相の見かけのガラス転移温度（Ｔｇ’）
は、１つの局面において、フリーズドライ中は比較的高く、同様に貯蔵中もその固体のガ
ラス転移温度（Ｔｇ）は、好ましくは高い。アモルファスの塩化ナトリウムが、アモルフ
ァス相のＴｇ’を押し下げるので、生成物中の塩化ナトリウムの結晶化が、望ましいこと
が見出された。
【００６１】
　特定の組成物のケークの崩壊を回避するために、１つの局面において、凍結濃縮物の見
かけのガラス転移温度より低い生成物温度で１次乾燥が行われる。乾燥時間の延長もまた
、Ｔｇ’の低下を埋め合わせるために必要であり得る。凍結乾燥に関するさらなる情報は
、Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ，Ｊ．Ｆ．ａｎｄ　Ｃｈａｎｇ，Ｂ．Ｓ．，Ｌｙｏｐｈｉｌｉｚａ
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ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎ
ｇ，Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ，Ｋ．Ｅ．Ａｖｉｓ　ａ
ｎｄ　Ｖ．Ｌ．Ｗｕ，ｅｄｓ．（Ｂｕｆｆａｌｏ　Ｇｒｏｖｅ，Ｉｌｌ．：Ｉｎｔｅｒｐ
ｈａｒｍ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．），ｐｐ．１９９　２６４（１９９６）、米国特許第７
，２４７，７０７号、同第７，０８７，７２３号、同第６，５８６５７３号に見られ得る
。
【００６２】
　凍結乾燥は、当該分野で通常の手法を用いて行われ、開発されている組成物に対して最
適化されるべきである［Ｔａｎｇら、Ｐｈａｒｍ　Ｒｅｓ．２１：１９１－２００，（２
００４）およびＣｈａｎｇら、Ｐｈａｒｍ　Ｒｅｓ．１３：２４３－９（１９９６）］。
【００６３】
　凍結乾燥サイクルは、１つの局面において、３つの工程：凍結、１次乾燥および２次乾
燥から構成される［Ａ．Ｐ．Ｍａｃｋｅｎｚｉｅ，Ｐｈｉｌ　Ｔｒａｎｓ　Ｒ　Ｓｏｃ　
Ｌｏｎｄｏｎ，Ｓｅｒ　Ｂ，Ｂｉｏｌ　２７８：１６７（１９７７）］。凍結工程では、
溶液を冷却することにより、氷の形成が開始する。さらに、この工程は、充填剤の結晶化
を誘導する。その氷は、１次乾燥段階において昇華し、その昇華は、昇華を促進するため
に真空を用い、そして熱を導入することにより、チャンバー圧を氷の蒸気圧より低下させ
ることによって行われる。最後に、吸着された水または結合した水を、２次乾燥段階で低
いチャンバー圧かつ高い棚温度において除去する。このプロセスにより、凍結乾燥された
ケークとして知られる材料が生成される。その後、そのケークは、滅菌水または注射に適
した希釈剤で再構成され得る。
【００６４】
　凍結乾燥サイクルは、賦形剤の最終的な物理的状態を決定するだけでなく、他のパラメ
ータ（例えば、再構成時間、外観、安定性および最終的な水分含有量）にも影響する。凍
結状態の組成物の構造は、特定の温度において生じるいくつかの転移（例えば、ガラス転
移および結晶化）を経て、その構造を用いることにより、凍結乾燥プロセスが理解され得
、最適化され得る。Ｔｇおよび／またはＴｇ’は、溶質の物理的状態に関する情報を提供
し得、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によって測定され得る。ＴｇおよびＴｇ’は、凍結乾
燥サイクルを計画するときに考慮されなければならない重要なパラメータである。例えば
、Ｔｇ’は、１次乾燥にとって重要である。さらに、乾燥状態では、ガラス転移温度が、
最終生成物に対するおそらく許容可能な貯蔵温度についての情報を提供する。
【００６５】
　活性な薬物に加えて、製剤の成分は、１つの局面において、低用量の薬物の場合、安定
剤、界面活性剤、バッファーおよび充填剤を含む。タンパク質の独特のニーズに対処する
特別な成分（例えば、ＦＶＩＩＩの場合のＣａ＋２）もまた、様々な局面において、含め
られる。多くの添加物（例えば、糖、グリセロール、ある特定のアミノ酸およびアミン）
のすべてが、安定剤として働き得る。安定性は、しばしば、「ガラス動力学」の点から合
理的に考えられる。つまり、本製剤は、タンパク質が分子的に分散されており、不動のガ
ラス状マトリックスに結合されていて、タンパク質および潜在的な反応物の移動性が大き
く制限されている、「非反応性の」無定形固体、すなわちガラスをフリーズドライ中に形
成するはずである。いずれの分解プロセスも、いくつかのタイプの分子移動性を必要とす
るので、不動化は、少なくとも定性的に、安定化を意味する。凍結された濃縮物のガラス
状マトリックスおよび乾燥されたアモルファス相は、それらのガラス転移温度であるそれ
ぞれＴｇ’およびＴｇによって特徴づけられる。ガラス転移温度より低い温度では、移動
性は、非常に限定的になり、逆に、ガラス転移よりもかなり高い温度では、移動性は、急
速な化学的および物理的分解プロセスを支持するのに十分高くなる。通則として、１次乾
燥中の生成物温度（Ｔｐ）は、フリーズドライ中のアモルファスマトリックスの崩壊を回
避するために（すなわち、望ましくない物理的変化を回避するために）Ｔｇ’付近または
Ｔｇ’より低く調節されなければならず（Ｔｐ＜Ｔｇ’）、急速な分解を回避するために
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貯蔵中はＴｇより低く維持されなければならない。しかしながら、単純にＴｇよりも低い
温度で貯蔵することは、必ずしも、許容可能な安定性を保証するわけではない。二糖類は
、それらを有効な水の代用物と良好なガラス形成剤の両方として機能することを可能にす
る特性を有する。代表的には、スクロースおよびトレハロースが、安定剤として使用され
る。
【００６６】
　本明細書中に記載されるように、充填剤が、タンパク質製剤におけるもう１つの重要な
賦形剤である。充填剤の機能は、「優良さ（ｅｌｅｇａｎｃｅ）」を提供することであり
、より重要なことには、生成物を「破裂（ｂｌｏｗ－ｏｕｔ）」から保護することである
。すなわち、低用量薬物の場合、薬物濃度は、非常に低いので、得られる乾燥生成物すな
わちケークの機械的強度はほとんどない場合がある。したがって、流動している水蒸気か
らの運動量移行は、ケークを崩壊させ得、生成物の片をバイアルから乾燥チャンバーに移
動させ得る。代表的には、高い共融温度を有する可溶性の容易に結晶化される材料は、崩
壊に起因する損傷なしにフリーズドライしやすいので、それらは、充填剤として十分機能
する。マンニトールおよびグリシンが、通常、医薬品において使用される。充填剤は、本
質的に完全な結晶化を保証するために、主成分として存在する必要がある。
【００６７】
　通常の製剤および賦形剤
　賦形剤は、製造可能性および／または最終生成物の品質（例えば、薬物生成物（例えば
、タンパク質）の安定性および送達）を付与するかまたは増強する添加物である。これら
を含めることに対する理由を問わず、賦形剤は、製剤の不可欠な成分であり、ゆえに、安
全であり、かつ患者によって十分に許容される必要がある。タンパク質薬物に対して、賦
形剤はその薬物の有効性と免疫原性の両方に影響し得るので、賦形剤の選択は、特に重要
である。したがって、タンパク質製剤は、適当な安定性、安全性および市場性をもたらす
賦形剤を適切に選択して、開発される必要がある。
【００６８】
　凍結乾燥された製剤は、１つの実施形態において、バッファー、充填剤および安定剤の
１つ以上を少なくとも含む。この実施形態において、凍結乾燥工程中または再構成中の凝
集が問題になる場合に、界面活性剤の有用性が評価され、選択される。製造中（例えば、
希釈中、滅菌濾過中、充填中など）および凍結乾燥された生成物の再構成後に製剤をｐＨ
の安定領域内に維持する適切な緩衝剤が、含められる。液体のタンパク質製剤および凍結
乾燥されたタンパク質製剤に対して企図される賦形剤成分の比較が、以下の表に提供され
ている：
【００６９】
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【化３】

　タンパク質のための製剤を開発する際の主要な難題は、製造、発送および貯蔵のストレ
スに対して生成物を安定化することである。製剤の賦形剤の役割は、これらのストレスに
対して安定化をもたらすことである。賦形剤は、それらの送達を可能にするためおよび患
者の利便性を向上するために、高濃度タンパク質製剤の粘度を低下させるためにも使用さ
れる。一般に、安定剤は、それらが様々な化学的ストレスおよび物理的ストレスに対して
タンパク質を安定化するメカニズムに基づいて分類され得る。いくつかの安定剤は、特定
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のストレスの作用を緩和するためまたは特定のタンパク質の特定の感受性を制御するため
に使用される。他の安定剤は、タンパク質の物理的および共有結合性の安定性に対してよ
り一般的な作用を有する。本明細書中に記載される安定剤は、製剤におけるそれらの化学
的タイプまたはそれらの機能的役割によって系統立てられる。安定化様式の簡潔な説明は
、各安定剤のタイプを考察するときに提供される。
【００７０】
　本明細書中に提供される教示および指導を所与として、生物医薬品（例えば、タンパク
質）の安定性の保持を促進する可能性のある本開示の生物医薬品製剤を得るために、どれ
だけの量または範囲の賦形剤が任意の特定の製剤に含められ得るかを当業者は把握する。
【００７１】
　当然のことながら、当業者は、本明細書中に記載される賦形剤の濃度が、特定の製剤内
で相互依存性を共有することを認識するだろう。例としては、例えば、タンパク質濃度が
高い場合、または例えば、安定化剤の濃度が高い場合に、充填剤の濃度は、１つの局面に
おいて、下げられる。さらに、当業者は、充填剤が存在しない特定の製剤の等張性を維持
するために、安定化剤の濃度が、しかるべく高められ得る（すなわち、「等張化する（ｔ
ｏｎｉｃｉｆｙｉｎｇ）」量の安定剤が使用され得る）ことを認識するだろう。通常の賦
形剤は、当該分野で公知であり、Ｐｏｗｅｌｌら、Ｃｏｍｐｅｎｄｉｕｍ　ｏｆ　Ｅｘｃ
ｉｐｉｅｎｔｓ　ｆｉｒ　Ｐａｒｅｎｔｅｒａｌ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ（１９９８
），ＰＤＡ　Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，５２：２３８－３１１に
見られ得る。
【００７２】
　バッファー（ｂｕｆｆｅｒ）および緩衝剤
　薬理学的に活性なタンパク質製剤の安定性は、通常、狭いｐＨ範囲内で最大であると観
察される。この最適な安定性のｐＨ範囲は、プレフォーミュレーション研究の初期に特定
される必要がある。いくつかのアプローチ（例えば、加速された安定性研究および熱量測
定スクリーニング研究）が、この試みにおいて有用である（Ｒｅｍｍｅｌｅ　Ｒ．Ｌ．Ｊ
ｒ．ら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，３８（１６）：５２４１－７（１９９９））。いっ
たん製剤が完成すると、そのタンパク質は、製造され、その貯蔵期間全体にわたって維持
されなければならない。ゆえに、その製剤中のｐＨを調節するために、緩衝剤がほぼ必ず
使用される。
【００７３】
　緩衝する種の緩衝能力は、ｐＫａと等しいｐＨにおいて最大になり、ｐＨがこの値から
上昇するかまたは低下するにつれて、低下する。緩衝能力の９０パーセントが、そのｐＫ
ａの１ｐＨ単位内に存在する。緩衝能力はまた、バッファーの濃度の上昇に比例して増加
する。
【００７４】
　バッファーを選択するとき、いくつかの因子を考慮する必要がある。第１のものおよび
主要なものとして、バッファーの種類およびその濃度が、そのｐＫａおよび所望の製剤ｐ
Ｈに基づいて定義される必要がある。等しく重要なのは、そのバッファーが、そのタンパ
ク質および他の製剤の賦形剤と適合性であること、およびいかなる分解反応も触媒しない
ことを確実にすることである。考慮されるべき第３の重要な局面は、そのバッファーが投
与時に誘導し得る刺痛および刺激作用の感覚である。例えば、クエン酸塩は、注射時に刺
痛を引き起こすと知られている（Ｌａｕｒｓｅｎ　Ｔら、Ｂａｓｉｃ　Ｃｌｉｎ　Ｐｈａ
ｒｍａｃｏｌ　Ｔｏｘｉｃｏｌ．，９８（２）：２１８－２１（２００６））。刺痛およ
び刺激作用に対する可能性は、製剤が投与時に血液中に迅速に希釈されるようになるＩＶ
経路によって投与されるときよりも、薬物の溶液が比較的長い時間にわたってその部位に
留まる皮下（ＳＣ）または筋肉内（ＩＭ）経路によって投与される薬物の場合のほうが高
い。直接的なＩＶ注入によって投与される製剤の場合、バッファー（および他の任意の製
剤の成分）の総量をモニターする必要がある。それは、患者において心臓血管への作用を
誘導し得るリン酸カリウムバッファーの形態で投与されるカリウムイオンについて特に慎
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重でなければならない（Ｈｏｌｌａｎｄｅｒ－Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ　ＪＣら、Ａｍ．Ｆａ
ｍ．Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ．，７３（２）：２８３－９０（２００６））。
【００７５】
　凍結乾燥された製剤用のバッファーは、さらに考慮する必要がある。リン酸ナトリウム
のようないくつかのバッファーは、ｐＨの変化が生じる凍結中にタンパク質のアモルファ
ス相から結晶化し得る。酢酸塩およびイミダゾールなどの他の通常のバッファーは、凍結
乾燥プロセス中に昇華するかまたは蒸発し、それによって、凍結乾燥中または再構成後に
製剤のｐＨが変化し得る。
【００７６】
　１つの実施形態において、組成物に存在する緩衝系は、生理的に適合性であるように、
およびその医薬製剤の所望のｐＨを維持するように、選択される。別の実施形態において
、その溶液のｐＨは、ｐＨ２．０～ｐＨ１２．０である。例えば、様々な実施形態におい
て、その溶液のｐＨは、２．０、２．３、２．５、２．７、３．０、３．３、３．５、３
．７、４．０、４．３、４．５、４．７、５．０、５．３、５．５、５．７、６．０、６
．３、６．５、６．７、７．０、７．３、７．５、７．７、８．０、８．３、８．５、８
．７、９．０、９．３、９．５、９．７、１０．０、１０．３、１０．５、１０．７、１
１．０、１１．３、１１．５、１１．７または１２．０であり得る。
【００７７】
　ｐＨ緩衝化合物は、その製剤のｐＨを所定のレベルに維持するのに適した任意の量で存
在し得る。適切に低レベルのバッファーが使用されるとき、結晶化およびｐＨの変化は、
回避され得る。１つの実施形態において、ｐＨ緩衝濃度は、０．１ｍＭ～５００ｍＭ（１
Ｍ）である。例えば、ｐＨ緩衝剤が、少なくとも０．１、０．５、０．７、０．８、０．
９、１．０、１．２、１．５、１．７、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、
１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２５、３０、４０、５０、６
０、７０、８０、９０、１００、２００または５００ｍＭであることが企図される。
【００７８】
　本明細書中に示されているような製剤を緩衝するために使用される例示的なｐＨ緩衝剤
としては、有機酸、グリシン、ヒスチジン、グルタミン酸塩、コハク酸塩、リン酸塩、酢
酸塩、クエン酸塩、Ｔｒｉｓ、ＨＥＰＥＳおよびアミノ酸またはアミノ酸の混合物（アス
パラギン酸塩、ヒスチジンおよびグリシンを含むがこれらに限定されない）が挙げられる
が、これらに限定されない。本開示の１つの実施形態において、緩衝剤は、ヒスチジンで
ある。
【００７９】
　安定剤および充填剤
　本医薬製剤の１つの実施形態において、安定剤（または安定剤の組み合わせ）が加えら
れることにより、貯蔵によって誘導される凝集および化学的分解が防止されるかまたは減
少する。再構成の際に濁りをおびた溶液または混濁した溶液は、通常、そのタンパク質が
沈殿しているかまたは少なくとも凝集していることを示唆する。用語「安定剤」は、凝集
または化学的分解（例えば、自己分解、アミド分解、酸化など）を防止することができる
賦形剤のことを意味する。ある特定の実施形態において、企図される安定剤としては、ス
クロース、トレハロース、マンノース、マルトース、ラクトース、グルコース、ラフィノ
ース、セロビオース、ゲンチオビオース、イソマルトース、アラビノース、グルコサミン
、フルクトース、マンニトール、ソルビトール、グリシン、アルギニンＨＣＬ、ポリヒド
ロキシ化合物（多糖類（例えば、デキストラン、デンプン、ヒドロキシエチルデンプン、
シクロデキストリン、Ｎ－メチルピロリデン、セルロースおよびヒアルロン酸）を含む）
、塩化ナトリウム、塩化カルシウムが挙げられるが、これらに限定されない［Ｃａｒｐｅ
ｎｔｅｒら、Ｄｅｖｅｌｏｐ．Ｂｉｏｌ．Ｓｔａｎｄａｒｄ　７４：２２５，（１９９１
）］。本開示の１つの実施形態において、トレハロースが、安定化剤として使用される。
本開示の別の実施形態において、スクロースが、安定化剤として使用される。本製剤にお
いて、安定剤は、ある特定の実施形態において、約０．１、０．５、０．７、０．８、０
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．９、１．０、１．２、１．５、１．７、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、３０、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、１００、２００、５００、７００、９００または１０００ｍＭの濃度
で組み込まれる。同様に、本開示のある特定の実施形態において、安定剤は、約０．００
５、０．０１、０．０２、０．０３、０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０
９、０．１、０．５、０．７、０．８、０．９、１．０、１．２、１．５、１．７、２、
３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８
、１９または２０％ｗ／ｖの濃度で組み込まれる。
【００８０】
　所望であれば、本製剤は、適切な量の充填剤およびオスモル濃度調節剤も含む。本開示
の様々な実施形態において、充填剤としては、例えば、マンニトール、グリシン、スクロ
ース、ポリマー（例えば、デキストラン、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセル
ロース、ラクトース、ソルビトール、トレハロースまたはキシリトール）が挙げられるが
、これらに限定されない。１つの実施形態において、充填剤は、マンニトールである。充
填剤は、本開示の様々な実施形態において、約０．１、０．５、０．７、０．８、０．９
、１．０、１．２、１．５、１．７、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１
２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、３０、４０、５０、６０、７０
、８０、９０、１００、２００、５００、７００、９００または１０００ｍＭの濃度で組
み込まれる。
【００８１】
　界面活性剤
　タンパク質は、それが気体と液体、バイアルと液体および液体と液体（シリコーン油）
との界面において吸着および変性を受けやすくする面と相互作用する強い傾向を有する。
この分解経路は、タンパク質濃度に反対に依存するように観察され、可溶性および不溶性
のタンパク質凝集物が形成されるか、または面への吸着によって溶液からタンパク質が損
失する。容器表面への吸着に加えて、表面によって誘導される分解は、製品の発送中およ
び取り扱い中に起き得るような物理的振動によって悪化する。
【００８２】
　表面によって誘導される分解を防止するために、通常、タンパク質製剤中で界面活性剤
が使用される。界面活性剤は、界面の位置に対してタンパク質を打ち負かす能力を有する
（および／または構造的に変更されたタンパク質分子の正しいリフォールディングを促進
する）両親媒性分子である。界面活性剤分子の疎水性部分は、界面の位置（例えば、気体
／液体）を占め、その分子の親水性部分は、バルク溶媒に向かったままである。十分な濃
度（代表的には、界面活性物質の臨界ミセル濃度付近）において、界面活性剤分子の表面
層が、タンパク質分子がその界面において吸着することを防止する働きをする。それによ
り、表面によって誘導される分解が、最小になる。本明細書中で企図される界面活性剤と
しては、ソルビタンポリエトキシレートの脂肪酸エステル、すなわち、ポリソルベート２
０およびポリソルベート８０が挙げられるがこれらに限定されない。これら２つは、それ
らの分子に疎水性特性を付与する脂肪族鎖の長さだけが異なる（それぞれ、Ｃ－１２およ
びＣ－１８）。したがって、ポリソルベート－８０は、ポリソルベート－２０より表面活
性であり、より低い臨界ミセル濃度を有する。
【００８３】
　界面活性物質は、タンパク質の熱力学的なコンフォメーションの安定性にも影響し得る
。非イオン性界面活性剤は、一般に、タンパク質の安定化に有用である。イオン性界面活
性剤（界面活性物質）は、通常、タンパク質を不安定化する。また、所与の界面活性物質
の賦形剤の作用は、タンパク質特異的である。例えば、ポリソルベートは、いくつかのタ
ンパク質の安定性を低下させ、その他のタンパク質の安定性を増加させると示されている
。界面活性物質によるタンパク質の不安定化は、部分的または全体的に折り畳まれていな
いタンパク質の状態との特異的な結合に関与し得る界面活性物質分子の疎水性テイルの点
において合理的に考えられ得る。これらのタイプの相互作用によって、コンフォメーショ
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ンの平衡状態が変更し、より広がったタンパク質状態に向かい得る（すなわち、結合して
いるポリソルベートを補完してタンパク質分子の疎水性部分の露出が増加する）。あるい
は、タンパク質の天然の状態が、いくつかの疎水性表面を示す場合、天然の状態に結合す
る界面活性物質が、そのコンフォメーションを安定化し得る。
【００８４】
　ポリソルベートの別の局面は、それらが本質的に酸化分解を受けやすいことである。し
ばしば、原材料として、それらが十分量の過酸化物を含むことにより、タンパク質残基の
側鎖、特に、メチオニンが酸化される。安定剤を加えることによって酸化的障害の可能性
が生じることから、最低有効濃度の賦形剤が製剤中で使用されるべきである点が強調され
る。界面活性剤については、所与のタンパク質に対する有効濃度は、安定化のメカニズム
に依存する。
【００８５】
　界面活性剤は、凍結中および乾燥中の表面に関係する凝集現象を防止するためにも適切
な量で加えられる［Ｃｈａｎｇ，Ｂ，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．８５：１３２５，（１９
９６）］。したがって、例示的な界面活性剤としては、陰イオン、陽イオン、非イオン、
双性イオンおよび両性の界面活性剤（天然に存在するアミノ酸から得られる界面活性剤を
含む）が挙げられるがこれらに限定されない。陰イオン界面活性剤としては、ラウリル硫
酸ナトリウム、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウムおよびジオクチルスルホン酸ナトリ
ウム、ケノデオキシコール酸、Ｎ－ラウロイルサルコシンナトリウム塩、硫酸ドデシルリ
チウム、１－オクタンスルホン酸ナトリウム塩、コール酸ナトリウム水和物、デオキシコ
ール酸ナトリウムおよびグリコデオキシコール酸ナトリウム塩が挙げられるが、これらに
限定されない。陽イオン界面活性剤としては、塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンゼト
ニウム、塩化セチルピリジニウム一水和物および臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウ
ムが挙げられるが、これらに限定されない。双性イオン界面活性剤としては、ＣＨＡＰＳ
、ＣＨＡＰＳＯ、ＳＢ３－１０およびＳＢ３－１２が挙げられるが、これらに限定されな
い。非イオン界面活性剤としては、ジギトニン、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、Ｔｒｉｔｏ
ｎ　Ｘ－１１４、ＴＷＥＥＮ－２０およびＴＷＥＥＮ－８０が挙げられるが、これらに限
定されない。界面活性剤としては、ラウロマクロゴール４００、ステアリン酸ポリオキシ
ル４０、ポリオキシエチレン硬化ひまし油１０、４０、５０および６０、モノステアリン
酸グリセロール、ポリソルベート４０、６０、６５および８０、ダイズレシチンならびに
他のリン脂質（例えば、ジオレイルホスファチジルコリン（ＤＯＰＣ）、ジミリストイル
ホスファチジルグリセロール（ＤＭＰＧ）、ジミリストイルホスファチジルコリン（ＤＭ
ＰＣ）および（ジオレイルホスファチジルグリセロール）ＤＯＰＧ）；スクロース脂肪酸
エステル、メチルセルロースおよびカルボキシメチルセルロースも挙げられるが、これら
に限定されない。ゆえに、これらの界面活性剤を個別にまたは異なる比での混合物として
含む組成物が、さらに提供される。本開示の１つの実施形態において、界面活性剤は、Ｔ
ＷＥＥＮ－８０である。本製剤において、界面活性剤は、約０．０１～約０．５ｇ／Ｌの
濃度で組み込まれる。提供される製剤において、様々な実施形態において、界面活性剤の
濃度は、０．００５、０．０１、０．０２、０．０３、０．０５、０．０６、０．０７、
０．０８、０．０９、０．１、０．２、０．３、０．４、０．５、０．６、０．７、０．
８、０．９または１．０ｇ／Ｌである。同様に、本開示のある特定の実施形態において、
界面活性剤は、約０．００１、０．００２、０．００３、０．００４、０．００５、０．
０１、０．０２、０．０３、０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、０．
１、０．５、０．７、０．８、０．９または１．０％ｗ／ｖの濃度で組み込まれる。
【００８６】
　塩
　塩は、製剤のイオン強度を高めるために加えられることが多く、タンパク質の溶解性、
物理的安定性および等張性にとって重要であり得る。塩は、種々の方法でタンパク質の物
理的安定性に影響し得る。イオンは、タンパク質の表面上の荷電残基に結合することによ
ってタンパク質の天然状態を安定化し得る。あるいは、塩は、タンパク質骨格（－ＣＯＮ
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Ｈ－）に沿ってペプチド群に結合することによって、変性した状態を安定化し得る。塩は
、タンパク質分子内の残基間の反発静電相互作用を保護することによって、タンパク質の
天然のコンフォメーションも安定化し得る。タンパク質製剤中の塩は、タンパク質の凝集
および不溶性をもたらし得るタンパク質分子間の誘引性静電相互作用も保護し得る。塩（
すなわち、電解質）は、一般に、Ｔｇ’を著しく低下させ、それにより、製剤のフリーズ
ドライがより困難になり、時折、不可能になる。この理由から、タンパク質の構造的安定
性を維持するのに十分な塩だけが、製剤に含められるべきであり、通常、電解質のこのレ
ベルは、非常に低い。
【００８７】
　ある特定の実施形態において、製剤の塩濃度は、０．０（すなわち、塩を含まない）、
０．００１、０．００２、０．００３、０．００４、０．００５、０．００６、０．００
７、０．００８、０．００９、０．０１０、０．０１１、０．０１２、０．０１３、０．
０１４、０．０１５、０．０２０、０．０５０、０．０８０、０．１、１、１０、２０、
３０、４０、５０、８０、１００、１２０、１５０、２００、３００および５００ｍＭの
間である。本開示の１つの実施形態において、０．０ｍＭ　ＮａＣｌ（すなわち、ＮａＣ
ｌを含まない）が、製剤に含められる。本開示の様々な実施形態によればＮａＣｌが省略
されるかまたは除去されるが、微量のＮａＣｌが存在し得ること（すなわち、透析または
クロマトグラフィの手順によってＮａＣｌを除去することの限界に起因して）を当業者は
認識するだろう。したがって、様々な実施形態において、「ＮａＣｌが除かれている」は
、ＮａＣｌが製剤に加えられなかったことを意味し、「微量のＮａＣｌ」は、ＮａＣｌが
製剤から除去されたこと（例えば、透析、溶媒交換クロマトグラフィなどによって可能な
程度まで）を意味する。
【００８８】
　他の通常の賦形剤の成分
　アミノ酸
　アミノ酸は、タンパク質製剤において、バッファー、充填剤、安定剤および抗酸化剤と
して多目的の用途が見出されている。したがって、１つの局面において、ヒスチジンおよ
びグルタミン酸が、それぞれ５．５～６．５および４．０～５．５のｐＨ範囲でタンパク
質製剤を緩衝するために使用される。ヒスチジンのイミダゾール基は、ｐＫａ＝６．０を
有し、グルタミン酸側鎖のカルボキシル基は、４．３というｐＫａを有し、これによって
、これらのアミノ酸が、それぞれのｐＨ範囲で緩衝するのに適するようになる。グルタミ
ン酸は、そのような場合において特に有用である。ヒスチジンは、販売されているタンパ
ク質製剤に通常見られるものであり、このアミノ酸は、注射の際に刺痛を与えると知られ
ているバッファーであるクエン酸塩の代替物である。興味深いことに、ヒスチジンは、液
体形態と凍結乾燥された形態の両方において高濃度で使用されるとき、凝集に対して安定
効果を有するとも報告されている（Ｃｈｅｎ　Ｂら、Ｐｈａｒｍ　Ｒｅｓ．，２０（１２
）：１９５２－６０（２００３））。ヒスチジンは、高タンパク質濃度の製剤の粘度を低
下させるとも他の人によって観察された。しかしながら、同じ研究において、その著者ら
は、ステンレス鋼容器内での抗体の凍結融解研究中に、ヒスチジン含有製剤において凝集
および変色の増加を観察した。ヒスチジンに関する別の警告は、ヒスチジンが、金属イオ
ンの存在下において光酸化を起こす点である（Ｔｏｍｉｔａ　Ｍら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ，８（１２）：５１４９－６０（１９６９））。製剤中で抗酸化剤としてメチオニ
ンを使用することが、有望であるとみられる；メチオニンは、いくつかの酸化ストレスに
対して有効であることが観察されている（Ｌａｍ　ＸＭら、Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ．，
８６（１１）：１２５０－５（１９９７））。
【００８９】
　様々な局面において、優先的な排除のメカニズムによってタンパク質を安定化すると示
されているアミノ酸のグリシン、プロリン、セリン、アルギニンおよびアラニンの１つ以
上を含む製剤が提供される。グリシンもまた、凍結乾燥された製剤において通常使用され
る充填剤である。アルギニンは、凝集を阻害する際に有効な薬剤であると示されており、
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液体製剤と凍結乾燥された製剤の両方において使用されている。
【００９０】
　提供される製剤において、アミノ酸濃度は、０．１、１、１０、２０、３０、４０、５
０、８０、１００、１２０、１５０、２００、３００および５００ｍＭの間である。本開
示の１つの実施形態において、アミノ酸は、グリシンである。
【００９１】
　抗酸化剤
　タンパク質残基の酸化は、いくつかの異なる起源から生じる。特定の抗酸化剤を付加す
ること以上に、酸化的タンパク質損傷の防止は、製品の製造プロセス全体および貯蔵全体
にわたるいくつかの因子（例えば、大気中の酸素、温度、光への曝露および化学的汚染）
の慎重な管理を含む。それゆえ、本開示は、還元剤、酸素／フリーラジカルスカベンジャ
ーまたはキレート剤を含むがこれらに限定されない薬学的抗酸化剤の使用を企図する。治
療用タンパク質製剤中の抗酸化剤は、１つの局面において、水溶性であり、製品の貯蔵期
間にわたって活性なままである。還元剤および酸素／フリーラジカルスカベンジャーは、
溶液中の活性な酸素種を除去することによって働く。ＥＤＴＡなどのキレート剤は、フリ
ーラジカルの形成を促進する微量金属夾雑物と結合することによって効果的である。例え
ば、金属イオンによって触媒されるシステイン残基の酸化を阻害するために、酸性線維芽
細胞成長因子の液体製剤中でＥＤＴＡが利用された。本開示の１つの実施形態において、
グルタチオンが、本製剤中に含められる。本明細書中に提供される製剤の様々な実施形態
において、抗酸化剤の濃度は、０．００５、０．０１、０．０２、０．０３、０．０５、
０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、０．１、０．２、０．３、０．４、０．５、
０．６、０．７、０．８、０．９または１．０ｍｇ／ｍＬである。
【００９２】
　タンパク質の酸化を防止する様々な賦形剤の有効性に加えて、抗酸化剤自体がそのタン
パク質に他の共有結合性の変化または物理的な変化を誘導する可能性が、懸念されている
。例えば、還元剤は、分子内ジスルフィド結合を破壊し得、それにより、ジスルフィドシ
ャフリングがもたらされ得る。遷移金属イオンの存在下において、アスコルビン酸および
ＥＤＴＡは、いくつかのタンパク質およびペプチドにおいてメチオニン酸化を促進すると
示されている（Ａｋｅｒｓ　ＭＪ，ａｎｄ　Ｄｅｆｅｌｉｐｐｉｓ　ＭＲ．Ｐｅｐｔｉｄ
ｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ａｓ　Ｐａｒｅｎｔｅｒａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ．
Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏ
ｆ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ．Ｓｖｅｎ　Ｆｒｏｋｊａｅｒ，Ｌａ
ｒｓ　Ｈｏｖｇａａｒｄ，ｅｄｉｔｏｒｓ．Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ．Ｔａｙｌｏｒ　ａｎｄ　Ｆｒａｎｃｉｓ，ＵＫ（１９９９））；Ｆｒａｎｓｓｏｎ
　Ｊ．Ｒ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．８６（９）：４０４６－１０５０（１９９７）；
Ｙｉｎ　Ｊら、Ｐｈａｒｍ　Ｒｅｓ．，２１（１２）：２３７７－８３（２００４））。
チオ硫酸ナトリウムは、ｒｈｕＭａｂ　ＨＥＲ２において光および温度によって誘導され
るメチオニン酸化のレベルを低下させると示されている；しかしながら、チオ硫酸タンパ
ク質付加物（ｔｈｉｏｓｕｌｆａｔｅ－ｐｒｏｔｅｉｎ　ａｄｄｕｃｔ）の形成も、この
研究で報告された（Ｌａｍ　ＸＭ，Ｙａｎｇ　ＪＹら、Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ．８６（
１１）：１２５０－５（１９９７））。適切な抗酸化剤の選択は、そのタンパク質の特定
のストレスおよび感受性に応じて行われる。ある特定の局面において企図される抗酸化剤
としては、還元剤および酸素／フリーラジカルスカベンジャー、金属錯化剤（例えば、Ｅ
ＤＴＡ）およびチオ硫酸ナトリウムが挙げられるがこれらに限定されない。
【００９３】
　金属イオン
　一般に、遷移金属イオンは、タンパク質における物理的および化学的分解反応を触媒し
得るので、タンパク質製剤では望まれない。しかしながら、特定の金属イオンが、タンパ
ク質に対する補因子であるときそれらは製剤に含められ、それらが配位錯体を形成する場
合、それらはタンパク質の懸濁製剤に含められる（例えば、インスリンの亜鉛懸濁液）。
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近年、マグネシウムイオンの使用（１０～１２０ｍＭ）が、アスパラギン酸からイソアス
パラギン酸への異性化を阻害するために提案されている（ＷＯ２００４０３９３３７）。
【００９４】
　金属イオンがタンパク質における安定性または高い活性を付与する２つの例は、ヒトデ
オキシリボヌクレアーゼ（ｒｈＤＮａｓｅ，Ｐｕｌｍｏｚｙｍｅ（登録商標））およびＦ
ＶＩＩＩである。ｒｈＤＮａｓｅの場合、Ｃａ＋２イオン（最大１００ｍＭ）が、特定の
結合部位を介してこの酵素の安定性を高めた（Ｃｈｅｎ　Ｂら、Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ
．，８８（４）：４７７－８２（１９９９））。実際に、ＥＤＴＡを用いて溶液からカル
シウムイオンを除去することにより、アミド分解および凝集が増加した。しかしながら、
この作用は、Ｃａ＋２イオンだけでしか観察されなかった；他の二価の陽イオンＭｇ＋２

、Ｍｎ＋２およびＺｎ＋２は、ｒｈＤＮａｓｅを不安定化させると観察された。同様の作
用が、ＦＶＩＩＩにおいて観察された。Ｃａ＋２およびＳｒ＋２イオンは、このタンパク
質を安定化したが、Ｍｇ＋２、Ｍｎ＋２およびＺｎ＋２のようなその他のもの、Ｃｕ＋２

ならびにＦｅ＋２は、この酵素を不安定化した（Ｆａｔｏｕｒｏｓ，Ａ．ら、Ｉｎｔ．Ｊ
．Ｐｈａｒｍ．，１５５，１２１－１３１（１９９７）。ＦＶＩＩＩを用いた別個の研究
において、凝集速度の著しい上昇が、Ａｌ＋３イオンの存在下において観察された（Ｄｅ
ｒｒｉｃｋ　ＴＳら、Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．，９３（１０）：２５４９－５７（２０
０４））。
【００９５】
　保存剤
　同じ容器からの２回以上の抽出を含む複数回用の非経口製剤を開発するとき、保存剤が
、必要である。それらの主な機能は、微生物の増殖を阻害すること、および貯蔵期間全体
または薬物製品を使用する期間全体にわたって製品の無菌性を保証することである。通常
使用される保存剤としては、ベンジルアルコール、フェノールおよびｍ－クレゾールが挙
げられるがこれらに限定されない。保存剤には、使用に関する長い歴史があるが、保存剤
を含むタンパク質製剤の開発は、骨の折れるものであり得る。保存剤は、ほぼ必ず、タン
パク質に対して不安定効果（凝集）を有し、これは、複数回用量のタンパク質製剤におけ
る使用を制限する主要な因子になっている（Ｒｏｙ　Ｓら、Ｊ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ．，
９４（２）：３８２－９６（２００５））。実用的には、保存剤は、希釈製剤に含められ
るべきであり、フリーズドライされた製剤には含められるべきでない。
【００９６】
　現在までに、ほとんどのタンパク質薬物が、単回使用のためだけに製剤化されている。
しかしながら、複数回用量の製剤が可能であるなら、それらは、患者の便利さおよび市場
性の高さをもたらす追加の利点を有する。好例は、保存型の製剤の開発によって、より便
利な複数回用のペン型の注射剤が商品化されたヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）の製剤である
。ｈＧＨの保存型の製剤を含む少なくとも４つのそのようなペン型デバイスが、現在、市
場で入手可能である。Ｎｏｒｄｉｔｒｏｐｉｎ（登録商標）（液体，Ｎｏｖｏ　Ｎｏｒｄ
ｉｓｋ）、Ｎｕｔｒｏｐｉｎ　ＡＱ（登録商標）（液体，Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）およびＧ
ｅｎｏｔｒｏｐｉｎ（凍結乾燥－二重チャンバーカートリッジ，Ｐｈａｒｍａｃｉａ　＆
　Ｕｐｊｏｈｎ）は、フェノールを含み、Ｓｏｍａｔｒｏｐｅ（登録商標）（Ｅｌｉ　Ｌ
ｉｌｌｙ）は、ｍ－クレゾールとともに製剤化されている。
【００９７】
　いくつかの局面が、保存型の剤形の製剤開発中に考慮される必要がある。薬物製品中の
有効な保存剤の濃度は、最適化されなければならない。これは、タンパク質安定性を損な
わずに抗微生物の有効性を付与する濃度範囲でその剤形中の所与の保存剤を試験すること
を必要とする。例えば、３つの保存剤が、インターロイキン－１レセプター（Ｉ型）に対
する液体製剤の開発において、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）を用いたスクリーニングに成
功した。販売されている製品において通常使用されている濃度における安定性に対する影
響に基づいて、それらの保存剤が順位づけられた（Ｒｅｍｍｅｌｅ　ＲＬ　Ｊｒ．ら、Ｐ
ｈａｒｍ　Ｒｅｓ．，１５（２）：２００－８（１９９８））。
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【００９８】
　保存剤を含む液体製剤の開発は、凍結乾燥された製剤よりも骨の折れるものである。フ
リーズドライされる生成物は、保存剤なしで凍結乾燥され得、使用時に、保存剤を含む希
釈剤で再構成され得る。これにより、保存剤がタンパク質と接触する時間が短くなり、関
連する安定性リスクが著しく最小になる。液体製剤の場合、保存剤の有効性および安定性
は、生成物の貯蔵期間全体（約１８～２４ヶ月）にわたって維持されなければならない。
注意するべき重要な点は、保存剤の有効性が、活性な薬物およびすべての賦形剤の成分を
含む最終製剤において証明されなければならない点である。
【００９９】
　いくつかの保存剤は、注射部位反応を引き起こし得、それは、保存剤を選択する際に配
慮を必要にする別の因子である。Ｎｏｒｄｉｔｒｏｐｉｎにおける保存剤およびバッファ
ーの評価に焦点が当てられた臨床試験では、フェノールおよびベンジルアルコールを含む
製剤において、ｍ－クレゾールを含む製剤よりも低い疼痛知覚が観察された（Ｋａｐｐｅ
ｌｇａａｒｄ　Ａ．Ｍ．，Ｈｏｒｍ　Ｒｅｓ．６２　Ｓｕｐｐｌ　３：９８－１０３（２
００４））。興味深いことに、通常使用される保存剤の中で、ベンジルアルコールは、麻
酔特性を有する（Ｍｉｎｏｇｕｅ　ＳＣ，ａｎｄ　Ｓｕｎ　ＤＡ．，Ａｎｅｓｔｈ　Ａｎ
ａｌｇ．，１００（３）：６８３－６（２００５））。様々な局面において、保存剤の使
用は、どんな副作用をも凌ぐ利点を提供する。
【０１００】
　調製方法
　本開示は、さらに、医薬製剤を調製するための方法を企図する。
【０１０１】
　本方法は、以下の工程：凍結乾燥する前に、本明細書中に記載されるような安定化剤を
前記混合物に加える工程、充填剤、オスモル濃度調節剤および界面活性剤（これらの各々
は、本明細書中に記載されるようなものである）から選択される少なくとも１つの薬剤を
凍結乾燥の前に前記混合物に加える工程の１つ以上を包含する。
【０１０２】
　凍結乾燥された材料に対する標準的な再構成の実施は、ある体積の純水または注射用の
滅菌水（ＷＦＩ）を戻し加えることである（しかしながら、代表的には、必ずしも凍結乾
燥中に除去された体積と等しくない）が、非経口投与用の医薬品を生成する際、抗菌剤の
希薄な溶液が、時折使用される［Ｃｈｅｎ，Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｈａｒｍａｃｙ，１８：１３１１－１３５４（１９９２）］
。したがって、再構成されたＦＶＩＩＩ組成物を調製するための方法が提供され、その方
法は、凍結乾燥された本開示のＦＶＩＩＩ組成物に希釈剤を加える工程を包含する。
【０１０３】
　凍結乾燥された材料は、水溶液として再構成され得る。種々の水性キャリア、例えば、
注射用滅菌水、複数回投薬で使用するための保存剤を含む水、または適切な量の界面活性
剤を含む水（例えば、水性懸濁液の製造に適した賦形剤との混合で、活性な化合物を含む
水性懸濁液）。様々な局面において、そのような賦形剤は、懸濁剤、例えば、限定されな
いが、カルボキシルメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、トラガカントゴム
およびアラビアゴムであり；分散剤または湿潤剤は、天然に存在するホスファチド、例え
ば、限定されないが、レシチン、またはアルキレンオキシドと脂肪酸との縮合物（例えば
、限定されないが、ステアリン酸ポリオキシエチレン）、またはエチレンオキシドと長鎖
脂肪族アルコールとの縮合物（例えば、限定されないが、ヘプタデカエチル－エネオキシ
セタノール（ｈｅｐｔａｄｅｃａｅｔｈｙｌ－ｅｎｅｏｘｙｃｅｔａｎｏｌ））、または
エチレンオキシドと脂肪酸およびヘキシトールから得られた部分エステルとの縮合物（例
えば、ポリオキシエチレンソルビトールモノオレエート）、またはエチレンオキシドと脂
肪酸およびヘキシトール無水物から得られた部分エステルとの縮合物（例えば、限定され
ないが、モノオレイン酸ポリエチレンソルビタン）である。様々な局面において、上記水
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性懸濁液は、１つ以上の保存剤、例えば、限定されないが、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エチ
ルまたはｐ－ヒドロキシ安息香酸ｎ－プロピルも含む。
【０１０４】
　投与
　ヒトまたは試験動物に組成物を投与するために、１つの局面において、本組成物は、１
つ以上の薬学的に許容可能なキャリアを含む。句「薬学的に」または「薬理学的に」許容
可能とは、以下に記載されるような当該分野で周知の経路を用いて投与されたときに、安
定であり、タンパク質分解（例えば、凝集および切断生成物）を阻害し、さらにアレルギ
ー反応または他の有害反応をもたらさない、分子の実体および組成物のことを指す。「薬
学的に許容可能なキャリア」には、上で開示された薬剤を含む、任意およびすべての臨床
的に有用な溶媒、分散媒、コーティング剤、抗菌剤および抗真菌剤、等張剤ならびに吸収
遅延剤などが含まれる。
【０１０５】
　本医薬製剤は、経口的に、局所的に、経皮的に、非経口的に、吸入スプレーによって、
膣に、直腸に、または頭蓋内注射によって、投与される。非経口という用語は、本明細書
中で使用されるとき、皮下注射、静脈内、筋肉内、槽内への注射または注入手法を含む。
静脈内、皮内、筋肉内（ｉｎｔｒａｍｕｓｃｌａｒ）、乳房内、腹腔内、鞘内、眼球後（
ｒｅｔｒｏｂｕｌｂａｒ）、肺内注射およびまたは特定部位における外科的埋め込みによ
る投与も同様に企図される。一般に、組成物は、発熱物質、ならびにレシピエントにとっ
て有害であり得る他の不純物を本質的に含まない。
【０１０６】
　本組成物の単回投与または複数回投与は、処置している医師によって選択される用量レ
ベルおよびパターンで行われる。疾患の予防または処置の場合、適切な投薬量は、上で定
義されたような処置される疾患のタイプ、疾患の重症度および経過、薬物が予防的な目的
で投与されるのか治療的な目的で投与されるのか、以前の治療、患者の病歴および薬物に
対する応答、ならびに主治医の判断に左右される。
【０１０７】
　キット
　追加の局面として、本開示は、被験体に投与するための使用を容易にする様式で包装さ
れた１つ以上の凍結乾燥された組成物を備えるキットを含む。１つの実施形態において、
そのようなキットは、密閉されたビンまたは容器などの容器に包装された本明細書中に記
載される医薬製剤（例えば、治療用のタンパク質またはペプチドを含む組成物）を備え、
それは、本方法を実施する際の化合物または組成物の使用法を記載しているラベルが、そ
の容器に添付されているか、またはパッケージに含められている。１つの実施形態におい
て、本医薬製剤は、容器上部の空間の量（例えば、液体製剤と容器上部との間の空気の量
）が非常に小さくなるように、容器内に包装されている。好ましくは、上部空間の量は、
無視できるほどである（すなわち、ほとんどない）。１つの実施形態において、本キット
は、治療用タンパク質組成物または治療用ペプチド組成物を有する第１容器およびその組
成物用の生理的に許容可能な再構成溶液を有する第２容器を備える。１つの局面において
、本医薬製剤は、単位剤形で包装される。本キットは、さらに、特定の投与経路に従う医
薬製剤の投与に適したデバイスを備え得る。好ましくは、本キットは、医薬製剤の使用法
を記載しているラベルを備える。
【０１０８】
　投薬量
　本明細書中に記載される状態を処置するための方法に関わる投与レジメンは、薬物の作
用を改変する様々な因子、例えば、患者の年齢、状態、体重、性別および食餌、任意の感
染症の重症度、投与の時間ならびに他の臨床的な因子を考慮して、主治医によって決定さ
れる。例としては、本開示の組換えＦＶＩＩＩの代表的な用量は、約３０ＩＵ／ｋｇ～５
０ＩＵ／ｋｇである。
【０１０９】
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　１つの局面において、本開示の製剤は、最初のボーラスの後、薬物製品の治療的な循環
レベルを維持する持続注入によって投与される。別の例として、発明性のある化合物は、
１回用量として投与される。当業者は、良好な医療行為および個別の患者の臨床上の状態
によって判定されるような有効な投薬量および投与レジメンを容易に最適化する。投薬の
頻度は、その薬剤の薬物動態学的パラメータおよび投与経路に依存する。最適な医薬製剤
は、投与経路および所望の投薬量に応じて当業者によって決定される。例えば、Ｒｅｍｉ
ｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，１８ｔｈ　Ｅｄ．
（１９９０，Ｍａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，Ｅａｓｔｏｎ，ＰＡ　１８０４
２）１４３５－１７１２頁（この開示は、本明細書によって参考として援用される）を参
照のこと。そのような製剤は、投与される薬剤の物理的状態、安定性、インビボにおける
放出速度およびインビボにおけるクリアランス速度に影響を及ぼす。投与経路に応じて、
適当な用量が、体重、体表面積または臓器サイズに従って計算される。適切な投薬量は、
適切な用量反応データとともに、投薬量の血中濃度（ｂｌｏｏｄ　ｌｅｖｅｌ　ｄｏｓａ
ｇｅ）を測定するための確立されたアッセイを用いることによって確かめられ得る。最終
的な投与レジメンは、薬物の作用を改変する様々な因子、例えば、薬物の特定の活性、障
害の重症度および患者の応答性、患者の年齢、状態、体重、性別および食餌、任意の感染
症の重症度、投与の時間、ならびに他の臨床的な因子を考慮して、主治医によって決定さ
れる。研究が行われるにつれて、様々な疾患および状態に対する適切な投薬量レベルおよ
び処置の持続時間に関するさらなる情報が現れる。
【０１１０】
　以下の実施例は、本開示の特定の実施形態を限定すると意図されず、単に例示的なもの
である。
【実施例】
【０１１１】
　実施例１
　材料および方法
　材料
　使用される賦形剤は、分析用試薬グレードである。Ｄ－マンニトール、トレハロース、
ラフィノース、ソルビトールおよびスクロースは、Ｐｆａｎｓｔｉｅｈｌ　Ｌａｂ．Ｉｎ
ｃ．から購入した。グリシンは、Ｃｈａｔｔｅｍ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから入手した。Ｍ
－ヒドロキシエチルデンプン、アルギニンおよびアラニンは、Ａｊｉｎｏｍｏｔｏ　Ｃｏ
．，Ｉｎｃ．から入手した。塩化ナトリウム、塩化カルシウムおよびＴｒｉｓ塩基は、Ｍ
ａｌｌｉｎｃｋｒｏｄｔ　Ｉｎｃ．から入手した。Ｈｅｐｅｓ、Ｌ－ヒスチジンおよびポ
リソルベート－８０は、それぞれＥ．Ｍ．Ｓｃｉｅｎｃｅ、Ｔａｎａｂｅ，Ｃｏ．Ｉｎｃ
．およびＳｐｅｃｔｒｕｍ　Ｉｎｔ．Ｉｎｃ．から入手した。還元型グルタチオンは、Ｓ
ｉｇｍａから入手した。
【０１１２】
　製剤の調製
　本明細書に記載される製剤は、Ｂａｘｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｌｔｄ．によっ
て供給されたバルク原薬（ＢＤＳ）を用いて調製された。そのＢＤＳは、３１３０ＩＵ／
ｍｌ　ｒＡＨＦ（すなわち、ｒＦＶＩＩＩ）；５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ塩基、０．４Ｍ　Ｎａ
Ｃｌ、０．１％ポリソルベート－８０（界面活性剤）、４ｍＭ　ＣａＣｌ２，ｐＨ７から
構成された。ＣａＣｌ２および界面活性剤は、それぞれ、天然のコンフォメーションを安
定化するためおよび処理による損失を減少させるために存在し、溶液中での最適な安定性
のためにｐＨ７が選択されたが、他のｐＨも最適な安定性を提供し得る。そのＢＤＳを蒸
留水で希釈し、一連の製剤溶液を生成するために様々な賦形剤と混合し、そしてｐＨ７に
中和した。バイアルに満たす前に、このタンパク質含有製剤溶液を、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ
から得た０．２２μポアサイズで濾過した後、３０ｃｃ，２０ｍｍの最終的なＩ型チュー
ブ（ｆｉｎｉｓｈ　Ｔｙｐｅ　Ｉ　ｔｕｂｉｎｇ）バイアル中に満たした（５ｍＬ）。そ
のバイアルおよび栓（Ｆｌｕｒｏｔｅｃ）は、Ｄａｉｋｙｏ　Ｓｅｉｋｏから購入した。
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【０１１３】
　フリーズドライ
　フリーズドライは、Ｄｕｒａ－Ｓｔｏｐ／Ｄｕｒａ－ＤｒｙまたはＬｙｏＳｔａｒ凍結
乾燥機（ＦＴＳ）において行った。両方の凍結乾燥機が、それぞれ４．０および４．６平
方フィートという総面積を有する３つの可動棚を有する。チャンバー圧は、示差キャパシ
タンス・マノメータ（ＭＫＳ）を用いて測定された。生成物温度および棚温度は、バイア
ル内の底面中央に配置された３０ゲージの銅コンスタンタン熱電対を介して測定され、バ
イアルの縁と内部の両方の温度がサンプリングされた。用いられた様々な処理の詳細は、
適切な結果および考察の項に示される。
【０１１４】
　効力アッセイ
　このアッセイは、ＣＯＡＧ－Ａ－ＭＡＴＥ装置（Ｏｒｇａｎｏｎ　Ｔｅｋｎｉｋａ　Ｃ
ｏｒｐ．，Ｄｕｒｈａｍ，ＮＣ）を用いて行った。ＦＶＩＩＩ活性は、基質としてヒトＦ
ＶＩＩＩ欠損血漿およびアクチベーターとして微粉化シリカを用いた１段階活性化部分ト
ロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）アッセイによって測定された。ＦＶＩＩＩ効力は、異
なる２人の分析者によって２つの別個のバイアルを試験することによって測定された（各
バイアルを２つ組で試験した）。したがって、報告される活性データは、４つの反復測定
の平均値だった。その平均値を、－７０℃で保存された対応する効力値サンプルと比較し
、「－７０℃コントロール」に対するパーセントとして報告した。反復測定からの通常の
標準偏差は、約５％であり、これは、その平均値における標準誤差が、約２．５％であっ
たことを意味する。
【０１１５】
　含水量アッセイ
　フリーズドライされたケークにおける水分含有量は、カールフィッシャー電量滴定ＡＦ
７ＬＣ（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）によって測定された。フリーズドライさ
れたサンプルを、２ｍＬの予備乾燥したメタノールに懸濁し、約５分間振盪することによ
り、メタノールが、確実にそのバイアル内のすべての粉末を湿らせ、微細なスラリーを形
成させた。直ちに全２ｍＬのスラリーを滴定装置に移すことにより、そのサンプルが大気
に曝露されるのを最小にした。同じタイプのバイアルおよび栓を用いて、メタノールのみ
を用いたブランク運転を数回行った後、上に記載した手順と同じ手順を行った。フリーズ
ドライされたサンプル中の水の量は、サンプルとブランクの効力値の差から計算された。
３つの異なるバイアルを使用することによって、すべての測定を３回繰り返した。報告さ
れる含水量は、３回の測定の平均値であり、±０．１％以内またはそれよりも良好に正確
だった。
【０１１６】
　熱分析
　ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｃａ
ｌｏｒｉｍｅｔｒｙ（ＤＳＣ－２９２０）を使用することにより、フリーズドライされた
ケークのガラス転移温度Ｔｇを測定し、そして凍結されたシステムにおいてフリーズドラ
イされた濃縮物のガラス転移温度Ｔｇ’を測定した（Ｔｇ’は、通常、崩壊温度よりもわ
ずかに低い温度を示すとされており、１次乾燥について通常推奨される最高温度である）
。このＤＳＣは、０．７９６℃の振幅、６０秒の時間、および２℃／分の線形走査速度を
用いた、「全加熱（ａｌｌ　ｈｅａｔｉｎｇ）」条件下における「変調（ｍｏｄｕｌａｔ
ｅｄ）」モードにおいて運転された。乾燥窒素ガスが常に流れることにより２％未満の相
対湿度が維持された乾燥バッグ内で、乾燥サンプルを取り扱った。約５～１０ｍｇのフリ
ーズドライされたサンプルを厚さ約３～４ｍｍのディスクに詰めた後、アルミニウムのパ
ンの中に密閉した。凍結した溶液に対する測定のために、約５０μＬの溶液をＡｌ　ＤＳ
Ｃパンに移し、密閉した。すべてのＤＳＣ測定が、乾燥窒素雰囲気中で行われた（５０ｍ
Ｌ／分）。温度およびエネルギーの較正は、標準的な手順に従って高純度のインジウムを
用いて行われた。ガラス転移は、リバーシングシグナルによって与えられるような転移の
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中間点として判定され、約±０．５℃以内で再現性がある。
【０１１７】
　フリーズドライ顕微鏡
　崩壊温度の測定は、フリーズドライ顕微鏡を用いて行った。サンプルを２枚のカバーガ
ラスの間に置き、－５０℃より低い温度まで急激に凍結した。サンプルを含むチャンバー
を約２００ｍＴｏｒｒまで減圧し、フリーズドライのプロセスを、サンプル温度を上げな
がら顕微鏡によって観察する。乾燥領域において「ケーク構造」を保持しながらのフリー
ズドライは、崩壊温度未満で観察される。崩壊温度より高い温度では、乾燥領域の構造の
喪失が観察される。崩壊温度は、±１℃以内で再現性がある。
【０１１８】
　粉末Ｘ線回折
　粉末Ｘ線回折研究では、４０ｋｖおよび４０ｍＡという管負荷で運転するＣｕＫα源（
λ＝１．５４Å）を備えたＮｏｒｅｌｃｏ　Ｐｏｗｄｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｏｍｅｔｅ
ｒを使用した。フリーズドライされたサンプルを、微粉になるまで静かにすりつぶし、サ
ンプルホルダーの上に広げ、静かに押さえた後、充填した。すべてのスキャンは、周囲条
件の温度および湿度において行った。サンプルを、０．５°／分のスキャン速度で１０°
～６０°（２□）からスキャンした。
【０１１９】
　実施例２
　ＮａＣｌのレベルの変動は一般に、特に商品においては、許容可能でないし、ある成分
の結晶化は、一般に、その成分が他の成分と比べて高濃度であることによって促進される
ので、ＮａＣｌのレベルを、その処理において予想される最高レベルより高い値および凍
結工程中のＮａＣｌの結晶化が可能になり得るような十分高い値に上昇させるために、Ｎ
ａＣｌを加えることを決めた。温度変調示差走査熱量計（ＭＤＳＣ）を使用して、０．０
２％（ｗ／ｖ）ポリソルベート－８０、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、４ｍＭ塩化カルシウムおよ
び２％（ｗ／ｖ）スクロースをさらに含む製剤における様々な濃度の塩化ナトリウムの凍
結を研究した。この実験のために、２００ｍＭ塩化ナトリウムを使用した。塩化ナトリウ
ムの完全な結晶化が凍結中に生じることを確実にするために、１ｍＭ～１００００ｍＭま
たは１０ｍＭ～１０００ｍＭまたは１００ｍＭ～５００ｍＭまたは１５０ｍＭ～３００ｍ
Ｍの範囲内の濃度を含むがこれらに限定されない他の濃度も使用され得る。
【０１２０】
　１つの好ましい実施形態において、２００ｍＭ塩化ナトリウムを含むサンプルを使用す
ることにより、塩化ナトリウムの非存在下における系のＴｇ’（－３６℃）に近い、凍結
固体の（Ｔｇ’）値（－３９℃）がもたらされたことから、その塩化ナトリウムのほとん
どが結晶化していたことが示唆される。崩壊温度（フリーズドライ顕微鏡によるもの）は
、Ｔｇ’値の約１℃以内だった。１５０ｍＭまたはそれ以下の塩化ナトリウムを含む溶液
は、－５０℃未満のＴｇ’値を与えたことから、結晶化していない塩化ナトリウム（すな
わち、アモルファスの塩化ナトリウム）の存在が示唆される。この観察結果は、バイアル
内でフリーズドライされた材料に対する限定的な研究において確かめられた。２００ｍＭ
未満の塩化ナトリウムを含む溶液は、凍結乾燥されるとき、Ｔｇ’データによって予測さ
れるようにケーク構造において様々な程度の崩壊を示すが、≧２００ｍＭのＮａＣｌでは
、崩壊は回避され、結晶性の充填剤およびＮａＣｌが生じた（粉末Ｘ線回折）。
【０１２１】
　実施例３
　ｒＡＨＦがフリーズドライの様々な段階においてストレスに曝露されるときのｒＡＨＦ
の安定性に対するｒＡＨＦの様々な濃度の影響を調べた。異なる濃度、すなわち６００お
よび６０ＩＵ／ｍＬ（１５０および１５μｇ／ｍｌに対応）のｒＡＨＦを含み、いかなる
安定剤も含まない２つのサンプルを使用した。これらのサンプルに対する製剤の組成は：
８％マンニトール（充填剤）、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓバッファー、２００ｍＭ　ＮａＣｌ、
４ｍＭ　ＣａＣｌ２、０．０２％ポリソルベート－８０，ｐＨ７．０だった。第３のサン
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表１に記載される使用された乾燥プロセスは、ほとんどの製剤において崩壊を防止するた
めに十分低い約－４２℃という生成物温度をもたらす；にもかかわらず、このプロセスは
、最適化されなかった。
【０１２２】
【表１】

　ｒＡＨＦの製造中の安定性に対するタンパク質濃度の影響を、フリーズドライ処理の各
段階において各サンプルの少量のアリコートを抜き出し（表１に記載されていように）、
ｒＡＨＦの活性を測定することによって評価した。結果を表２にまとめた。
【０１２３】
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【表２】

　より低レベルのｒＡＨＦ（６０ＩＵ／ｍｌ）を含む製剤（サンプルＢおよびＣ）は、
凍結中に開始ｒＡＨＦ効力に対して３５～３９％を損失し、より高いｒＡＨＦ（６００Ｉ
Ｕ／ｍｌ）を含む製剤（サンプルＡ）は、たった約３％しか損失しなかった。このデータ
における不確かさが約３％であることに注意されたい；したがって、高濃度の処方の凍結
中の活性の損失は、無視できた。その後の熱処理中および凍結乾燥中も、より高い濃度の
ｒＡＨＦを含む製剤が、より低濃度のｒＡＨＦを含み、かつスクロースを含まない製剤よ
りも活性の損失が小さかった。これらの観察結果から、より高濃度のｒＡＨＦが、自己保
護作用を有することが示唆される。乾燥中の活性の損失は、著しく（１８～２４％）、す
べての製剤について似ていた。貯蔵中の安定性は、高濃度サンプル（Ａ）が、低濃度サン
プル（Ｂ）よりもわずかに良好であり、スクロース含有製剤サンプル（Ｃ）よりもかなり
良好だった。
【０１２４】
　実施例４
　製剤サンプルを安定性およびフリーズドライ挙動についてスクリーニングすることによ
り、ｒＡＨＦに対する好ましい製剤を特定した。１つの実施形態において、製剤は、様々
な組み合わせの充填剤（一般に８％）および安定剤（２％）を含んだが、当業者は、他の
濃度の充填剤および安定剤が同様に適当であることを認識する。この同じ実施形態におい
て、充填剤としてヒドロキシエチルデンプン（ＨＥＳ）またはＮａＣｌを使用している製
剤は、それらをそれぞれ４％および２．３％の濃度で使用していたが、また、当業者は、
これらの賦形剤に対する他の濃度が同様に適当であることを認識する。さらに、すべての
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製剤が、以下の賦形剤および条件を含んだ：２２０ｍＭ　ＮａＣｌ、０．０３％（ｖ／ｖ
）ポリソルベート－８０、４ｍＭ　ＣａＣｌ２、１０ｍＭ　ＴＲＩＳバッファーおよびｐ
Ｈ７。凍結乾燥サイクルは、表３に記載される特定の組み合わせの安定剤および充填剤を
使用した。
【０１２５】
【表３】

　すべての製剤が、開始溶液において１００ＩＵ／ｍｌのｒＡＨＦを含んだ。ｒＡＨＦの
不安定性が、より低いタンパク質濃度において最大になり得るので、より低レベルのｒＡ
ＨＦを選択し、ゆえに、安定性の差の評価が容易になった。有望な製剤候補を特定する製
剤のスクリーニングは、２つの基準セット、（１）物理的特徴および（２）安定性を使用
した。
【０１２６】
　物理的特徴：フリーズドライされた生成物の物理的特徴は、以下の基準：（１）合理的
な時間内に少ない残留水分（通常＜１％）まで崩壊せずにフリーズドライする能力、（２
）フリーズドライされた固体のガラス転移温度、（３）フリーズドライされた生成物の外
観、および（４）バイアル内容物を５ｍＬの注射用滅菌水に溶解することによって測定さ
れるような再構成時間によって判断された。物理的特徴の結果を表４に示す。
【０１２７】
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【表４】

　概して、すべてのフリーズドライされた固体は、許容可能な再構成時間を有した。しか
しながら、すべてが、所望のもの、特に、マンニトールベースの製剤よりも高い残留水分
含有量および低いガラス転移温度を有した。さらに、粉末Ｘ線回折データ（データ示さず
）は、マンニトール水和物ピークについての証拠を示し、それは、いくらかのマンニトー
ルがマンニトール水和物に結晶化したこと（脱溶媒和する（ｄｅｓｏｌｖａｔｅ）のが難
しいこと）を示唆している。さらに、少なくともマンニトール含有系に対しては、アモル
ファスのマンニトールＴｇがたった約１３℃であるので、マンニトールの不完全な結晶化
は、アモルファス相のＴｇを著しく低下させ得る。
【０１２８】
　製造中の安定性：マンニトール／リジンを除くすべての製剤が、表３に記載したプロセ
スを用いて調製され、濾過され、充填され、そして凍結乾燥された。ｒＡＨＦ効力を開始
製剤から復元することによって、製造中の安定性を推定した。様々な製剤における処理後
のｒＡＨＦの、開始活性に対するパーセント活性を図１にまとめた。マンニトール／グリ
セロール製剤におけるｒＡＨＦの活性は、本質的に完全に喪失した（９９．８％損失）；
それゆえ、この製剤に対するデータは、この図に示されていない。マンニトール／ソルビ
トールおよびグリシン／ラフィノースを含む製剤におけるｒＡＨＦの活性もまた、処理中
に著しい活性の損失を被った。グリセロールおよびソルビトールを含む製剤におけるｒＡ
ＨＦの製造中の不良な安定性は、凍結された系の非常に低いガラス転移温度Ｔｇ’（＜－
５０℃）および２次乾燥におけるその系の予想される低いＴｇ’に起因する。ソルビトー
ルのＴｇは、－１．６℃（２０）であり、グリセロールに対するそれは、いっそう低い。
【０１２９】
　貯蔵安定性：フリーズドライされたサンプルを、選択された時間にわたって様々な温度
（－７０℃、５℃、２５℃、４０℃および５０℃、６０℃）において安定性試験に供した
。各時点において、各サンプルの２本のバイアルを活性（ａｃｔｉｖｔｙ）アッセイのた
めに取り出した。各時点におけるｒＡＨＦの活性を、－７０℃に保持されたコントロール
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ｒＡＨＦサンプルの活性に対して正規化した。この手順によって、このアッセイにおける
長期間の変動が取り消されることが保証された（－７０°で貯蔵されたサンプルのアッセ
イでは時間に依存しないことが認められた）。無定形固体における分解にとって通常であ
るように、分解は、「引き延ばされた時間」の速度論に従い、線型方程式
【０１３０】
【化４】

と十分に一致した。ここで、
Ｐ＝時間ｔにおけるＦＶＩＩＩの活性
Ｐ０＝ＦＶＩＩＩの開始効力（＝－７０℃におけるコントロールの効力）
ｋ＝分解に対する速度定数
ｔ＝時間（単位は月）
　式１は、ガラス状態では平衡状態になく各々が異なる分解速度を有する、多数の独立し
た微視的状態から分解することと一致する。したがって、式１から決定された速度定数（
ｋ）は、凍結乾燥されたマトリックス内のいくつかの異なるタンパク質配置からの速度定
数の組み合わせ（その各々は、異なる速度で分解する）を表している。通常、反応速度式
は、１未満のいずれかの累乗指数（その累乗指数は１／２であることが多い）で累乗した
時間との間で線形性を有する、活性の対数を含むと予想されるが、低レベルの分解の場合
は、この線型方程式（式１）が、妥当な近似である。多くのサンプルにおいて、分解は最
小ではなく、実際に、表２に与えられている予備データ（分解の程度が特に大きかった）
は、式１に十分に当てはまらず、対数式が必要だった。本明細書中で研究されたいくつか
のサンプルについて、式１の対数バージョンを用いたとき良好な当てはまりが得られ得る
が、実際には、線型方程式である式１は、ほぼすべての場合においていくらかより良好に
上記データに当てはまる。したがって、経験的に、式１の使用は、許容可能であり、この
式から得られる速度定数を比較することは合理的である。データを表す際の式１の適合性
は、図２において図示されており、ここで、－７０℃コントロールサンプルに対するパー
セント活性損失が、２５℃、４０℃および５０℃において貯蔵されたｒＡＨＦの２つの製
剤について、時間の平方根の関数としてプロットされている。プロットされた結果の線形
性は、優れていた。
【０１３１】
　２５℃、４０℃および５０℃における様々な製剤中のｒＡＨＦの分解速度定数は、式１
を用いる回帰分析によって得られ、図３で比較されている。結果は、ＮａＣｌベースの製
剤が、ＮａＣｌを有しない製剤よりも安定でなかったことを示している。
【０１３２】
　最終候補製剤の選択：以下の製剤を、それらの好ましい特徴を受けてさらなる解析に供
した：マンニトール／アルギニン、グリシン／トレハロースおよびマンニトール／トレハ
ロース。マンニトール／トレハロース製剤は、好ましい実施形態を構成する。なぜなら、
この製剤は、優良なケークを生成し、トレハロースは、非常に高いガラス転移温度（約１
１７℃）を有するので、例えば、貯蔵中に栓からの水の吸収を介して、残留水が増加する
場合にガラス転移温度の問題をそれほど被らないからである。さらに、マンニトールは、
容易に結晶化可能であり、その完全な結晶化が行われないことは、グリシンの不完全な結
晶化よりも深刻でない影響をＴｇ’に対して有するものであり、これは、マンニトールよ
りもグリシンに対するＴｇ’がかなり低いという直接的な結果である。
【０１３３】
　酸化の最小化：グルタチオンおよびヒスチジンの役割
　酸化は、ｒＡＨＦ生成物が機能活性を失う経路である。Ｎ－アセチル－Ｌ－シスチン、
リポ酸および／または還元型グルタチオンが、本開示の好ましい実施形態における使用に
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適した安定剤であり、グルタチオンが、最も有効な抗酸化剤である（データ示さず）。し
たがって、０．２ｍｇ／ｍＬの還元型グルタチオンを研究中の製剤に加えた。
【０１３４】
【表５】

　研究された製剤は、以下のバッファーの１つ以上を含んだ：ＴＲＩＳ、ヒスチジンおよ
び／またはＨＥＰＥＳ。
【０１３５】
　ヒスチジンのｐＫａは、ｐＨ７における最適な緩衝には低すぎるが、ヒスチジンは、鉄
キレーターとして作用し得ることにより、鉄によって触媒される酸化を制限すると推測さ
れるので、ヒスチジンは、魅力的だった。ｈｅｐｅｓに対するヒスチジンの別の有望な利
点は、ＨＥＰＥＳ（１１℃）より高い固有のＴｇ（３７℃）であり、ゆえに、フリーズド
ライされた最終的なケークにおけるより高いガラス転移温度に貢献する。グルタチオンの
添加が貯蔵安定性を改善することは一般に認識されており、図４に示される結果は、代表
的なものである。図４では、４つのグリシン／トレハロース製剤に対する、処理時の損失
および２５℃での９ヶ月間の貯蔵中の損失の比較を行っている。製造中の分解は、本質的
にすべての製剤について同じだった。ヒスチジンまたはグルタチオンを含まない「基本」
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を含む）は、２５℃での貯蔵中に同じレベルの分解を示した。つまり、「基本」製剤＋鉄
キレーターであるデフェロキサミンまたは「基本」製剤＋１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳは、ヒス
チジンを含む製剤と同じ安定性をもたらした。
【０１３６】
　単純な製剤代替物：ＮａＣｌを含まない二糖だけの製剤
　ＮａＣｌが除去されたときの製剤のフリーズドライの特徴および安定性を調べた。Ｎａ
Ｃｌを含まないバッファーに対する透析によって、ＮａＣｌをＢＤＳから除去した。得ら
れたＢＤＳは、１つの実施形態において、微量のＮａＣｌを含んでおり、別の実施形態に
おいて、ＮａＣｌを含んでいなかった。使用されたバッファーの組成および製剤の組成、
ならびにフリーズドライされた生成物の物理的特徴、ならびに処理を表６に示す。
【０１３７】
　最適化されていないフリーズドライサイクルを用いたときでさえも、凍結乾燥前の最終
製剤の調製中にＮａＣｌが除去された賦形剤製剤および賦形剤としてＮａＣｌが加えられ
なかった賦形剤製剤、特に、トレハロースベースの製剤は、極端に低い残留水分含有量お
よび高いＴｇ値を有する生成物を提供し、そのすべてが、賦形剤としてＮａＣｌが加えら
れた製剤に必要とされるよりも実質的に短い処理によって提供された（８３時間　対　１
１３時間、表５および６を参照のこと）。
【０１３８】
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【表６】

　ＮａＣｌがＢＤＳから除去された二糖だけの製剤におけるｒＡＨＦの貯蔵安定性を、図
５に示されているような、賦形剤として最も少ないＮａＣｌがＢＤＳに加えられた製剤に
おける安定性と比較した。すべての製剤が、グルタチオンおよびヒスチジンを含み、それ
らの製剤は、充填剤（マンニトール）およびＮａＣｌの存在、ならびに透析時に生じた損
失（または希釈）に起因する、二糖だけの製剤におけるｒＡＨＦ濃度がわずかに低いとい
う点だけが異なる。賦形剤としてＮａＣｌが除去された製剤および製剤化中にＮａＣｌが
ＢＤＳに加えられなかった製剤は、賦形剤としてＮａＣｌが加えられた製剤よりも速くフ
リーズドライされ、優良な生成物を生じた。さらに、安定性は、ＮａＣｌを有しないとき
、特に、４０°および６０℃のトレハロース製剤について、著しく良好である。図５にお
けるデータを所与として、また、アレニウスの挙動を仮定すると、２５℃における速度定
数は、ＮａＣｌ含有製剤に対して３．０（単位が月である時間）であり、トレハロースだ
けの製剤に対する対応する速度定数は、１．４４である。この差は、ＮａＣｌを含まない
トレハロース製剤にとって１０％分解するのに必要とされる４年間に言い換えられるが、
ＮａＣｌを含む製剤にとっては１０％分解するのにたった１１ヶ月必要なだけである。要
するに、室温での安定性については、凍結乾燥時間が短縮されたという結果をもたらした
、透析によってＮａＣｌを除去した後、および透析後に製剤賦形剤としてＮａＣｌを加え
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ないことが現実的である。
【０１３９】
　上記のことを考慮して、本開示の１つの実施形態において、表６に記載される製剤が提
供される。

【図１】
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