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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）であって、そのＮ末端からＣ末端に向けて又は
Ｃ末端からＮ末端に向けて、マスキング部分（ＭＭ）、切断可能部分（ＣＭ）及び標的結
合部分（ＴＢＭ）を備え、
前記ＭＭは前記ＴＢＭの標的への結合を阻害することができるペプチドであり、前記ＴＢ
Ｍの天然に生じる結合相手のアミノ酸配列を有さず、
前記ＣＭはマトリクスメタロプロテアーゼ（ＭＭＰ）基質を含み、
前記ＴＢＭは抗体あるいは標的に特異的に結合できる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含む
抗体断片を含み、
前記ＡＢＰが切断された状態では、前記ＴＢＭが標的と結合可能であり、前記ＡＢＰが未
切断状態では、前記ＡＢＤが前記ＭＭに特異的に結合していることにより前記ＴＢＭの標
的への結合が阻害され、
前記ＭＭは、切断状態での前記ＴＢＭの標的への結合を妨害しない又は競合せず、
前記ＡＢＰは、ＭＭとＣＭとの間に位置する第１のフレキシブルリンカーペプチド及び／
又はＣＭとＴＢＭとの間に位置する第２のフレキシブルリンカーペプチドを含む、活性化
可能な結合ポリペプチド。
【請求項２】
前記抗体断片がＦａｂ、ｓｃＦｖ又はｓｃＡｂである、請求項１に記載の活性化可能なポ
リペプチド。
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【請求項３】
前記標的が細胞表面レセプターである、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項４】
前記標的が、
ａ）ＣＤ４４、ＮＯＴＣＨＲ１、ＩＧＦ－１Ｒ、ＩＬ６、ＤＬＬ４、ＥＧＦＲ、ＶＣＡＭ
－１、ＴＮＦα、ＣＴＬＡ－４、ＶＥＧＦ、ＩＬ－２、ＨＥＲ２／ｎｅｕからなる標的群
、又は、
ｂ）ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ、ＶＥＧＦ－Ｄ、ＶＥＧＦＲ１、ＶＥＧ
ＦＲ２、ＶＥＧＦＲ３、ＥＧＦＲ、ＦＧＦ－２、ＦＧＦＲ１、ＦＧＦＲ２、ＦＧＦＲ３、
ＦＧＦＲ４、ＩＬ２Ｒ、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ＤＬＬ４、ＮＯＴＣＨＲ１、ＩＬ１Ｂ、ＩＬ
１Ｒ、ＩＬ２、ＩＬ４、ＩＬ６、ＩＬ１２、ＩＬ１３、ＩＬ１５、ＩＬ１８、ＩＬ２３、
ＣＤ４１、ＩＧＦ、ＩＧＦ１Ｒ、ＥＲＢＢ３、ＶＣＡＭ－１、ＣＸＣＲ４、ＣＤ３、ＣＤ
１１ａ、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤ２８、ＣＤ３０、ＣＤ３３、Ｃ
Ｄ４０、ＣＤ４０Ｌ、ＣＤ４４、ＣＤ５２、ＣＤ８０、ＣＤ８６、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦ
α、ＴＮＦＲ、ＴＲＡＩＬ－Ｒ１、ＴＲＡＩＬ－Ｒ２、ＩｇＥ、ＩｇＥ受容体、ＰＤＧＦ
－ＡＡ、ＰＤＧＦ－ＢＢ、ＰＤＧＦＲα、ＰＤＧＦＲβ、ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩＡ、ＣＬＡ
ＵＤＩＮ－３、ＣＬＡＵＤＩＮ－４、Ｃ５相補体、α４β１インテグリン、α４β７イン
テグリン、ＲＳＶのＦタンパク質、及び糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ受容体からなる標
的群、
から選択される、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項５】
前記標的がＣＴＬＡ－４である、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項６】
前記標的が成長因子又は成長因子受容体である、請求項１に記載の活性化可能なポリペプ
チド。
【請求項７】
前記標的がＥＧＦＲである、請求項６に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項８】
前記標的がＶＥＧＦである、請求項６に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項９】
前記ＡＢＤが、ベバシズマブ、ラニビズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ、インフリキ
シマブ、アダリムマブ、ナタリズマブ、バシリキシマブ、エクリズマブ、エファリズマブ
、トシツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタン、リツキシマブ、ダクリズマブ、ゲムツ
ズマブ、ゲムツズマブ・オゾガマイシン、アレムツズマブ、アブシキシマブ、オマリズマ
ブ、トラスツズマブ、パリビズマブ、イピリムマブ、及びトレメリムマブからなる抗体の
１つに由来する、請求項１又は２に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１０】
前記ＡＢＤが、セツキシマブ、ベバシズマブ、ラニビズマブ、イピリムマブ、トレメリム
マブ、パニツムマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、及びエファリズマブからなる群
から選択される抗体に由来する、請求項１又は２に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１１】
前記ＣＭが、
ＶＬＶＰＭＡＭＭＡＳ及びＶＨＭＰＬＧＦＬＧＰから選択されるアミノ酸配列を含む、請
求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１２】
前記ＭＭが、
ａ）以下の式：
Ｘ１５、Ｘ４ＣＸ７ＣＸ４、Ｘ１２ＣＸ３、ＣＸ６Ｇ、Ｘ５Ｇ、及びＸＣＸ３（ただし、
Ｘは任意のアミノ酸である）
の１つで表される配列を有するアミノ酸配列；
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ｂ）ＣＶＲＶＦＲＭＧ、ＣＦＦＭＰＬＱＧ、ＧＧＷＣＲＧ、ＶＶＳＥＥＧ、配列番号：１
１、２０～２４、３１～３８、６３、６５、６７、６９及び７１からなる群から選択され
るアミノ酸配列；又は、
ｃ）４～４０のアミノ酸、
を含む、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１３】
前記第１及び／又は第２のフレキシブルリンカーペプチドが、（ＧＳ）ｎ、（ＧＳＧＧＳ
）ｎ、及び（ＧＧＧＳ）ｎ（ただし、ｎは少なくとも１の整数である）から選択されるア
ミノ酸配列を含む、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１４】
前記第１及び／又は第２のフレキシブルリンカーペプチドが、ＧＧＳＧ、ＧＧＳＧＧ、Ｇ
ＳＧＳＧ、ＧＳＧＧＧ、ＧＧＧＳＧ、及びＧＳＳＳＧから選択されるアミノ酸配列を含む
、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１５】
前記ＭＭが、ＭＭ及び第２のＴＢＭの両方として機能するように配置される、請求項１か
ら１４のいずれか一項に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項１６】
ＴＢＭ及び第２のＴＢＭが異なる標的に結合するように配置される、請求項１５に記載の
活性化可能なポリペプチド。
【請求項１７】
前記ＡＢＰが１を超えるダイナミックレンジを有する、請求項１に記載の活性化可能なポ
リペプチド。
【請求項１８】
酵素活性化可能な、ＣＤ４４抗体又はその断片、ＮＯＴＣＨＲ１抗体又はその断片、ＩＧ
Ｆ－１Ｒ抗体又はその断片、ＩＬ６抗体又はその断片、ＤＬＬ４抗体又はその断片、ＥＧ
ＦＲ抗体又はその断片、ＶＣＡＭ－１抗体又はその断片、ＴＮＦα抗体又はその断片、Ｃ
ＴＬＡ－４抗体又はその断片、ＶＥＧＦ抗体又はその断片、ＩＬ－２抗体又はその断片、
又はＨＥＲ２／ｎｅｕ抗体又はその断片である、請求項１に記載の活性化可能なポリペプ
チド。
【請求項１９】
請求項１から１８のいずれか一項に記載の活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を含
む、患者の治療又は診断用の組成物。
【請求項２０】
癌治療用である、請求項１９に記載の組成物。
【請求項２１】
活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）の製造方法であって、当該方法は、
請求項１から１８のいずれか一項に記載のＡＢＰをコードする核酸コンストラクトを含む
細胞を、ＡＢＰの発現を誘導する条件下で培養し、
ＡＢＰを回収し、次いで、
前記ＡＢＰについて活性化可能な表現型を維持する能力を試験することを含む、方法。
【請求項２２】
活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）の製造方法であって、当該方法は、
（ａ）マスキング部分（ＭＭ）、第１のフレキシブルリンカーペプチド、切断可能部分（
ＣＭ）、第２のフレキシブルリンカーペプチド、及び標的結合部分（ＴＢＭ）を提供し、
前記ＴＢＭは、抗体あるいは標的に特異的に結合できる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含
む抗体断片を含み、前記ＭＭは前記ＴＢＭの標的への結合を阻害することができるペプチ
ドであり、前記ＴＢＭの天然に生じる結合相手のアミノ酸配列を有さず、
（ｂ）前記ＭＭを前記第１のフレキシブルリンカーペプチド、前記ＣＭ、前記第２のフレ
キシブルリンカーペプチド、及び前記ＴＢＭに結合し、請求項１から１８のいずれか一項
に記載のＡＢＰを生成させ、次いで、
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（ｃ）前記ＡＢＰについて可溶化形態において活性化可能な表現型を維持する能力を試験
することを含む、方法。
【請求項２３】
前記活性化可能な表現型が、酵素的に活性化可能な表現型である、請求項２１又は２２に
記載の方法。
【請求項２４】
前記ＡＢＰが第２のＣＭを更に含む、請求項１６に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項２５】
前記ＭＭが、（ａ）候補ＭＭを含むペプチド足場のランダムライブラリであって、前記足
場が膜貫通タンパク質と候補ＭＭから形成されるライブラリを提供し、（ｂ）前記ライブ
ラリを、ＡＢＤを含むＴＢＭの全部又は一部と接触させ、（ｃ）検出可能なＡＢＤ結合を
有する１又はそれ以上の候補ＭＭを同定することを含むスクリーニング方法によって同定
される、請求項１に記載の活性化可能なポリペプチド。
【請求項２６】
前記ＴＢＭが、標的に結合するＡＢＤを含む、全長抗体、天然に生ずる抗体断片、及び非
天然の抗体断片からなる群から選択される、請求項２５に記載の活性化可能なポリペプチ
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００７年８月２２日に出願された米国仮特許出願第６０／９５７，４４９
号明細書、２００７年８月２２日に出願された同第６０／９５７，４５３号明細書、２０
０８年５月１３日に出願された同第６１／０５２，９８６号明細書（各出願全体を、あら
ゆる目的で本明細書に援用する）の優先権の利益を主張する。
【０００２】
連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載
　本発明は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈにより認め
られた助成番号１　Ｕ５４　ＣＡ１１９３３５－０１にて連邦政府からの助成金を受けて
なされたものである。よって、政府は本発明に対して一定の権利を留保する。
【背景技術】
【０００３】
　タンパク質医薬品が癌や貧血、好中球減少症などの多種多様な疾患に応用されることで
、近代医療の状況が変化しつつある。しかしながら、他の医薬品と同様、特に結合される
標的が明らかな第２世代のタンパク質医薬品の開発にあたって、標的への特異性と選択性
を改善した医薬品に対する需要や要望に、大きな関心が持たれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　小分子医薬品の領域では、活性な化学物質の「プロドラッグ」を提供する戦略が開発さ
れている。このようなプロドラッグは、比較的不活性な（または有意に活性が低い）形態
で投与される。投与後、プロドラッグはｉｎ　ｖｉｖｏにて代謝されて活性な化合物にな
る。このようなプロドラッグ戦略は、意図した標的に向けた医薬品の選択性を高めること
ができるものである。その一例が、有害作用の低減が常に最も重要とされる、多くの抗癌
療法に認められる。酸化還元活性化を利用した低酸素癌細胞の標的に用いられる医薬品で
は、医薬品を細胞毒性のある形態に変換して基本的にこれを活性化させるのに、低酸素細
胞に存在するレダクターゼ酵素を大量に利用している。プロドラッグは活性化前の細胞毒
性が低いため、非癌性細胞を損傷する危険性が大幅に減り、それによって当該医薬品に関
連する副作用が低減される。
【０００５】
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　タンパク質ベースの治療法にプロドラッグの特徴を持たせるための戦略に向けた分野で
需要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、標的結合部分（ＴＢＭ）と、マスキング部分（ＭＭ）と、切断可能部分（Ｃ
Ｍ）と、を含む、活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を提供するものである。ＡＢ
Ｐは、ＣＭを切断できる切断剤の存在下で、ＴＢＭがＣＭの切断後よりも未切断のときに
標的に到達しにくいような「活性化可能な」コンホメーションを呈する。本開示はさらに
、候補ＡＢＰのライブラリ、このようなＡＢＰを同定するためのスクリーニング方法、使
用方法も提供するものである。本開示はさらに、ＶＥＧＦと結合するＴＢＭを有するＡＢ
Ｐならびに、組成物および使用方法を提供するものである。
【０００７】
　このため、本開示は、標的結合部分（ＴＢＭ）と、標的に対するＴＢＭの結合を阻害で
き、前記ＴＢＭの天然に生じる結合相手のアミノ酸配列を有さない、マスキング部分（Ｍ
Ｍ）と、切断状態で標的が存在すればＴＢＭが標的と結合し、未切断状態で標的が存在す
ると標的に対するＴＢＭの結合がＭＭによって阻害されるような位置で、活性化可能な結
合ポリペプチドにある切断可能部分（ＣＭ）と、を含む、活性化可能な結合ポリペプチド
（ＡＢＰ）を提供するものである。
【０００８】
　関連の実施形態では、ＭＭが、未切断状態で標的に対するＴＢＭの結合を阻害し、切断
状態では標的に対するＴＢＭの結合を可能にする機能に基づいて、複数の候補ポリペプチ
ドから選択される。他の関連の実施形態では、ＭＭが、ＡＢＰが未切断状態にあるときに
、立体障害により標的に対するＴＢＭの結合を阻害する。他の関連の実施形態では、ＭＭ
がシステイン残基を含み、立体障害が、前記システイン残基とＴＢＭに隣接するかその内
部の別のシステイン残基との間のジスルフィド結合リンケージによって達成される。別の
実施形態では、ＴＢＭが細胞外ポリペプチドである。
【０００９】
　他の関連の実施形態では、ＣＭが、ＡＢＰのＴＢＭとＭＭとの間に位置し、他の実施形
態では、ＭＭ内に位置する。特定の実施形態では、ＣＭが、たとえばプラスミン基質、カ
スパーゼ基質またはマトリクスメタロプロテアーゼ（ＭＭＰ）基質（ＭＭＰ－１、ＭＭＰ
－２、ＭＭＰ－９またはＭＭＰ－１４の基質など）といったプロテアーゼ基質を含む。他
の実施形態では、ＣＭが、細胞内プロテアーゼの基質であるプロテアーゼ基質を含む。別
の実施形態では、ＣＭが、システイン－システインジスルフィド結合を含む。
【００１０】
　もうひとつの態様では、本開示は、活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）のスクリ
ーニング方法であって、候補となる複数の活性化可能な結合ポリペプチド（候補ＡＢＰ）
と、候補ＡＢＰの標的結合部分と結合できる標的およびＡＢＰの切断可能部分（ＣＭ）を
切断できる切断剤とを接触させ、前記標的と結合する前記複数のメンバの第１の個体群を
切断剤の存在下でスクリーニングし、前記切断剤の非存在下で第１の個体群と標的とを接
触させ、切断剤の非存在下で標的と結合するメンバの前記第１の個体群を除外することで
、メンバの第２の個体群を前記第１の個体群からスクリーニングすることを含み、切断剤
の存在下での標的結合と比較して、切断剤の非存在下で標的に対する結合が低下する候補
ＡＢＰを選択できる、前記方法を提供するものである。
【００１１】
　関連の実施形態では、切断剤がプロテアーゼまたは還元剤である。他の関連の実施形態
では、標的が検出可能な標識を含む。他の実施形態では、第１の個体群が、検出可能な標
識の検出によって選択される。他の実施形態では、第２の個体群が、第１の個体群から、
検出可能に標識されたメンバを分離することで生成される。
【００１２】
　他の関連の実施形態では、前記候補となる複数の活性化可能な結合ポリペプチドが各々
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、提示足場における複製可能な生命体の表面に存在する。
【００１３】
　本開示はさらに、候補となる活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）のライブラリで
あって、複製可能な生命体の表面で提示される候補となる複数のＡＢＰを含む、ライブラ
リを提供するものである。関連の実施形態では、複製可能な生命体が、細菌細胞、酵母細
胞、哺乳類細胞である。
【００１４】
　また、本開示は、ＡＢＰをコードする核酸を含む核酸コンストラクトを含む組成物も提
供するものである。関連の実施形態では、核酸コンストラクトが、提示足場をコードする
核酸をさらに含み、ＡＢＰをコードする核酸が、コンストラクトに作動的に挿入され、宿
主細胞の表面の提示足場におけるＡＢＰ提示用の融合タンパク質を発現する。例示として
の提示足場が円順列変異外膜タンパク質Ｘ（ＣＰＸ）である。関連の実施形態では、ＡＢ
Ｐが、候補ＭＭを有する候補ＡＢＰである。
【００１５】
　本開示はさらに、複製可能な生命体のゲノムに、候補となる複数の活性化可能な結合ポ
リペプチド（ＡＢＰ）をコードする組換えＤＮＡコンストラクトの集合体を導入すること
を含む候補となる活性化可能な結合ポリペプチドのライブラリの作製方法であって、前記
複数の各メンバが、標的結合部分（ＴＢＭ）と、切断可能部分（ＣＭ）と、候補マスキン
グ部分（ＭＭ）とを含み、前記導入することで、組換え複製可能な生命体が生成され、前
記方法がさらに、候補ＡＢＰの発現および提示に適した条件下で前記組換え複製可能な生
命体を培養することを含む、方法を提供するものである。
【００１６】
　また、本開示は、治療有効量の活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）と、薬学的に
許容される賦形剤と、を含む、医薬組成物も提供するものである。関連の実施形態では、
ＡＢＰのＴＢＭが、ＶＥＧＦと結合してＶＥＧＦを阻害できるものである。
【００１７】
　また、本開示は、投与を必要とする被検体に、治療有効量のＡＢＰを投与することを含
む、血管形成の阻害が必要な被検体における血管形成の阻害方法を提供するものであり、
例示としてのＡＢＰには、（腫瘍部位などで）ＶＥＧＦと結合してＶＥＧＦ活性を阻害す
るＴＢＭを有するものがある。
【００１８】
　一実施形態では、ＡＢＰの標的が、ＶＣＡＭ－１、ＶＥＧＦ－Ａ、ＣＴＬＡ－４または
ＣＤ４０Ｌのうちのいずれか１つであるＡＢＰが開示される。
【００１９】
　また、本開示は、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、第２のＴＢＭと、切断可能部分（
ＣＭ）とを含有する、活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を提供するものである。
ＡＢＰは、ＣＭを切断できる切断剤の存在下で、少なくとも１つのＴＢＭがＣＭの切断後
よりも未切断のときに標的に到達しにくいように、「活性化可能な」コンホメーションを
呈する。本開示はさらに、このようなコンフィギュレーションを有する候補ＡＢＰのライ
ブラリ、当該ＡＢＰを同定するためのスクリーニング方法および使用方法を提供するもの
である。本開示はさらに、ＶＥＧＦと結合してＶＥＧＦ活性を阻害するＴＢＭと、ＦＧＦ
と結合してＦＧＦ活性を阻害するＴＢＭとを有するＡＢＰならびに、組成物および使用方
法を提供するものである。
【００２０】
　このため、本開示は、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、第２のＴＢＭと、切断可能部
分（ＣＭ）とを含む活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）であって、前記ＣＭが、切
断状態で標的の存在下、第１および第２のＴＢＭが標的と結合し、未切断状態で、ＡＢＰ
が、第１のＴＢＭが第２のＴＢＭによって結合される標的に干渉するコンホメーションに
あるように、活性化可能な結合ポリペプチドに存在する、活性化可能な結合ポリペプチド
を提供するものである。
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【００２１】
　関連の実施形態では、未切断状態のＡＢＰが、第１および第２のＴＢＭが、第１および
第２のＴＢＭに対する標的の結合に干渉するようなコンホメーションにある。他の関連の
実施形態では、第１および第２のＴＢＭが、ＦＧＦ２およびＶＥＧＦなどの異なる標的と
結合できる。他の関連の実施形態では、第１のＴＢＭが、ＡＢＰが未切断状態にあるとき
に前記第１のＴＢＭが標的に対する前記第２のＴＢＭの結合を阻害し、ＡＢＰが切断状態
にあるときに標的に対する前記第２のＴＢＭの結合を可能にする機能に基づいて、複数の
候補ポリペプチドから選択される。もうひとつの実施形態では、第１のＴＢＭが、ＡＢＰ
が未切断状態にあるときに立体障害による前記第２のＴＢＭによって標的結合に干渉する
。他の関連の実施形態では、ＡＢＰが、前記第１のＴＢＭ内またはその付近に第１のシス
テイン残基を、前記第２のＴＢＭ内またはその付近に第２のシステイン残基を含み、立体
障害が、前記第１および第２のシステイン残基間のジスルフィド結合リンケージによって
達成される。関連の実施形態では、前記第１のＴＢＭおよび前記第２のＴＢＭの標的が細
胞外ポリペプチドである。他の実施形態では、ＣＭが、ＡＢＰの前記第１のＴＢＭと前記
第２のＴＢＭとの間に局在するか、あるいは、ＣＭがシステイン－システイン対を含む場
合、前記第１のＴＢＭ内または前記第２のＴＢＭ内のいずれかにＣＭを局在させることが
可能である。他の関連の実施形態では、ＣＭが、たとえばＭＭＰ－１、ＭＭＰ－２、ＭＭ
Ｐ－９またはＭＭＰ－１４の基質といったマトリクスメタロプロテアーゼ（ＭＭＰ）基質
などのプロテアーゼ基質を含む。他の関連の実施形態では、プロテアーゼ基質が、細胞内
プロテアーゼの基質である。もうひとつの実施形態では、ＣＭがシステイン－システイン
ジスルフィド結合を含む。
【００２２】
　本開示はさらに、候補となる複数の活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）であって
、前記複数の各メンバが、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、第２のＴＢＭと、切断可能
部分（ＣＭ）とを含む結合ポリペプチドと、前記第１のＴＢＭと結合できる標的およびＣ
Ｍを切断できる切断剤とを接触させ、前記標的と結合する前記複数のメンバの第１の個体
群を切断剤の存在下で選択し、前記第１の個体群を切断剤の非存在下で前記標的と接触さ
せ、切断剤の非存在下で前記標的に結合するメンバの前記第１の個体群を除外することで
、前記第１の個体群からメンバの第２の個体群を選択することを含み、切断剤の存在下で
の前記標的に対する結合と比較して、切断剤の非存在下で前記標的に対する結合が低下す
る候補ＡＢＰを選択する、二重標的結合活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を選択
するための方法を提供するものである。
【００２３】
　関連の実施形態では、切断剤が、プロテアーゼまたはジスルフィド結合還元剤である。
他の関連の実施形態では、第１の標的および第２の標的が各々、検出可能な標識を含む。
他の関連の実施形態では、第１の個体群が、検出可能な標識の検出によって選択される。
他の関連の実施形態では、第２の個体群が、第１の個体群から、検出可能に標識されたメ
ンバを分離することで生成される。さらに他の実施形態では、候補となる複数の活性化可
能な結合ポリペプチドが、提示足場において複製可能な生命体の表面に提示される。他の
実施形態では、提示足場にて第２のＴＢＭのアミノ酸配列を提供し、第２のＴＢＭに対す
る標的の結合を検出することで、標的に対する第２のＴＢＭの結合を評価する。
【００２４】
　本開示は、候補となる二重標的結合活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）のライブ
ラリであって、複製可能な生命体の表面で提示される候補となる複数の二重標的結合ＡＢ
Ｐを含む、前記ライブラリも提供するものである。関連の実施形態では、複製可能な生命
体が、細菌細胞、酵母細胞、哺乳類細胞である。
【００２５】
　また、本開示は、二重標的結合ＡＢＰをコードする核酸を含む核酸コンストラクトを含
む組成物も提供するものである。関連の実施形態では、核酸コンストラクトが提示足場を
コードする核酸をさらに含み、ＡＢＰをコードする核酸が、コンストラクトに作動的に挿



(8) JP 6035009 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

入され、宿主細胞の表面の提示足場におけるＡＢＰ提示用の融合タンパク質を発現する。
他の関連の実施形態では、提示足場が円順列変異外膜タンパク質Ｘ（ＣＰＸ）である。
【００２６】
　また、本開示は、候補となる二重標的結合活性化可能な結合ポリペプチドをコードする
核酸を含む核酸コンストラクトを含む組成物であって、前記候補となる活性化可能な結合
ポリペプチドが、（ａ）第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、（ｂ）切断可能部分（ＣＭ）
と、（ｃ）第２のＴＢＭとを含み、第１のＴＢＭ、ＣＭおよび第２のＴＢＭが、前記第１
のＴＢＭが未切断状態で標的に対する前記第２のＴＢＭの結合を阻害し、切断状態では標
的に対する前記第２のＴＢＭの結合を可能にする機能を判断することができるように配置
される。
【００２７】
　関連の実施形態では、核酸コンストラクトが、円順列変異外膜タンパク質Ｘ（ＣＰＸ）
をコードする核酸をさらに含む。
【００２８】
　本開示は、候補となる二重標的結合活性化可能な結合ポリペプチドのライブラリの作製
方法であって、複製可能な生命体のゲノムに、候補となる複数の二重標的結合活性化可能
な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）をコードする組換えＤＮＡコンストラクトの集合体を導入
することを含み、前記複数の各メンバが、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、切断可能部
分（ＣＭ）と、第２のＴＢＭとを含み、前記導入することで、組換え複製可能な生命体が
生成され、前記組換え複製可能な生命体を、候補となる二重標的結合ＡＢＰの発現および
提示に適した条件下で培養することを含む、前記方法を提供するものである。
【００２９】
　また、本開示は、治療有効量の二重標的結合活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）
と薬学的に許容される賦形剤とを含む、医薬組成物も提供するものである。関連の実施形
態では、第１のＡＢＰのＴＢＭがＶＥＧＦと結合してＶＥＧＦを阻害し、第２のＴＢＭが
線維芽細胞成長因子－２（ＦＧＦ２）と結合してＦＧＦ２を阻害する。
【００３０】
　また、本開示は、投与を必要とする被検体に、二重標的結合ＡＢＰを含む医薬組成物を
治療有効量で投与することを含む、哺乳類の被検体で血管形成を阻害する方法も提供する
ものである。
【００３１】
　一態様では、本開示は、標的を結合できる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含む組成物で
あって、前記ＡＢＤが少なくとも１つのマスキング部分（ＭＭ）とカップリングされ、前
記ＭＭが標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉する組成物を提供するものである。一実
施形態では、この組成物が切断可能部分（ＣＭ）をさらに含み、前記組成物が、ＣＭが未
切断状態にあってＭＭが標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉する第１のコンフィギュ
レーションと、ＣＭが切断状態にあってＭＭが標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉し
ない第２のコンフィギュレーションの２つのコンフィギュレーションを含む。
【００３２】
　もうひとつの態様では、本開示は、標的を結合できる少なくとも１つの抗原結合ドメイ
ン（ＡＢＤ）と、標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉できる前記ＡＢＤとカップリン
グされた少なくとも１つのマスキング部分（ＭＭ）と、前記ＡＢＤにカップリングされた
少なくとも１つの切断可能部分（ＣＭ）と、を含む、活性化可能な結合ポリペプチド（Ａ
ＢＰ）であって、未切断状態でＭＭが標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉し、切断状
態ではＭＭが標的に対するＡＢＤの特異的結合に干渉しないように前記ＣＭがＡＢＰに配
置される。特定の実施形態では、ＣＭがＡＢＤのＣ末端にカップリングされる。他の実施
形態では、ＣＭがＡＢＤのＮ末端またはＡＢＤのＶＬまたはＶＨ鎖のＮ末端にカップリン
グされる。関連の実施形態では、ＭＭがＡＢＤのＣ末端にカップリングされる。他の関連
の実施形態では、ＭＭがＡＢＤのＮ末端またはＡＢＤのＶＬまたはＶＨ鎖のＮ末端にカッ
プリングされる。別の実施形態では、ＡＢＰがＭＭとＣＭとの間に配置されたリンカーペ
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プチドも含む。関連の実施形態では、リンカーペプチドがＡＢＤとＣＭとの間に配置され
る。特定の実施形態では、ＡＢＤと、ＣＭと、ＭＭとを含むＡＢＰが、検出可能な部分を
さらに含む。特定の実施形態では、検出可能な部分が診断作用剤である。
【００３３】
　一実施形態では、ＡＢＤと、ＣＭと、ＭＭとを含むＡＢＰが、全長抗体、Ｆａｂフラグ
メント、ＳｃＦｖまたはＳＣＡＢ由来のＡＢＤを含有する。特定の実施形態では、ＡＢＤ
の標的が、ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ、ＶＥＧＦ－Ｄ、ＶＥＧＦＲ１、
ＶＥＧＦＲ２、ＶＥＧＦＲ３、ＥＧＦＲ、ＦＧＦ－２、ＦＧＦＲ１、ＦＧＦＲ２、ＦＧＦ
Ｒ３、ＦＧＦＲ４、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ＤＬＬ４、ＮＯＴＣＨＲ１、ＩＬ１Ｂ、ＩＬ１Ｒ
、ＩＬ２、ＩＬ２Ｒ、ＩＬ４、ＩＬ６、ＩＬ１２、ＩＬ１３、ＩＬ１５、ＩＬ１８、ＩＬ
２３、ＩＧＦ、ＩＧＦ１Ｒ、ＥＲＢＢ３、ＶＣＡＭ－１、ＣＸＣＲ４、ＣＤ３、ＣＤ１１
ａ、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤ２８、ＣＤ３０、ＣＤ３３、ＣＤ４
０、ＣＤ４０Ｌ、ＣＤ４１、ＣＤ４４、ＣＤ５２、ＣＤ８０、ＣＤ８６、ＣＴＬＡ－４、
ＴＮＦα、ＴＮＦＲ、ＴＲＡＩＬ－Ｒ１、ＴＲＡＩＬ－Ｒ２、ＩｇＥ、ＩｇＥ受容体、Ｐ
ＤＧＦ－ＡＡ、ＰＤＧＦ－ＢＢ、ＰＤＧＦＲα、ＰＤＧＦＲβ、ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩＡ、
ＣＬＡＵＤＩＮ－３、ＣＬＡＵＤＩＮ－４、Ｃ５相補体、ＲＳＶのＦタンパク質、糖タン
パク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ受容体、α４β１インテグリン、α４β７インテグリンからなる
群から選択される。別の実施形態では、ＡＢＤを含むＡＢＰが、ＭＭＰ１、ＭＭＰ２、Ｍ
ＭＰ３、ＭＭＰ８、ＭＭＰ９、ＭＭＰ１４、プラスミン、ＰＳＡ、ＰＳＭＡ、ＣＡＴＨＥ
ＰＳＩＮ　Ｄ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｋ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｓ、ＡＤＡＭ１０、ＡＤ
ＡＭ１２、ＡＤＡＭＴＳ、Ｃａｓｐａｓｅ－１、Ｃａｓｐａｓｅ－２、Ｃａｓｐａｓｅ－
３、Ｃａｓｐａｓｅ－４、Ｃａｓｐａｓｅ－５、Ｃａｓｐａｓｅ－６、Ｃａｓｐａｓｅ－
７、Ｃａｓｐａｓｅ－８、Ｃａｓｐａｓｅ－９、Ｃａｓｐａｓｅ－１０、Ｃａｓｐａｓｅ
－１１、Ｃａｓｐａｓｅ－１２、Ｃａｓｐａｓｅ－１３、Ｃａｓｐａｓｅ－１４、ＴＡＣ
Ｅからなる群から選択される酵素の基質であるＣＭをさらに含む。特定の実施形態では、
ＣＭがＭＭＰ９の基質である。
【００３４】
　もうひとつの態様では、本開示は、未切断状態でＭＭが標的と特異的に結合するための
ＡＢＤに干渉し、切断状態ではＭＭが標的と特異的に結合するためのＡＢＤに干渉しない
ように、マスキング部分（ＭＭ）および切断可能部分（ＣＭ）を前記ＡＢＤにカップリン
グすることを含む、標的と結合できる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有する組成物を修
飾する方法を提供するものである。一実施形態では、ＭＭおよび／またはＣＭがＡＢＤの
Ｃ末端にカップリングされる。もうひとつの実施形態では、ＭＭおよび／またはＣＭがＡ
ＢＤのＮ末端にカップリングされる。いくつかの実施形態では、ＣＭが、ＭＭＰ１、ＭＭ
Ｐ２、ＭＭＰ３、ＭＭＰ８、ＭＭＰ９、ＭＭＰ１４、プラスミン、ＰＳＡ、ＰＳＭＡ、Ｃ
ＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｄ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｋ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｓ、ＡＤＡＭ１
０、ＡＤＡＭ１２、ＡＤＡＭＴＳ、Ｃａｓｐａｓｅ－１、Ｃａｓｐａｓｅ－２、Ｃａｓｐ
ａｓｅ－３、Ｃａｓｐａｓｅ－４、Ｃａｓｐａｓｅ－５、Ｃａｓｐａｓｅ－６、Ｃａｓｐ
ａｓｅ－７、Ｃａｓｐａｓｅ－８、Ｃａｓｐａｓｅ－９、Ｃａｓｐａｓｅ－１０、Ｃａｓ
ｐａｓｅ－１１、Ｃａｓｐａｓｅ－１２、Ｃａｓｐａｓｅ－１３、Ｃａｓｐａｓｅ－１４
、ＴＡＣＥからなる群から選択される酵素の基質である。
【００３５】
　特定の実施形態では、ＡＢＤの標的が、ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ、
ＶＥＧＦ－Ｄ、ＶＥＧＦＲ１、ＶＥＧＦＲ２、ＶＥＧＦＲ３、ＥＧＦＲ、ＦＧＦ－２、Ｆ
ＧＦＲ１、ＦＧＦＲ２、ＦＧＦＲ３、ＦＧＦＲ４、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ＤＬＬ４、ＮＯＴ
ＣＨＲ１、ＩＬ１Ｂ、ＩＬ１Ｒ、ＩＬ２、ＩＬ２Ｒ、ＩＬ４、ＩＬ６、ＩＬ１２、ＩＬ１
３、ＩＬ１５、ＩＬ１８、ＩＬ２３、ＩＧＦ、ＩＧＦ１Ｒ、ＥＲＢＢ３、ＶＣＡＭ－１、
ＣＸＣＲ４、ＣＤ３、ＣＤ１１ａ、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤ２８
、ＣＤ３０、ＣＤ３３、ＣＤ４０、ＣＤ４０Ｌ、ＣＤ４１、ＣＤ４４、ＣＤ５２、ＣＤ８
０、ＣＤ８６、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、ＴＮＦＲ、ＴＲＡＩＬ－Ｒ１、ＴＲＡＩＬ－Ｒ
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２、ＩｇＥ、ＩｇＥ受容体、ＰＤＧＦ－ＡＡ、ＰＤＧＦ－ＢＢ、ＰＤＧＦＲα、ＰＤＧＦ
Ｒβ、ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩＡ、ＣＬＡＵＤＩＮ－３、ＣＬＡＵＤＩＮ－４、Ｃ５相補体、
ＲＳＶのＦタンパク質、糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ受容体、α４β１インテグリン、
α４β７インテグリンからなる群から選択される。関連の実施形態では、ＡＢＤが、全長
抗体、Ｆａｂフラグメント、ＳｃＦｖまたはＳＣＡＢ由来であり、ＡＢＤが、ＶＥＧＦ、
ＥＧＦＲ、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、インテグリンα４、ＩＬ２Ｒ、相補体Ｃ５、ＣＤ１
１ａ、ＣＤ２０、ＣＤ２５、ＣＤ３３、ＣＤ５２、糖タンパク質受容体ＩＩｂ／ＩＩＩａ
、ＩｇＥ、Ｈｅｒ２、ＲＳＶのＦタンパク質からなる群から選択される標的に対する抗体
または抗体フラグメント由来である。他の関連の実施形態では、ＡＢＤが、ベバシズマブ
、ラニビズマブ、トラスツズマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、エファリズマブ、
ゲムツズマブ・オゾガマイシン、トシツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタン、エクリ
ズマブ、アレムツズマブ、リツキシマブ、アブシキシマブ、セツキシマブ、ダクリズマブ
、バシリキシマブ、ゲムツズマブ、パニツムマブ、エクリズマブ、ナタリズマブ、オマリ
ズマブ、イピリムマブ、トレメリムマブ、パリビズマブからなる群から選択される抗体由
来である。特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＶＥＧＦに対する抗体またはその抗体フラグ
メント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤがベバシズマブまたはラニビズマブ由
来である。もうひとつの特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＴＮＦαに対する抗体またはそ
の抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤがインフリキシマブまた
はアダリムマブ由来である。もうひとつの特定の実施形態では、ＡＢＤがＣＤ２０に対す
る抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤが、トシ
ツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタンまたはリツキシマブ由来である。さらに別の特
定の実施形態では、ＡＢＤがＥＧＦＲに対する抗体またはその抗体フラグメント由来であ
る。関連の一実施形態では、ＡＢＤがセツキシマブまたはパニツムマブ由来である。さら
に別の特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＣＴＬＡ－４に対する抗体またはその抗体フラグ
メント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤがイピリムマブまたはトレメリムマブ
由来である。
【００３６】
　また、本開示は、候補ペプチドをスクリーニングして、抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を
含む抗体またはそのフラグメントに対する特異的結合親和性を有するマスキング部分（Ｍ
Ｍ）ペプチドを同定する方法も提供するものである。この方法は、ペプチド足場のライブ
ラリを提供することを含み、各ペプチド足場が、膜貫通タンパク質（ＴＭ）と候補ペプチ
ドを含み、ＡＢＤを含む抗体またはそのフラグメントをライブラリと接触させ、抗体また
はそのフラグメントに含まれるＡＢＤに対する特異的結合親和性を有するＭＭペプチドを
同定することを伴う。いくつかの実施形態では、ライブラリが、ウイルス、細胞または胞
子を含む。特定の実施形態では、ライブラリが、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）を含む。特定の
実施形態では、ペプチド足場が検出可能な部分をさらに含む。
【００３７】
　特定の実施形態では、抗体またはそのフラグメントが、ＭＭが標的と結合できることを
同定するためにスクリーニング対象となるＡＢＤを含み、標的が、ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧ
Ｆ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ、ＶＥＧＦ－Ｄ、ＶＥＧＦＲ１、ＶＥＧＦＲ２、ＶＥＧＦＲ３、Ｅ
ＧＦＲ、ＦＧＦ－２、ＦＧＦＲ１、ＦＧＦＲ２、ＦＧＦＲ３、ＦＧＦＲ４、ＨＥＲ２／ｎ
ｅｕ、ＤＬＬ４、ＮＯＴＣＨＲ１、ＩＬ１Ｂ、ＩＬ１Ｒ、ＩＬ２、ＩＬ２Ｒ、ＩＬ４、Ｉ
Ｌ６、ＩＬ１２、ＩＬ１３、ＩＬ１５、ＩＬ１８、ＩＬ２３、ＩＧＦ、ＩＧＦ１Ｒ、ＥＲ
ＢＢ３、ＶＣＡＭ－１、ＣＸＣＲ４、ＣＤ３、ＣＤ１１ａ、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２
２、ＣＤ２５、ＣＤ２８、ＣＤ３０、ＣＤ３３、ＣＤ４０、ＣＤ４０Ｌ、ＣＤ４１、ＣＤ
４４、ＣＤ５２、ＣＤ８０、ＣＤ８６、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、ＴＮＦＲ、ＴＲＡＩＬ
－Ｒ１、ＴＲＡＩＬ－Ｒ２、ＩｇＥ、ＩｇＥ受容体、ＰＤＧＦ－ＡＡ、ＰＤＧＦ－ＢＢ、
ＰＤＧＦＲα、ＰＤＧＦＲβ、ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩＡ、ＣＬＡＵＤＩＮ－３、ＣＬＡＵＤ
ＩＮ－４、Ｃ５相補体、ＲＳＶのＦタンパク質、糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ受容体、
α４β１インテグリン、α４β７インテグリンからなる群から選択される。関連の実施形
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態では、ＭＭを同定するのにスクリーニング対象となるＡＢＤが、ベバシズマブ、ラニビ
ズマブ、トラスツズマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、エファリズマブ、ゲムツズ
マブ・オゾガマイシン、トシツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタン、エクリズマブ、
アレムツズマブ、リツキシマブ、アブシキシマブ、セツキシマブ、ダクリズマブ、バシリ
キシマブ、ゲムツズマブ、パニツムマブ、エクリズマブ、ナタリズマブ、オマリズマブ、
イピリムマブ、トレメリムマブ、パリビズマブからなる群から選択される抗体由来である
。特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＶＥＧＦ、ＥＧＦＲ、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、イン
テグリンα４、ＩＬ２Ｒ、相補体Ｃ５、ＣＤ１１ａ、ＣＤ２０、ＣＤ２５、ＣＤ３３、Ｃ
Ｄ５２、糖タンパク質受容体ＩＩｂ／ＩＩＩａ、ＩｇＥ、Ｈｅｒ２、ＲＳＶのＦタンパク
質からなる群から選択される標的に対する抗体または抗体フラグメント由来である。特定
の実施形態では、ＡＢＤが、ＶＥＧＦに対する抗体またはその抗体フラグメント由来であ
る。関連の一実施形態では、ＡＢＤがベバシズマブまたはラニビズマブ由来である。もう
ひとつの特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＴＮＦαに対する抗体またはその抗体フラグメ
ント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤがインフリキシマブまたはアダリムマブ
由来である。もうひとつの特定の実施形態では、ＡＢＤがＣＤ２０に対する抗体またはそ
の抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤが、トシツモマブ、イブ
リツモマブ・チウキセタンまたはリツキシマブ由来である。さらに別の特定の実施形態で
は、ＡＢＤがＥＧＦＲに対する抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の一実
施形態では、ＡＢＤがセツキシマブまたはパニツムマブ由来である。さらに別の特定の実
施形態では、ＡＢＤが、ＣＴＬＡ－４に対する抗体またはその抗体フラグメント由来であ
る。関連の一実施形態では、ＡＢＤがイピリムマブまたはトレメリムマブ由来である。
【００３８】
　他の態様では、本開示は、未切断状態でＭＭが標的と特異的に結合するためのＡＢＤに
干渉し、切断状態ではＭＭが標的と特異的に結合するためのＡＢＤに干渉しないように、
切断可能部分（ＣＭ）およびマスキング部分（ＭＭ）にカップリングされた標的と結合で
きる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有する抗体またはそのフラグメントを含む組成物を
被検体に投与することを含む、被検体における症状を治療および／または診断する方法を
提供するものである。特定の実施形態では、ＡＢＤが、全長抗体、Ｆａｂフラグメント、
ＳｃＦｖまたはＳＣＡＢ由来である。特定の実施形態では、ＡＢＤが、ベバシズマブ、ラ
ニビズマブ、トラスツズマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、エファリズマブ、ゲム
ツズマブ・オゾガマイシン、トシツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタン、エクリズマ
ブ、アレムツズマブ、リツキシマブ、アブシキシマブ、セツキシマブ、ダクリズマブ、バ
シリキシマブ、ゲムツズマブ、パニツムマブ、エクリズマブ、ナタリズマブ、オマリズマ
ブ、イピリムマブ、トレメリムマブ、パリビズマブからなる群から選択される抗体由来で
ある。関連の実施形態では、標的が、ＶＥＧＦ－Ａ、ＶＥＧＦ－Ｂ、ＶＥＧＦ－Ｃ、ＶＥ
ＧＦ－Ｄ、ＶＥＧＦＲ１、ＶＥＧＦＲ２、ＶＥＧＦＲ３、ＥＧＦＲ、ＦＧＦ－２、ＦＧＦ
Ｒ１、ＦＧＦＲ２、ＦＧＦＲ３、ＦＧＦＲ４、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ＤＬＬ４、ＮＯＴＣＨ
Ｒ１、ＩＬ１Ｂ、ＩＬ１Ｒ、ＩＬ２、ＩＬ２Ｒ、ＩＬ４、ＩＬ６、ＩＬ１２、ＩＬ１３、
ＩＬ１５、ＩＬ１８、ＩＬ２３、ＩＧＦ、ＩＧＦ１Ｒ、ＥＲＢＢ３、ＶＣＡＭ－１、ＣＸ
ＣＲ４、ＣＤ３、ＣＤ１１ａ、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤ２８、Ｃ
Ｄ３０、ＣＤ３３、ＣＤ４０、ＣＤ４０Ｌ、ＣＤ４１、ＣＤ４４、ＣＤ５２、ＣＤ８０、
ＣＤ８６、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、ＴＮＦＲ、ＴＲＡＩＬ－Ｒ１、ＴＲＡＩＬ－Ｒ２、
ＩｇＥ、ＩｇＥ受容体、ＰＤＧＦ－ＡＡ、ＰＤＧＦ－ＢＢ、ＰＤＧＦＲα、ＰＤＧＦＲβ
、ＧＰＩＩＢ／ＩＩＩＡ、ＣＬＡＵＤＩＮ－３、ＣＬＡＵＤＩＮ－４、Ｃ５相補体、ＲＳ
ＶのＦタンパク質、糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ受容体、α４β１インテグリン、α４
β７インテグリンからなる群から選択される。他の関連の実施形態では、ＡＢＤが、ＶＥ
ＧＦ、ＥＧＦＲ、ＣＴＬＡ－４、ＴＮＦα、インテグリンα４、ＩＬ２Ｒ、相補体Ｃ５、
ＣＤ１１ａ、ＣＤ２０、ＣＤ２５、ＣＤ３３、ＣＤ５２、糖タンパク質受容体ＩＩｂ／Ｉ
ＩＩａ、ＩｇＥ、Ｈｅｒ２、ＲＳＶのＦタンパク質からなる群から選択される標的に対す
る抗体または抗体フラグメント由来である。特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＶＥＧＦに
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対する抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤがベ
バシズマブまたはラニビズマブ由来である。もうひとつの特定の実施形態では、ＡＢＤが
、ＴＮＦαに対する抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では
、ＡＢＤがインフリキシマブまたはアダリムマブ由来である。もうひとつの特定の実施形
態では、ＡＢＤがＣＤ２０に対する抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の
一実施形態では、ＡＢＤが、トシツモマブ、イブリツモマブ・チウキセタンまたはリツキ
シマブ由来である。さらに別の特定の実施形態では、ＡＢＤがＥＧＦＲに対する抗体また
はその抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤが、セツキシマブま
たはパニツムマブ由来である。さらに別の特定の実施形態では、ＡＢＤが、ＣＴＬＡ－４
に対する抗体またはその抗体フラグメント由来である。関連の一実施形態では、ＡＢＤが
イピリムマブまたはトレメリムマブ由来である。
【００３９】
　特定の具体的な態様では、本開示は、酵素活性化可能な抗体またはそのフラグメントを
提供するものである。特定の実施形態では、酵素が、ＭＭＰ１、ＭＭＰ２、ＭＭＰ３、Ｍ
ＭＰ８、ＭＭＰ９、ＭＭＰ１４、プラスミン、ＰＳＡ、ＰＳＭＡ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　
Ｄ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｋ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｓ、ＡＤＡＭ１０、ＡＤＡＭ１２、
ＡＤＡＭＴＳ、Ｃａｓｐａｓｅ－１、Ｃａｓｐａｓｅ－２、Ｃａｓｐａｓｅ－３、Ｃａｓ
ｐａｓｅ－４、Ｃａｓｐａｓｅ－５、Ｃａｓｐａｓｅ－６、Ｃａｓｐａｓｅ－７、Ｃａｓ
ｐａｓｅ－８、Ｃａｓｐａｓｅ－９、Ｃａｓｐａｓｅ－１０、Ｃａｓｐａｓｅ－１１、Ｃ
ａｓｐａｓｅ－１２、Ｃａｓｐａｓｅ－１３、Ｃａｓｐａｓｅ－１４、ＴＡＣＥからなる
群から選択される。関連の実施形態では、抗体フラグメントが全長抗体由来であるか、ｓ
ｃＦｖ、ＦａｂまたはＳＣＡＢである。具体的な一態様では、本開示は、酵素活性化可能
な抗ＶＥＧＦ－Ａ抗体またはそのフラグメントを提供するものである。特定の一実施形態
では、抗体がラニビズマブである。もうひとつの実施形態では、抗体がＭＭＰ９によって
活性化される。もうひとつの態様では、本開示は、酵素活性化可能な抗ＣＴＬＡ－４抗体
またはそのフラグメントを提供するものである。特定の一実施形態では、抗体がイピリム
マブまたはトレメリムマブである。もうひとつの実施形態では、抗体がＭＭＰ９によって
活性化される。さらに別の関連の態様では、本開示は、酵素活性化可能なＶＣＡＭ－１抗
体またはそのフラグメントを提供するものである。特定の一実施形態では、抗体がＭＭＰ
９によって活性化される。
【００４０】
　一態様では、本開示は、ＡＢＰと、前記ＡＢＰを切断できるプロテアーゼと、前記ＡＢ
Ｐの標的とを含む反応混合物を提供するものである。
【００４１】
　他の態様および実施形態については、本開示を読めば容易に分かるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】不活性（未切断状態）および活性（切断状態）なＡＢＰを示す、ＡＢＰの図であ
る。
【図２】ＡＢＰの同定および単離に使用できるライブラリスクリーニング手順の概略であ
る。
【図３】Ｔ７対照コンストラクトのアミノ酸配列を示し、酵素の存在下および非存在下の
両方でＶＥＧＦが対照コンストラクトと結合することを示す。また、図３は、ＭＭＰ－２
によるＭＭＰ－２基質（ＣＭ）の切断も示す。
【図４】システイン制約ループＡＢＰおよびＧＳ対照コンストラクトのアミノ酸配列を示
す。また、図４は、不活性（未切断状態）および活性（切断状態）なＡＢＰの図も示す。
【図５】ＡＢＰでのシステイン制約ループの形成によってＶＥＧＦ結合が干渉されること
が分かる、結合実験の結果を示す。切断状態と未切断状態の両方で、ＧＳ対照およびＡＢ
Ｐの図も示してある。
【図６】４つの例示としてのコンストラクトライブラリのアミノ酸配列を示し、このライ
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ブラリの提示されたコンストラクトを表す図を示す。
【図７】図６に示すコンストラクトライブラリを構成するのに適用されるスクリーニング
手順の概略である。
【図８】図７に示すスクリーニング手順でコンストラクトを選別した後に、スイッチのよ
うな挙動を呈する例示としてのライブラリのメンバを同定可能であることを示す。
【図９】システイン制約対照よりも選択後のライブラリクローンで切り替え活性が改善さ
れることを示す。
【図１０】最も顕著な「切り替え」表現型を示したライブラリから単離されたクローンの
アミノ酸配列を示す。
【図１１】ＭＭにシステイン残基を有するクローンならびにＭＭにシステイン残基を欠い
たクローンの切り替え活性を示す結合実験の結果を示す。
【図１２】システイン制約親とＭＭにシステインを有するライブラリクローンの両方でジ
スルフィド結合の還元によってコンストラクトのＴＢＭに対するＶＥＧＦの結合が増加す
ることを示す、実験結果を示す。
【図１３】ＭＭＰ－２処理の非存在下でのＫｄとの比較で、システイン制約親コンストラ
クトをＶＥＧＦと接触させ、ＭＭＰ－２で処理した際に生じたＫｄ改善のグラフ図を示す
。
【図１４】ＭＭＰ－２処理の非存在下でのＫｄとの比較で、ライブラリクローン２．２Ａ
．５をＶＥＧＦと接触させ、ＭＭＰ－２で処理した際に生じたＫｄ改善のグラフ図を示す
。
【図１５】標識された標的の濃度を調節することで拡大されたダイナミックレンジについ
てマスキング部分ライブラリ１を選別した結果を示す。
【図１６】標識された標的を調節することで拡大されたダイナミックレンジについてマス
キング部分ライブラリ１を選別した結果を示し、ライブラリ１のＡＢＰプールに平均４倍
のダイナミックレンジを同定する。図１６では、ＥＡＢＰという用語が本明細書に記載の
ＡＢＰを示す点に注意されたい。
【図１７】プロテアーゼ活性化可能なＶＥＧＦ阻害剤の例示としての実施形態の図を示す
。
【図１８】候補ＡＢＰライブラリのスクリーニングで同定された例示としてのＡＢＰのア
ミノ酸配列を示す。
【図１９】プロテアーゼ－活性化可能なＶＥＧＦ阻害剤の同定に適した候補マスキング部
分を有する候補ＡＢＰライブラリの図を示す。
【図２０】本開示の例示としてのＡＢＰを示す概略図である。
【図２１】図２に示すライブラリスクリーニング手順の実施形態を示す。
【図２２】システイン含有ＭＭおよび非システイン含有ＭＭを有するさまざまな例示とし
てのＡＢＰの配列を示す。
【図２３】ＭＭＰ－２の存在下および非存在下でのライブラリクローン４．２Ａ．１１（
別名４－２Ａ－１１）および２．３Ｂ．５（別名２－３Ｂ－５）の蛍光値との比較で、Ｍ
ＭＰ－２の存在下および非存在下でのシステイン制約ループ構造の蛍光値を示す。
【図２４】さまざまなＡＢＰライブラリクローンでの酵素処理後の蛍光の増加倍数を示す
。
【図２５】選択されたＡＢＰライブラリクローンの切り替え活性を示す。
【図２６】可溶性タンパク質結合アッセイで利用するマルトース結合タンパク質（ＭＢＰ
）ＡＢＰ融合体の図を示す。
【図２７】可溶性ＡＢＰ融合物が酵素による結合特性を保つことを実証するＢｉａｃｏｒ
ｅ（商標）でのアッセイ結果を示すグラフである。
【図２８】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶに対する選択された候補ＭＭペプチドの結合を示す
ＦＡＣＳ解析の結果である。
【図２９】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列である。
【図３０】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列である。



(14) JP 6035009 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

【図３１】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列である。
【図３２】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列であり、この場
合のＡＢＰは封入体としての細胞質発現用に設計されている。
【図３３】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列であり、この場
合のＡＢＰは封入体としての細胞質発現用に設計されている。
【図３４】抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを含む予測的ＡＢＰのアミノ酸配列であり、この場
合のＡＢＰは封入体としての細胞質発現用に設計されている。
【図３５】ＴＢＭが抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶ　ＡＢＤを含み、ＣＭがＭＭＰ－１基質を
含むＡＢＰの活性化と標的結合を示す概略である。
【図３６】抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有するプロテアーゼ活性化ＡＢＰを示す。
【図３７】ＭＭのスクリーニング；ＣＭのスクリーニング；ＭＭ、ＣＭ、ＡＢＤを含有す
るＴＢＭのアセンブル；アセンブルしたコンストラクトの発現および精製；アセンブルし
たコンストラクトのｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏでの活性と毒性のアッセイを
含む、抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有するプロテアーゼ活性化ＡＢＰを生成するため
のプロセスを示す。
【図３８】例示としてのＭＭＰ－９切断可能なマスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖアミノ
酸配列である。
【図３９】ＭＭ　３０６および３１４を用いる場合のＭＢＰ：抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ　ＡＢ
ＰのＭＭＰ－９活性化を示すＥＬＩＳＡデータである。試料をＴＥＶで処理してＭＢＰの
融合相手を除去した後、ＭＭＰ－９での消化によって活性化した。
【図４０】３０６　ＭＭを用いる抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ　ＨｉｓコンストラクトのＭＭＰ－
９依存性ＶＥＧＦ結合を示すＥＬＩＳＡデータである。
【図４１】ＨＥＫ細胞上清由来のＭＭ　３０６および３１４を用いる抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ
－Ｆｃ　ＡＢＰのＭＭＰ－９依存性ＶＥＧＦ結合を示すＥＬＩＳＡデータである。
【図４２】タンパク質Ａカラムを用いて精製したＭＭ　３０６および３１４を用いる抗Ｖ
ＥＧＦ　ｓｃＦｖ－Ｆｃ　ＡＢＰコンストラクトのＭＭＰ－９依存性ＶＥＧＦ結合を示す
ＥＬＩＳＡデータである。
【図４３】ｓｃＦｖコンストラクトをＶＨＶＬとＶＬＶＨの両方の向きで生成するようＳ
ＯＥ－ＰＣＲによって接合された抗ＣＴＬＡ４の軽鎖および重鎖を示す。
【図４４】抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ　ＶＨＶＬおよびＶＬＶＨコンストラクトのＮ末端に
、ＭＭクローニングのための部位、ＣＭ切断配列、ＧＧＳ２リンカーを加えるのにＰＣＲ
を用いることを示す。
【図４５】抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖを含むＡＢＰの調製時に用いられるＭＭリンカー－Ｃ
Ｍ－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖリンカーのヌクレオチド配列およびアミノ酸配列である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明についてさらに説明する前に、本発明はここに記載の特定の実施形態に限定され
るものではなく、それ自体がもちろん可変であることは理解できよう。また、本明細書で
用いる専門用語は特定の実施形態を説明するだけのためのものであり、本発明の範囲は添
付の特許請求の範囲によってのみ限定されることになるため、限定することを意図したも
のではない旨も理解できよう。
【００４４】
　値の範囲が与えられている場合、それぞれの間にある値、文脈から他の内容が明確に示
される場合を除いて下限の１０分の１単位、その範囲の上限と下限との間、他の表記の範
囲またはその表記の範囲での中間値も本発明に包含されることが理解される。これらのさ
らに小さな範囲の上限と下限は独立に、さらに小さな範囲に含まれることもあり、表記の
範囲で具体的に排除された限界まで本発明内に包含される。表記の範囲が限界のうちの一
方または両方を含む場合、この含まれる範囲の一方または両方を排除する範囲も本発明に
包含される。
【００４５】
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　特に定義しないかぎり、本明細書で使用する技術用語および科学用語はいずれも、本発
明が属する分野の当業者らに一般に理解されている意味と同一の意味を持つ。本明細書に
記載したものと同様または同等の方法および材料を、本発明の実施または試験に用いるこ
とが可能であるが、ここでは好ましい方法および材料について説明する。本明細書で言及
する刊行物はいずれも、その刊行物を引用することに関して方法および／または材料を説
明および開示するために本明細書に援用する。
【００４６】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用する場合、単数形「ａ」「ａｎ」「ａｎｄ
」および「ｔｈｅ」は、その指示対象の複数形を含む（文脈から、そうでないことが明白
な場合を除く）ことに注意されたい。よって、たとえば、「活性化可能な結合ポリペプチ
ド」とは、複数のこのような活性化可能な結合ポリペプチドを含み、「活性化可能な結合
ポリペプチド」とは、１つ以上の活性化可能な結合ポリペプチドならびに当業者間で周知
のその等価物を含むといった具合である。また、特許請求の範囲は、任意の要素を排除す
るようにも記載できる。その際、この記述は、権利請求する要素の記述に関連してこのよ
うな排除的な用語を「唯一」「単に」などと使用するか、「負の」限定として使用する先
行技術として機能することを意図している点に注意されたい。
【００４７】
　本明細書に言及する刊行物は、本出願の出願日前の開示物として提供したものにすぎな
い。本明細書のいずれの部分も、本発明が先行する発明のおかげでこのような刊行物に先
行する資格がないと認めたとは解釈されない。さらに、ここにあげた発行日が実際の発行
日とは異なる場合もあり、独立に確認する必要がある場合もある。
【００４８】
例示としての実施形態の詳細な説明
　本開示は、活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を提供するものであり、これは、
標的結合部分（ＴＢＭ）と、マスキング部分（ＭＭ）と、切断可能部分（ＣＭ）とを含有
する。ＡＢＰは、たとえば切断作用剤（ＣＭの切断部位を認識するプロテアーゼなど）の
存在下でＣＭが未切断のときに切断後よりもＴＢＭが標的に到達しにくいように「活性化
可能な」コンホメーションを呈する。本開示はさらに、候補ＡＢＰのライブラリ、このよ
うなＡＢＰを同定するためのスクリーニング方法および使用方法も提供するものである。
本開示はさらに、ＶＥＧＦと結合するＴＢＭを有するＡＢＰならびに、組成物および使用
方法も提供するものである。
【００４９】
　また、本開示は、第１のＴＢＭと、第２のＴＢＭと、ＣＭとを含有するＡＢＰも提供す
るものである。これらのＡＢＰは、ＣＭを切断できる切断剤の存在下で、ＣＭが未切断の
ときに切断後よりも少なくとも１つのＴＢＭが標的に到達しにくいように「活性化可能な
」コンホメーションを呈する。本開示はさらに、このようなコンフィギュレーションを有
する候補ＡＢＰのライブラリ、当該ＡＢＰを同定するためのスクリーニング方法および使
用方法も提供するものである。本開示はさらに、ＶＥＧＦと結合してＶＥＧＦ活性を阻害
するＴＢＭと、ＦＧＦと結合してＦＧＦ活性を阻害するＴＢＭとを有するＡＢＰならびに
、組成物および使用方法も提供するものである。
【００５０】
　また、本開示は、標的と結合できる抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有する抗体または
抗体フラグメントである標的結合部分（ＴＢＭ）と、マスキング部分（ＭＭ）と、切断可
能部分（ＣＭ）とを含む活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を提供するものである
。ＡＢＰは、たとえば切断作用剤（ＣＭの切断部位を認識するプロテアーゼなど）の存在
下でＣＭが未切断のときに切断後よりもＡＢＤが標的に到達しにくいように「活性化可能
な」コンホメーションを呈する。本開示はさらに、候補ＡＢＰのライブラリ、ＡＢＤの候
補ＭＭ、このようなＡＢＰおよびＭＭを同定するためのスクリーニング方法および使用方
法も提供するものである。本開示はさらに、本明細書に開示の複数の標的のうちの１つ以
上と結合するＡＢＤを有するＡＢＰならびに、組成物および使用方法も提供するものであ
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る。
【００５１】
定義
　「活性化可能な結合ポリペプチド」または「ＡＢＰ」という用語は、広義には、標的結
合部分（ＴＢＭ）と、切断可能部分（ＣＭ）と、マスキング部分（ＭＭ）とを含有するポ
リペプチドを示す。ＴＢＭは通常、標的タンパク質（ＶＥＧＦなど）への結合用のアミノ
酸配列を含有する。いくつかの実施形態では、ＴＢＭが、抗体またはその抗体フラグメン
トの抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含む。
【００５２】
　ＣＭは通常、酵素および／または還元可能なジスルフィド結合を形成可能なシステイン
－システイン対の基質として機能するアミノ酸配列を含む。それ自体、ＣＭとの関連で「
切断」、「切断可能な」、「切断された」などの表現を用いる場合、これらの表現は、プ
ロテアーゼなどによる酵素切断ならびに、還元剤への曝露後のジスルフィド結合の還元に
よるシステイン－システイン対間のジスルフィド結合の破壊を包含する。
【００５３】
　ＭＭは、ＡＢＰのＣＭが無傷（すなわち、対応する酵素によって切断されていないおよ
び／または非還元システイン－システインジスルフィド結合を含有する）である場合に、
自らの標的に対するＴＢＭの結合にＭＭが干渉するアミノ酸配列である。ＣＭのアミノ酸
配列は、ＭＭと重なることもあれば、ＭＭに含まれることもある。便宜上、本明細書で用
いる「ＡＢＰ」は、その未切断の（または「ネイティブな」）状態にあるＡＢＰと、その
切断状態にあるＡＢＰの両方を示す点に注意されたい。いくつかの実施形態では、少なく
ともＭＭを切り離すプロテアーゼなどによるＣＭの切断（ＭＭが共有結合によってＡＢＰ
と結合していない場合など（システイン残基間のジスルフィド結合など）が原因で、切断
後のＡＢＰにＭＭが欠けている場合がある旨は、当業者であれば自明であろう。例示とし
てのＡＢＰについては、下記において詳細に説明する。
【００５４】
　特に関心の対象となる一実施形態では、ＡＢＰが２つのＴＢＭを含み、少なくとも１つ
のＴＢＭが他のＴＢＭに対するマスキング部分（ＭＭ）として作用する、および／または
未切断のコンホメーションで、少なくとも１つのＴＢＭの標的に対するＡＢＰの結合が、
ＡＢＰが切断されたコンホメーションにある場合に比して少なくなるように、２つのＴＢ
Ｍが互いにマスキング部分として機能する。よって、本実施形態における「活性化可能な
結合ポリペプチド」または「ＡＢＰ」は、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、第２のＴＢ
Ｍと、切断可能部分（ＣＭ）とを含有するポリペプチドを包含し、第１および第２のＴＢ
Ｍが相互作用して、標的に対する少なくとも１つのＴＢＭの結合を「マスク」する（すな
わち、第１および／または第２のＴＢＭが標的結合のマスキング部分（ＭＭ）として作用
する）。ＴＢＭは通常、標的タンパク質（ＶＥＧＦなど）への結合用のアミノ酸配列を含
有する。
【００５５】
　後者の実施形態では、ＡＢＰのＣＭが無傷（すなわち、対応する酵素によって切断され
ていない、および／または非還元システイン－システインジスルフィド結合を含有する）
である場合に、第１および第２のＴＢＭの相互作用が、自らの対応する標的に対する一方
または両方のＴＢＭの結合に干渉する。便宜上、本明細書で使用する「ＡＢＰ」は、その
未切断の（または「ネイティブな」）状態にあるＡＢＰと、その切断状態にあるＡＢＰの
両方を示す点に注意されたい。いくつかの実施形態では、プロテアーゼなどによるＣＭの
切断が原因で、切断後のＡＢＰに上述したような２つのＴＢＭが含まれなくなる場合があ
る旨は、当業者であれば自明であろう。ＡＢＰが、プロテアーゼ切断可能なＣＭと、ジス
ルフィド結合を含むＣＭの両方を含む場合、プロテアーゼ切断可能なＣＭを切断してもジ
スルフィド結合が無傷のまま残り、切断後の形態のＡＢＰには標的結合が可能な「マスク
されない」コンフィギュレーションで２つのＴＢＭが保持される場合もある。例示として
のＡＢＰについては、下記において詳細に説明する。
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【００５６】
　本明細書で使用する場合、「切断剤」という用語は、酵素切断などによってＣＭの配列
を切断できる作用剤あるいは、システイン－システイン対間のジスルフィド結合を還元で
きる還元剤を示す。「還元剤」は一般に、ジスルフィド結合との還元酸化反応で電子供与
化合物として機能する化合物または元素を示す。特に注目される還元剤として、タンパク
質などの細胞還元剤あるいは、グルタチオン、チオレドキシン、ＮＡＤＰＨ、フラビン、
アスコルビン酸塩などの生理学的条件下でジスルフィド結合を還元できる他の作用剤があ
げられる。
【００５７】
　「ポリペプチド」、「ペプチド」、「タンパク質」という用語は、本明細書では同義に
用いられ、長さを問わずアミノ酸のポリマー形態を示し、これには、コードされたアミノ
酸およびコードされないアミノ酸、化学的または生化学的に修飾されたまたは誘導体化さ
れたアミノ酸、修飾されたペプチド骨格を有するポリペプチドを含み得る。この用語は、
異種アミノ酸配列を有する融合タンパク質、Ｎ末端メチオニン残基を含むまたは含まない
異種および同種リーダー配列との融合物；免疫学的にタグ付けされたタンパク質などを含
むがこれに限定されるものではない、融合タンパク質を含む。
【００５８】
　「プロテアーゼ」、「プロテイナーゼ」および「ポリペプチドを切断できる酵素」は、
本明細書では同義に用いられ、ペプチド結合を加水分解するエンドペプチダーゼまたはエ
キソペプチダーゼなどの酵素、通常はエンドペプチダーゼを示す。
【００５９】
　「複製可能な生命体」という表現は、細菌、酵母、原虫、哺乳類細胞ならびに、このよ
うな細胞に感染し、複製できるさまざまなウイルスおよびバクテリオファージなどをはじ
めとする自己複製生物細胞を示す。
【００６０】
　「核酸分子」および「ポリヌクレオチド」という用語は、同義に用いられ、長さを問わ
ずヌクレオチドのポリマー形態、デオキシリボヌクレオチドまたはリボヌクレオチドのい
ずれか、あるいはその類似体を示す。ポリヌクレオチドは、どのような三次元構造であっ
てもよく、周知のまたは周知ではないどのような機能を果たすものであってもよい。ポリ
ヌクレオチドの非限定的な例として、遺伝子、遺伝子断片、エキソン、イントロン、メッ
センジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、トランスファーＲＮＡ、リボソームＲＮＡ、リボザイム
、ｃＤＮＡ、組換えポリヌクレオチド、分岐鎖ポリヌクレオチド、プラスミド、ベクター
、任意の配列の単離ＤＮＡ、任意の配列の単離ＲＮＡ、核酸プローブ、プライマーがあげ
られる。
【００６１】
　「でコードされる」とは、ポリペプチド配列をコードする核酸配列を示し、ポリペプチ
ド配列またはその一部は、核酸配列でコードされるポリペプチドから少なくとも３から５
アミノ酸、一層好ましくは少なくとも８から１０アミノ酸、なお一層好ましくは少なくと
も１５から２０アミノ酸からなるアミノ酸配列を含有する。また、配列によってコードさ
れるポリペプチドで免疫学的に同定可能なポリペプチド配列も包含される。
【００６２】
　「コンストラクト」は、本明細書では、共有結合的におよび作動的に結合された要素と
して特徴付けられるポリペプチドまたは核酸を示すものとして用いられる。たとえば、Ａ
ＢＰコンストラクトは、少なくともＴＢＭ、ＭＭ、ＣＭを含むＡＢＰポリペプチド（これ
が作動的に結合されて本明細書に記載の切り替え可能な表現型が得られる）ならびにこの
ようなＡＢＰポリペプチドをコードする核酸を示し得るものである。
【００６３】
　「ベクター」は、遺伝子配列を標的細胞に伝達できる。一般に、「ベクターコンストラ
クト」、「発現ベクター」および「遺伝子導入ベクター」は、宿主細胞で目的の遺伝子の
発現を指令できる核酸コンストラクトを意味する。よって、この用語は、クローニングベ
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クターおよび発現媒体（ｖｅｈｉｃｌｅ）ベクターならびに組み込み用（ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｉｎｇ）ベクターも含む。
【００６４】
　本明細書で使用する場合、「組換え」は当該技術分野での通常の意味であり、ｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏで合成またはそうでなければ操作されたポリヌクレオチド（「組換えポリヌクレ
オチド」など）、細胞または他の生物学的系で組換えポリヌクレオチドを用いて遺伝子産
物を産生する方法、組換えポリヌクレオチドでコードされるポリペプチド（「組換えタン
パク質」）を示す。
【００６５】
　「組換え」という表現を細胞に関して用いる場合、細胞が異種核酸を含有するか、この
ような異種核酸でコードされるペプチドまたはタンパク質を発現し、通常はこのような異
種核酸を複製することを示す。組換え細胞は、その細胞のネイティブな（非組換え）形態
には見られない遺伝子を含み得る。組換え細胞はまた、その細胞のネイティブな形態に見
られる遺伝子も含み得るものであり、これらの遺伝子が修飾されて人工的な手段で細胞に
再導入される。この用語はまた、細胞から核酸を除去することなく修飾されている細胞に
対して内在性の核酸を含有する細胞も包含する。このような修飾は、遺伝子の代置、部位
特異的変異、関連の技法によって得られるものを含む。
【００６６】
　「異種配列」、「異種核酸」、「異種ポリペプチド」または「異種アミノ酸配列」とは
、本明細書で使用する場合、特定の宿主細胞にとって外来である起源に由来するものであ
り、あるいは、同一起源である場合には、その元の形態から修飾されている。よって、宿
主細胞の異種核酸は、特定の宿主細胞に内在するが、修飾されている（宿主細胞に通常は
見られない配列を提供するための核酸に対して、天然に生じる核酸または親核酸とは異な
るアミノ酸配列をコードするなど）核酸を含む。異種配列の修飾は、ＤＮＡを制限酵素で
処理して、プロモーターに作動的に結合され得るＤＮＡフラグメントを生成する、あるい
はＤＮＡを異種プロモーターに作動的に結合させて宿主細胞にとって内在性ではない発現
カセットを提供するなど、多岐にわたる方法で達成可能である。部位特異的突然変異誘発
などの技法も異種核酸の修飾には有用である。
【００６７】
　「作動的に結合された」という表現は、所望の機能を得るための分子間の機能的リンケ
ージを示す。たとえば、核酸に関して「作動的に結合された」とは、転写、翻訳などの所
望の機能を得るための核酸間の機能的リンケージ、たとえば核酸発現対照配列（プロモー
ター、シグナル配列または転写因子結合部位のアレイなど）と第２のポリヌクレオチドと
の間の機能的リンケージを示し、発現対照配列は第２のポリヌクレオチドの転写および／
または翻訳に影響する。ポリペプチドに関して「作動的に結合された」とは、ポリペプチ
ドのここに記載の活性（ＡＢＰが未切断にあるときのＴＢＭの「マスキング」、切断を容
易にするためのプロテアーゼに対する到達しやすさ、ＡＢＰのＴＢＭの「未マスキング」
など）を得るためのアミノ酸配列（異なるドメインなど）間の機能的リンケージを示す。
【００６８】
　「組換え発現カセット」または単に「発現カセット」とは、このような配列と矛盾しな
い宿主の対照要素と作動的に結合された構造的遺伝子の発現に影響できる対照要素を有す
る組換え的および／または合成的に生成された核酸コンストラクトである。発現カセット
は、少なくともプロモーターを含み、任意に、転写終結シグナルも含む。一般に、組換え
発現カセットは、少なくとも転写対象となる核酸とプロモーターとを含む。発現させるの
に必要または役立つ別の因子も本明細書に記載したようにして使用可能である。たとえば
、転写終結シグナル、エンハンサー、遺伝子発現に影響する他の核酸配列も発現カセット
に含み得るものである。
【００６９】
　「ゲノムに導入する」とは、組換え複製可能な生命体（宿主細胞、バクテリオファージ
など）を作製することに関して本明細書で使用する場合、複製をするための組換え複製可
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能な生命体の生成を示し、必要があれば、複製可能な生命体の複製による外来性ポリペプ
チドの発現を示す。複製可能な生命体が宿主細胞（細菌、酵母または哺乳類細胞など）で
ある場合、「ゲノムに導入する」とは、ゲノムの組み込み（安定した組み込みなど）によ
るゲノム的導入ならびに、宿主細胞で外来性核酸の安定したまたは一過性の維持を提供す
るためのエピソーム要素（プラスミドなど）の導入の両方を包含する。「トランスフォー
メーション」という用語も同様に、目的のポリペプチドをコードする外来性核酸の導入に
よる組換え細胞の生成を示して用いられ、この場合の外来性核酸は、エピソーム要素（細
菌または酵母宿主細胞との関連ではプラスミドなど）と同様に安定してまたは一過的に維
持可能であるか、安定してまたは一過性にゲノム組み込み可能である。
【００７０】
　「単離された」という表現は、実体（ポリペプチド、核酸など）を、これが本来関連し
ているまたは合成（組換え、化学合成など）時に関連することがある他の実体から分離し
たことを示す。「単離された」という用語は、実体が天然に見いだせる状態にないことを
意味し、実体が組換えまたは他の合成手段で産生される場合であれば、存在し得る他の成
分に対して分離または富化されていることを意味する。よって、たとえば、「単離された
タンパク質」は、天然に見られるようなものではないが実質的に１００％未満の純粋なタ
ンパク質のこともある。
【００７１】
　「実質的に純粋」とは、実体（ポリペプチドなど）がなす部分が組成物全体（組成物の
全タンパク質など）の約５０％を超え、一般に、タンパク質全体の約６０％を超えること
を示す。より一般に、「実質的に純粋」とは、組成物全体の少なくとも７５％、少なくと
も７５％、少なくとも８５％、少なくとも９０％またはそれより多くが目的の実体（全タ
ンパク質のなどである組成物を示す。好ましくは、タンパク質がなす部分が約９０％を超
え、一層好ましくは組成物のタンパク質全体の約９５％を超える。
【００７２】
　「富化された」とは、開始組成物に比して、組成物で目的の実体の割合が増したことを
示す。たとえば、メンバの１０％が所望の属性（酵素的に「切り替え可能」など）を呈す
る開始個体群すなわち第１の個体群を富化して、全体の１０％を超える（１５％またはそ
れより多くなど）メンバが所望の活性を呈する第２の個体群を得ることが可能である。富
化に選択を伴うなど、富化によって個体群の異なるメンバ全体が減少する場合がある点に
注意されたい。
【００７３】
　「スクリーン」または「スクリーニング」ならびに、「選択」または「選択する」とい
う表現は、本明細書では、所望の属性（酵素的に「切り替え可能」など）を有する個体群
のメンバを、属性がそれほど望ましくない（検出可能な酵素的に切り替え可能な表現型が
ない、あるいは所望のダイナミックレンジにない酵素的に切り替え可能な表現型など）メ
ンバから分離しやすくなるように個体群を処理することを示して用いられる。スクリーニ
ングは、１つ以上の基準を用いてメンバの個体群について実施可能である。スクリーニン
グは、（たとえばＦＡＣＳを用いる細胞選別によるなど）分離後の個体群の回復性および
／または生存度を維持する手段によって達成可能であるか、あるいは個体群の望ましくな
いメンバの生存度または回復性を抑えることで達成可能である。
【００７４】
　スクリーニング（または選択）には、「ポジティブスクリーニング」または「ネガティ
ブスクリーニング」（本明細書ではそれぞれ、「ポジティブ選択」または「ネガティブ選
択」とも呼ぶ）が可能である。「ポジティブスクリーニング」では、所望の属性を呈する
メンバを、ポジティブシグナル（検出可能なシグナルの存在、所望の属性を欠いたメンバ
の成長を阻害する作用剤の存在下での成長など）の存在に応じて選択する。「ネガティブ
スクリーニング」では、所望の属性を呈するメンバを、減少したシグナルまたは検出でき
ないシグナル（比較的減少または検出できないシグナル；所望の属性を呈するメンバの成
長を阻害する作用剤の存在下での成長の低下など）に応じて選択する。
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【００７５】
　本明細書で使用する場合、「接触」とは通常の意味であり、２つ以上の実体（標的タン
パク質、候補ＡＢＰ、酵素など）を組み合わせることを示す。接触は、たとえば、試験管
または他の容器内で（２つ以上の作用剤［切断剤（酵素など）とペプチド提示足場を発現
している細胞など］を組み合わせるなど）、細胞ベースの系で（標的タンパク質および／
または切断剤（酵素など）と細胞表面に提示されたでＡＢＰの接触など）または無細胞系
で（無傷細胞を必要とせずにペプチド提示足場を提示するための切断剤（酵素など）と細
胞膜、合成膜または他の膜とを組み合わせるなどなど）起こり得る。
【００７６】
　本明細書で使用する場合、「リガンド」とは、酵素に対する基質、阻害剤またはアロス
テリックレギュレーターの結合などの結合相手の分子に結合する分子を示し、タンパク質
、ポリペプチド、ペプチド、核酸分子、炭水化物、糖、脂質、リポタンパク質、小分子、
天然および合成の有機物質および無機物質、合成ポリマーなどの天然および合成の生体分
子を含む。
【００７７】
　「結合」とは、本明細書で使用する場合、主に２つの分子間（本明細書では基質および
酵素などの「結合相手」と呼ぶ）での共有結合または非共有結合の相互作用を示し、この
結合は通常、特異的である。
【００７８】
　本明細書で使用する場合、「特異的結合」または「特異的に結合する」とは、結合相手
が互いに結合するが、その環境（生物学的試料中、組織中など）に存在し得る他の分子と
は、特定の条件の組（生理学的条件など）のもとで有意なレベルまたは相当なレベルでは
結合しないような結合相手間の相互作用を示す。
【００７９】
　本明細書で使用する場合、「蛍光基」は、選択した波長の光で励起されると、異なる波
長の光を放出する分子を示す。蛍光基を「フルオロフォア」と呼ぶこともある。
【００８０】
　本明細書で使用する場合、「提示足場」という用語は、宿主細胞で発現されると、宿主
細胞の細胞外到達可能な表面に提示され、作動的に結合された異種ポリペプチドを提示す
るポリペプチドを示す。たとえば、提示足場には、本明細書に開示した方法で候補ＡＢＰ
のスクリーニングを容易にする用途がある。提示足場は、提示足場からの融合タンパク質
の切断と候補ＡＢＰの放出を容易にするプロテアーゼの作用によって、目的の異種ポリペ
プチドを提示足場から容易に放出できるように提供可能である。
【００８１】
　「検出する」または「評価する」とは、あらゆる形態の定性的測定または定量的測定を
含み、要素の有無を判断することを含む。「判断する」、「測定する」、「見極める」、
「評価する」、「アッセイする」という表現は同義に用いられ、定量的および定性的判断
を含む。評価は相対的なものであっても絶対的なものであってもよい。「存在を評価する
」とは、存在する何かの量を判断することおよび／または有無を判断することを含む。本
明細書で使用する場合、「検出する」、「判断する」、「測定する」、「評価する」、「
アッセイする」という用語は同義に用いられ、定量的判断と定性的判断の両方を含む。
【００８２】
　「有効量」または「治療有効量」という用語は、治療対象となる疾患状態を治療するあ
るいは、そうでなければ所望の効果（腫瘍サイズの減少、血管形成の低減など）を得るの
に十分な薬用量を意味する。厳密な薬用量は、被検体依存の変数（年齢、免疫系の健康な
ど）、疾患（癌または腫瘍のタイプなど）、実施する治療などの多岐にわたる要因に応じ
て変わってくる。
【００８３】
　「治療部位」という用語は、ＡＢＰの一方または両方のＴＢＭの標的とＡＢＰのＣＭを
切断できる切断剤とが共存する部位など、本明細書に記載したようにＡＢＰが切り替え可
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能に設計される部位を示すことを意図している。治療部位としては、局所投与（注射、点
滴など（カテーテルによるなど））または全身投与（治療部位から離れた部位への投与な
ど）で到達できる組織がある。治療部位は、生物学的に比較的限局された部位（臓器、嚢
、腫瘍部位など）も含む。
【００８４】
活性化可能な結合ポリペプチド
　本開示は、標的タンパク質に対して、「切り替え可能な」結合とも呼ばれる「活性化可
能な」結合を呈する活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）を提供するものである。Ａ
ＢＰは主に、標的結合部分（「ＴＢＭ」）と、マスキング部分（「ＭＭ」）と、切断可能
部分（「ＣＭ」）とを含む。いくつかの実施形態では、ＣＭが、対象となるプロテアーゼ
の基質として機能するアミノ酸配列を含有する。他の実施形態では、ＣＭが、還元によっ
て切断可能なシステイン－システインジスルフィド結合を提供する。
【００８５】
　ＡＢＰの概略を、図１、図３５および図３６に示す。後者の２つは、ＡＢＰのＴＢＭが
抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含有する実施形態を概略的に表したものである。図１、図
３５、図３６に示すように、切断状態（または比較的「活性な」状態）で標的が存在すれ
ばＴＢＭが標的と結合するのに対し、未切断状態（または比較的「不活性な」状態）で標
的が存在すると、ＭＭによるＴＢＭの「マスキング」を伴い得るＡＢＰのコンホメーショ
ンがゆえに、標的に対するＴＢＭの結合が阻害されるような位置にＣＭがあるような形で
、ＡＢＰの各要素が配置されている。本明細書で使用する場合、「切断状態」という表現
は、プロテアーゼおよび／またはＣＭのシステイン－システインジスルフィド結合の還元
によるＣＭ切断後のＡＢＰの様子を示す。「未切断状態」という表現は、本明細書で使用
する場合、プロテアーゼによるＣＭの切断がないおよび／またはＣＭのシステイン－シス
テインジスルフィド結合の還元がない、ＡＢＰの様子を示す。上述したように、「ＡＢＰ
」は、本明細書では便宜上、その未切断の（または「ネイティブな」）状態にあるＡＢＰ
と、その切断状態にあるＡＢＰの両方を示すのに用いられる。いくつかの実施形態では、
少なくともＭＭを切り離すプロテアーゼによるＣＭの切断（ＭＭが共有結合（システイン
残基間のジスルフィド結合など）によってＡＢＰと結合していない場合などが原因で、切
断後のＡＢＰにＭＭが欠けている場合がある旨は、当業者であれば自明であろう。
【００８６】
　「活性化可能な」または「切り替え可能な」とは、ＡＢＰがネイティブな状態または未
切断状態（すなわち、第１のコンホメーション）で標的に対して第１のレベルの結合を呈
し、切断状態（すなわち、第２のコンホメーション）で標的に対して第２のレベルの結合
を呈し、第２のレベルの標的結合が第１のレベルの結合よりも強いことを意味する。通常
、ＣＭを切断できる切断剤の存在下でのほうが、このような切断剤の非存在下よりもＡＢ
ＰのＴＢＭへの標的の到達が大きくなる。よって、ネイティブな状態または未切断状態で
、ＴＢＭは標的結合から「マスクされ」（すなわち、第１のコンホメーションは、これが
ＴＢＭに対する標的の到達に干渉するようなものである）、切断状態では、ＴＢＭが標的
結合に対して「マスクされない」。
【００８７】
　ＡＢＰのＣＭおよびＴＢＭについては、ＴＢＭが目的の標的用の結合部分を表し、ＣＭ
が被検体の治療部位で標的と共存するプロテアーゼの基質を表すように選択してもよい。
上記の代わりまたは上記に加えて、ＣＭは、このジスルフィド結合の還元の結果として切
断可能なシステイン－システインジスルフィド結合である。ＡＢＰは、少なくとも１つの
プロテアーゼ切断可能なＣＭまたはシステイン－システインジスルフィド結合を含有し、
いくつかの実施形態では、両方の種類のＣＭを含む。本明細書に開示のＡＢＰには、たと
えば、ＣＭの部位を切断できるプロテアーゼが、非治療部位の組織よりも治療部位の標的
含有組織で比較的高めのレベルで存在する場合に、特定の利用法がある。
【００８８】
　別の言い方をすると、ＡＢＰのＣＭ－ＴＢＭ対は、標的と共存するプロテアーゼのレベ
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ルが高くなることを有効利用するよう設計されている。このため、被検体の非治療部位よ
りも治療部位で優先的に酵素活性化される（よって、高い標的結合レベルを呈する）よう
にＡＢＰを設計することが可能である。このように、ＡＢＰを用いると、非治療部位でＴ
ＢＭの結合に起因し得る毒性および／または有害な副作用を減らすことが可能である。Ａ
ＢＰが、ジスルフィド結合を還元しやすくする還元剤によって切断可能なＣＭを含有する
場合、たとえば非治療部位の環境よりも環境での還元の可能性が高くなるような形で、還
元剤のレベルの高さを特徴とする所望の治療部位に目的の標的が存在するＴＢＭの活性化
を有効利用するよう、このようなＡＢＰのＴＢＭを選択してもよい。
【００８９】
　通常、ＡＢＰを設計するには、目的のＴＢＭを選択し、コンホメーション的に制限があ
る場合はＭＭがＴＢＭをマスクするようＡＢＰの残りを構築すればよい。この機能的な特
徴を提供するために構造的な設計基準が考慮対象となる。たとえば、ＡＢＰが、ＭＭと、
少なくとも１つのＣＭと、リンカーとを含む場合、このリンカーは、ＴＢＭの標的結合部
位からコンストラクトの残りが結合することになるＴＢＭの末端までの距離を代表する長
さに対して、一般に少なくとも１．５から２倍、通常は少なくとも２倍になるように選択
される。
【００９０】
　二重標的結合ＡＢＰは、本開示において特に関心の対象となる。このような二重標的結
合ＡＢＰは２つのＴＢＭを含有し、これらは同一の標的と結合することもあれば異なる標
的と結合することもある。この場合、少なくとも１つのＴＢＭが、標的結合と「マスキン
グ」の二重の機能を果たす。上述したように、このような二重標的結合ＡＢＰは通常、２
つのＴＢＭを含有し、少なくとも１つのＴＢＭが他のＴＢＭに対するマスキング部分（Ｍ
Ｍ）として作用および／またはＡＢＰが切断されたコンホメーションにある場合に比して
、未切断のコンホメーションで、少なくとも１つのＴＢＭの標的に対するＡＢＰの結合が
少なくなるように、２つのＴＢＭが互いにマスキング部分として作用する。よって、本実
施形態における「ＡＢＰ」は、第１の標的結合部分（ＴＢＭ）と、第２のＴＢＭと、切断
可能部分（ＣＭ）とを含有するポリペプチドを包含し、第１および第２のＴＢＭが相互作
用して、標的に対する少なくとも１つのＴＢＭの結合を「マスク」する（すなわち、第１
および／または第２のＴＢＭが標的結合のマスキング部分（ＭＭ）として作用する）。Ｔ
ＢＭは、異なる標的（ＶＥＧＦならびに、ＦＧＦ２などの線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）
など）に結合するＴＢＭを含み得る。各ＴＢＭは、各々が標的に対する結合用の１つ以上
の活性部位を含むように、独立して選択可能である。
【００９１】
　図２０は、ＡＢＰが切断されたときにそれぞれの標的を結合し、ＡＢＰが未切断のとき
にＴＢＭの一方または両方の標的に対する結合からＡＢＰをマスクする、二重機能を果た
し得る２つのＴＢＭを有する本開示の例示としてのＡＢＰを示す概略図である。図２０の
上側には「ＭＭ」が示されているが、この場合のＭＭは単一の結合部位を有する第１のＴ
ＢＭである。図２０の中程に、第１のＴＢＭおよび第２のＴＢＭ（任意にＴＢＭ１および
ＴＢＭ２と表示）を有し、２つのＴＢＭ間に切断可能部分（ＣＭ）が位置するＡＢＰを示
す。切り替え可能な未切断のコンホメーション（すなわちＣＭが対応する酵素によって切
断されていないおよび／または非還元システイン－システインジスルフィド結合を含有す
る無傷のとき）では、図２０の下側に示すように、ＴＢＭ１がＴＢＭ２と相互作用するこ
とで、少なくともＴＢＭ１の標的に対する結合を「マスク」し、特定の実施形態では、Ｔ
ＢＭ１およびＴＢＭ２の両方の標的結合をマスクする。切断されると、各ＴＢＭは「マス
クされていない」ため、それぞれの標的に自由に結合できる。
【００９２】
　二重標的結合ＴＢＭについては、ＡＢＰのＴＢＭに結合できる標的の一方または両方と
標的組織で共存する、切断剤によって切断可能なＣＭを有するように設計可能である。本
開示はさらに、単一のＡＢＰを切断剤で切断することで、複数の標的結合フラグメントが
放出されるように、ＴＢＭ１－ＴＢＭ２ドメインの複数の「単位」を企図するものである
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。
【００９３】
　図２０に例示するように、「マスクされた」ＴＢＭと、標的または（血清ＩｇＧ結合タ
ンパク質で例証されるような）血清半減期の延長などの別の所望の機能を提供し得る目的
の部分との間に、第２のＣＭを配置することが可能である。この第２のＣＭは、同一また
は異なる切断剤による切断の影響を受けやすい。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、プロテアーゼなどによるＣＭの切断が原因で、切断後のＡＢ
Ｐに上述したような２つのＴＢＭが含まれなくなる場合がある旨は、当業者であれば自明
であろう。ＡＢＰが、プロテアーゼ切断可能なＣＭと、ジスルフィド結合を含むＣＭの両
方を含む場合、プロテアーゼ切断可能なＣＭを切断してもジスルフィド結合が無傷のまま
残り、切断後の形態のＡＢＰには標的結合が可能な「マスクされない」コンフィギュレー
ションで２つのＴＢＭが保持される場合もある。例示としてのＡＢＰについては、下記に
おいて詳細に説明する。
【００９５】
　切断されたコンホメーション対未切断のコンホメーションで標的結合に対する所望のダ
イナミックレンジを切り替え可能な表現型を呈するＡＢＰが、特に関心の対象となる。「
ダイナミックレンジ」という用語は、本明細書で使用する場合、主に（ａ）第１の組の条
件下でのパラメータの最大検出レベルと、（ｂ）第２の組の条件下でのそのパラメータの
最小検出値との比を示す。たとえば、ＡＢＰとの関連では、ダイナミックレンジは、（ａ
）ＡＢＰのＣＭを切断できるプロテアーゼの存在下でＡＢＰに結合する標的タンパク質の
最大検出レベルと、（ｂ）プロテアーゼの非存在下でＡＢＰに結合する標的タンパク質の
最小検出レベルとの比を示す。ＡＢＰのダイナミックレンジについては、ＡＢＰ切断剤（
酵素など）治療の平衡解離定数と、ＡＢＰ切断剤治療の平衡解離定数との比として算出可
能である。ＡＢＰのダイナミックレンジが大きくなればなるほど、ＡＢＰの「切り替え可
能な」表現型が一層よくなる。ダイナミックレンジの値が比較的大きい（１を超えるなど
）ＡＢＰは、ＡＢＰによる標的タンパク質結合が、ＡＢＰのＣＭを切断できる切断剤（酵
素など）の存在下で、切断剤の非存在下よりも大きな度合いで生じる（優先的に生じるな
ど）ような一層望ましい切り替え表現型を呈する。
【００９６】
　ＡＢＰは、切り替え可能な表現型が得られるように、ＴＢＭ、ＭＭ、ＣＭがＡＢＰに作
動的に配置されるかぎり、多岐にわたる構造的コンフィギュレーションで提供可能なもの
である。ＡＢＰの例示としての式を以下にあげておく。ＴＢＭ、ＭＭおよびＣＭのＮ末端
からＣ末端の順序をＡＢＰ内で反転してもよいことが、特に企図される。また、たとえば
ＣＭがＭＭ内に含まれるように、ＣＭとＭＭのアミノ酸配列が重なってもよいことも特に
企図される。
【００９７】
　たとえば、ＡＢＰについては、以下の式で表すことが可能である（アミノ（「Ｎ」）末
端領域からカルボキシル（「Ｃ」）末端領域への順で以下のとおりであり、
　　　（ＭＭ）－（ＣＭ）－（ＴＢＭ）
　　　（ＴＢＭ）－（ＣＭ）－（ＭＭ）
式中、ＭＭはマスキング部分であり、ＣＭは切断可能部分であり、ＴＢＭは標的結合部分
である。上記の式ではＭＭとＣＭが別々の成分として示されているが、本明細書に開示の
例示としてのすべての実施形態（式を含む）では、ＣＭが完全にまたは部分的にＭＭの中
に含まれるなど、ＭＭとＣＭのアミノ酸配列が重なってもよい旨に注意されたい。また、
上記の式では、ＡＢＰ要素のＮ末端側またはＣ末端側に配置できる別のアミノ酸配列も得
られる。いくつかの実施形態では、二重標的結合ＡＢＰは、ＭＭが第２のＴＢＭであるよ
うなものである。本開示全体をとおして、ここに記載の式はこのような二重標的結合ＡＢ
Ｐを包含し、式中の「ＭＭ」がＴＢＭ１であり、「ＴＢＭ」がＴＢＭ２であり、この場合
のＴＢＭ１およびＴＢＭ２は第１および第２のＴＢＭを任意に示しただけのものであり、
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ＴＢＭと結合できる標的が同一の標的であっても異なる標的であってもよく、同じ標的の
同一の結合部位であっても異なる結合部位であってもよい旨は、理解できよう。
【００９８】
　通常、ＡＢＰは、標的のＴＢＭへの到達が少なくともＭＭによって阻害されるようなＡ
ＢＰの畳み込みの結果として、切り替え可能な表現型を呈することが可能である旨は理解
できよう。よって、多くの実施形態では、ＭＭ－ＣＭ結合部分、ＣＭ－ＴＢＭ結合部分の
１つ以上または両方で柔軟性を持たせるために、フレキシブルリンカーなどの１つ以上の
リンカーをＡＢＰコンストラクトに挿入すると望ましいことがある。たとえば、ＴＢＭ、
ＭＭおよび／またはＣＭには、所望の柔軟性が得られるほどの十分な数の残基（Ｇｌｙ、
Ｓｅｒ、Ａｓｐ、Ａｓｎ、特にＧｌｙおよびＳｅｒ、ことさらＧｌｙなど）が含まれてい
ないことがある。それ自体、このようなＡＢＰコンストラクトの切り替え可能な表現型が
、フレキシブルリンカーを得るための１つ以上のアミノ酸の導入から恩恵を受けることが
ある。また、後述するように、ＡＢＰがコンホメーション的に制約されたコンストラクト
として提供される場合、フレキシブルリンカーを作動的に挿入して、未切断ＡＢＰの環状
構造の形成と維持を容易にすることができる。
【００９９】
　たとえば、特定の実施形態では、ＡＢＰが、以下の式（この場合、後述の式はＮからＣ
末端方向またはＣからＮ末端方向のいずれかのアミノ酸配列を示す）のうちの１つを含み
、
　　　（ＭＭ）－Ｌ１－（ＣＭ）－（ＴＢＭ）
　　　（ＭＭ）－（ＣＭ）－Ｌ１－（ＴＢＭ）
　　　（ＭＭ）－Ｌ１－（ＣＭ）－Ｌ２－（ＴＢＭ）
　　　シクロ［Ｌ１－（ＭＭ）－Ｌ２－（ＣＭ）－Ｌ３－（ＴＢＭ）］
式中、ＭＭ、ＣＭ、ＴＢＭは先に定義したとおりであり、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３は各々独立か
つ任意に存在するか存在せず、少なくとも１つのフレキシブルアミノ酸（Ｇｌｙなど）を
含む同一または異なるフレキシブルリンカーであり、「シクロ」が含まれる場合は、ＡＢ
Ｐにおけるシステインの対間のジスルフィド結合がゆえにＡＢＰが環状構造である。また
、上記の式では、ＡＢＰ要素のＮ末端側またはＣ末端側に存在してもよい別のアミノ酸配
列も得られる。式シクロ［Ｌ１－（ＭＭ）－Ｌ２－（ＣＭ）－Ｌ３－（ＴＢＭ）］では、
ＡＢＰがジスルフィド結合構造にある（よって、コンホメーション的に制約された状態で
ある）場合に、ジスルフィド結合を担うシステインをＡＢＰに配置して１つまたは２つの
「尾」を許容し、これによって「ラッシ」または「オメガ」構造を生成してもよい旨を理
解されたい。尾のアミノ酸配列によって、ＡＢＰの局在化を容易にするための標的受容体
に対する結合、ＡＢＰの血清半減期増大などのＡＢＰの別の特徴を得ることも可能である
。標的部分（標的組織中に存在する細胞の受容体のリガンドなど）と血清半減期延長部分
（免疫グロブリン（ＩｇＧなど）または血清アルブミン（ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）
などなどの血清タンパク質と結合するポリペプチドなど。
【０１００】
　上述したように、上記の式は、式の「ＭＭ」がＴＢＭ１であり、「ＴＢＭ」がＴＢＭ２
であるような二重標的結合ＡＢＰを包含し、この場合のＴＢＭ１およびＴＢＭ２は第１お
よび第２のＴＢＭを任意に示しただけのものであり、ＴＢＭと結合できる標的が同一の標
的であっても異なる標的であってもよく、同じ標的の同一の結合部位であっても異なる結
合部位であってもよい。本開示はさらに、第２のＣＭが異なるかまたは同じであるような
ＡＢＰが第２のＣＭを含み得ることをさらに提供するものであり、目的の部分（標的部分
、血清半減期延長部分、ＡＢＰを支持体に固定化するための部分など）の切断可能な放出
を提供するものである。
【０１０１】
　ＡＢＰで使用するのに適したリンカーは通常、「マスクされた」コンホメーションを容
易にするための柔軟性をＡＢＰに与えるものである。このようなリンカーは通常、「フレ
キシブルリンカー」と呼ばれる。好適なリンカーは容易に選択可能であり、１アミノ酸（
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Ｇｌｙなど）から２０アミノ酸、２アミノ酸から１５アミノ酸あるいは、４アミノ酸から
１０アミノ酸、５アミノ酸から９アミノ酸、６アミノ酸から８アミノ酸または７アミノ酸
から８アミノ酸をはじめとして３アミノ酸から１２アミノ酸など、異なる長さの好適なも
ののうちどのようなものであってもよく、１、２、３、４、５、６または７アミノ酸であ
ればよい。
【０１０２】
　例示としてのフレキシブルリンカーには、グリシンポリマー（Ｇ）ｎ、グリシン－セリ
ンポリマー（たとえば、（ＧＳ）ｎ（ＧＳＧＧＳ：配列番号１）ｎおよび（ＧＧＧＳ：配
列番号２）ｎを含み、ｎは少なくとも１の整数である）、グリシン－アラニンポリマー、
アラニン－セリンポリマー、従来技術において周知の他のフレキシブルリンカーがある。
このうちグリシンおよびグリシン－セリンポリマーが注目されているが、これらのアミノ
酸が比較的構造化されておらず、成分間の中性テザーとして機能しやすいことがその理由
である。グリシンはアラニンよりもかなり多くｐｈｉ－ｐｓｉスペースに到達し、側鎖が
長めの残基よりも制限がかなり少ないことから、グリシンポリマーが特に注目されている
（Ｓｃｈｅｒａｇａ，　Ｒｅｖ．　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｃｈｅｍ．　１１１７
３～１４２　（１９９２）を参照のこと）。例示としてのフレキシブルリンカーには、Ｇ
ｌｙ－Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ：配列番号３、Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ
：配列番号４、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ：配列番号５、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ
－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ：配列番号６、Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ：配
列番号７、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｓｅｒ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ：配列番号８、などがあるが、これ
に限定されるものではない。所望のＡＢＰ構造を得るために、フレキシブルリンカーと、
これよりも柔軟性の低い構造となる１つ以上の部分とをリンカーに含み得るように、ＡＢ
Ｐの設計に全体または一部が柔軟なリンカーを含み得ることは、当業者であれば分かるで
あろう。
【０１０３】
　上述した要素に加えて、ＡＢＰは、たとえば、ＡＢＰのアミノ酸配列Ｎ末端またはＣ末
端などの別の要素を含むものであってもよい。たとえば、ＡＢＰは、目的の細胞または組
織への送達を容易にするための標的部分を含むことができる。さらに、後述するＡＢＰラ
イブラリとの関連では、細胞表面でのＡＢＰの提示を容易にするための足場タンパク質と
の関連でＡＢＰを提供可能である。
【０１０４】
　ＡＢＰの例示としての基本要素については、下記において詳細に説明する。
【０１０５】
標的結合部分（ＴＢＭ）
　ＡＢＰの標的結合部分（ＴＢＭ）は、通常はタンパク質標的である目的の標的と結合で
き、通常は特異的に結合できる、多岐にわたる周知のアミノ酸配列のどれを含むものであ
ってもよい。たとえば、目的の標的タンパク質の結合相手のアミノ酸配列を含むようにＴ
ＢＭを選択可能であり、この場合、結合相手と標的の結合によって、標的タンパク質の活
性の阻害および／または標的タンパク質の検出などの所望の生物学的作用が得られる。
【０１０６】
　結合相手のアミノ酸配列（阻害剤など）が周知である例示としてのクラスの標的タンパ
ク質として、細胞表面レセプターおよび分泌結合タンパク質（成長因子など）、可溶性酵
素、構造的タンパク質（コラーゲン、フィブロネクチンなど）などがあげられるが、必ず
しもこれに限定されるものではない。具体的な例示としての実施形態では、何ら限定する
ことなく、ＴＢＭが以下の表１に示すような任意の標的の結合相手である。
【０１０７】
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【表１】

【０１０８】
　いくつかの実施形態では、ＴＢＭが、通常は目的のタンパク質標的である目的の標的に
結合、特に特異的に結合できる抗原結合ドメイン、抗原結合ドメインフラグメントまたは
抗体の抗原結合フラグメント（単鎖の抗原結合ドメインなど）を含有する全長抗体または
抗体フラグメントを含む。この実施形態では、ＴＢＭが、抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を
含有する。ＡＢＤを含有するＴＢＭを含むＡＢＰの概略を図３６に示す。このような実施
形態では、ＡＢＤは、抗体の軽鎖および／または重鎖の可変領域または高頻度可変領域（
ＶＬ、ＶＨ）、可変フラグメント（Ｆｖ）、Ｆ（ａｂ’）２フラグメント、Ｆａｂフラグ
メント、単鎖抗体（ｓｃＡｂ）、単鎖可変領域（ｓｃＦｖ）、相補性決定領域（ＣＤＲ）
あるいは、標的タンパク質または標的タンパク質上のエピトープと結合できるＡＢＤを含
有する従来技術において周知の他のポリペプチドなどの結合ポリペプチドであればよいが
、これに限定されるものではない。他の実施形態では、各ＡＢＤが同一または異なる標的
と結合できるように、ＡＢＤを含有する第１のＴＢＭと、ＡＢＤを含有する第２のＴＢＭ
とをＴＢＭに含む、キメラまたはハイブリッドコンビネーションであるＴＢＭであっても
よい。いくつかの実施形態では、ＴＢＭが、２つの異なる抗原と結合するよう設計された
二重特異性抗体またはそのフラグメントである。いくつかの実施形態では、活性化可能な
形態で第１のＴＢＭにカップリングされた第１のＭＭと、第２のＴＢＭにカップリングさ
れた第２のＭＭとがある。ＡＢＤの起源としては、天然に生じる抗体またはそのフラグメ
ント、非天然の抗体またはそのフラグメント、合成抗体またはそのフラグメント、ハイブ
リッド抗体またはそのフラグメントあるいは、改変抗体またはそのフラグメントが可能で
ある。
【０１０９】
　特定の標的に対する抗体を作製するための方法は、従来技術において周知である。抗体
およびそのフラグメント、抗体の重鎖および軽鎖の可変領域（ＶＨおよびＶＬ）、Ｆｖ、
Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂフラグメント、単鎖抗体（ｓｃＡｂ）、単鎖可変領域（ｓｃＦｖ
）、相補性決定領域（ＣＤＲ）の構造は、十分に理解されている。標的抗原の所望の抗原
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－結合ドメインを有するポリペプチドを生成するための方法は、従来技術において周知で
ある。別のポリペプチドをカップリングするよう抗体を修飾するための方法も、従来技術
において周知である。たとえば、ＭＭ、ＣＭまたはリンカーなどのペプチドをカップリン
グして抗体を修飾し、本開示のＡＢＰおよび他の組成物を生成してもよい。図３７に概略
的に示すような標準的な方法を用いて、プロテアーゼ活性化ＡＢＤを含有するＡＢＰを開
発し、生成することが可能である。
【０１１０】
　ＴＢＭがＡＢＤを含有する標的タンパク質の例示としてのクラスとしては、細胞表面レ
セプターおよび分泌結合タンパク質（成長因子など）、可溶性酵素、構造的タンパク質（
コラーゲン、フィブロネクチンなど）などがあげられるが、必ずしもこれに限定されるも
のではない。標的は、本明細書に記載し、表１に例示するがこれに限定されるものではな
い、ＴＢＭ標的から選択可能である。具体的な例示としての実施形態では、何ら限定する
ことなく、例示としてのＡＢＤソースを以下の表２にあげておく。
【０１１１】

【表２】

【０１１２】
　表２に記載した例示としてのＡＢＤソースについては、１つ以上の参考ＡＢＤソースの
説明について本明細書に援用する、以下の参考文献に一層詳細に論じられている。Ｒｅｍ
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ｉｃａｄｅ（商標）（インフリキシマブ）：米国特許第６，０１５，５５７号明細書、Ｎ
ａｇａｈｉｒａ　Ｋ，Ｆｕｋｕｄａ　Ｙ，Ｏｙａｍａ　Ｙ，Ｋｕｒｉｈａｒａ　Ｔ，Ｎａ
ｓｕ　Ｔ，Ｋａｗａｓｈｉｍａ　Ｈ，Ｎｏｇｕｃｈｉ　Ｃ，Ｏｉｋａｗａ　Ｓ，Ｎａｋａ
ｎｉｓｈｉ　Ｔ．Ｈｕｍａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｍｏｕｓｅ　ｎｅｕｔｒａｌｉ
ｚｉｎｇ　ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ａｇａｉｎｓｔ　ｔｕｍｏｒ　ｎ
ｅｃｒｏｓｉｓ　ｆａｃｔｏｒ－ａｌｐｈａ（ＴＮＦ－ａｌｐｈａ）．Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏ
ｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ．１９９９　Ｊａｎ　１；２２２（１－２）：８３～９２）。Ｋｎｉ
ｇｈｔ　ＤＭ，Ｔｒｉｎｈ　Ｈ，Ｌｅ　Ｊ，Ｓｉｅｇｅｌ　Ｓ，Ｓｈｅａｌｙ　Ｄ，Ｍｃ
Ｄｏｎｏｕｇｈ　Ｍ，Ｓｃａｌｌｏｎ　Ｂ，Ｍｏｏｒｅ　ＭＡ，Ｖｉｌｃｅｋ　Ｊ，Ｄａ
ｄｄｏｎａ　Ｐ，ｅｔ　ａｌ．Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｎｉｔｉａｌ　ｃ
ｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｍｏｕｓｅ－ｈｕｍａｎ　ｃｈｉｍｅｒｉ
ｃ　ａｎｔｉ－ＴＮＦ　ａｎｔｉｂｏｄｙ．Ｍｏｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．１９９３　Ｎｏｖ
；３０（１６）：１４４３～５３。Ｈｕｍｉｒａ（商標）（アダリムマブ）：米国特許第
６　２５８　５６２号明細書の配列。Ｒａｐｔｉｖａ（商標）（エファリズマブ）：Ｗｅ
ｒｔｈｅｒ　ＷＡ，Ｇｏｎｚａｌｅｚ　ＴＮ，Ｏ’Ｃｏｎｎｏｒ　ＳＪ，ＭｃＣａｂｅ　
Ｓ，Ｃｈａｎ　Ｂ，Ｈｏｔａｌｉｎｇ　Ｔ，Ｃｈａｍｐｅ　Ｍ，Ｆｏｘ　ＪＡ，Ｊａｒｄ
ｉｅｕ　ＰＭ，　Ｂｅｒｍａｎ　ＰＷ，Ｐｒｅｓｔａ　ＬＧ．Ｈｕｍａｎｉｚａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ａｎ　ａｎｔｉ－ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ－ａｓｓｏｃｉａｔ
ｅｄ　ａｎｔｉｇｅｎ（ＬＦＡ）－１　ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ａｎ
ｄ　ｒｅｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎｉｚｅｄ　ａｎｔｉｂｏｄ
ｙ　ｆｏｒ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ｒｈｅｓｕｓ　ＬＦＡ－１。Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．
１９９６　Ｄｅｃ　１；１５７（１１）：４９８６～９５に列挙された配列。Ｍｙｌｏｔ
ａｒｇ（商標）（ゲムツズマブ・オゾガマイシン）：（ＣＯ　ＭＳ，Ａｖｄａｌｏｖｉｃ
　ＮＭ，Ｃａｒｏｎ　ＰＣ，Ａｖｄａｌｏｖｉｃ　ＭＶ，Ｓｃｈｅｉｎｂｅｒｇ　ＤＡ，
Ｑｕｅｅｎ　Ｃ：Ｃｈｉｍｅｒｉｃ　ａｎｄ　ｈｕｍａｎｉｚｅｄ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅ
ｓ　ｗｉｔｈ　ｓｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＣＤ３３　ａｎｔｉｇｅｎ．
Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　１４８：１１４９，１９９１に列挙された配列）（Ｃａｒｏｎ　Ｐ
Ｃ，Ｓｃｈｗａｒｔｚ　ＭＡ，Ｃｏ　ＭＳ，Ｑｕｅｅｎ　Ｃ，Ｆｉｎｎ　ＲＤ，Ｇｒａｈ
ａｍ　ＭＣ，Ｄｉｖｇｉ　ＣＲ，Ｌａｒｓｏｎ　ＳＭ，Ｓｃｈｅｉｎｂｅｒｇ　ＤＡ．Ｍ
ｕｒｉｎｅ　ａｎｄ　ｈｕｍａｎｉｚｅｄ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓ　ｏｆ　ｍｏｎｏｃｌ
ｏｎａｌ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｍ１９５（ａｎｔｉ－ＣＤ３３）　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｈ
ｅｒａｐｙ　ｏｆ　ａｃｕｔｅ　ｍｙｅｌｏｇｅｎｏｕｓ　ｌｅｕｋｅｍｉａ．Ｃａｎｃ
ｅｒ．１９９４　Ｆｅｂ　１；７３（３　Ｓｕｐｐｌ）：１０４９～５６）。Ｓｏｌｉｒ
ｉｓ（商標）（エクリズマブ）：Ｈｉｌｌｍｅｎ　Ｐ，Ｙｏｕｎｇ　Ｎ，Ｓｃｈｕｂｅｒ
ｔ　Ｊ，Ｂｒｏｄｓｋｙ　Ｒ，Ｓｏｃｉｅ　Ｇ，Ｍｕｕｓ　Ｐ，Ｒｏｔｈ　Ａ，Ｓｚｅｒ
　Ｊ，Ｅｌｅｂｕｔｅ　Ｍ，Ｎａｋａｍｕｒａ　Ｒ，Ｂｒｏｗｎｅ　Ｐ，Ｒｉｓｉｔａｎ
ｏ　Ａ，Ｈｉｌｌ　Ａ，Ｓｃｈｒｅｚｅｎｍｅｉｅｒ　Ｈ，　Ｆｕ　Ｃ，Ｍａｃｉｅｊｅ
ｗｓｋｉ　Ｊ，Ｒｏｌｌｉｎｓ　Ｓ，Ｍｏｊｃｉｋ　Ｃ，Ｒｏｔｈｅｒ　Ｒ，Ｌｕｚｚａ
ｔｔｏ　Ｌ（２００６）。“Ｔｈｅ　ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ｅｃ
ｕｌｉｚｕｍａｂ　ｉｎ　ｐａｒｏｘｙｓｍａｌ　ｎｏｃｔｕｒｎａｌ　ｈｅｍｏｇｌｏ
ｂｉｎｕｒｉａ”．Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５５（１２）：１２３３～４３。Ｔｙ
ｓａｂｒｉ（商標）（ナタリズマブ）：Ｌｅｇｅｒ　ＯＪ，Ｙｅｄｎｏｃｋ　ＴＡ，Ｔａ
ｎｎｅｒ　Ｌ，Ｈｏｒｎｅｒ　ＨＣ，Ｈｉｎｅｓ　ＤＫ，Ｋｅｅｎ　Ｓ，Ｓａｌｄａｎｈ
ａ　Ｊ，Ｊｏｎｅｓ　ＳＴ，Ｆｒｉｔｚ　ＬＣ，Ｂｅｎｄｉｇ　ＭＭ．Ｈｕｍａｎｉｚａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｍｏｕｓｅ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ａｇａｉｎｓｔ　ｈｕｍａｎ　ａ
ｌｐｈａ－４　ｉｎｔｅｇｒｉｎ：ａ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　
ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｓｃｌｅｒｏｓｉｓ．
Ｈｕｍ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ．１９９７；８（１）：３～１６に列挙された配列。
Ｓｙｎａｇｉｓ（商標）（パリビズマブ）：Ｊｏｈｎｓｏｎ　Ｓ，Ｏｌｉｖｅｒ　Ｃ，　
Ｐｒｉｎｃｅ　ＧＡ，Ｈｅｍｍｉｎｇ　ＶＧ，Ｐｆａｒｒ　ＤＳ，Ｗａｎｇ　ＳＣ，Ｄｏ
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ｒｍｉｔｚｅｒ　Ｍ，Ｏ’Ｇｒａｄｙ　Ｊ，Ｋｏｅｎｉｇ　Ｓ，　Ｔａｍｕｒａ　ＪＫ，
Ｗｏｏｄｓ　Ｒ，Ｂａｎｓａｌ　Ｇ，Ｃｏｕｃｈｅｎｏｕｒ　Ｄ，Ｔｓａｏ　Ｅ，Ｈａｌ
ｌ　ＷＣ，Ｙｏｕｎｇ　ＪＦ．Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｈｕｍａｎｉｚｅｄ
　ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　ａｎｔｉｂｏｄｙ（ＭＥＤＩ－４９３）ｗｉｔｈ　ｐｏｔｅｎ
ｔ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　ａｇａｉｎｓｔ　
ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ｓｙｎｃｙｔｉａｌ　ｖｉｒｕｓ．Ｊ　Ｉｎｆｅｃｔ　Ｄｉｓ
．１９９７　Ｎｏｖ；１７６（５）：１２１５～２４に列挙された配列。イピリムマブ：
Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒ：２００７；３０（８）：８２５～８３０　Ｉｐｉｌｉｍｕｍ
ａｂ（Ａｎｔｉ－ＣＴＬＡ４　Ａｎｔｉｂｏｄｙ）Ｃａｕｓｅｓ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ
　ｏｆ　Ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ　Ｒｅｎａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａ
ｔｅｄ　Ｗｉｔｈ　Ｅｎｔｅｒｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｈｙｐｏｐｈｙｓｉｔｉｓ；Ｊａｍｅ
ｓ　Ｃ．Ｙａｎｇ，Ｍａｒｙｂｅｔｈ　Ｈｕｇｈｅｓ，Ｕｄａｉ　Ｋａｍｍｕｌａ，Ｒｉ
ｃｈａｒｄ　Ｒｏｙａｌ，Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｍ．Ｓｈｅｒｒｙ，Ｓｕｚａｎｎｅ　Ｌ．Ｔ
ｏｐａｌｉａｎ，Ｋｉｍｂｅｒｌｙ　Ｂ．Ｓｕｒｉ，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｌｅｖｙ，Ｔ
ａｍｉｋａ　Ａｌｌｅｎ，Ｓｈａｒｏｎ　Ｍａｖｒｏｕｋａｋｉｓ，Ｉｓｒａｅｌ　Ｌｏ
ｗｙ，Ｄｏｎａｌｄ　Ｅ．Ｗｈｉｔｅ，ａｎｄ　Ｓｔｅｖｅｎ　Ａ．Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ
。
トレメリムマブ：Ｏｎｃｏｌｏｇｉｓｔ　２００７；１２；８７３～８８３；Ｂｌｏｃｋ
ｉｎｇ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｉｎ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｄｅｖｅ
ｌｏｐｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｃａｎｃｅｒ；Ａｎｔｏｎｉ　
Ｒｉｂａｓ，Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｃ．Ｈａｎｓｏｎ，Ｄｅｎｎｉｓ　Ａ．Ｎｏｅ，Ｒｏｂｅ
ｒｔ　Ｍｉｌｌｈａｍ，Ｄｅｂｏｒａｈ　Ｊ．Ｇｕｙｏｔ，Ｓｔｅｖｅｎ　Ｈ．Ｂｅｒｎ
ｓｔｅｉｎ，Ｐａｕｌ　Ｃ．Ｃａｎｎｉｆｆ，Ａｍａｒｎａｔｈ　Ｓｈａｒｍａ　ａｎｄ
　Ｊｅｓｕｓ　Ｇｏｍｅｚ－Ｎａｖａｒｒｏ。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、ＡＢＰ（二重標的結合ＡＢＰを含む）のＴＢＭが、標的の結
合用に複数の活性部位（１、２、３またはそれより多いなど）を含む。これらの活性部位
は、同一または異なるアミノ酸配列を有するものであってもよく、通常は、ＴＢＭの第１
の活性部位の結合が、標的に対するＴＢＭの第２の活性部位の結合に実質的に干渉しない
ように、目的の標的上の異なる結合部位に結合するよう設計される。特定の実施形態では
、活性部位はアミノ酸リンカー配列によって分離されている。複数の活性部位を含むＴＢ
Ｍを図１７～図１９に概略的に示す。ＡＢＰはさらに、複数のＴＢＭ－ＭＭ「単位」を含
むことが可能であり、これらの単位は、切断剤への曝露時に１つ以上のＴＢＭのマスクが
外れるように任意に別のＣＭで分離されていてもよい。二重標的結合ＡＢＰは、複数のＴ
ＢＭ１－ＴＢＭ２単位を含むことが可能であり、これらの単位は、二重標的結合ＡＢＰの
「アーム」のいずれかに位置する１つ以上のＣＭで分離可能であって、同一または異なる
切断剤で切断可能なものであってもよい。
【０１１４】
　特定の実施形態では、ＡＢＰのＴＢＭが２つ以上のＡＢＤを含有することが可能である
。いくつかの実施形態では、ＡＢＤは二重特異性抗体またはそのフラグメント由来のもの
であってもよい。他の実施形態では、ＡＢＰは、２つの異なる抗体またはそのフラグメン
ト由来のＡＢＤを取り込むために合成的に改変されたものであってもよい。このような実
施形態では、２つの異なる標的、同じ標的上の２つの異なる抗原または２つの異なるエピ
トープと結合するようＡＢＤを設計可能である。２つ以上の標的部位を結合できる複数の
ＡＢＤを含有するＴＢＭは通常、ＴＢＭの第１のＡＢＤの結合が、標的に対するＴＢＭの
第２のＡＢＤの結合に実質的に干渉しないように、目的の標的上の異なる結合部位に結合
するよう設計される。複数のＡＢＤを含有するＡＢＰはさらに、複数のＡＢＤ－ＭＭ「単
位」を含むことが可能であり、これらの単位は、切断剤への曝露時に、ＡＢＤのマスクが
外れるように任意に別のＣＭで分離されていてもよい。二重標的結合ＡＢＰは、複数のＡ
ＢＤ１－ＡＢＤ２単位を含むことが可能であり、これらの単位は、二重標的結合ＡＢＰの
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「アーム」のいずれかに位置する１つ以上のＣＭで分離可能であって、同一または異なる
切断剤で切断可能なものであってもよい。
【０１１５】
　総じて、本開示に企図されるＡＢＰは、通常は細胞外タンパク質標的である細胞外標的
を結合できるＴＢＭを有するものである。しかしながら、細胞取り込みができ、細胞内で
切り替え可能なよう設計されるように、ＡＢＰを設計することも可能である。
【０１１６】
マスキング部分（ＭＭ）
　ＡＢＰのマスキング部分（ＭＭ）は通常、未切断状態では、ＴＢＭの標的が存在する場
合ですらＭＭが標的に対するＴＢＭの結合に干渉する、ＡＢＰに配置されたアミノ酸配列
を示す。しかしながら、ＡＢＰが切断状態にあると、ＴＢＭの標的結合に対するＭＭの干
渉が低減されることで、ＴＢＭが標的に到達しやすくなるとともに、標的が結合される。
よって、ＭＭは、ＡＢＰが未切断であるときに、ＴＢＭを標的結合から「マスキング」す
るが、ＡＢＰが切断されたコンホメーションにあるときにはＴＢＭに対する標的の結合に
実質的にまたは有意に干渉または拮抗しないものである。このように、ＭＭとＣＭの組み
合わせによって「切り替え可能な」表現型が容易になり、ＡＢＰが未切断のときにはＭＭ
が標的の結合を抑え、プロテアーゼによるＣＭの切断によって標的の結合が増す。
【０１１７】
　ＭＭの構造的な特性は、標的に対するＴＢＭ結合への干渉に必要な最小アミノ酸配列、
目的の標的タンパク質－ＴＢＭ結合対、ＴＢＭの長さ、ＣＭの長さ、ＣＭがＭＭ内にある
か否か、未切断のＡＢＰでＴＢＭを「マスク」する機能を果たすか否か、リンカーの有無
、システイン－システインジスルフィド結合のＣＭを得るのに適したＴＢＭ内にあるまた
はこれをフランキングするシステインの有無などの多岐にわたる要因に応じて変化する。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、ＭＭが共有結合によってＡＢＰにカップリングされる。この
ような一実施形態では、カップリングがＡＢＰのＣ末端へのものである。もうひとつの実
施形態では、カップリングがＡＢＰの内部アミノ酸への架橋によるものである。もうひと
つの実施形態では、ＡＢＰ組成物がＭＭをＡＢＰのＮ末端に結合することでマスクされる
。さらにもうひとつの実施形態では、ＭＭとＡＢＰとの間のシステイン－システインジス
ルフィドブリッジによってＡＢＰがＭＭにカップリングされる。
【０１１９】
　ＭＭは、多岐にわたる異なる形態で提供可能なものである。たとえば、標的ＴＢＭ結合
におけるＭＭの干渉を抑えるためにＣＭの切断後にＴＢＭが結合するよう設計された標的
タンパク質よりも低親和性および／またはアビディティでＭＭがＴＢＭと結合するかぎり
、ＭＭをＴＢＭの周知の結合相手になるよう選択可能である。言い方を変えると、上述し
たように、ＭＭは、ＡＢＰが未切断であるときに、ＴＢＭを標的結合から「マスクする」
が、ＡＢＰが切断されたコンホメーションにあるときには標的の結合に実質的にまたは有
意に干渉または拮抗しないものである。特定の一実施形態では、ＴＢＭおよびＭＭが、Ｔ
ＢＭおよびＭＭのうちの少なくとも１つが天然に生じる結合相手のメンバのアミノ酸配列
を有さないような形で、天然に生じる一対の結合相手のアミノ酸配列を含有しない。特定
の一実施形態では、ＴＢＭおよびＭＭが、ＴＮＦ－αの一対の結合相手、ＴＮＦ－αの結
合相手として作用するＴＮＦ受容体の完全または部分細胞外ドメインあるいはその誘導体
以外である。もうひとつの特定の実施形態では、ＴＢＭおよびＭＭが、ＴＮＦ－αの一対
の結合相手、ＴＮＦ－αの結合相手として作用するウイルスＴ２タンパク質またはその誘
導体以外である。もうひとつの特定の実施形態では、ＴＢＭおよびＭＭが、ＦａｓＬの一
対の結合相手ならびに、ＦａｓＬの結合相手として作用するＦａｓ受容体またはその誘導
体の完全または部分細胞外ドメイン以外である。もうひとつの特定の実施形態では、ＴＢ
ＭおよびＭＭが、ＦａｓＬの一対の結合相手ならびに、ＦａｓＬの結合相手として作用す
るウイルスタンパク質またはその誘導体以外である。もうひとつの特定の実施形態では、
ＴＢＭおよびＭＭが、ＦａｓＬの一対の結合相手ならびに、ＦａｓＬに対する結合親和性
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のある抗体またはそのフラグメント以外である。
【０１２０】
　たとえば、天然の結合相手ではないようにＴＢＭおよびＭＭを選択することも可能であ
り、この場合のＭＭは、たとえば、切断後にＭＭがＴＢＭ標的結合に実質的にまたは有意
に干渉しないように、親和性および／またはＴＢＭへの結合のアビディティを少なくとも
若干低下させるアミノ酸の変化を含むＴＢＭの修飾された結合相手であってもよい。ＡＢ
Ｐは、結合を容易にするアミノ酸配列が分かっている既知の結合相手に基づくものであっ
てもよいため、このようなＭＭ－ＴＢＭ対の生成は当業者の技量の範囲内である。たとえ
ば、ＶＥＧＦおよびＶＥＧＦ阻害剤の相互作用を容易にするアミノ酸配列が周知であり、
本明細書に例示されている。
【０１２１】
　ＭＭは、さまざまなＭＭを有する候補ＡＢＰのライブラリからのスクリーニング手法で
同定可能である。たとえば、ＴＢＭおよびＣＭを選択し、所望の酵素／標的の組み合わせ
を得ることができ、後述するスクリーニング手法によってＭＭのアミノ酸配列を同定し、
切り替え可能な表現型を提供するＭＭを同定することが可能である。たとえば、本明細書
に開示のスクリーニング方法でランダムペプチドライブラリ（約４から約４０アミノ酸ま
たはそれより多いなど）を使用して、好適なＭＭを同定してもよい。ランダムペプチドラ
イブラリはまた、ジスルフィド結合の形成を助け、コンホメーション的に制約された「環
状」ＡＢＰ構造の形成を容易にするためのシステイン残基の標的導入との関連でも利用で
きる。
【０１２２】
　他の実施形態では、候補ＭＭからなるペプチド足場のライブラリを提供することを含む
スクリーニング手法であって、各足場が膜貫通タンパク質および候補ＭＭで構成されるス
クリーニング手法で、抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）に特異的結合親和性のあるＭＭを同定
することが可能である。次に、抗原結合ドメイン（目的の標的の結合もできる）を含有す
る全長抗体、天然に生じる抗体フラグメントまたは非天然型のフラグメントなどのＴＢＭ
の全体または一部とライブラリとを接触させ、検出可能な結合ＡＢＤを有する１つ以上の
候補ＭＭを同定する。スクリーニングは、磁気細胞分離（ＭＡＣＳ）または蛍光標識細胞
分取（ＦＡＣＳ）を１回以上実施することを含み得る。
【０１２３】
　このようにして、未切断状態で標的に対するＴＢＭの結合を阻害し、切断状態では標的
に対するＴＢＭの結合を可能にするＭＭを有するＡＢＰを同定可能であり、さらに切り替
え可能な表現型の最適なダイナミックレンジを有するＡＢＰを選択できる。望ましい切り
替え表現型を有するＡＢＰを同定するための方法については、下記において詳細に説明す
る。
【０１２４】
　あるいは、ＭＭがＴＢＭと特異的に結合せず、立体障害などの非特異的相互作用によっ
てＴＢＭ－標的結合に干渉する形であってもよい。たとえば、折り畳まれたＡＢＰがゆえ
にＭＭが電荷に基づく相互作用によってＴＢＭを「マスク」でき、これによってＭＭをＴ
ＢＭへの標的の到達に干渉する適所に保持するように、未切断のＡＢＰにＭＭを配置して
もよい。
【０１２５】
　また、環状構造などのコンホメーション的に制約された構造でＡＢＰを提供し、切り替
え可能な表現型を容易にすることも可能である。これは、システイン対間のジスルフィド
結合の形成によってＡＢＰがループまたは環状構造になるよう一対のシステインをＡＢＰ
コンストラクトに含むことで達成可能である。こうすると、ＴＢＭへの標的結合を阻害し
つつ、ＡＢＰは所望のプロテアーゼによって切断可能なままである。ＣＭの切断時、環状
構造が「開き」、標的がＴＢＭに到達できるようになる。図６に、ＡＢＰの端（この場合
、「端」はジスルフィド結合形成前の線形形態のＡＢＰを示す）またはその付近の領域に
あるシステイン残基間のジスルフィド結合（点線で表示）によってコンホメーション的に
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制約された未切断のＡＢＰの概略をあげておく。このような環状ＡＢＰは、未切断のＡＢ
ＰではＣＭから対応するプロテアーゼへの到達性が標的タンパク質結合に対するＴＢＭの
到達性よりも大きいように、（後述するスクリーニング方法を用いるなどして）設計また
は最適化が可能である。ＴＢＭへの標的の到達は、ジスルフィド結合の還元後にも生じる
場合がある点に注意されたい。
【０１２６】
　システイン対は、コンホメーション的に制約されたＡＢＰが得られるが、ＣＭ切断後、
ＴＢＭへの標的結合に実質的にまたは有意に干渉しないのであれば、ＡＢＰのどの位置に
あっても構わない。たとえば、システイン対のシステイン残基をＭＭと、ＭＭおよびＴＢ
Ｍあるいは他の好適なコンフィギュレーションによってフランクされたリンカーに配置す
る。たとえば、ＭＭまたはＭＭをフランキングするリンカーに１つ以上のシステイン残基
を含むことが可能であり、ＡＢＰが折り畳まれた状態のときに、このシステイン残基がＭ
Ｍと対向して配置され、システイン残基がジスルフィドブリッジを形成する。通常、ＡＢ
Ｐの切断後に標的結合との干渉を回避するには、システイン対のシステイン残基がＴＢＭ
の外側にあると望ましい。ジスルフィド結合対象となるシステイン対のシステインがＴＢ
Ｍ内にある場合、還元剤への曝露後などの切断剤への曝露後にＴＢＭ－標的結合との干渉
を回避するよう配置されると望ましい。
【０１２７】
　システイン間にジスルフィド結合による環状構造を形成できる例示としてのＡＢＰには
、以下の一般式のものが可能である（ＮからＣ末端方向またはＣからＮ末端方向のいずれ
であってもよい）。
　　　Ｘｎ１－（Ｃｙｓ１）－Ｘｍ－ＣＭ－ＴＢＭ－（Ｃｙｓ２）－Ｘｎ２

　　　Ｘｎ１－シクロ［（Ｃｙｓ１）－Ｘｍ－ＣＭ－ＴＢＭ－（Ｃｙｓ２）］－Ｘｎ２

式中、
　Ｘｎ１およびＸｎ２は独立に、任意に存在してもしなくてもよく、存在する場合は、独
立にアミノ酸を示し、任意に、フレキシブルリンカーのアミノ酸配列（Ｇｌｙ、Ｓｅｒ、
Ａｓｎ、Ａｓｐのうちの少なくとも１つ、通常はＧｌｙまたはＳｅｒのうちの少なくとも
１つ、通常は少なくとも１つのＧｌｙなど）を含むものであってもよく、ｎ１およびｎ２

は独立に、ｓゼロまたは任意の整数から選択され、通常は１、２、３、４、５、６、７、
８、９または１０以下であり、
　Ｃｙｓ１およびＣｙｓ２は、ジスルフィド結合を形成できる対の第１および第２のシス
テインを表し、
　Ｘｍは、マスキングモチーフ（ＭＭ）のアミノ酸を表し、Ｘは任意のアミノ酸であり、
式中、Ｘｍは任意に、フレキシブルリンカー（少なくとも１つのＧｌｙ、Ｓｅｒ、Ａｓｎ
、Ａｓｐ、通常は少なくとも１つのＧｌｙまたはＳｅｒ、通常は少なくとも１つのＧｌｙ
など）を含むことが可能であり、この場合のｍは１よりも大きく、通常は２、３、４、５
、６、７、８、９、１０またはそれよりも大きい整数（上述のとおり）であり、
　ＣＭは切断可能部分（本明細書に記載のとおり）を表し、
　ＴＢＭは標的結合部分（本明細書に記載のとおり）を表す。
【０１２８】
　上記の式で使用する場合、「シクロ」は、ＡＢＰの環状構造を提供するＡＢＰのジスル
フィド結合を示す。さらに、上記の式は、「ＭＭ」がＴＢＭ１、「ＴＢＭ」がＴＢＭ２を
示す二重標的結合ＡＢＰを企図し、この場合のＴＢＭ１およびＴＢＭ２は第１および第２
のＴＢＭを任意に示しただけのものであり、この場合、ＴＢＭと結合できる標的が同一の
標的であっても異なる標的であってもよく、同じ標的の同一の結合部位であっても異なる
結合部位であってもよい。このような実施形態では、ＴＢＭ１および／またはＴＢＭ２が
、未切断の二重標的結合ＡＢＰに対する標的結合に干渉するためのマスキング部分として
作用する。
【０１２９】
　先に示したように、システインはこうしてＡＢＰに配置可能であり、ＡＢＰがジスルフ
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ィド結合構造にある（よって、コンホメーション的に制約された状態である）場合に、１
つまたは２つの「尾」を許容（上記のＸｎ１およびＸｎ２で表される）し、これによって
「ラッシ」または「オメガ」構造を生成する。尾のアミノ酸配列によって、ＡＢＰの局在
化を容易にするための標的受容体に対する結合などのＡＢＰの別の特徴を得ることも可能
である。
【０１３０】
　たとえば、ＴＢＭとして例示としてのＶＥＧＦバインダーを含有するＡＢＰでは、ＴＢ
Ｍがアミノ酸配列ＮＦＧＹＧＫＷＥＷＤＹＧＫＷＬＥＫＶＧＧＣ：配列番号１０を含むこ
とが可能であり、対応するＭＭがアミノ酸配列ＰＥＷＧＣＧ：配列番号１１を含む。その
他の具体例については、下記の実施例のセクションにあげておく。
【０１３１】
　特定の具体的な実施形態では、ＭＭがＡＢＰの細胞侵入を阻害しない。
【０１３２】
切断可能部分（ＣＭ）
　ＡＢＰの切断可能部分（ＣＭ）は、通常は細胞外プロテアーゼ（すなわち細胞内プロテ
アーゼ以外）であるプロテアーゼの基質として機能し得るアミノ酸配列を含むものであっ
てもよい。任意に、ＣＭは、ジスルフィド結合を形成できるシステイン－システイン対を
含むが、これは還元剤の作用で切断可能である。ＣＭは、標的の存在下でＣＭが切断剤で
切断されて（ＣＭのプロテアーゼ基質がプロテアーゼで切断されるおよび／またはシステ
イン－システインジスルフィド結合が還元剤への曝露による還元で破壊されるなど）切断
状態になると、ＴＢＭが標的と結合し、未切断状態では標的が存在しても標的に対するＴ
ＢＭの結合がＭＭによって阻害されるように、ＡＢＰに配置される。ＣＭのアミノ酸配列
は、ＡＢＰが未切断のコンホメーションにあるときに、ＣＭの全体または一部がＴＢＭの
「マスキング」を容易にするように、ＭＭと重なるものであってもよいし、ＭＭ内に含ま
れるものであってもよい旨に注意されたい。
【０１３３】
　上述したように、ＣＭは、所望のＡＢＰの標的のＴＢＭとともに組織内に共存するプロ
テアーゼに基づいて選択できるものである。目的の標的がプロテアーゼと共存する多岐に
わたる異なる条件が周知であり、この場合のプロテアーゼの基質は従来技術において周知
である。たとえば、標的組織が癌性組織、特に固体腫瘍の癌性組織の可能性がある。文献
には固体腫瘍などの多数の癌で周知の基質を有するプロテアーゼのレベル増大についての
多くの報告がなされている。たとえば、Ｌａ　Ｒｏｃｃａ　ｅｔ　ａｌ，（２００４）Ｂ
ｒｉｔｉｓｈ　Ｊ．ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ　９０（７）：１４１４～１４２１を参照のこと
。さらに、ＶＥＧＦなどの抗血管新生標的も周知である。それ自体、ＶＥＧＦなどの抗血
管新生標的と結合できるようにＡＢＰのＴＢＭが選択される場合、好適なＣＭは、癌性治
療部位に存在し、特に非癌性組織と比較して高いレベルで癌性治療部位に存在するプロテ
アーゼで切断可能なペプチド基質を含むものであろう。たとえば、ＡＢＰのＴＢＭには、
ＶＥＧＦと結合するポリペプチド、ペプチドまたは抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）が可能で
あり、ＣＭには、マトリクスメタロプロテアーゼ（ＭＭＰ）基質が可能であり、よってＭ
ＭＰで切断可能である。
【０１３４】
　例示としての基質には、以下の酵素すなわち、ＭＭＰ－１、ＭＭＰ－２、ＭＭＰ－３、
ＭＭＰ－８、ＭＭＰ－９、ＭＭＰ－１４、ＰＬＡＳＭＩＮ、ＰＳＡ、ＰＳＭＡ、ＣＡＴＨ
ＥＰＳＩＮ　Ｄ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｋ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｓ、ＡＤＡＭ１０、Ａ
ＤＡＭ１２、ＡＤＡＭＴＳ、Ｃａｓｐａｓｅ－１、Ｃａｓｐａｓｅ－２、Ｃａｓｐａｓｅ
－３、Ｃａｓｐａｓｅ－４、Ｃａｓｐａｓｅ－５、Ｃａｓｐａｓｅ－６、Ｃａｓｐａｓｅ
－７、Ｃａｓｐａｓｅ－８、Ｃａｓｐａｓｅ－９、Ｃａｓｐａｓｅ－１０、Ｃａｓｐａｓ
ｅ－１１、Ｃａｓｐａｓｅ－１２、Ｃａｓｐａｓｅ－１３、Ｃａｓｐａｓｅ－１４、ＴＡ
ＣＥ１つ以上で切断可能な基質があげられるが、これに限定されるものではない。
【０１３５】
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　上記に代えてまたは上記に加えて、ＡＢＰのＴＢＭはＶＥＧＦと結合するものであれば
よく、ＣＭはシステイン対のジスルフィド結合を伴い得るものであり、よって、たとえば
、固体腫瘍の組織またはその周辺の組織に大量に存在し得る、グルタチオン（ＧＳＨ）、
チオレドキシン、ＮＡＤＰＨ、フラビン、アスコルビン酸塩などの細胞還元剤などの還元
剤で切断可能である。
【０１３６】
例示としてのＡＢＰ
　特定の実施形態では、ＡＢＰは、ＴＢＭ、ＣＭ、ＭＭを含む活性化可能な抗体または活
性化可能な抗体フラグメントである。このような実施形態では、ＴＢＭは、ＡＢＤまたは
ＡＢＤフラグメントを含む。非限定的な例示としての活性化可能な抗体組成物として、Ｍ
ＭＰ－９活性化可能な、マスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ、ＭＭＰ－９活性化可能な、
マスクされた抗ＶＣＡＭ　ｓｃＦｖ、ＭＭＰ－９活性化可能なマスクされた抗ＣＴＬＡ４
があげられる。これらは単に一例としてあげたものにすぎず、このような酵素活性化可能
なマスクされた抗体ＡＢＰは、表２に列挙したようなものであるがこれに限定されるもの
ではない、任意の抗体を用いて、表１に列挙したようなものであるがこれに限定されるも
のではない、任意の標的に対して設計可能である。
【０１３７】
ＡＢＰを同定および／または最適化するための方法および組成物
　ＡＢＰを同定および／または最適化するための方法ならびに、このような方法で有用な
組成物については、後述する。
【０１３８】
複製可能な生命体で提示されるＡＢＰまたは候補ＡＢＰのライブラリ
　総じて、切り替え可能な表現型についてＡＢＰを同定するおよび／またはＡＢＰを最適
化するためのスクリーニング方法には、表面に複数の異なる候補ＡＢＰを提示する（細胞
で例示されるような）複製可能な生命体のライブラリの生成を伴う。ライブラリを生成し
たら、これらのライブラリにスクリーニング方法を適用し、ＡＢＰの１つ以上の所望の特
徴を有する候補ＡＢＰを同定することが可能である。
【０１３９】
　候補ＡＢＰライブラリは、ＭＭ、リンカー（ＭＭの一部であってもよい）、ＣＭ（ＭＭ
の一部であってもよい）、ＴＢＭのうちの１つ以上が異なる候補ＡＢＰを含み得る。上述
したように、ＡＢＰは、目的の症状についての周知のプロテアーゼ－標的対を標的するよ
う設計される。よって、一般に、ライブラリの候補ＡＢＰは、ＴＢＭおよびＣＭを事前に
選択してＭＭおよび／またはリンカーごとに可変である。ＡＢＰでジスルフィド結合を提
供するためのシステイン残基の対をＡＢＰに含むのであれば、ＡＢＰでのシステインの相
対位置も可変である。
【０１４０】
　スクリーニング用のライブラリは通常、表面に異なる候補ＡＢＰを提示する複製可能な
生命体のライブラリとして提供される。たとえば、候補ＡＢＰのライブラリは、複製可能
な生命体の個体群の表面に提示される候補となる複数のＡＢＰを含み得るものであり、候
補となる活性化可能な結合ポリペプチドの前記複数の各メンバが、（ａ）標的結合部分（
ＴＢＭ）と、（ｂ）切断可能部分（ＣＭ）と、（ｃ）候補マスキング部分（候補ＭＭ）と
を含み、未切断状態で候補ＭＭが標的に対するＴＢＭの結合を阻害し、切断状態で標的に
対するＴＢＭの結合を可能にする機能を判断できるように、ＴＢＭ、ＣＭおよび候補ＭＭ
が配置されている。
【０１４１】
　好適な複製可能な生命体としては、細胞（細菌（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）など）、酵母
（Ｓ．ｃｅｒｅｖｅｓｉａｅなど）、哺乳類細胞など）、バクテリオファージ、ウイルス
があげられる。細菌宿主細胞およびバクテリオファージ、特に細菌宿主細胞が注目される
。
【０１４２】
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複製可能な生命体の表面での候補ＡＢＰの提示
　複製可能な生命体を用いるさまざまな提示技術が従来技術において周知である。これら
の方法および実体として、ｍＲＮＡおよびリボソーム提示、真核生物ウイルス提示ならび
に、細菌、酵母、哺乳類細胞表面提示などの提示方法論があげられるが、これに限定され
るものではない。Ｗｉｌｓｏｎ，Ｄ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．２００１　ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　
９８（７）：３７５０～３７５５；Ｍｕｌｌｅｒ，Ｏ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．（２００３）
Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．３：３１２；Ｂｕｐｐ，Ｋ．ａｎｄ　Ｍ．Ｊ．Ｒｏｔｈ
（２００２）Ｍｏｌ．Ｔｈｅｒ．５（３）：３２９　３５１３；Ｇｅｏｒｇｉｏｕ，Ｇ．
，ｅｔ　ａｌ．，（１９９７）Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．１５（１）：２９　３４
１４；Ｂｏｄｅｒ，Ｅ．Ｔ．ａｎｄ　Ｋ．Ｄ．Ｗｉｔｔｒｕｐ（１９９７）Ｎａｔｕｒｅ
　Ｂｉｏｔｅｃｈ．１５（６）：５５３　５５７を参照のこと。表面提示方法は、ライブ
ラリ解析およびスクリーニングに蛍光標識細胞分取（ＦＡＣＳ）を適用できるため魅力的
である。Ｄａｕｇｈｅｒｔｙ，Ｐ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．（２０００）Ｊ．Ｉｍｍｕｕｎｏ
ｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　２４３（１　２）：２１１　２７１６；Ｇｅｏｒｇｉｏｕ，Ｇ．（
２０００）Ａｄｖ．Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｈｅｍ．５５：２９３　３１５；Ｄａｕｇｈｅｒ
ｔｙ，Ｐ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．（２０００）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９７（５）：２０２９　
３４１８；Ｏｌｓｅｎ，Ｍ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．（２００３）Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ．２３０：３２９　３４２；Ｂｏｄｅｒ，Ｅ．Ｔ．ｅｔ　ａｌ．（２０００）Ｐ
ＮＡＳ　ＵＳＡ　９７（２０）：１０７０１　１０７０５；Ｍａｔｔｈｅａｋｉｓ，Ｌ．
Ｃ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９４）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９１（１９）：９０２２　９０２６
；Ｓｈｕｓｔａ，Ｅ．Ｖ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９９）Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔｅ
ｃｈ．１０（２）：１１７　１２２を参照のこと。目的の生物標的に結合可能なペプチド
を同定するのに使用できる別の提示方法論が、米国特許第７，２５６，０３８号明細書に
記載されており、その開示内容を本明細書に援用する。
【０１４３】
　ファージ提示には、バクテリオファージ粒子のｐＩＩＩ、ｐＩＩＶなどのコートタンパ
ク質への末端融合物としてのペプチドの局在化を伴う。Ｓｃｏｔｔ，Ｊ．Ｋ．ａｎｄ　Ｇ
．Ｐ．Ｓｍｉｔｈ（１９９０）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９（４９６７）：３８６　３９０；
Ｌｏｗｍａｎ，Ｈ．Ｂ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９１）Ｂｉｏｃｈｅｍ．３０（４５）：１
０８３２　１０８３８を参照のこと。一般に、特定の結合機能を有するポリペプチドは、
標的とともにインキュベートし、非結合ファージを洗い流し、結合したファージを溶出し
た後、細菌の新鮮な培養に感染させてファージ個体群を再増幅することで単離される。
【０１４４】
　例示としてのファージ提示および細胞提示組成物ならびに方法が、米国特許第５，２２
３，４０９号明細書、同第５，４０３，４８４号明細書、同第７，１１８，８７９号明細
書、同第６，９７９，５３８号明細書、同第７，２０８，２９３号明細書、同第５５７１
６９８号明細書、同第５，８３７，５００号明細書に記載されている。
【０１４５】
　別の例示としての提示足場および方法として、２００７年３月２２日公開の米国特許出
願公開第２００７／００６５８７８号明細書に記載されているものがあげられる。
【０１４６】
　任意に、提示足場にプロテアーゼ切断部位（ＣＭのプロテアーゼ切断部位とは異なる）
を含み、ＡＢＰまたは候補ＡＢＰを宿主細胞の表面から切断できるようにすることも可能
である。
【０１４７】
　ひとつにおいて、複製可能な生命体が細菌細胞である場合、好適な提示足場は、Ｒｉｃ
ｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉ．（２００６）１５：８２５～８３６に記載さ
れた円順列変異大腸菌（Ｅｓｃｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）外膜タンパク質ＯｍｐＸ
（ＣＰＸ）を含む。２００７年８月１４日に発行された米国特許第７，２５６，０３８号
明細書も参照のこと。



(36) JP 6035009 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

【０１４８】
ＡＢＰおよび候補ＡＢＰをコードするコンストラクト
　本開示はさらに、ＡＢＰおよび／または候補ＡＢＰをコードする配列を含む核酸コンス
トラクトを提供するものである。好適な核酸コンストラクトは、原核生物または真核生物
の細胞を発現できるコンストラクトを含むが、これに限定されるものではない。発現コン
ストラクトは通常、これを使用することになる宿主細胞と適合するように選択される。
【０１４９】
　たとえば、ＡＢＰコードＤＮＡまたは候補ＡＢＰコードＤＮＡを複製および／または宿
主細胞での発現を実現するためのプラスミドをはじめとして、非ウイルスおよび／または
ウイルスコンストラクトベクターを調製および使用してもよい。どのベクターを選択する
かは、増殖が望ましい細胞のタイプや増殖の目的に左右されることになる。所望のＤＮＡ
配列を大量に増幅および作製するには、特定のコンストラクトが有用である。培養内での
細胞の発現には、他のベクターも適している。適切なベクターの選択肢は当業者の技量の
範囲内である。このようなベクターの多くが市販されている。コンストラクトを生成する
ための方法は、従来技術において周知の方法を用いて実現可能である。
【０１５０】
　宿主細胞での発現を達成するために、ＡＢＰまたは候補ＡＢＰをコードするポリヌクレ
オチドを制御配列に適宜作動的に結合し、所望の発現特性を得やすくする。これらの制御
配列としては、プロモーター、エンハンサー、ターミネーター、オペレーター、リプレッ
サー、誘導物質があげられる。発現コンストラクトも一般に、必要あるいは要望があれば
、誘導的または構成的であってもよい転写開始領域および翻訳開始領域となり、この場合
のコード領域は、転写開始領域ならびに、転写終結領域および翻訳終結領域の転写制御下
で作動的に結合される。これらの制御領域は、核酸を入手した種にとってネイティブであ
ってもよいし、外来起源由来のものであってもよい。
【０１５１】
　プロモーターは、構成的であっても制御可能であってもよい。状況によっては、誘導型
プロモーターなどの条件的活性プロモーター（温度感受性プロモーターなど）を用いると
望ましいことがある。誘導的要素は、プロモーターと連動して作用するＤＮＡ配列要素で
あり、リプレッサー（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）のｌａｃＯ／ＬＡＣ　Ｉｑリプレッサー系
など）または誘導物質（酵母のｇａｌ１／ＧＡＬ４誘導物質系など）と結合できる。この
ような場合、プロモーターが抑制解除または誘導されるまで転写は事実上「遮断」され、
抑制解除または誘導の時点で転写が「開始」される。
【０１５２】
　発現コンストラクトをはじめとするコンストラクトは、たとえば目的のコンストラクト
を含有する宿主細胞を成長させやすくするために宿主で作動的な選択可能なマーカーも含
むことが可能である。このような選択可能なマーカー遺伝子は、ジヒドロ葉酸レダクター
ゼなどの形質転換宿主細胞選択用の表現型形質または真核生物細胞培養のネオマイシン耐
性を提供できるものである。
【０１５３】
　発現コンストラクトには、ＡＢＰおよび／または候補ＡＢＰをコードする核酸配列を挿
入および除去するための便利な制限部位を含み得る。上記に代えてまたは上記に加えて、
発現コンストラクトには、目的のＡＢＰ－コード配列の核酸増幅（ＰＣＲベースの増幅な
ど）を容易にするためのプライマーの基礎として機能できるフランキング配列を含み得る
。
【０１５４】
　発現の目的に応じて、上述した発現系を従来の方法で原核生物または真核生物に使用し
てもよい。いくつかの実施形態では、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、枯草菌（Ｂ．ｓｕｂｔｉ
ｌｉｓ）、出芽酵母（Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）などの単細胞生物、バキュロウイルス
ベクターと組み合わせた昆虫細胞あるいは、脊椎動物などの高等生物の細胞、たとえばＣ
ＯＳ　７細胞、ＨＥＫ　２９３、ＣＨＯ、Ｘｅｎｏｐｕｓ卵母細胞などを発現宿主細胞と
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して用いてもよい。これらのクラスおよびタイプの宿主細胞それぞれについての発現系が
従来技術において周知である。
【０１５５】
複製可能な生命体に提示されるＡＢＰまたは候補ＡＢＰのライブラリの作製方法
　本開示は、本明細書に記載のＡＢＰおよび／または候補ＡＢＰのライブラリの作製方法
を企図する。
【０１５６】
　一実施形態では、ＡＢＰライブラリおよび／または候補ＡＢＰライブラリの作製方法が
、（ａ）複数のＡＢＰおよび／または候補ＡＢＰをコードする、本明細書に記載するよう
な一組の組換えＤＮＡベクターを構成し、（ｂ）ステップ（ａ）のベクターで宿主細胞を
形質転換し、（ｃ）ステップ（ｂ）で形質転換した宿主細胞を融合ポリペプチドに発現お
よび提示に適した条件下で培養することを含む。
【０１５７】
候補ＡＢＰをコードする核酸配列の生成
　スクリーニング方法で用いる候補ＡＢＰの生成は、従来技術において周知の方法を用い
て実現可能である。ポリペプチド提示、単鎖抗体提示、抗体提示、抗体フラグメント提示
は、従来技術において周知の方法である。総じて、候補ＡＢＰライブラリで変更の対象と
なるＭＭなどのＡＢＰの要素をランダム化用に選択する。ライブラリの候補ＡＢＰを完全
にランダム化してもよいし、ヌクレオチド／残基頻度などのランダム化に、全体的または
要素内のアミノ酸の位置で偏らせてもよい。「ランダム化」とは、ランダム化したアミノ
酸配列のどの位置でも遺伝的にコード可能なアミノ酸を提供可能であることを意味する。
最適化対象となるＡＢＰの要素のアミノ酸配列も部分的にランダム化可能である。たとえ
ば、選択した位置でアミノ酸のサブセットだけを提供する（アミノ酸配列の選択した位置
でフレキシブルリンカーを提供する、所望の特徴のアミノ酸残基を提供する（たとえば疎
水性、極性、正に荷電、負に荷電など）ように、ＡＢＰ要素（候補ＭＭなど）を部分的に
ランダム化することが可能である。もうひとつの例では、別の方法でランダム化されたア
ミノ酸配列内の１つ以上の残基が、ＡＢＰライブラリメンバの個体群または部分母集団か
ら選択され、不変のものとして保持されるように（候補ＭＭ内の所望の位置でシステイン
が得られるようになど）、ＡＢＰ要素（候補ＭＭなど）を部分的にランダム化することが
可能である。
【０１５８】
　ＡＢＰが二重標的結合ＡＢＰである場合、第１のＴＢＭを「固定」してもよく、周知の
標的結合活性を有する第２のＴＢＭについては、未修飾の形態（周知の標的結合活性を有
するネイティブなアミノ酸配列など）で提供してもよいし、「切り替え可能な」表現型を
提供するにあたって修飾（定方向またはランダム突然変異誘発によるなど）して活性をス
クリーニングしてもよい。スクリーニング方法で同定したＴＢＭを同定後に目的の標的を
結合する活性を見極め、たとえば「マスキング」ＴＢＭが所望のレベルの標的結合を保つ
か否かを判断することが可能である。
【０１５９】
　このような方法を使用して、変更対象となる要素のアミノ酸配列の長さ方向全体に考え
られるさまざまな異なるアミノ酸配列の組み合わせを有する候補ＡＢＰを生成し、こうし
てランダム化候補ＡＢＰのライブラリを提供できる。それ自体、いくつかの実施形態では
、要素の任意の位置における配列の優先度または定数を最適化することなく、候補ＡＢＰ
のライブラリを完全にランダム化することが可能である。他の実施形態では、候補ペプチ
ドのライブラリに偏らせる。すなわち、配列内の何らかの位置を一定に保つか、限られた
数の可能性から選択する。たとえば、一実施形態では、疎水性アミノ酸、親水性残基、架
橋用にシステインが生成されるよう立体的に偏らせた（小さいまたは大きい）残基、ＳＨ
－３ドメイン用のプロリン、セリン、トレオニン、チロシンまたはリン酸化部位用のヒス
チジンあるいは、プリンに対してなどの定義されたクラス内で、ヌクレオチドまたはアミ
ノ酸残基をランダム化する。
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【０１６０】
活性化可能な結合ポリペプチドのスクリーニング方法
　本開示は、酵素的に活性化されたＡＢＰ、還元剤感受性のＡＢＰあるいは、酵素的活性
化または還元ベースの活性化のいずれかまたは両方で活性化可能なＡＢＰが可能なＡＢＰ
を同定する方法を提供するものである。大まかに、この方法は、候補となる複数のＡＢＰ
と、ＡＢＰのＴＢＭと結合できる標的およびＡＢＰのＣＭを切断できるプロテアーゼとを
接触させ、プロテアーゼへの曝露時に標的に結合する前記複数のメンバの第１の個体群を
選択し、プロテアーゼの非存在下で前記第１の個体群を標的と接触させ、プロテアーゼの
非存在下で標的と結合するメンバを前記第１の個体群から除外することで、前記第１の個
体群からメンバの第２の個体群を選択することを含み、前記方法は、プロテアーゼの存在
下での標的結合と比較して、プロテアーゼの非存在下で標的に対する結合が低下する候補
ＡＢＰを選択できるものである。
【０１６１】
　総じて、所望の切り替え可能な表現型を有する候補ＡＢＰをスクリーニングするための
方法は、（プロテアーゼへの曝露後に標的と結合するメンバを同定するための）ポジティ
ブスクリーニングステップと、（プロテアーゼに曝露されないときに標的と結合しないメ
ンバを同定するための）ネガティブスクリーニングステップで達成される。ネガティブス
クリーニングステップは、たとえば、プロテアーゼの非存在下で標的と結合するメンバを
個体群から除外することで達成可能である。本明細書に記載のライブラリのスクリーニン
グ方法は、まずはネガティブスクリーニングを実施して、酵素処理の非存在下で標識され
た標的と結合しない（すなわち未切断時に標識された標的と結合しない）候補を選択し、
続いてポジティブスクリーニング（すなわち、酵素で処理して、切断状態で標識された標
的と結合するメンバを選択）を実施することで開始できるものである点に注意されたい。
しかしながら、便宜上、以下では第１のステップとしてのポジティブ選択についてスクリ
ーニング方法を説明する。
【０１６２】
　フローサイトメトリーを用いてポジティブスクリーニングステップとネガティブスクリ
ーニングステップを適宜実施し、検出可能に標識された標的の結合に基づいて候補ＡＢＰ
を選別することが可能である。たとえば、図１８の概略に示すように、プロテアーゼによ
る切断に感受性のあるＣＭを有する候補ＡＢＰ（図１８に例示するものなど）を、提示足
場（ＣＰＸで例示）にて宿主細胞（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）など）で発現させることが可
能である。候補ＡＢＰを提示している宿主細胞を、ＣＭを切断できるプロテアーゼに曝露
し、ＴＢＭと結合できる、検出可能に標識された標的に曝露する。図１８右側の下側パネ
ルに示すように、ＦＡＣＳを使用して検出可能に標識された標的の検出可能なシグナルの
強度（赤色蛍光で例示）に応じて細胞を選別する。検出可能に標識された細胞は、細胞表
面に存在し、プロテアーゼで切断可能なＣＭを含み、かつ、検出可能に標識された標的に
結合された候補ＡＢＰを提示している細胞を含む。未標識の部分母集団（または相対的に
検出可能なシグナルが低めの個体群）は、望ましいレベルで標的と結合できなかった宿主
細胞を表す。次に、「標識された」部分母集団を回収し、プロテアーゼの非存在下で候補
ＡＢＰを検出可能に標識された標的に曝露するネガティブスクリーニングを実施ことが可
能である。図１８右側の上側パネルで例示したように、未標識の細胞は、個体群の他のメ
ンバに比して検出可能に標識された標的の検出可能な結合が比較的少なめであるかまった
くない、自らの表面で候補ＡＢＰを示す細胞を含む。検出可能に標識された細胞は、切断
の非存在下で標的と結合する候補ＡＢＰを提示している細胞を含む。こうして、「未標識
の」部分母集団を回収し、必要があれば、さらに回数を重ねてスクリーニングを実施する
ことが可能である。
【０１６３】
　１「回」または「サイクル」のスクリーニング手順には、ポジティブ選択ステップとネ
ガティブ選択ステップの両方を含む。複数のサイクル（完全サイクルと、１．５サイクル
、２．５サイクルなどの部分サイクルを含む）を実施するライブラリでは、この方法を繰
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り返せばよい。このようにして、得られる個体群で、ＡＢＰの切り替えの特徴を呈する候
補となる複数のＡＢＰのメンバを富化させることができる。
【０１６４】
　総じて、まずは提示足場にて候補となる複数のＡＢＰをコードする核酸ライブラリを生
成し、これを複製可能な生命体の表面での発現用に提示足場に導入することで、スクリー
ニング方法を実施する。本明細書で使用する場合、「複数の候補となる活性化可能な結合
ポリペプチド」または「複数の候補ＡＢＰ」とは、候補ＡＢＰをコードするアミノ酸配列
を有する複数のポリペプチドを示し、この場合、複数が、ＭＭ、ＣＭまたはＴＢＭ、通常
はＭＭのアミノ酸配列に関して可変であるなど、複数のメンバがＡＢＰの少なくとも１つ
の成分のアミノ酸配列に関して可変である。
【０１６５】
　たとえば、候補ＡＢＰのＴＢＭおよびＣＭを「固定」に保ち、ライブラリの候補ＡＢＰ
がＭＭのアミノ酸配列に関して可変である。以下、ＭＭの可変のアミノ酸配列を候補マス
キング部分（候補ＭＭ）と呼ぶ。図１９に示すように、異なるＭＭを有するライブラリを
生成することが可能であり、これは、たとえばシステイン残基を配置して、候補ＡＢＰに
存在する別のシステイン（他の方法で完全にまたは少なくとも部分的にランダム化された
アミノ酸配列を有するＭＭを提供するよう選択される他の残基）とのジスルフィド結合の
形成を「強制」するよう設計されるＭＭを有する候補ＡＢＰを含み得るものである。もう
ひとつの例では、候補ＡＢＰでの別のシステイン（他の方法で完全にまたは少なくとも部
分的にランダム化されたアミノ酸配列を有するＭＭを提供するよう選択される他の残基）
とのジスルフィド結合形成が望ましいようにシステイン残基を配置するよう設計されるＭ
Ｍを有する候補ＡＢＰを含む形でライブラリを生成することが可能である。もうひとつの
例では、ＭＭが完全にランダム化されたアミノ酸配列を含む候補ＡＢＰを含む形でライブ
ラリを生成することが可能である。このようなライブラリは、これらの基準のうち１つ以
上によって設計された候補ＡＢＰを含み得る。本明細書に記載の方法による前記複数のメ
ンバをスクリーニングすることによって、所望の切り替え可能な表現型を提供する候補Ｍ
Ｍを有するメンバを同定することが可能である。
【０１６６】
　「候補」という用語は、たとえば「候補ＡＢＰ」または「候補ＭＭ」（あるいはスクリ
ーニング対象となるＡＢＰの他の要素）などの文脈で使用する場合、所望の構造的および
／または機能的特徴を呈するか否かを判断するためのスクリーニング対象となるポリペプ
チドを示す。たとえば、「候補ＡＢＰ」は、ＭＭ、ＣＭ、ＴＢＭ、リンカーのうちの少な
くとも１つがそのアミノ酸配列に関して可変である場合を除いて、本明細書に記載したよ
うなＡＢＰの構造に似るよう設計されるポリペプチドを示し、ここで、候補ＡＢＰは、所
望の切り替え可能な表現型についてスクリーニングされる。「候補ＭＭ」は、たとえば、
ＡＢＰとの関連でマスキング部分としての機能についてのスクリーニング対象となるＡＢ
Ｐのアミノ酸配列を示す。
【０１６７】
　方法の一実施形態では、候補となる複数のＡＢＰの各メンバが、複製可能な生命体（こ
こでは細菌細胞で例示）の表面に提示される。複数のメンバが候補ＡＢＰのＣＭを切断で
きるプロテアーゼに曝露され、候補ＡＢＰのＴＢＭの結合相手である標的と接触される。
プロテアーゼへの曝露後に標的と結合するＴＢＭを含むメンバを提示している細菌細胞を
、標的結合の検出（標的－ＴＢＭ複合体の検出など）によって同定および／または分離す
る。次に、（ＣＭの切断につながり得る）プロテアーゼ曝露後に標的と結合するＴＢＭを
含むメンバを、プロテアーゼの非存在下で標的と接触させる。切断の非存在下で標的に対
する結合が低下または検出不能であるＴＢＭを含むメンバを提示している細菌細胞を、結
合標的のない細胞の検出によって同定および／または分離する。このようにして、切断状
態で標的と結合し、未切断状態では標的結合が低下または検出不能である候補となる複数
のＡＢＰのメンバを同定および／または選択する。
【０１６８】
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　上述したように、候補ＡＢＰライブラリは、ＭＭ、ＣＭ、ＴＢＭのうちの１つ以上につ
いて切り替え可能な表現型を最適化するなど、ＡＢＰコンストラクトの１つ以上の態様を
スクリーニングするよう構築可能である。ＡＢＰの１つ以上の他の要素を変化させて、最
適化しやすくすることが可能である。たとえば、切断剤（酵素など）の非存在下にてＡＢ
Ｐの異なるコンホメーションの特徴を提供できるシステインまたは他の残基の数または位
置を変えることをはじめとして、ＭＭを変化させる：１つ以上の所望の特徴（酵素切断の
特異性など）について最適化される基質を同定するようＣＭを変化させる；および／また
は「切り替え可能な」標的結合が最適化されるようＴＢＭを変化させる。
【０１６９】
　総じて、候補ＡＢＰライブラリの要素は、目的の標的タンパク質に応じて選択される。
この場合、ＡＢＰはＣＭを切断する切断剤（酵素など）の存在下で標的の結合を増すよう
活性化される。たとえば、ライブラリメンバの中でＣＭおよびＴＢＭを「固定」に保つ場
合、目的の標的と共存する切断剤（酵素など）によって切断可能なようにＣＭを選択する
。この場合、目的の標的はＴＢＭの結合相手である。このようにして、適切な生物学的条
件下、ひいては生物学的に適切な場所で、ＡＢＰを選択的に活性化されるよう選択可能で
ある。たとえば、抗血管新生化合物として使用され、ＶＥＧＦ結合に対して切り替え可能
な表現型を呈するＡＢＰを開発すると望ましい場合、候補ＡＢＰのＣＭをＶＥＧＦと共存
する酵素の基質および／または還元剤になるよう選択する（ＣＭがマトリクス－メタロプ
ロテアーゼによって切断可能であるなど）。
【０１７０】
　上述したように、ＴＢＭは通常、目的の標的に応じて選択される。多くの標的が従来技
術において周知である。目的の生物学的標的は、疾患において何らかの役割を果たすもの
として同定されたタンパク質標的を含む。このような標的としては、細胞表面レセプター
および分泌結合タンパク質（成長因子など）、可溶性酵素、構造的タンパク質（コラーゲ
ン、フィブロネクチンなど）などがあげられるが、これに限定されるものではない。例示
としての非限定的な標的を表１にあげておくが、他の好適な標的も当業者であれば容易に
同定可能である。また、目的の標的と共存する多くのプロテアーゼが従来技術において周
知である。それ自体、当業者であれば、上記の方法で用いるのに適切な酵素および酵素基
質を容易に同定できよう。
【０１７１】
ＡＢＰスクリーニング前の細胞表面提示の任意の富化
　スクリーニング方法の前に、細胞表面で適切なペプチド提示足場を発現する細胞を富化
すると望ましいことがある。任意の富化によって、（１）細胞外膜でペプチド提示足場を
発現しない、あるいは（２）細胞外膜で非機能的ペプチド提示足場を発現する細胞ライブ
ラリから細胞を除去できる。「非機能的」とは、停止コドンまたは欠失変異の結果などで
ペプチド提示足場が候補ＡＢＰを適切に提示しないことを意味する。
【０１７２】
　細胞の富化は、細胞個体群を増殖し、ペプチド提示足場の発現を誘導することで達成で
きる。次に、たとえば、足場に取り込んだ検出可能なシグナルまたは部分の検出に基づい
て、あるいは提示足場またはＡＢＰの共通の部分に結合する検出可能に標識した抗体を用
いて、細胞を選別する。これらの方法は、２００７年３月２２日公開の米国特許出願公開
第２００７／００６５８７８号明細書に詳細に記載されている。
【０１７３】
切断されたＡＢＰによる標的結合のスクリーニング
　スクリーニング前に、（好適な条件下での好適な培地での成長によるなど）候補ＡＢＰ
ライブラリを拡大することができる。任意の拡大後、あるいは初期ステップとして、ライ
ブラリに第１のスクリーニングをほどこしてプロテアーゼへの曝露後に標的と結合する候
補ＡＢＰを同定する。したがって、本明細書ではこのステップを「ポジティブ」選択ステ
ップと呼ぶことが多い。
【０１７４】
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　プロテアーゼ切断後に標的と結合するメンバを同定するために、候補ＡＢＰライブラリ
を、十分な長さの時間、ＣＭのプロテアーゼ基質の切断に適した条件下で、提示された候
補ＡＢＰのＣＭを切断できるプロテアーゼと接触させる。多岐にわたるプロテアーゼ－Ｃ
Ｍの組み合わせが、当業者により容易に確認できるであろうが、この場合のプロテアーゼ
は、ＣＭを切断でき、ｉｎ　ｖｉｖｏにて目的の標的（ＴＢＭの結合相手）と共存するも
のである。たとえば、目的の標的が固体腫瘍関連の標的（ＶＥＧＦなど）である場合、好
適な酵素としては、たとえば、マトリクス－メタロプロテアーゼ（ＭＭＰ－２など）、Ａ
ディスインテグリンおよびメタロプロテアーゼ（ＡＤＡＭ）／トロンボスポンジン様モチ
ーフを有するＡＤＡＭ（ＡＤＡＭＴＳ）、カテプシン、カリクレインがあげられる。本明
細書に記載のＡＢＰにおけるＣＭとして有用な基質のアミノ酸配列が従来技術において周
知であり、望ましい場合、これをスクリーニングして、本明細書に記載の方法に手を入れ
てＣＭとして使用するのに適した最適な配列を同定することが可能である。例示としての
基質には、以下の酵素すなわち、ＭＭＰ－１、ＭＭＰ－２、ＭＭＰ－３、ＭＭＰ－８、Ｍ
ＭＰ－９、ＭＭＰ－１４、ＰＬＡＳＭＩＮ、ＰＳＡ、ＰＳＭＡ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｄ
、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｋ、ＣＡＴＨＥＰＳＩＮ　Ｓ、ＡＤＡＭ１０、ＡＤＡＭ１２、Ａ
ＤＡＭＴＳ、Ｃａｓｐａｓｅ－１、Ｃａｓｐａｓｅ－２、Ｃａｓｐａｓｅ－３、Ｃａｓｐ
ａｓｅ－４、Ｃａｓｐａｓｅ－５、Ｃａｓｐａｓｅ－６、Ｃａｓｐａｓｅ－７、Ｃａｓｐ
ａｓｅ－８、Ｃａｓｐａｓｅ－９、Ｃａｓｐａｓｅ－１０、Ｃａｓｐａｓｅ－１１、Ｃａ
ｓｐａｓｅ－１２、Ｃａｓｐａｓｅ－１３、Ｃａｓｐａｓｅ－１４、ＴＡＣＥのうちの１
つ以上で切断可能な基質を含み得るが、これに限定されるものではない。
【０１７５】
　候補ＡＢＰライブラリも、十分な長さの時間、標的結合に適した条件下で、標的に曝露
される。この条件については、ＴＢＭに対する標的結合が想定されるよう条件に応じて選
択可能である。プロテアーゼと標的の両方が同一の環境に存在する、想定されるｉｎ　ｖ
ｉｖｏの状況を最適にモデル化するために、（切断されたＡＢＰを含む候補ＡＢＰの個体
群を提供するなど）標的への曝露前あるいは、標的への曝露との組み合わせ（通常は後者
である）で、候補ＡＢＰライブラリをプロテアーゼに曝露することができる。プロテアー
ゼと標的の両方に曝露後、ライブラリをスクリーニングして、結合標的を有するメンバを
選択するが、これは候補ＡＢＰを標的ＴＢＭ複合体の形で含むものである。
【０１７６】
　標的結合候補ＡＢＰの検出を多岐にわたる方法で達成可能である。たとえば、標的を検
出可能に標識でき、検出可能な標識を検出することで標的結合候補ＡＢＰの第１の個体群
を選択して、結合標的を有する第２の個体群を生成できる（標的結合候補ＡＢＰのポジテ
ィブ選択など）。
【０１７７】
プロテアーゼ切断の非存在下では標的と結合しない候補ＡＢＰのスクリーニング
　（好適な条件下での好適な培地での成長によるなど）プロテアーゼへの曝露後の標的結
合用に選択される候補ＡＢＰの個体群を拡大することが可能であり、拡大後のライブラリ
に第２のスクリーニングをほどこして、プロテアーゼ曝露の非存在下で標的に対する検出
可能な結合が低下または認められないメンバを同定する。この第２のスクリーニングで得
られた個体群には、未切断では標的を有意にまたは検出可能なレベルで結合しない候補Ａ
ＢＰが含まれることになる。したがって、本明細書ではこのステップを「ネガティブ」選
択ステップと呼ぶことが多い。
【０１７８】
　第１のスクリーニングで得られた個体群をプロテアーゼの非存在下で十分な長さの時間
、標的結合に適した条件下で標的と接触させるが、この条件はＴＢＭへの標的結合が想定
される条件下で選択可能なものである。次に、ネガティブ選択を実施して、検出可能な標
的結合を呈さないものなどの標的結合が比較的少ない候補ＡＢＰを同定することが可能で
ある。この選択については、たとえば、検出可能に標識された標的を使用して標的曝露個
体群をフローサイトメトリー分析し、検出可能な標的結合を呈さないおよび／または比較
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的低めの検出可能なシグナルを呈する候補ＡＢＰを提示する細胞の別々の部分母集団に選
別することで達成可能である。このように、上記の部分母集団は、切断の非存在下で標的
への結合が少ないまたは検出不能である候補ＡＢＰを有する細胞が富化されたものである
。
【０１７９】
検出可能な標識
　本明細書で使用する場合、「標識」、「検出可能な標識」、「検出可能な部分」という
表現は同義に用いられ、放射性同位元素、蛍光剤、化学発光剤、発色団、酵素、酵素基質
、酵素補助因子、酵素阻害剤、発色団、染料、金属イオン、金属ゾル、リガンド（ビオチ
ン、アビジン、ストレプトアビジンまたはハプテンなど）などを含むがこれに限定される
ものではない、検出できる分子を示す。「蛍光剤」とは、検出可能な範囲の蛍光を呈する
ことのできる物質またはその一部を示す。標的標識として用いるのに適した例示としての
検出可能な部分には、親和性タグおよび蛍光タンパク質がある。
【０１８０】
　「親和性タグ」という用語は、本明細書で使用する場合、親和性タグと結合して検出可
能なシグナル（蛍光化合物またはタンパク質など）を提供する分子を用いて検出可能な標
的と結合可能なペプチドセグメントを示す。原理上、抗体または他の特異的結合剤を利用
できるものであれば、どのようなペプチドまたはタンパク質でも親和性タグとして使用可
能である。使用するのに適した例示としての親和性タグとしては、単球アダプタータンパ
ク質（ＭＯＮＡ）結合ペプチド、Ｔ７結合ペプチド、ストレプトアビジン結合ペプチド、
ポリヒスチジントラクト、タンパク質Ａ（Ｎｉｌｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＥＭＢＯ　Ｊ
．４：１０７５（１９８５）；Ｎｉｌｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚ
ｙｍｏｌ．１９８：３（１９９１））、グルタチオンＳトランスフェラーゼ（Ｓｍｉｔｈ
　ａｎｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｇｅｎｅ　６７：３１（１９８８））、Ｇｌｕ－Ｇｌｕ親和
性タグ（Ｇｒｕｓｓｅｎｍｅｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓ
ｃｉ．ＵＳＡ　８２：７９５２（１９８５））、サブスタンスＰ、ＦＬＡＧペプチド（Ｈ
ｏｐｐ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　６：１２０４（１９８８））また
は他の抗原エピトープまたは結合ドメインがあげられるが、これに限定されるものではな
い。概要については、Ｆｏｒｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　２：９５（１９９１）を参照のこと。親和性タグ
をコードするＤＮＡ分子を供給業者（Ｐｈａｒｍａｃｉａ　Ｂｉｏｔｅｃｈ，Ｐｉｓｃａ
ｔａｗａｙ，Ｎ．Ｊ．など）から入手可能である。
【０１８１】
　従来技術において周知のどのような蛍光ポリペプチド（本明細書では蛍光標識とも呼ぶ
）であっても、検出可能な部分としてあるいは、本明細書に記載のペプチド提示足場の親
和性タグとともに用いるのに適している。好適な蛍光ポリペプチドは、細菌細胞または哺
乳類細胞などの所望の宿主細胞で発現可能であって、定性的（ポジティブ／ネガティブ）
および定量的（蛍光の比較度）に評価できる検出可能なシグナルを容易に得られるもので
ある。例示としての蛍光ポリペプチドには、黄色蛍光タンパク質（ＹＦＰ）、シアン蛍光
タンパク質（ＣＦＰ）、ＧＦＰ、ｍＲＦＰ、ＲＦＰ（ｔ二量体２）、ＨＣＲＥＤなど、あ
るいは任意の変異体（蛍光を増大または放出スペクトルをシフトさせるための蛍光タンパ
ク質など）、類似体またはその誘導体があるが、これに限定されるものではない。他の好
適な蛍光ポリペプチドならびに、本明細書に列挙したものの具体例は、従来技術において
提供されており、周知である。
【０１８２】
　ビオチンベースの標識にも、本明細書に開示の方法での用途がある。標的分子および基
質のビオチン化は周知であり、たとえば、タンパク質、核酸、炭水化物、カルボン酸のビ
オチン化用のアミン反応剤およびチオール反応剤をはじめとして多数のビオチン化剤が周
知である；本明細書に援用するＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ　Ｃａｔａｌｏｇ，Ｈ
ａｕｇｌａｎｄ，６ｔｈ　Ｅｄ．１９９６の第４章などを参照のこと。ビオチン化基質に
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ついては、アビジンまたはストレプトアビジンなどの検出可能に標識されたビオチン結合
相手の結合によって検出可能である。同様に、多数のハプテニル化試薬も周知である。
【０１８３】
スクリーニング方法
　目的のＡＢＰを分離および回収できる好適な方法を利用すればよい。たとえば、目的の
ＡＢＰを提示する細胞を、ＦＡＣＳで、イムノクロマトグラフィあるいは、検出可能な標
識が磁性である場合は磁気分離によって、分離すればよい。分離の結果、切断後に標的に
対する結合を呈するあるいは、切断の非存在下で標的に対する検出可能な結合が低減また
は認められないなど、所望の特徴を呈する細胞の個体群が富化される。
【０１８４】
　たとえば、検出可能に標識された結合標的を有する候補ＡＢＰの選択を、従来技術にお
いて周知の多岐にわたる技法を用いて達成可能である。たとえば、フローサイトメトリー
（ＦＡＣＳ（登録商標）など）法を用いて、検出可能に標識された候補ＡＢＰを未標識の
候補ＡＢＰから選別することが可能である。フローサイトメトリー法を実施し、さらにス
クリーニングするために第２の個体群に分けられるよう、「一層薄暗い」細胞個体群を許
容または「一層明るい」細胞個体群を必要とするゲーティング（ｇａｔｉｎｇ）の修飾な
どによって、候補ＡＢＰの個体群分離についての多かれ少なかれストリンジェントな要件
を得ることができる。
【０１８５】
　もうひとつの例では、イムノアフィニティクロマトグラフィを使用して、標的と結合し
ないものから標的結合候補ＡＢＰを分離することが可能である。たとえば、結合した抗標
的抗体を有する支持体（カラム、磁気ビーズなど）を、プロテアーゼおよび標的に曝露し
ておいた候補ＡＢＰと接触させることができる。結合標的を有する候補ＡＢＰは、抗標的
抗体に結合するため、結合標的のない候補ＡＢＰからの分離が容易になる。スクリーニン
グステップが、（他の候補ＡＢＰとの比較などで）標的結合が比較的減少したか検出可能
な標的結合がない未切断の候補ＡＢＰが富化された個体群を提供するためのものである場
合、目的の部分母集団は、結合標的に対する検出可能なシグナルが欠けているか、比較的
少ないメンバである。たとえば、このような結合標的のネガティブ選択にイムノアフィニ
ティの技術を使用する場合、目的の部分母集団は、抗標的支持体に結合されないものであ
る。
【０１８６】
二重標的結合ＡＢＰのスクリーニング
　本明細書に開示のスクリーニング方法に対して容易に手を入れて、２つのＴＢＭ間の相
互作用がゆえに所望の切り替え可能な表現型を有する二重標的結合ＡＢＰを同定すること
が可能である。総じて、上記の例における候補ＭＭよりも、周知の結合活性を有するＴＢ
ＭがＭＭの代わりに候補ＡＢＰに提示される。総じて、この方法では候補となる複数のＡ
ＢＰを含有するライブラリを必要とし、前記複数の各メンバが、第１のＴＢＭと、第２の
ＴＢＭと、ＣＭとを含む。ライブラリを少なくとも第１のＴＢＭと結合できる標的および
ＣＭを切断できる切断剤と接触させる。切断剤（ＣＭのプロテアーゼなど）の存在下で標
的を結合するために、ライブラリのメンバの第１の個体群を選択する。この選択された個
体群に対して上記のネガティブスクリーニングを実施し、切断剤の非存在下でのライブラ
リメンバへの標的の結合を評価する。次に、切断剤の非存在下で前記標的に結合するメン
バの部分母集団を除外することで、メンバの第２の個体群を生成する。これは、たとえば
、標的に結合されないメンバを標的に結合されるメンバから選り分ける（検出可能に標識
された標的の検出で判断）ことで達成可能である。このように、この方法では切断剤の存
在下での標的に対する結合に比して、切断剤の非存在下で前記標的に対する結合が少ない
候補ＡＢＰが選択される。
【０１８７】
　この方法は、両方の標的に対して反復可能なものであるが、溶液中にてＴＢＭ含有ＡＢ
Ｐフラグメントとの間で複合体を形成した標的の有無（および／または相対レベル）を見
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極め、切断後の提示足場と関係のないＴＢＭへの標的結合を評価しなければならない。
【０１８８】
　一例では、候補となる複数のＡＢＰを含むライブラリが生成され、各メンバが、第１の
ＴＢＭと、第２のＴＢＭと、ＣＭとを含み、ＣＭが第１のＴＢＭと第２のＴＢＭとの間に
配置され、第１のＴＢＭが提示足場によって複製可能な生命体の表面に固定化される。次
に、このライブラリに、第２のＴＢＭを結合できる標的で上記のポジティブおよびネガテ
ィブスクリーニングステップをほどこす。たとえば、ライブラリを第１のＴＢＭと結合で
きる標的およびＣＭを切断できる切断剤と接触させた後、前記標的と結合する前記複数の
メンバの第１の個体群を切断剤の存在下で選択する。選択された第１の個体群を切断剤の
非存在下で第１のＴＢＭと結合できる標的と接触させ、切断剤の非存在下で前記標的に結
合するメンバの第２の個体群を選択する。
【０１８９】
　上記同様、ライブラリ内で二重標的結合ＡＢＰの任意の要素を変更できる。たとえば、
第１のＴＢＭを「固定」にし、周知の標的結合活性を有する第２のＴＢＭを未修飾の形態
（周知の標的結合活性を有するネイティブなアミノ酸配列など）で提供してもよいし、修
飾（定方向突然変異誘発またはランダム突然変異誘発など）して「切り替え可能な」表現
型での活性をスクリーニングしてもよい。このようにすれば、スクリーニング方法で「マ
スキング」活性を呈するものとして同定されるＴＢＭを、たとえば「マスキング」ＴＢＭ
が所望のレベルの標的結合を保っていることを判断するために、目的の標的を結合する活
性について見極めることが可能である。たとえば、複製可能な生命体の表面での発現およ
び提示のために、提示足場および二重標的結合ＡＢＰのＴＢＭ－ＭＭ二重機能要素をコー
ドするコンストラクトを挿入可能である。こうして、従来技術の方法でＴＢＭ－ＭＭの結
合を見極めることができる。
【０１９０】
候補ＡＢＰを選択するためのスクリーニング方法の例示としての変形例
　上記の方法を改変し、切り替えについて所望の特徴を示す個体群およびライブラリメン
バを選択するようにしてもよい。
【０１９１】
ＡＢＰ要素を同定および／または最適化するための反復スクリーニング
　本明細書に記載の方法および候補ＡＢＰライブラリに対して容易に手を入れて、ＡＢＰ
の１つ以上の要素を同定および／または最適化することが可能である。たとえば、ＴＢＭ
、ＣＭ、リンカーなどの１つ以上について変化する候補ＡＢＰを生成し、本明細書に記載
のスクリーニング方法を用いることが可能である。
【０１９２】
還元剤活性化可能なＡＢＰ
　上記の方法はＡＢＰを同定するためのスクリーニング方法を説明するものであるが、Ａ
ＢＰでのシステイン－システインジスルフィド結合の形成を容易にできるＣＭを有するＡ
ＢＰまたは候補ＡＢＰにも本明細書に開示のスクリーニング方法を用いることが可能であ
る旨を理解されたい。このようなＡＢＰは、プロテアーゼ基質を含んでもよいし含まなく
てもよいＣＭ（同一であっても異なるＣＭであってもよい）をさらに含むものであっても
よいし、含まないものであってもよい。これらの実施形態では、ＡＢＰまたは候補ＡＢＰ
をＡＢＰのシステイン－システイン対のジスルフィド結合を切断できる還元剤（還元条件
など）に曝露して上述したポジティブスクリーニングを実施してもよい。その後、還元条
件の非存在下でネガティブスクリーニングを実施すればよい。その際、生成されるライブ
ラリは、ジスルフィド結合還元条件への曝露によって活性化可能なＡＢＰが富化されたも
のであってもよい。
【０１９３】
サイクル数と足場なしのＡＢＰスクリーニング
　上記の方法のサイクル数を増やすことで、図８に例示するように切り替えの特徴が改善
された個体群とライブラリメンバを同定することが可能である。スクリーニングのサイク
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ルについては何回でも実施可能である。
【０１９４】
　また、候補ＡＢＰのダイナミックレンジを判断する目的で、候補ＡＢＰの個々のクロー
ンを単離し、スクリーニングすることが可能である。また、足場とは別に所望の切り替え
可能な表現型について候補ＡＢＰを試験することも可能である。すなわち、提示足場とは
別に候補ＡＢＰを発現させるか、そうでなければ生成し、必要があれば、無細胞系（可溶
化ＡＢＰを用いるなど）にて足場の非存在下で候補ＡＢＰの切り替え可能な表現型を評価
することが可能である。
【０１９５】
　分泌シグナルを含むＡＢＰ発現コンストラクトを提供してＡＢＰを細胞外分泌させ、こ
れによって目的のＡＢＰの生成と回収を容易にすると望ましいことがある。細菌系および
哺乳類系で用いるのに適した分泌シグナルは、従来技術において周知である。
【０１９６】
ＡＢＰ成分および切り替え活性の最適化
　上記の方法を改変して、本明細書に記載のスクリーニング方法で同定されるＡＢＰなど
のＡＢＰの性能を最適化してもよい。たとえば、未切断状態でのＴＢＭの標的結合の阻害
を改善するなど、マスキング部分の性能を最適化すると望ましい場合、候補ＡＢＰライブ
ラリでＴＢＭおよびＣＭのアミノ酸配列を「固定」し、ライブラリのメンバのＭＭが互い
に異なるようにＭＭを変更してもよい。ＭＭについては、ＭＭを構成するアミノ酸の数お
よびまたはタイプを変えるなどの多岐にわたる方法で最適化すればよい。たとえば、候補
となる複数のＡＢＰの各メンバが候補ＭＭを含んでもよく、この場合の候補ＭＭは、少な
くとも１つのシステインアミノ酸残基を含み、残りのアミノ酸残基は複数のメンバ間で可
変である。他の例では、候補となる複数のＡＢＰの各メンバが候補ＭＭを含んでもよく、
この場合の候補ＭＭは、システインアミノ酸残基と、５アミノ酸のランダム配列などのア
ミノ酸残基のランダム配列とを含む。
【０１９７】
拡大したダイナミックレンジの選択
　上述したように、切断状態と未切断状態での標的結合に関して所望のダイナミックレン
ジを有するＡＢＰが、特に注目されている。このようなＡＢＰは、たとえば、被検体の治
療部位および非治療部位に見られる生理学的レベルでの標的の存在下で検出可能な結合が
ないが、ひとたびプロテアーゼで切断されると、標的に対する高い親和性および／または
高アビディティの結合を呈するものである。ＡＢＰのダイナミックレンジが大きくなれば
なるほど、ＡＢＰの「切り替え可能な」表現型が一層よくなる。このため、切断剤の存在
下および非存在下で標的結合のダイナミックレンジが「拡大した」ものを選択するように
、ＡＢＰを最適化することが可能である。
【０１９８】
　本明細書に記載のスクリーニング方法については、所望のおよび／または最適化された
ダイナミックレンジを有するＡＢＰを選択しやすいように改変可能である。総じて、これ
は未切断のＡＢＰの標的結合のスクリーニングよりも標的濃度が比較的低いプロテアーゼ
に曝露されたＡＢＰの標的結合のスクリーニング（すなわち、切断されたＡＢＰを含む個
体群のスクリーニング）を実施するような形で、方法のポジティブ選択ステップとネガテ
ィブ選択ステップで用いられる標的の濃度を変えて達成できる。したがって、切り替え可
能な表現型に対する「選択圧」が得られるようにステップ間で標的濃度を変更する。必要
があれば、サイクル数を増やしてポジティブ選択ステップとネガティブ選択ステップで用
いる標的濃度の差を大きくすることも可能である。
【０１９９】
　ポジティブ選択ステップで比較的低濃度の標的を用いることで、切断状態にあるときの
標的結合が改善されたこれらのＡＢＰメンバの選択をドライブする機能を果たすことが可
能である。たとえば、ＴＢＭ－標的相互作用のＫｄに対して約２から約１００分の１、約
２から５０分の１、約２から２０分の１、約２から１０分の１または約２から５分の１の
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標的濃度で、プロテアーゼに曝露したＡＢＰを用いるスクリーニングを実施できる。結果
として、標的と結合されたＡＢＰの個体群の選択後、選択された個体群は、その個体群の
他のＡＢＰに比して親和性および／またはアビディティ結合が高いＡＢＰの富化されたも
のとなる。
【０２００】
　ネガティブ選択ステップで比較的高濃度の標的を用いることで、未切断状態で検出可能
な標的結合が減少したかまったくない、これらのＡＢＰメンバの選択をドライブする機能
を果たすことが可能である。たとえば、ＴＢＭ－標的相互作用のＫｄに対して約２から約
１００倍、約２から５０倍、約２から２０倍、約２から１０倍または約２から５倍の標的
濃度で、（ネガティブ選択ステップで）プロテアーゼに曝露していないＡＢＰを用いるス
クリーニングを実施できる。結果として、検出可能な状態では標的と結合しないＡＢＰ個
体群の選択後、選択された個体群は、その個体群の他の未切断ＡＢＰに比して、未切断状
態での標的に対する結合度が低いＡＢＰの富化されたものとなる。言い方を変えると、検
出可能な状態では標的と結合しないＡＢＰの個体群の選択後、選択された個体群は、標的
結合からのＴＢＭの「マスキング」などによってＴＢＭに対する標的結合が阻害されるＡ
ＢＰの富化されたものとなる。
【０２０１】
　ＡＢＰが二重標的結合ＡＢＰである場合、上述したスクリーニング方法に手を入れて、
第１のＴＢＭと結合できる第１の標的と、第２のＴＢＭと結合できる第２の標的とに対す
る所望のダイナミックレンジを有するＡＢＰを得ることも可能である。切断されたフラグ
メントを捕捉するための抗ＡＢＰフラグメント抗体を有するイムノクロマトグラフィなど
、溶液中（培養液中など）での標的－ＴＢＭ複合体の形成を評価した後、カラムに捕捉さ
れた結合後の検出可能に標識された標的を検出することで、提示足場に存在するＡＢＰか
ら「切断除去」されたＡＢＰの一部に局在するＴＢＭへの標的結合を見極めることが可能
である。
【０２０２】
可溶性ＡＢＰの試験
　候補ＡＢＰが可溶性形態で「切り替え可能な」表現型を維持する機能を試験することが
可能である。このような方法のひとつに、支持体（Ｂｉａｃｏｒｅ（商標）ＣＭ５センサ
チップ表面などのアレイなど）に対する標的の固定化を利用するものがある。目的の標的
の固定化は、好適な任意の技法（標準的なアミンカップリングなど）を用いて実現可能で
ある。支持体の表面をブロックして、非特異的結合を還元する。任意に、この方法は、対
照（固定化された標的を含まない支持体など（支持体へのバックグラウンド結合を評価す
るためなど）および／またはネガティブ対照として機能する化合物を含む（標的対非標的
に対する候補ＡＢＰの結合の特異性を評価するためなど）の使用を必要とするものであっ
てもよい。
【０２０３】
　標的を共有結合的に固定化した後、この固定化された標的への特異的結合を可能にする
のに適した条件下で、候補ＡＢＰを支持体と接触させる。候補ＡＢＰについては、「切り
替え可能な」表現型を評価する目的で、好適な切断作用剤の存在下および非存在下で支持
体に固定化された標的に接触させることが可能である。切断作用剤の非存在下と比較して
、かつ、任意にネガティブ対照での結合と比較して、切断作用剤の存在下での候補ＡＢＰ
の結合の評価では結合応答が得られ、これが「切り替え可能な」表現型を示す指標となる
。
【０２０４】
候補ＡＢＰで使用される個々の部分のスクリーニング
　候補ＡＢＰの「切り替え可能な」表現型を試験する前に、ＴＢＭ、ＭＭまたはＣＭなど
の候補ＡＢＰの１つ以上の部分を別々にスクリーニングすると望ましいことがある。たと
えば、特異的プロテアーゼで切断可能なペプチド基質を同定する周知の方法を利用して、
このようなプロテアーゼによる活性化用に設計されるＡＢＰで用い切断可能な部分を同定
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することが可能である。また、目的の標的に結合するペプチド配列の同定には多岐にわた
る方法を利用できる。これらの方法は、たとえば、特定の標的に結合するＴＢＭを同定あ
るいは、特定のＴＢＭに結合するＭＭを同定するのに使用可能である。
【０２０５】
　上記の方法は、たとえば、ＴＢＭ、ＭＭまたはＣＭなどの候補ＡＢＰの一部が複製可能
な生命体を用いて提示される方法を含む。
【０２０６】
　本明細書にて上述したように、複製可能な生命体を用いるさまざまな提示技術が従来技
術において周知である。これらの方法および実体として、ｍＲＮＡおよびリボソーム提示
、真核生物ウイルス提示ならびに、細菌、酵母、哺乳類細胞表面提示などの提示方法論が
あげられるが、これに限定されるものではない。Ｗｉｌｓｏｎ，Ｄ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．
２００１　ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９８（７）：３７５０～３７５５；Ｍｕｌｌｅｒ，Ｏ．Ｊ
．，ｅｔ　ａｌ．（２００３）Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．３：３１２；Ｂｕｐｐ，
Ｋ．ａｎｄ　Ｍ．Ｊ．Ｒｏｔｈ（２００２）Ｍｏｌ．Ｔｈｅｒ．５（３）：３２９　３５
１３；Ｇｅｏｒｇｉｏｕ，Ｇ．，ｅｔ　ａｌ．，（１９９７）Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
ｏｌ．１５（１）：２９　３４１４；Ｂｏｄｅｒ，Ｅ．Ｔ．ａｎｄ　Ｋ．Ｄ．Ｗｉｔｔｒ
ｕｐ（１９９７）Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．１５（６）：５５３　５５７を参照の
こと。表面提示方法は、ライブラリ解析およびスクリーニングに蛍光標識細胞分取（ＦＡ
ＣＳ）を適用できるため魅力的である。Ｄａｕｇｈｅｒｔｙ，Ｐ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．（
２０００）Ｊ．Ｉｍｍｕｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　２４３（１　２）：２１１　２７１
６；Ｇｅｏｒｇｉｏｕ，Ｇ．（２０００）Ａｄｖ．Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｈｅｍ．５５：２
９３　３１５；Ｄａｕｇｈｅｒｔｙ，Ｐ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．（２０００）ＰＮＡＳ　Ｕ
ＳＡ　９７（５）：２０２９　３４１８；Ｏｌｓｅｎ，Ｍ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．（２００
３）Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２３０：３２９　３４２；Ｂｏｄｅｒ，Ｅ．Ｔ
．ｅｔ　ａｌ．（２０００）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９７（２０）：１０７０１　１０７０５
；Ｍａｔｔｈｅａｋｉｓ，Ｌ．Ｃ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９４）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９１
（１９）：９０２２　９０２６；Ｓｈｕｓｔａ，Ｅ．Ｖ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９９）Ｃ
ｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．１０（２）：１１７　１２２を参照のこと。目的の
生物標的に結合可能なペプチドを同定するのに使用できる別の提示方法論が、米国特許第
７，２５６，０３８号明細書に記載されており、その開示内容を本明細書に援用する。
【０２０７】
　ファージ提示には、バクテリオファージ粒子のｐＩＩＩ、ｐＩＩＶなどのコートタンパ
ク質への末端融合物としてのペプチドの局在化を伴う。Ｓｃｏｔｔ，Ｊ．Ｋ．ａｎｄ　Ｇ
．Ｐ．Ｓｍｉｔｈ（１９９０）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９（４９６７）：３８６　３９０；
Ｌｏｗｍａｎ，Ｈ．Ｂ．，ｅｔ　ａｌ．（１９９１）Ｂｉｏｃｈｅｍ．３０（４５）：１
０８３２　１０８３８を参照のこと。一般に、特定の結合機能を有するポリペプチドは、
標的とともにインキュベートし、非結合ファージを洗い流し、結合したファージを溶出し
た後、細菌の新鮮な培養に感染させてファージ個体群を再増幅することで単離される。
【０２０８】
　例示としてのファージ提示および細胞提示組成物ならびに方法が、米国特許第５，２２
３，４０９号明細書、同第５，４０３，４８４号明細書、同第７，１１８，８７９号明細
書、同第６，９７９，５３８号明細書、同第７，２０８，２９３号明細書、同第５５７１
６９８号明細書、同第５，８３７，５００号明細書に記載されている。
【０２０９】
　別の例示としての提示足場および方法として、２００７年３月２２日公開の米国特許出
願公開第２００７／００６５８７８号明細書に記載されているものがあげられる。
【０２１０】
　任意に、提示足場にプロテアーゼ切断部位（ＣＭのプロテアーゼ切断部位とは異なる）
を含み、ＡＢＰまたは候補ＡＢＰを宿主細胞の表面から切断できるようにすることも可能
である。
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【０２１１】
　ひとつにおいて、複製可能な生命体が細菌細胞である場合、好適な提示足場は、Ｒｉｃ
ｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉ．（２００６）１５：８２５～８３６に記載さ
れた円順列変異大腸菌（Ｅｓｃｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）外膜タンパク質ＯｍｐＸ
（ＣＰＸ）を含む。２００７年８月１４日に発行された米国特許第７，２５６，０３８号
明細書も参照のこと。
【０２１２】
自動スクリーニング方法
　本明細書に記載のスクリーニング方法を自動化し、所望の切り替え可能な活性について
ＡＢＰのライブラリをリアルタイムに大量スクリーニングする便利な方法を提供してもよ
い。自動方法は、所望のサイクル数にわたって選択した個体群を分離し、自動的に次のス
クリーニングに送る、ポジティブ選択とネガティブ選択を何度も反復する形で設計可能で
ある。
【０２１３】
　個体群の候補ＡＢＰを評価するための解析点は、ポジティブ選択ステップ、ネガティブ
選択ステップまたはその両方の終了後の経時的なものであってもよい。また、異なる標的
濃度の選択圧による影響を評価するために、ポジティブ選択ステップとネガティブ選択ス
テップにおける選択された標的濃度での候補ＡＢＰの個体群の平均ダイナミックレンジに
関する情報を監視して、後の解析用に保存することが可能である。
【０２１４】
　コンピュータプログラム製品は、検出および／または測定手段の動作を制御可能であり
、上述したステップに関する算術演算を実施し、所望の出力（フローサイトメトリー解析
など）を生成することが可能である。コンピュータプログラム製品は、媒体に統合された
コンピュータ読み取り可能なプログラムコード手段を有するコンピュータ読取り可能な記
憶媒体を備える。このような自動装置に適したハードウェアは、当業者間で周知であり、
コンピュータコントローラ、自動サンプルハンドラ、蛍光測定ツール、プリンタ、光ディ
スプレイを含み得る。測定ツールは、蛍光検出可能な分子が用いられている試料からの蛍
光シグナルを測定するための１つ以上の光検出器を含むものであってもよい。また、測定
ツールは、各制御および／または被検試料を、試料のアレイとして配置し、蛍光強度を測
定するステップの間に光検出器と対向して自動的かつ繰り返し位置決めできるように、コ
ンピュータ制御されたステップモータを含むものであってもよい。
【０２１５】
　測定ツール（蛍光標示式細胞分取器など）を、汎用コンピュータまたは特定用途向けコ
ンピュータのコントローラと作動的に接続することが可能である。このコントローラは、
測定ツールの動作を制御し、上述したステップに関する算術演算を実施するためのコンピ
ュータプログラム製品を含み得る。コントローラは、ファイル、ディスク入力またはデー
タバスを介してセットアップデータまたは他の関連のデータを受け取るようになっていて
もよい。ディスプレイとプリンタを設けて、コントローラの動作を表示してもよい。コン
トローラが実施する機能の全体または一部を汎用コンピュータシステム上で動作するソフ
トウェアモジュールとして実現してもよいことは、当業者であれば理解できよう。あるい
は、上述した機能と動作を実現するための特定用途向け集積回路を備える専用のスタンド
アロン型システムを設けてもよい。
【０２１６】
セラピーでのＡＢＰの使用方法
　たとえば目的のＡＢＰおよびキャリア薬学的に許容される賦形剤（薬学的に許容される
キャリアとも呼ぶ）を治療有効量で含有する医薬組成物に、ＡＢＰを取り入れることが可
能である。多くの薬学的に許容される賦形剤が従来技術において周知であり、一般に、投
与経路、治療対象となる症状、従来技術において十分に理解されている他の可変要素など
に応じて選択される。薬学的に許容される賦形剤は、たとえば、Ａ．Ｇｅｎｎａｒｏ（２
０００）“Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　
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ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ，”２０ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ，Ｗｉｌ
ｌｉａｍｓ，＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ；Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏ
ｒｍｓ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（１９９９）Ｈ．Ｃ．Ａ
ｎｓｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，７ｔｈ　ｅｄ．，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ，Ｗｉｌｌ
ｉａｍｓ，＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ；Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ（２０００）Ａ．Ｈ．　Ｋｉｂｂｅ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．
，３ｒｄ　ｅｄ．Ａｍｅｒ．Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃをはじめとする
多岐にわたる刊行物に多く記載されている。医薬組成物は、ｐＨ調整剤および緩衝剤、等
張化調整剤、安定剤、湿潤剤などの他の成分を含むものであってもよい。いくつかの実施
形態では、ナノ粒子またはリポソームがＡＢＰ含有医薬組成物を担持する。
【０２１７】
　ＡＢＰの医薬組成物に適した成分を、ＡＢＰのＴＢＭに利用できる医薬組成物によって
ガイドすることが可能である。たとえば、ＡＢＰがＶＥＧＦバインダー（すなわちＶＥＧ
Ｆ阻害剤）を含む場合、このようなＡＢＰを、ＶＥＧＦバインダーとの併用に適した方法
および組成物による製剤処方薬の形で処方することが可能である。ＡＢＰが全長抗体また
はその抗原結合フラグメントを含む実施形態では、組成物を、抗体および抗原結合フラグ
メントとの併用に適した方法および組成物による製剤処方薬の形で処方することが可能で
ある。
【０２１８】
　総じて、１つ以上のＡＢＰの製剤処方薬は、所望の純度のＡＢＰと、生理学的に許容さ
れる任意のキャリア、賦形剤または安定剤（Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅ
ｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　１６ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｏｓｏｌ，Ａ．Ｅｄ．（
１９８０））とを、凍結乾燥製剤または水溶液の形で混合することで、保存できるように
調製される。許容可能なキャリア、賦形剤または安定剤は、使用する薬用量および濃度で
レシピエントにとって無毒であり、リン酸塩、クエン酸塩、他の有機酸などの緩衝液；ア
スコルビン酸およびメチオニンをはじめとする酸化防止剤；防腐剤（オクタデシルジメチ
ルベンジルアンモニウムクロリド；塩化ヘキサメトニウム；塩化ベンザルコニウム、塩化
ベンゼトニウム；フェノール、ブチルまたはベンジルアルコール；メチルパラベンまたは
プロピルパラベンなどのアルキルパラベン；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；ｍ－クレソールなど）；低分子量（約１０残基未満）ポリペ
プチド；血清アルブミン、ゼラチンまたは免疫グロブリンなどのタンパク質；ポリビニル
ピロリドンなどの親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、アスパラギン、ヒスチジン、
アルギニンまたはリシンなどのアミノ酸；単糖、二糖および他のグルコース、マンノース
またはデキストリンをはじめとする炭水化物；ＥＤＴＡなどのキレート剤；スクロース、
マンニトール、トレハロースまたはソルビトールなどの糖類；ナトリウムなどの塩形成対
イオン；金属錯体（Ｚｎ－タンパク質錯体など）；および／またはＴＷＥＥＮ（商標）、
ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（商標）またはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの非イオン系
界面活性剤を含む。
【０２１９】
　ｉｎ　ｖｉｖｏでの投与に使用される製剤は滅菌されたものでなければならない。これ
は、滅菌濾過膜での濾過によって容易に達成される。また、製剤処方薬は、治療対象とな
る特定の徴候に合わせて、必要に応じて２種類以上の活性化合物を含むものであってもよ
く、この場合の別の活性化合物は通常、ＡＢＰに対して相補的な活性を有するものである
。このような化合物は、意図した目的に効果的な量で適宜組み合わせて用いられる。
【０２２０】
　製剤処方薬は、全身調製物または局所注射可能な調製物などの多岐にわたる剤形で提供
可能なものである。これらの成分は、コロイド状のドラッグデリバリー系（たとえば、リ
ポソーム、アルブミンミクロスフェア、ミクロエマルション、ナノ粒子、ナノカプセル）
で、あるいはマクロエマルションで、たとえばヒドロキシメチルセルロースまたはゼラチ
ン－マイクロカプセルおよびポリ－（メチルメタクリレート）マイクロカプセルを、それ
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ぞれたとえばコアセルベーション法によって、あるいは界面重合によって調製されるもの
などのマイクロカプセルなどのキャリアで提供可能である。このような技法は、Ｒｅｍｉ
ｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　１６ｔｈ　ｅｄｉ
ｔｉｏｎ，Ｏｓｏｌ，Ａ．Ｅｄ．（１９８０）に開示されている。
【０２２１】
　徐放調製物もＡＢＰ含有製剤の範囲内である。例示としての徐放調製物は、抗体を含有
する疎水性の固体ポリマーの半透性マトリクスを含み得るものであり、このマトリクスは
フィルムまたはマイクロカプセルなどの造形品の形である。徐放マトリクスの例としては
、ポリエステル、ヒドロゲル（たとえば、ポリ（２－ヒドロキシエチル－メタクリレート
）またはポリ（ビニルアルコール））、ポリラクチド（米国特許第３，７７３，９１９号
明細書）、Ｌ－グルタミン酸およびγ－エチル－Ｌ－グルタミン酸塩のコポリマー、非分
解性エチレン－酢酸ビニル、ＬＵＰＲＯＮ　ＤＥＰＯＴ（商標）（乳酸－グリコール酸コ
ポリマーおよび酢酸ロイプロリドで構成される注射可能なミクロスフェア）などの分解性
乳酸－グリコール酸コポリマー、ポリ－Ｄ－（－）－３－ヒドロキシ酪酸があげられる。
エチレン－酢酸ビニルおよび乳酸－グリコール酸などのポリマーは１００日を超えて分子
の放出を可能にするのに対し、特定のヒドロゲルは、これよりも短い期間タンパク質を放
出する。
【０２２２】
　ＡＢＰがカプセル化されたまま体内に長期間とどまると、３７℃で水分に曝露されるこ
とで変性したり凝集したりして、生物活性の低下や免疫原性の変化につながる場合がある
。これに関与する機序に応じて、安定化のための合理的な戦略を考案することが可能であ
る。たとえば、凝集機序がチオ－ジスルフィド相互交換による望ましくない分子間Ｓ－Ｓ
結合の形成であることが分かったのであれば、スルフヒドリル残基の修飾、酸性溶液から
の凍結乾燥、水分含有量の制御、適切な添加剤の使用、特定のポリマーマトリクス組成物
の開発といった方法で、安定化できることがある。
【０２２３】
　治療の目的を果たす活性作用剤の標的送達用に、ＡＢＰを送達ビヒクルにコンジュゲー
トすることが可能である。たとえば、医薬品がカプセル封入された、あるいは医薬品と関
連付けられたナノ粒子またはリポソームに、ＡＢＰをコンジュゲートすることができる。
このようにして、医薬品を特異的に標的送達することが可能である。ポリペプチドをリポ
ソームにリンクする方法は従来技術において周知であり、このような方法を適用して、リ
ポソーム内容物の標的およびまたは選択的送達用にＡＢＰをリポソームにリンクさせるこ
とができる。一例として、チオエーテル結合を介してポリペプチドをリポソームに共有結
合的にリンクさせることが可能である。ＰＥＧ化ゼラチンナノ粒子およびＰＥＧ化リポソ
ームも、単鎖抗体などのポリペプチド結合用の支持体として使用されている。たとえば、
抗体フラグメントなどのポリペプチドをリポソームにコンジュゲートするための方法につ
いての開示を本明細書に援用する、Ｉｍｍｏｒｄｉｎｏ　ｅｔ　ａｌ．（２００６）Ｉｎ
ｔ　Ｊ　Ｎａｎｏｍｅｄｉｃｉｎｅ．Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ；１（３）：２９７～３１５を
参照のこと。
【０２２４】
治療方法
　本明細書に記載のＡＢＰは、ＡＢＰで提供されるＣＭ－ＴＢＭの組み合わせによる好適
な被検体の治療方法で使用するよう選択可能である。ＶＥＧＦ－阻害ＡＢＰに基づく例を
以下にあげておく。
【０２２５】
　ＡＢＰは、非経口、皮下、腹腔内、肺内、鼻腔内、さらには必要であれば局所注射（固
体腫瘍部位での注射など）をはじめとする好適な手段で投与可能である。非経口投与経路
としては、筋肉内投与、静脈内投与、動脈内投与、腹腔内投与または皮下投与があげられ
る。
【０２２６】
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　ＡＢＰの適切な薬用量は、治療対象となる疾患のタイプ、疾患の重篤度と経過、患者の
臨床履歴とＡＢＰに対する応答、主治医の裁量に左右される。ＡＢＰは、患者に対して一
度にまたは一連の治療をとおして適宜投与可能である。
【０２２７】
　疾患のタイプと重篤度に応じて、たとえば１回以上の個別投与であるか連続注入である
かを問わず、約１μｇ／ｋｇから１５ｍｇ／ｋｇ（０．１～２０ｍｇ／ｋｇなど）のＡＢ
Ｐが患者に投与する初期の候補薬用量となり得る。一般的な１日薬用量は、上述したもの
などの要因次第で約１μｇ／ｋｇから１００ｍｇ／ｋｇまたはこれより多くの範囲であろ
う。数日間またはそれよりも長期にわたる反復投与では、症状に応じて、疾患症候に対す
る所望の抑制が生じるまで治療を続ける。しかしながら、他の投与計画が有用なこともあ
る。
【０２２８】
　ＡＢＰ組成物は、適正な医療規範と矛盾しないような方法で、処方、投薬、投与される
。この観点で考慮すべき要因としては、どの機能障害が治療対象となっているのか、どの
哺乳動物が治療対象となっているのか、個々の患者の臨床症状、機能障害の原因、ＡＢＰ
の送達部位、投与方法、投与スケジュールならびに、医療関係者にとって周知の他の要因
があげられる。投与される「治療有効量」のＡＢＰは、これらの考慮事項に影響され、疾
患または機能障害の予防、寛解または治療に必要な最低限の量である。
【０２２９】
　通常、疾患または機能障害の軽減または治療には、疾患または機能障害に関連する１つ
以上の症候または医学的な問題の低減が関与する。たとえば、癌の場合、治療有効量の医
薬品によって、癌細胞数の低減；腫瘍サイズの縮小；周辺臓器に対する癌細胞の浸潤の阻
害（すなわち、ある程度の減少および／または停止）；腫瘍転移の阻害；腫瘍成長のある
程度の阻害；および／または癌に関連する１つ以上の症候のある程度の軽減のうちの１つ
またはその組み合わせが実現可能である。いくつかの実施形態では、本発明の組成物を使
用して、被検体すなわち哺乳動物での疾患または機能障害の発症または再発を予防するこ
とが可能である。
【０２３０】
　ＡＢＰは、（同一の製剤または別の製剤で）１つ以上の別の治療薬または治療方法（「
併用剤」）と併用可能である。ＡＢＰを、別の治療薬との混合物で投与してもよいし、別
々の製剤で投与してもよい。ＡＢＰとの併用で投与可能であり、なおかつ治療対象となる
症状に応じて選択される治療薬および／または治療方法としては、外科手術（癌性組織の
外科的除去など）、放射線療法、移植、化学治療、上記の特定の組み合わせなどがあげら
れる。
【０２３１】
抗血管新生療法においてＶＥＧＦを阻害するＡＢＰの使用
　ＡＢＰがＶＥＧＦ阻害剤であるＴＢＭを含有する場合、このＡＢＰには、血管形成の阻
害が望ましい症状、特にＶＥＧＦの症状が注目される症状の治療用途がある。ＶＥＧＦ阻
害ＡＢＰは、ＶＥＧＦに結合するＴＢＭならびに、線維芽細胞成長因子（たとえばＦＧＦ
－２）などの第２の成長因子に結合して、ＦＧＦ活性を阻害するＴＢＭを有する二重標的
結合ＡＢＰを含み得る。よって、２つの血管形成促進因子を阻害する目的でこのような二
重標的結合ＡＢＰを設計することが可能であり、これは、異所性の血管形成部位に共存す
る切断剤（たとえば、本明細書に記載のＭＭＰまたは他の酵素などの酵素）によって活性
化可能である。
【０２３２】
　血管形成阻害ＡＢＰには、被検体（ヒトなど）での固体腫瘍、特に、血管形成の阻害に
よって阻害または腫瘍成長が得られる腫瘍に栄養分を与える、関連の血管床を有する固体
腫瘍の治療に用途がある。また、抗ＶＥＧＦベースの抗血管形成ＡＢＰには、異常な血管
形成の阻害によるセラピーに適している１つ以上の症候を有する他の症状でも用途がある
。
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【０２３３】
　総じて、異常な血管形成は、疾患のある状態あるいは、疾患のある状態を引き起こすよ
うな形で新たな血管が過剰に、不十分にまたは不適切に成長する（血管形成の場所、タイ
ミングまたは開始が医療的な観点から望ましくないなど）際に生じる。過剰な、不適切な
または未制御の血管形成は、癌、特に血管新生化した固体腫瘍および転移性腫瘍（大腸癌
、肺癌（特に小細胞肺癌）または前立腺癌を含む）、眼血管新生によって生じる疾患、特
に糖尿病性失明、網膜症、一次糖尿病性網膜症または加齢による黄斑変性症および虹彩血
管新生；乾癬、乾癬性関節炎、血管腫などの血管芽細胞腫；糸球体腎炎などの炎症性腎疾
患、特にメサンギウム増殖性糸球体腎炎、溶血性尿毒症症候群、糖尿病性腎症または高血
圧性腎硬化症；関節炎、特に関節リウマチ、炎症性腸疾患、乾癬、サルコイドーシス、動
脈硬化症などのさまざまな炎症性疾患ならびに、移植後に発生する疾患、子宮内膜症また
は慢性喘息、当業者において容易に認識可能な他の症状などで、疾患のある状態の悪化の
一因となるか、あるいは疾患のある状態を引き起こす新たな血管成長があるときに生じる
。新たな血管は、疾患のある組織に栄養を与え、正常な組織を破壊する可能性があり、癌
の場合は、新たな血管がゆえに腫瘍細胞が血液の循環に混じって他の臓器にとどまる（腫
瘍の転移）可能性がある。
【０２３４】
　ＡＢＰベースの抗血管形成療法には、移植片拒絶、肺炎、ネフローゼ症候群、妊娠高血
圧腎症、心膜炎に関連するものや胸水貯留などの心膜液貯留、脳腫瘍関連の浮腫などの望
ましくない血管透過性を特徴とする疾患および機能障害、悪性腫瘍に関連する腹水症、メ
ージュ症候群、肺炎、ネフローゼ症候群、心膜液貯留、胸水貯留、心筋梗塞および脳卒中
後の症状などの心血管疾患に関連する透過性などの治療に用途がある可能性もある。
【０２３５】
　本明細書に記載したような抗血管新生ＡＢＰを用いて治療できる他の血管形成依存性疾
患としては、血管線維腫（出血しやすい血管の異常な血液）、血管新生緑内障（眼におけ
る血管の成長）、動静脈奇形（動脈と静脈との連絡異常）、癒着不能骨折（治癒しない骨
折）、動脈硬化性プラーク（動脈の硬化）、化膿性肉芽腫（血管で構成される一般的な皮
膚病変）、強皮症（結合組織疾患の一形態）、血管種（血管で構成される腫瘍）、トラコ
ーマ（第三世界での失明の主因）、血友病性関節炎、血管接着および肥厚性瘢痕（異常な
痕形成）があげられる。
【０２３６】
　所望の治療効果を得るためのＡＢＰの投与量は、上述したものなどの多数の要因に応じ
て変わってくる。総じて、癌に対するセラピーとの関連では、ＡＢＰの治療有効量とは、
血管形成を阻害し、これによってたとえば、好適な対照と比較した場合に、被検体におけ
る腫瘍量、アテローム性動脈硬化症を少なくとも約５％、少なくとも約１０％、少なくと
も約２０％、少なくとも約２５％、少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくと
も約８５％または少なくとも約９０％、最大で腫瘍の完全根絶まで低減しやすくするのに
有効な量である。実験動物系では、好適な対照は、作用剤で処置していない遺伝的に等し
い動物であってもよい。非実験系では、好適な対照は作用剤投与前の腫瘍量であってもよ
い。他の好適な対照としてプラセボ対照があげられる。
【０２３７】
　腫瘍量が減少しているか否かについては、固体腫瘍体積の測定；細胞学的アッセイを用
いる腫瘍細胞数の計数；特定の腫瘍抗原を持つ細胞数を求めるための蛍光標識細胞分取（
腫瘍関連抗原に特異な抗体を用いるなど）；腫瘍サイズを見極めるおよび／または監視す
るための腫瘍のコンピュータ断層撮影走査、磁気の磁気共鳴画像法および／またはＸ線撮
像；血液または血清などの生物学的試料における腫瘍関連抗原量の測定などであるがこれ
に限定されるものではない、周知の方法で判断すればよい。
【０２３８】
　いくつかの実施形態では、これらの方法は、好適な対照と比較した場合に、腫瘍の成長
率を少なくとも約５％、少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、少なくとも約２５％



(53) JP 6035009 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

、少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約８５％または少なくとも約９
０％、最大で腫瘍の成長を完全に阻害するまで抑えるのに有効である。よって、これらの
実施形態では、ＡＢＰの「有効量」は、好適な対照と比較した場合に、腫瘍の成長率を少
なくとも約５％、少なくとも約１０％、少なくとも約２０％、少なくとも約２５％、少な
くとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも約８５％または少なくとも約９０％、
最大で腫瘍の成長を完全に阻害するまでの量である。実験動物系では、好適な対照は、作
用剤で処置していない遺伝的に等しい動物における腫瘍成長率であってもよい。非実験系
では、好適な対照は、作用剤投与前の腫瘍量または腫瘍成長率であってもよい。他の好適
な対照としてプラセボ対照があげられる。
【０２３９】
　腫瘍の成長が阻害されたか否かについては、腫瘍成長のｉｎ　ｖｉｖｏアッセイ；ｉｎ
　ｖｉｔｒｏ増殖アッセイ；３Ｈ－チミジン取り込みアッセイなどであるがこれに限定さ
れるものではない、周知の方法で判断すればよい。
【０２４０】
ＡＢＰを用いる非治療方法
　また、診断および／または画像形成方法にＡＢＰを使用することも可能である。たとえ
ば、酵素的に切断可能なＣＭを有するＡＢＰを使用して、ＣＭを切断できる酵素の有無を
検出することができる。このようなＡＢＰを診断に使用してもよく、それには、特定の宿
主生物の特定組織における活性化ＡＢＰの蓄積測定値による目的の標的の存在が附随する
酵素活性のｉｎ　ｖｉｖｏ検出（定性的または定量的など）（あるいは、いくつかの実施
形態では、ジスルフィド結合を低減できる提供できるものなどの還元可能性のある環境の
増加）を含み得る。
【０２４１】
　たとえば、生物学的に限局された部位（膿瘍内、臓器内など）といった腫瘍の部位、ウ
イルス感染または細菌感染の部位に見られるプロテアーゼのプロテアーゼ基質にＣＭを選
択することが可能である。ＴＢＭは、標的抗原と結合するものであればよい。当業者に馴
染みのある方法を使用して、検出可能な標識（蛍光標識など）をＡＢＰのＴＢＭまたは他
の領域にコンジュゲートすることが可能である。適した検出可能な標識については上記の
スクリーニング方法との関連で論じてあるが、さらに別の具体例を以下にあげておく。目
的の疾患組織で活性が高まるプロテアーゼと一緒に疾患状態のタンパク質またはペプチド
に特異的なＴＢＭを使用すると、ＡＢＰはＣＭ特異的酵素が検出可能なレベルで存在しな
いか、疾患組織よりも低めのレベルで存在する組織よりも疾患組織への結合率が高くなる
ことになる。小タンパク質およびペプチドは、腎臓の濾過システムによって短時間で血中
から排除され、ＣＭに特異的な酵素が検出可能なレベルで存在しない（あるいは非疾患組
織に低めのレベルで存在する）がゆえに、疾患のある組織での活性化されたＡＢＰの蓄積
が非疾患組織よりも増大する。
【０２４２】
　もうひとつの例では、試料中の切断剤の有無の検出にＡＢＰを使用できる。たとえば、
ＡＢＰが酵素によって切断されやすいＣＭを含有する場合、ＡＢＰを使用して試料中の酵
素の存在を検出（定性的または定量的のいずれか）することが可能である。もうひとつの
例では、ＡＢＰが還元剤によって切断されやすいＣＭを含有する場合、ＡＢＰを使用して
試料における還元条件の存在を検出（定性的または定量的のいずれか）することが可能で
ある。これらの方法での解析を容易にするために、ＡＢＰを検出可能に標識してもよく、
支持体（スライドまたはビーズなどの固相支持体など）に結合してもよい。検出可能な標
識をＡＢＰの切断後に放出される部分に配置することも可能である。アッセイについては
、たとえば、検出可能に標識した固定化ＡＢＰを、酵素および／または還元剤を含有する
可能性のある試料と、切断を生じさせるのに十分な長さの時間接触させた後、洗浄して余
分な試料や汚染物質を洗い流すことで実施可能である。その後、試料と接触させる前にＡ
ＢＰの検出可能なシグナル（試料中の切断剤によるＡＢＰの切断ならびに、このような切
断の結果として検出可能な標識が結合したＡＢＰフラグメントの除去による検出可能なシ
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グナルの減少などの変化を頼りに試料中の切断剤（酵素または還元剤など）の有無を評価
する。
【０２４３】
　このような検出方法を、ＡＢＰのＴＢＭと結合できる標的の有無を検出するようにして
もよい。よって、ｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイを、切断剤の有無と目的の標的の有無を評価
するようにしてもよい。切断剤の有無については、上述したようなＡＢＰの検出可能な標
識が減少することに基づいて検出可能であり、検出可能に標識された抗標的抗体を用いる
などして標的－ＴＢＭ複合体を検出することで、標的の有無を検出可能である。
【０２４４】
　上述したように、本明細書に開示のＡＢＰは、検出可能な標識を含み得るものである。
一実施形態では、ＡＢＰは、診断作用剤として使用できる検出可能な標識を含み得る。診
断作用剤として使用できる検出可能な標識の非限定的な例には、インジウムまたはテクネ
チウムなどの放射性同位元素を含有する画像形成剤；ヨウ素、ガドリニウムまたは酸化鉄
を含有するＭＲＩおよび他の用途での造影剤；西洋ワサビペルオキシダーゼ、アルカリホ
スファターゼまたはβ－ガラクトシダーゼなどの酵素；ＧＦＰ、ユーロピウム誘導体など
の蛍光物質およびフルオロフォア；Ｎ－メチルアクリジニウム誘導体などのルミネッセン
ト物質などがある。
【０２４５】
　不安定プラークの破綻と、以後の血塊形成は、心臓発作の大部分を引き起こすと考えら
れている。不安定プラークを効果的に標的することで、安定化用の治療薬を送達すること
による破綻の尤度を抑えられる可能性がある。
【０２４６】
　ＶＣＡＭ－１は、アテローム性動脈硬化症になりやすい領域ならびに、確立された病変
境界の両方で上方制御される。Ｉｉｙａｍａ，ｅｔ　ａｌ．（１９９９）Ｃｉｒｃｕｌａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ａｍ　Ｈｅａｒｔ　Ａｓｓｏｃ．８５：１９９～２０７。
ＭＭＰ－１、ＭＭＰ－８およびＭＭＰ－１３などのコラゲナーゼは、アテローム性プラー
クの破綻の一助となり得るヒトアテローマで過発現される。Ｆｒｉｃｋｅｒ，Ｊ．（２０
０２）Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓｃｏｖ　Ｔｏｄａｙ　７（２）：８６～８８。
【０２４７】
　一例では、本明細書に開示のＡＢＰには、動脈硬化性不安定プラークなどの動脈硬化性
プラークを検出および／または標識するよう設計された診断および／または画像形成方法
に用途がある。動脈硬化性プラークに関連したタンパク質を標的することで、ＡＢＰを用
いてこのようなプラークを検出および／または標識することが可能である。たとえば、抗
ＶＣＡＭ－１　ＡＢＤと検出可能な標識とを含むＡＢＰには、動脈硬化性プラークを検出
および／または標識するよう設計された方法に用途がある。これらのＡＢＰについては、
ＡｐｏＥマウスなどの動物モデルで試験可能である。
【実施例】
【０２４８】
　以下の実施例は、本発明をどのように製造および使用するのかについて当業者に完全に
開示および説明すべくまとめたものであり、本発明者らが自らの発明とみなす範囲を限定
することを意図したものではなければ、以下の実験が実施した実験のすべてまたは唯一の
ものであると表すことを意図したものでもない。使用した数（量、温度など）については
正確を期するよう最善を尽くしているが、若干の実験誤差や偏差とを念頭におく必要があ
る。特に明記しないかぎり、部は重量部、分子量は重量平均分子量、温度は摂氏であり、
圧力は大気圧前後である。また、塩基対にｂｐ；キロベースにｋｂ；ピコリットルにｐｌ
；秒にｓまたはｓｅｃ；分にｍｉｎ；時間にｈまたはｈｒ；アミノ酸にａａ；キロベース
にｋｂ；塩基対にｂｐ；ヌクレオチドにｎｔ；筋肉内の（に）にｉ．ｍ．；腹腔内の（に
）にｉ．ｐ．；皮下（に）にｓ．ｃ．などの標準的な略記を使用することもある。
【０２４９】
方法および材料
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　下記の実施例１～５では、以下の方法および材料を用いた。
【０２５０】
　大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）株ＭＣ１０６１を用いてクローニングと発現実験を実施した。
ＬＢ培地およびクロラムフェニコールにて細胞を３７℃で一晩成長させた。次に、培養を
クロラムフェニコール含有ＬＢ培地で１：５０に希釈し、３７℃で２時間成長させ、０．
２％Ｌ－（＋）－アラビノースを用いて３７℃で２時間、基質発現を誘導した。およそ２
×１０８個の細胞を５０００ｒｐｍで５分間遠心処理し、２０ｍＭのＮａＣｌ／２ｍＭの
ＣａＣｌ２／１００μＭのＺｎＣｌ２を加えた５０ｍＭのＴｒｉｓ－Ｃｌ（ｐＨ７．５）
で１回洗浄し、１０ｕＬのＴｒｉｓ－Ｃｌ緩衝液で再懸濁させた。
【０２５１】
　酵素の添加を伴う実験では、３０ｎＭのＭＭＰ－２をＴｒｉｓ－Ｃｌ緩衝液に含め（対
照反応には酵素を添加しなかった）、反応混合物を室温にて２時間インキュベートした。
次に、細胞を取り出し、ＰＢＳ（ｐＨ７．４）で１：１００に希釈して反応を停止させ、
遠心処理によってペレット化し、２５ｎＭのビオチン化ＶＥＧＦを含有する３０マイクロ
リットルの冷蔵ＰＢＳに再懸濁させた。回転式振盪培養器の冷蔵庫で４５分間のインキュ
ベーション後、細胞を４℃でペレット化し、５０ｎＭのストレプトアビジン－フィコエリ
トリン蛍光コンジュゲートを含有する冷蔵ＰＢＳに再懸濁させた。回転式振盪培養器の冷
蔵庫で４５分間のインキュベーション後、細胞を４℃でペレット化し、ＰＢＳに再懸濁さ
せ、ＦＡＣＳＡｒｉａ細胞選別機にて解析または選別用に赤色蛍光を測定した。酵素で処
理した細胞の蛍光を対照試料と比較し、ＶＥＧＦ結合の増加を判断した。
【０２５２】
　円順列変異外膜タンパク質Ｘ（ＣＰＸ）のＮ末端を使用して、スイッチコンストラクト
およびライブラリをすべて、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細菌の表面に提示した。
【０２５３】
　下記の実験で同定したクローンについて説明するにあたり、以下の命名規則すなわち＃
－＃Ｘ－＃および＃．＃Ｘ．＃（この場合、＃は数字の識別子であり、Ｘはアルファベッ
トの識別子である）を同義に使用する点に注意されたい。
【０２５４】
実施例１：ＶＥＧＦ結合部分と酵素で切断可能な部分とを有するポリペプチドの構成
　上述したように、活性化可能な結合ポリペプチド（ＡＢＰ）は、標的結合部分（ＴＢＭ
）と切断可能部分（ＣＭ）とを含み、ＣＭがプロテアーゼの基質を含有する。ＡＢＰ生成
の第１のステップとして、ＶＥＧＦ結合配列（ＴＢＭとして作用）とマトリクスメタロプ
ロテアーゼ－２（ＭＭＰ－２）で切断可能なアミノ酸配列とを含有する、細菌細胞表面で
の提示用のコンストラクトを生成した。Ｔ７抗原のアミノ酸配列は、未切断の生成物を検
出しやすくするための免疫検出可能なタグとしてＮ末端に含まれる。具体的には、検出可
能に標識された抗Ｔ７抗体の結合が、未切断ＡＢＰを示す目安となった。この細胞表面ア
ンカー配列を持たないコンストラクトのアミノ酸配列を、以下に配列番号１２としてあげ
ておく。図３に酵素の存在下および非存在下におけるコンストラクトの概略を示す（詳細
については右上のパネルを参照のこと）。
【０２５５】
【表３】

【０２５６】
　ＭＭＰ－２の存在下または非存在下でコンストラクトが標識されたＶＥＧＦと結合する
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能力を試験した。自己の表面でコンストラクトを提示している細菌を、標識されたＶＥＧ
Ｆの存在下で、ＭＭＰ－２の存在下または非存在下のいずれかにてインキュベートした（
図３、左側のパネル）。検出可能に標識された抗Ｔ７抗原抗体の存在下または非存在下の
いずれにて細胞をインキュベートして、プロテアーゼによるコンストラクトの切断を確認
した（図３、右側のパネル）。標識されたＶＥＧＦまたは標識された抗Ｔ７抗体のいずれ
かの結合をＦＡＣＳで評価した。図３に示すように、ＭＭＰ－２の存在下または非存在下
のいずれかでコンストラクトが標識されたＶＥＧＦと接触すると、標識されたＶＥＧＦが
ＶＥＧＦバインダー配列と結合できることから、酵素基質が存在してもコンストラクトの
ＴＢＭに対するＶＥＧＦ結合が実質的に干渉されないことが分かる。また、図３は、酵素
の存在下でコンストラクトの平均蛍光がおよそ１６．５分の１に低下したことから分かる
ように、ＭＭＰ－２がコンストラクトのＰＬＧＬＡＧ基質を切断したことも示している。
【０２５７】
　これらのデータは、ＭＭＰ－２基質が存在してもＶＥＧＦ結合が実質的に損なわれず、
Ｔ７対照ポリペプチドに用いられるＭＭＰ－２基質がＡＢＰでＣＭとして用いられる候補
酵素基質であることを示す。
【０２５８】
実施例２：システイン制約ループを有するＡＢＰ
　ＡＢＰの標的結合部分（ＴＢＭ）を「マスクする」ためのひとつの戦略に、標的がＴＢ
Ｍに到達するのを立体的に邪魔する「ループ」状のＡＢＰを提供することがある。この戦
略では、システイン間でのジスルフィド結合の形成時にＴＢＭがマスクされるような形で
、ＡＢＰのＮ末端およびＣ末端またはその付近にシステインを配置する。
【０２５９】
　例示としてのＡＢＰを図４に示す。このＡＢＰは、ＭＭＰ－２基質（切断可能部分（Ｃ
Ｍ）、以下では「基質」と表記）のＮ末端に位置するシステイン含有フレキシブルリンカ
ー配列を含み、これがＴＢＭとしてのＶＥＧＦバインダーのＮ末端であった。フレキシブ
ルリンカーは、ＣＭとＴＢＭとの間に配置された。この配列を以下に配列番号１３として
あげておく。
【０２６０】

【表４】

【０２６１】
　システイン－システインジスルフィド結合のない対照（「ＧＳ対照」）も構成した。Ｇ
Ｓ対照の配列を以下に配列１４としてあげておく。
【０２６２】
【表５】

【０２６３】
　次に、これらのコンストラクトが上述したようなＭＭＰ－２の存在下または非存在下で
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標識されたＶＥＧＦと結合する能力を試験した。
【０２６４】
　図４のＡＢＰは細菌細胞の表面に提示され、ＭＭＰ－２酵素の存在下または非存在下で
標識されたＶＥＧＦと接触された。ＶＥＧＦ標識細胞を検出するためのＦＡＣＳ解析を実
施して、システイン－システインジスルフィド結合のない対照ポリペプチドと比較してＡ
ＢＰが切り替え挙動を示したか否かを判断した。図５に示すように、酵素の非存在下の場
合と比較すると、酵素の存在下で、ＭＭＰ－２処理後に蛍光がおよそ２．６倍になった（
図５、右側のパネル）ことから分かるように、標識されたＶＥＧＦの結合が増大した。Ｖ
ＥＧＦ結合における同様の増加はＧＳ対照ポリペプチドには認められなかった。
【０２６５】
　これらのデータは、ＭＭＰ－２で基質が切断されることで、ＭＭＰ－２の非存在下での
ＡＢＰに対するＶＥＧＦの結合と比較した場合にＡＢＰに対するＶＥＧＦの結合が増大し
たことを示す。また、システインループ含有ＡＢＰのほうがＧＳ対照に比して「切り替え
可能な」ＶＥＧＦ結合表現型が増大した。未切断のシステインループ含有ＡＢＰと比較し
た切断後のシステインループ含有ＡＢＰへのＶＥＧＦ結合のレベルは、未切断のＧＳ対照
と比較した切断後のＧＳ対照に対するＶＥＧＦ結合レベルよりも高かった。
【０２６６】
実施例３：ＡＢＰライブラリのスクリーニング
　所望の「切り替え」特徴を有する（すなわち、切断されたコンホメーションにあるとき
の標的結合と比較して、未切断のコンホメーションでは標的結合が低下する）別のＡＢＰ
を同定するために、マスキング部分（ＭＭ）に異なる可変アミノ酸配列を有し、ＭＭのシ
ステインの位置が変わる候補ＡＢＰのライブラリを生成した。例示としてのライブラリの
アミノ酸配列を表６の配列番号１５～１８として以下にあげておく。「Ｘ」はランダム化
アミノ酸配列を示す。ＭＭに柔軟性を持たせるために、グリシンを含めた。
【０２６７】
【表６】

【０２６８】
　図６はライブラリコンストラクトの概略であり、ジスルフィドブリッジを形成可能なコ
ンストラクトのシステイン（下線を付した残基）を提供することで、未切断状態でのコン
ストラクトのコンホメーションを抑制するためのコンストラクト設計を示す。
【０２６９】
　図７は、切り替え可能な表現型を提示する候補を同定するのに用いられるスクリーニン
グ／選別方法を示す概略である。細菌細胞表面でのＡＢＰポリペプチドの提示につながる
発現ベクターを介してライブラリを導入した。得られた提示ライブラリには、３×１０８

個を超える形質転換体が含まれていた。培養によるライブラリの拡大（「成長させたライ
ブラリ」）後、ＡＢＰポリペプチドを提示する細胞をＭＭＰ－２酵素で処理し、切断可能
な基質部分を切断した。次に、ＭＭＰ－２処理細胞を蛍光標識されたＶＥＧＦと接触させ
、ＦＡＣＳで細胞を選別して、ＭＭＰ－２の切断後にＶＥＧＦと結合したＡＢＰを提示す
る細胞を単離する。次に、ＶＥＧＦ結合コンストラクトを提示した細胞を培養中で成長さ
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せて拡大（「成長させたライブラリ」）した。さらに、これらの細胞を標識されたＶＥＧ
Ｆと接触させ、ＦＡＣＳで選別して、ＭＭＰ－２の非存在下で標識されたＶＥＧＦと結合
しなかったＡＢＰを提示する細胞を単離した。これらのステップをスクリーニング手順の
１「サイクル」とする。その後、別のサイクルで細胞を培養中にて成長させて拡大（「成
長させたライブラリ」）し、この培養物に対して再度スクリーニングステップの全体また
は一部を実施することが可能である。
【０２７０】
　ライブラリのスクリーニングと選別は、まずは酵素処理の非存在下で標識されたＶＥＧ
Ｆと結合しない（すなわち、切断されていないときにＶＥＧＦと結合しない）候補を選択
して開始することも可能である旨に注意されたい。
【０２７１】
　ライブラリのうちの１つの例示としてのデータを図８にあげておく。１．５サイクルの
選択（すなわち、完全な１サイクルの酵素処理、選別、ＶＥＧＦ結合、選別に続いて、半
サイクルの酵素処理と選別）後、ライブラリでは「切り替え可能な」表現型に顕著な改善
が認められ、酵素の非存在下での標識されたＶＥＧＦの結合（図８、右上パネル）が酵素
の存在下（図８、右下パネル）よりも有意に低かった。また、図８の左側のパネルに示す
ように、未選別のライブラリはそれほど有意でもない切り替え可能な表現型を呈すること
から、この選択／選別方法が、ライブラリでの所望の切り替え可能な表現型を有するＡＢ
Ｐを提示する細胞の富化に有効であることが確認された。
【０２７２】
　また、選択されたクローンでは、システイン制約対照に比して「切り替え」活性の改善
が認められた。図９は、各ライブラリ１～４から同定された選択後のライブラリクローン
についてのＭＭＰ－２での切断後の蛍光の増加倍数を示す。図６で同定されたライブラリ
のスクリーニング後に同定された図９の選択後のクローンは、ランダムライブラリのスク
リーニング由来のクローンと比較すると、適度な改善を示した。たとえば、図９で同定さ
れた４０のクローンのうち、６つで蛍光が３倍に増加した。４０のクローンの平均蛍光増
加はおよそ２倍であった。ランダムライブラリ由来のクローンでは、２３のクローンのう
ち２つで蛍光が３倍になった。クローンのランダムライブラリの平均蛍光増加はおよそ１
．５倍であった。
【０２７３】
　最も顕著な「切り替え」表現型（酵素的に「活性化可能な」表現型とも呼ぶ）を呈する
クローンのアミノ酸配列を図１０にあげておく。
【０２７４】
　さらにスクリーニングして、顕著な「切り替え」表現型を呈する別のクローンをいくつ
か同定した。これらのクローンでの酵素処理後の蛍光の増加倍数を図２４に示す。
【０２７５】
　図２５は、酵素切断後の蛍光の増加倍数に基づく、選択されたクローンの切り替え活性
を示す。クローン４－２Ａ－１１（ＧＥＤＥＥＧ：固定のＧ残基を含む配列番号１９）、
２－２Ａ－５（ＰＥＷＧＣＧ：固定のＧ残基を含む配列番号１１）、２－３Ｂ－５（ＣＥ
ＹＡＦＧ：固定のＧ残基を含む配列番号２０）、１－３Ａ－４（ＣＳＭＹＷＭＲＧ：固定
のＣ残基およびＧ残基を含む配列番号２１）、および２－３Ｂ－６（ＥＹＥＧＥＧ：固定
のＧ残基を含む配列番号２２）の各々で、対照に比して切り替え活性の改善が示され、Ｇ
Ｓ対照では蛍光の増加がおよそ２倍未満であったのに対してクローン２－３Ｂ－５では蛍
光がほぼ１０倍増加した。
【０２７６】
実施例４：切り替え可能な表現型は切断可能部分の切断に起因する
　総じて、切り替え可能な表現型は、多かれ少なかれ標的結合部分（ＴＢＭ）に標的が到
達できるようにするＡＢＰのコンホメーションの変化によるものである。ＡＢＰがジスル
フィドブリッジを形成できるシステインを含有する場合、切り替え可能な表現型は少なく
とも２つの異なる機序すなわち、１）酵素切断部位でのＡＢＰの切断または２）ＡＢＰの
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Ｎ末端およびＣ末端付近のシステイン間のジスルフィド結合の還元の結果であろう。
【０２７７】
　たとえば、システインを欠いたＭＭを含有するＡＢＰで切り替え挙動が観察された。各
々異なる５アミノ酸ＭＭライブラリ配列を有する３つのクローンを、ＭＭＰ－２の存在下
および非存在下で標識されたＶＥＧＦと結合する機能について試験した。図１１に示すよ
うに、ＧＥＤＥＥ：配列番号２３（ＧＥＤＥＥＧ：固定のＧ残基を含む配列番号１９）お
よびＤＤＭＥＥ：配列番号２４（ＤＤＭＥＥＧ：固定のＧ残基を含む配列番号２５）のＭ
Ｍライブラリアミノ酸配列を有するクローンでは、ＭＭでシステイン残基が欠けているに
もかかわらず、ＭＭＰ－２の存在下で結合の改善が認められた。この結果から、ＡＢＰが
所望の切り替え活性を呈するのにジスルフィド結合リンケージが必ずしも必要ではないこ
とが分かる。
【０２７８】
　本明細書に記載のスクリーニング方法による同定された別のシステインおよび非システ
イン含有ＭＭ配列を、図２２に示す。
【０２７９】
　上述したように、切り替え可能な表現型は、ＭＭのシステイン残基とＴＢＭに隣接する
システイン残基との間のジスルフィド結合リンケージの破壊によって生じる可能性がある
。この可能性を、ジスルフィド結合の還元条件の存在下および非存在下でクローンを試験
して確認した。図１２に示すように、クローン２．２Ａ．５（上記のスクリーニング手順
の生成物であるクローン）と、スクリーニング手順の生成物ではないシステイン制約親（
すなわち、２倍の切り替え活性を示す設計または「トライアル」配列であり、配列を図４
にあげてある）の各々を、ＤＴＴ還元条件の存在下および非存在下で標識されたＶＥＧＦ
と結合する機能について試験した。システイン制約親とクローン２．２Ａ．５の両方で、
ＤＴＴによるジスルフィド結合の還元後に標識されたＶＥＧＦの結合の増加が認められた
。
【０２８０】
　しかしながら、上記実施例のスクリーニング手順では、ジスルフィド結合の還元の結果
として、コンホメーションの変化と関連するものよりも切り替え表現型が増大する。これ
は、システイン制約親コンストラクトおよびクローン２．２Ａ．５の切り替え表現型の解
析結果によって実証される。ＭＭＰ－２の存在下および非存在下で、システイン制約親に
よるＶＥＧＦ結合のＫｄ，ａｐｐ値を求め、ＭＭＰ－２の存在下および非存在下で、ライ
ブラリクローン２．２Ａ．５によるＶＥＧＦ結合のＫｄ，ａｐｐ値と比較した。酵素の存
在下でのシステイン制約親のＫｄがおよそ３．４倍改善された（図１３）のに対し、クロ
ーン２．２Ａ．５では酵素の存在下でＫｄがおよそ４．８倍改善された（図１４）。
【０２８１】
　別の実験では、ＭＭＰ－２の存在下および非存在下でシステイン制約ループ構造の蛍光
値を求め、ＭＭＰ－２の存在下および非存在下でライブラリクローン４．２Ａ．１１（別
名４－２Ａ－１１）および２．３Ｂ．５（別名２－３Ｂ－５）の蛍光値と比較した。シス
テイン制約ループ構造では酵素の存在下で蛍光がおよそ３倍に増加した（図２３）のに比
して、クローン４．２Ａ．１１では酵素の存在下で蛍光がほぼ５．７倍に増加（図２３）
し、クローン２．３Ｂ．５では酵素の存在下で蛍光がほぼ１１．８倍に増加した。
【０２８２】
　これらの結果から、切り替え可能な表現型を増すためのシステイン制約ＡＢＰの最適化
は、可変アミノ酸配列を有するＭＭを含有するＡＢＰライブラリをスクリーニングするこ
とで達成可能であることが分かる。
【０２８３】
実施例５：所望のダイナミックレンジのスクリーニング
　１）ＭＭを改善して標的とＴＢＭとの間の結合を防止することで、スイッチオフ状態を
改善可能である、２）協働標的結合要素として作用するＭＭモチーフにつながる基質切断
後にＴＢＭの親和性を改善可能であるという少なくとも２つの機序で、ダイナミックレン
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ジを増すことが可能である（図４および図５）。拡大されたダイナミックレンジのスクリ
ーニングは、特定の実施形態では、図２に表される「Ａ」ステップと「Ｂ」ステップに異
なる濃度の標的タンパク質を用いる交互分離（ＦＡＣＳを用いるなど）を使用することで
、効果的に実現可能である。単独で（すなわちスイッチの状況外で）使用する場合にＴＢ
Ｍに比して親和性が改善されている場合がある分離「Ａ」バインダーで同定するには、Ｔ
ＢＭの想定解離定数（１００ｎＭ）のおよそ１０分の１である標的ｃｅｏｎｔｒａｔｉｏ
ｎ１０ｎＭを使用した。次に、ＦＡＣＳを用いて蛍光レベルが最大の細胞を回収し、一晩
成長させて増幅した。続いて、オフ状態（すなわちプロテアーゼの非存在下で標的と結合
する機能）を改善する目的で、１μＭのＶＥＧＦ（ＴＢＭのＫＤよりも有意に高い濃度）
とともに細胞個体群をインキュベートし、蛍光レベルの低い細胞を回収した。このプロセ
スによって、Ａ選別とＢ選別の両方で同一濃度の標的を用いるプロセスよりもダイナミッ
クレンジが大きいＡＢＰのプールが得られた。ステップ「Ａ」および「Ｂ」に異なる標的
濃度を用いるスクリーニング方法の別の実施形態を図２１に示す。ここでは、ＶＥＧＦ濃
度２５ｎＭを「Ａ」選別に使用し、ＶＥＧＦ濃度２５０ｎＭを「Ｂ」選別に使用する。Ｆ
ＡＣＳを用いた選択による富化された細胞個体群を、選別１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３Ａ
について図１５および図１６に示す。この場合、ＡおよびＢは、それぞれポジティブ選択
とネガティブ選択である。ライブラリのＡＢＰ富化については、プロテアーゼ処理による
未選別のライブラリ個体群での蛍光分布の変化と、プロテアーゼ処理前後のラウンド３Ａ
の個体群の蛍光分布の変化とを比較することで、判断可能である。後者の富化されたプー
ルでは、酵素処理後の細胞蛍光の４倍増（図１６、右側のパネル「選別３Ａ　２５ｎＭ　
ＶＥＧＦ」）から分かるように、平均ダイナミックレンジがおよそ４倍になる。
【０２８４】
実施例６：可溶性タンパク質融合物が酵素による結合を実証
　可溶性形態でのＡＢＰの活性を実証するために、ＶＥＧＦ結合クローンおよびＶＥＧＦ
結合ＡＢＰのＣ末端マルトース結合タンパク質（ＭＢＰ）融合物を構成し、試験した。
【０２８５】
方法および材料
　標準的なアミンカップリングキットを用いて、ＶＥＧＦをＢｉａｃｏｒｅ（商標）ＣＭ
５センサチップ表面に固定化した。まず、Ｂｉａｃｏｒｅ（商標）ソフトウェアの表面調
製ウィザードを用いてＮＨＳ／ＥＤＣ混合物を注入して、表面を活性化した。次に、所望
の固定化量に達する（一般に約５０００応答単位）まで濃度２５ｕｇ／ｍＬのＶＥＧＦを
注入した。さらに、表面をエタノールアミンでブロックする。別の表面で、ＮＨＳ／ＥＤ
Ｃを使用し、続いてエタノールアミンを用いて対照反応を実施した。
【０２８６】
　ＶＥＧＦを共有結合的に固定化した後、ＶＥＧＦ結合またはＶＥＧＦ結合ＡＢＰクロー
ンのマルトース結合タンパク質（ＭＢＰ）融合物を、ＶＥＧＦ表面と対照表面の両方に注
入した。注入は一般に１分間なされ、注入ごとに数分の解離時間を取った。３０ｎＭのＭ
ＭＰ－２酵素を用いる場合と用いない場合の両方で、クローンを注入した。解析用に、Ｖ
ＥＧＦ表面でのシグナルから対照表面でのシグナルを差し引いた値を結合応答（ＲＵ）と
する。酵素を用いる場合と用いない場合とで、クローン濃度を最大で１５マイクロモルと
して、クローンを３重に比較した。
【０２８７】
結果
　図２７に示すように、例示としてのＭＢＰ－ＡＢＰ融合物は、その酵素によるＶＥＧＦ
結合特性を保ち、２．３Ｂ．５（２－３Ｂ－５）融合物ではＭＭＰ－２酵素の存在下で結
合応答がほぼ４倍に増加した。酵素の存在下で、ＶＥＧＦ結合ペプチド対照には同様の結
合応答の増加は認められなかった。これらの結果から、可溶性ＡＢＰの「切り替え活性」
が保たれたことが実証される。
【０２８８】
実施例７：抗ＶＣＡＭ－１　ＡＢＰでＭＭとして用いるペプチド配列の同定
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　ＡＢＰのマスキング部分（ＭＭ）として用いるペプチド配列の同定には、以下の材料お
よび方法を利用した。ここで、標的結合部分（ＴＢＭ）は、抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦｖの
抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含む。
【０２８９】
方法および材料
　磁気細胞分離（ＭＡＣＳ）（１回）と蛍光標識細胞分取（ＦＡＣＳ）（３回）を利用し
て、抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦｖと強く結合しているクローンを富化した。
【０２９０】
　１ｎＭの抗ビオチンフィコエリトリン（ＰＥ）または５０ｎＭのビオチン化抗ＶＣＡＭ
　ｓｃＦｖ、続いて１ｎＭの抗ビオチンＰＥと接触させた後、選択されたペプチド配列を
提示する細菌細胞をＦＡＣＳで選別した。
【０２９１】
結果
　参照ＭＡＣＳおよびＦＡＣＳ解析の結果として、以下のペプチド配列を同定した。
【０２９２】
【表７】

【０２９３】
　図２８のＦＡＣＳ解析で示されるように、各クローンＢＢＢ－０８、ＢＢＢ－０９、Ｂ
ＢＢ－１６は、抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶに対して有意な結合を示した。３種類のクロー
ンのうち、ＢＢＢ－０８が抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶに対して最高レベルの結合を示し、
抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦＶの非存在下での平均蛍光値が１４２であったのに比して、抗Ｖ
ＣＡＭ－１　ｓｃＦＶを伴うインキュベーション後の平均蛍光値は２，６２５であった。
それ自体、これらのペプチドは、ＴＢＭとして抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦｖの抗原結合ドメ
イン（ＡＢＤ）を含むＡＢＰにおける機能的ＭＭの候補となる可能性が高い。
【０２９４】
実施例８：抗ＶＣＡＭ－１抗原結合ドメインを含む予測的ＡＢＰ
　抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦｖ（ＭＫ２７１）を含むＡＢＰの予測的な例を本明細書に記載
する。これらのＡＢＰは、結合されたＭＭがゆえに正常な状態で不活性になる。しかしな
がら、ｓｃＦｖがプラークの部位に到達すると、マトリックスメタロプロテイナーゼ－１
がペプチド阻害剤とｓｃＦｖとをつないでいる基質リンカーを切断し、これがＶＣＡＭ－
１と結合できるようにする。このプロセスの表示を図３５に示す。細菌細胞の表面提示を
実施例７に記載されているようにして使用し、抗体の好適なＭＭを見いだした。予測的Ａ
ＢＰでは、プロテアーゼ活性化後に標的された結合とコンピテントになるｓｃＦｖコンス
トラクトを作製するトリガーとして用いられる酵素基質と、選択されたＭＭとを組み合わ
せる。
【０２９５】
　実施例７で同定され、抗ＶＣＡＭ－１　ｓｃＦｖの抗原結合ドメイン（ＡＢＤ）を含む
ペプチド配列を利用する予測的ＡＢＰを、図２９、図３０、図３１に示す。これらの予測
的ＡＢＰ配列は、抗ＶＣＡＭ　ｓｃＦＶ、ＭＭＰ－１基質、抗ＶＣＡＭ　ｓｃＦＶ配列と
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結合するＯｍｐＡ周辺質シグナル配列、Ｆｌａｇタグ、Ｈｉｓタグ、ペプチド配列を含む
。小文字の太字ではない文字はリンカー配列を示す。抗ＶＣＡＭ　ｓｃＦＶの配列につい
ては、下線と大文字で示してある。ＭＭ配列は太字の大文字で示してある。
【０２９６】
プロテアーゼ活性化抗体の構成
　単鎖形態のＶＣＡＭ－１抗体を含むＡＢＰをコードする遺伝子を、フランキング用のＳ
ｆｉＩ制限酵素部位を用いる全遺伝子合成またはオーバーラップ伸長ＰＣＲで生成し、Ｓ
ｆｉＩで消化し、同様に消化した発現プラスミドｐＢＡＤ３３あるいは、当業者に馴染み
のある他の好適な細菌、酵母または哺乳類の発現ベクターにライゲートする。あるいは、
半減期延長部分（ＩｇＧのＦｃ領域、血清アルブミンまたはトランスフェリンなど）を取
り入れた市販の発現ベクターと当業者に馴染みのある方法とを用いて、全長抗体を生成し
てもよい。次に、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）のＢＬ２１またはＨＥＫ２９３ｔ細胞などの適
切な発現宿主に、発現プラスミドを形質転換またはトランスフェクトする。周辺質画分抽
出キット（Ｐｉｅｒｃｅ）を用いて、一晩培養から単鎖抗体を収穫し、固定化金属イオン
親和性クロマトグラフィとサイズ排除クロマトグラフィで精製する。
【０２９７】
　場合によっては、細胞質に不溶性凝集体として抗体を含むＡＢＰを生成すると望ましい
ことがある。このような場合、シグナル配列を除去することができ、適切な親和性タグ（
６×Ｈｉｓ）をＣ末端に導入して精製を助けることが可能である。（封入体としての）細
胞質発現用の予測的ＡＢＰ配列を、図３２、図３３、図３４にあげておく。小文字の太字
ではない文字はリンカー配列を示す。抗ＶＣＡＭ　ｓｃＦＶの配列については、下線と大
文字で示してある。ＭＭ配列は太字の大文字で示してある。
【０２９８】
ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの抗体切り替え活性のアッセイ
　濃度１ｐＭ～１μＭ）のプロテアーゼ活性化抗体のアリコートを、０ｎＭと５０ｎＭの
ＭＭＰ－１を用いて別々に３時間、緩衝水溶液でインキュベートする。次に、固定化抗原
ＶＣＡＭ－１を用いるＥＬＩＳＡまたは表面プラズモン共鳴によって、反応混合物の結合
をアッセイする。ＢＩＡｃｏｒｅ（商標）　ＳＰＲ機器を用いると、共鳴単位が増加する
ことで、プロテアーゼ処理後のＡＢＰの結合活性の増大が示される。その後、機器製造業
者の指示（ＢＩＡｃｏｒｅ，　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）に従って、ＭＭＰ切断の結
果としての見かけの解離定数（Ｋｄｉｓｓ）の変化を計算することができる。
【０２９９】
実施例９：抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦＶ　ＴＢＭのクローニング
　特定の実施形態では、ＡＢＰは、ＡＢＤと、ＭＭと、ＣＭとを含有するＴＢＭを含む。
この例ならびに以下の例では、マスクされたＭＭＰ－９切断可能な抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ
（標的＝ＶＥＧＦ；ＴＢＭ＝抗ＶＥＧＦ単鎖Ｆｖ）を含有するＡＢＰを構成した。このよ
うなＡＢＰの生成における第１のステップとして、抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖを含有するコン
ストラクトを生成した（ＴＢＭ）。ラニビズマブの公開されている配列（Ｇｅｎｅｔｅｃ
ｈ，Ｃｈｅｎ，Ｙ．，Ｗｉｅｓｍａｎｎ，Ｃ．，Ｆｕｈ，Ｇ．，Ｌｉ，Ｂ．，Ｃｈｒｉｓ
ｔｉｎｇｅｒ，Ｈ．，ＭｃＫａｙ，Ｐ．，ｄｅ　Ｖｏｓ，Ａ．Ｍ．，Ｌｏｗｍａｎ，Ｈ．
Ｂ．（１９９９）Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ａｎ　Ｏｐｔ
ｉｍｉｚｅｄ　Ａｎｔｉ－ＶＥＧＦ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ：Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　ｏｆ　ａｎ　Ａｆｆｉｎｉｔｙ－ｍａｔｕｒｅｄ　Ｆａｂ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｘ　ｗｉｔｈ　Ａｎｔｉｇｅｎ　Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２９３，８６５～８８１）から
、抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭ（ＶＬ－リンカーＬ－ＶＨ）を設計し、Ｃｏｄｏｎ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ）で合成した。
【０３００】
　ラニビズマブは、ベバシズマブと同一の親マウス抗体に由来するモノクローナル抗体Ｆ
ａｂフラグメントである（Ｐｒｅｓｔａ　ＬＧ，Ｃｈｅｎ　Ｈ，Ｏ’Ｃｏｎｎｏｒ　ＳＪ
，ｅｔ　ａｌ　Ｈｕｍａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｎ　ａｎｔｉ－ｖａｓｃｕｌａｒ　
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ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ　ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　ａｎｔ
ｉｂｏｄｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｏｆ　ｓｏｌｉｄ　ｔｕｍｏｒｓ　ａｎ
ｄ　ｏｔｈｅｒ　ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ，５７：４５９３～９，１
９９７）。親分子よりもかなり小さく、ＶＥＧＦ－Ａに対して一層強い結合が得られるよ
う親和性成熟されている。ラニビズマブは、血管内皮増殖因子Ａ（ＶＥＧＦ－Ａ）のあら
ゆるサブタイプと結合し、これを阻害する。Ｎ末端のＨｉｓ６タグとＴＥＶプロテアーゼ
切断部位とを設計に含めた。ＴＥＶプロテアーゼは、タバコエッチウイルスから単離され
たプロテアーゼであり、極めて特異的であり、精製後に融合タンパク質を分離するのに用
いられる。抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖヌクレオチドおよびアミノ酸配列を、以下の配列番号２
９および３０に示す。
【０３０１】
【表８】

【０３０２】
【表９】

【０３０３】
実施例１０：抗ＶＥＧＦ　ｓｃｆｖに対するＭＭのスクリーニングと同定
　ラニビズマブを使用して、Ｘ１５（８．３×１０９）、Ｘ４ＣＸ７ＣＸ４（３．６×１
０９）またはＸ１２ＣＸ３（１．１×１０９）であるペプチドからなるプールされたラン
ダムペプチドライブラリをスクリーニングした。この場合のＸは任意のアミノ酸であり、
数字はライブラリの全多様性を表している。プールされたライブラリの全多様性は１．３
×１０１０であった。スクリーニングについては、ＭＡＣＳを１回とＦＡＣＳ選別を２回
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のビオチン化－ラニビズマブでプローブし、５．５×１０７個の結合細胞を単離した。１
回目のＦＡＣＳスクリーニングでは、ＭＡＣＳスクリーニングで単離されたポジティブ細
胞を５００ｎＭのビオチン化－ラニビズマブでプローブし、ニュートラアビジン－ＰＥ（
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ、Ｅｕｇｅｎｅ、ＯＲ）で可視化した。２回目と３回
目のＦＡＣＳ選択は、５００ｎＭと１００ｎＭのＡｌｅｘａ－標識ラニビズマブを用いて
、２０ｕＭのＩｇＧの存在下で実施した。個々のクローンを配列決定し、続いてＦＡＣＳ
解析により抗ＶＥＧＦ　ｓｃｆｖと結合する機能を検証した。抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖに対
するＭＭのアミノ酸配列を以下の表１０にあげておく。（以下、これらの配列を２８３Ｍ
Ｍ、２９２ＭＭ、３０６ＭＭなどと呼ぶ。）
【０３０４】
【表１０】

【０３０５】
実施例１０：ＡＢＰの構成：ＭＭＰ－９切断可能な、マスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ
ベクター
　ＣＭ（ＭＭＰ－９の基質）をマスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖコンストラクトに融合
し、切断可能な、マスクされたＡＢＰを得た。例示としてのコンストラクトを図３８に示
す。異なるＣＭを含有するいくつかの例示としてのＡＢＰコンストラクトおよび配列につ
いて、詳細を以下で説明する。例示としてのコンストラクトの構成に利用されるプライマ
ーを、以下の表１１にあげておく。
【０３０６】
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【表１１】

【０３０７】
ＡＢＰのクローニングと発現：ＭＢＰ融合物としてのＭＭＰ－９切断可能な、マスクされ
た抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ
　クローニング：ＭＢＰ：抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭ融合物をクローニングした。Ｍ
ＢＰ（マルトース結合タンパク質）は、融合タンパク質としての大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）
で十分に発現し、融合タンパク質を生成するための従来技術において周知の方法であるマ
ルトースカラムで精製可能である。この例では、ＭＢＰを用いて、マスクされたｓｃＦｖ
を分離した。複数のクローニング部位（ＭＣＳ）でＥｃｏＲＩおよびＨｉｎｄＩＩＩ制限
部位を用いて、Ｈｉｓ６タグを付した抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭをＭＢＰとのＣ末端
融合物としてのｐＭａｌ－ｃ４ｘベクター（ＮＥＢ）にクローニングした。プライマーＣ
Ｘ０２３３およびＣＸ０２４９（表１１）を用いて、抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭを増
幅し、それぞれＥｃｏＲＩおよびＨｉｎｄＩＩＩ部位を導入した。
【０３０８】
　ペプチドＭＭのクローニング部位、リンカー配列、ＭＭＰ－９　ＣＭプロテアーゼ部位
を、ＴＥＶプロテアーゼ部位と抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭとの間に配置するオーバー
ラッププライマーＣＸ０２７１およびＣＸ０２７０を用いるポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣ
Ｒ）によって、ＡＢＰ（ペプチドＭＭ、抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭ、ＭＭＰ－９　Ｃ
Ｍ）の受容ベクターを合成した。プライマーＣＸ０２７１とＣＸ０２４９（表１１）を用
いて、コンストラクトのＣ末端部分を増幅し、かたやプライマーＣＸ０２７０とＣＸ０２
８８（表１１）を用いて、Ｎ末端部分を増幅した。両方の反応で得られる生成物を、外部
プライマーであるＣＸ０２４９およびＣＸ０２８８（表１１）を用いる最終ＰＣＲ反応用
に組み合わせ、ＳａｃＩおよびＨｉｎｄＩＩＩ制限部位（配列番号５０）を用いてＭＢＰ
融合物としてｐＭａｌ　ベクターにクローニングした。
【０３０９】
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【０３１０】
　プライマーＣＸ０２８９およびＣＸ０２９０（表１１）を用いて、ｅｃｐＸ提示ベクタ
ーから３０６ＭＭおよび３１４ＭＭ（表１０）を増幅し、ＳｆｉＩ制限部位を用いてＮ末
端マスクされたベクターに方向クローニングした。対応するヌクレオチド配列およびアミ
ノ酸配列を以下の表１３にあげておく。
【０３１１】



(67) JP 6035009 B2 2016.11.30

10

20

30

40

【表１３】

【０３１２】
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【表１４】

【０３１３】
　発現：大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）のＫ１２　ＴＢ１株でＭＢＰ：ＡＢＰ融合物を発現させ
た。所望のコンストラクトを含有するアンピシリン耐性コロニーを用いて、５０μｇ／ｍ
Ｌのアンピシリンを補充したＬＢ培地を含有する５ｍｌの一晩培養を播種した。この一晩
培養全体を、５０μｇ／ｍＬのアンピシリンと０．２％のグルコースとを補充した５００
ｍＬの新鮮なＬＢ培地の播種に使用し、３７℃にて２５０ｒｐｍで振盪してＯ．Ｄ．０．
５に達するまで成長させた。次に、イソプロピルチオ－β－Ｄ－ガラクトシダーゼを最終
濃度０．３ｍＭまで加え、同一条件下で培養をさらに３時間成長させた後、３０００×ｇ
での遠心分離によって細胞を収穫した。標準的な方法を用いて封入体を精製した。簡単に
説明すると、１０ｍｌのＢＰＥＲ　ＩＩ細胞溶解試薬（Ｐｉｅｒｃｅ）。１４，０００×
ｇの遠心処理で不溶性材料を回収し、可溶性タンパク質を廃棄した。１ｍｇ／ｍＬのリゾ
チームを補充した５ｍｌのＢＰＥＲ　ＩＩに不溶性材料を再懸濁させ、氷上にて１０分間
インキュベートした後、水で１：２０に希釈した５ｍｌのＢＰＥＲ　ＩＩを加えて、試料
を１４，０００×ｇでスピンした。上清を除去し、ペレットを１：２０のＢＰＥＲＩＩで
２回洗浄した。精製後の封入体を、ＰＢＳ　８Ｍの尿素、１０ｍＭのＢＭＥ、ｐＨ７．４
に可溶化した。
【０３１４】
　ＭＢＰ融合タンパク質をおよそ１ｍｇ／ｍＬの濃度まで希釈し、ＰＢＳ（ｐＨ７．４）
中、８から０Ｍの尿素から、６、４、２、０．５、０Ｍの尿素で段階的に透析し、再び折
り畳んだ。４、２、０．５Ｍの尿素のステップでは、０．２Ｍのアルギニン、２ｍＭの還
元グルタチオン、０．５ｍＭのオキシグルタチオンを加えた。０Ｍの尿素での透析には０
．２Ｍのアルギニンを含めた。尿素の除去後、０．０５Ｍのアルギニンに対してタンパク
質を透析した後、ＰＢＳ　ｐＨ７．４に対して大規模に透析した。透析はすべて４℃で一
晩実施した。凝集体を除去するために、セファクリルＳ－２００カラムで各タンパク質に
サイズ排除クロマトグラフィをほどこした。正しく折り畳まれたタンパク質を含有する画
分を、Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ遠心濾過機で濃縮した。
【０３１５】
ＡＢＰのクローニングと発現：ＭＭＰ－９切断可能な、マスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃｆ
ｖ　ＣＨｉｓタグ
　クローニング：プライマーＣＸ０３０８およびＣＸ０３１０（表１１）を用いて、Ｎｃ
ｏＩ制限部位を増幅して（ＭＭ受容部位／ＭＭＰ－９　ＣＭ／ＶＥＧＦｓｃＦｖ　ＴＢＭ
）ベクターの５’末端に加え、ＨｉｎｄＩＩＩ制限部位およびＨｉｓ６タグを増幅して３
’末端に加えた上で、これをｐｅｌＢシグナルペプチド含有ベクターにクローニングした
。抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＭＭを上述したようにしてクローニングした。対応するヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を以下の表１４にあげておく。
【０３１６】
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【表１５】

【０３１７】
　発現：大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）のＫ１２　ＴＢ１株で抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｈｉｓ　
ＡＢＰを発現させた。所望のコンストラクトを含有するアンピシリン耐性コロニーを用い
て、５０μｇ／ｍＬのアンピシリンを補充したＬＢ培地を含有する５ｍｌの一晩培養を播
種した。この一晩培養２．５ｍｌを、５０μｇ／ｍＬのアンピシリンと０．２％のグルコ
ースとを補充した２５０ｍＬの新鮮なＬＢ培地の播種に使用し、３７℃にて２５０ｒｐｍ
で振盪してＯ．Ｄ．１．０に達するまで成長させた。次に、イソプロピルチオ－β－Ｄ－
ガラクトシダーゼを最終濃度０．３ｍＭまで加え、３０℃で培養をさらに５時間成長させ
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用いて、周辺質画分をすみやかに精製した。簡単に説明すると、細胞ペレットを、５０ｍ
ＭのＴｒｉｓ、２００ｍＭのＮａＣｌ、１０ｍＭのＥＤＴＡ、２０％スクロース（ｐＨ７
．４）３ｍＬに再懸濁させ、２ｕＬ／ｍＬのすぐに使える状態にあるリゾチーム溶液を加
えた。氷上にて１５分間のインキュベーション後、１．５容量の水（４．５ｍＬ）を加え
、細胞を氷上にてさらに１５分間インキュベートした。１４，０００×ｇでの遠心処理で
可溶性周辺質画分を回収した。
【０３１８】
　Ｎｉ－ＮＴＡ樹脂を用いて、抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｈｉｓタンパク質を部分精製した
。粗周辺質抽出物をＮｉ－ＮＴＡ樹脂０．５ｍｌに仕込み、５０ｍＭのホスフェート、３
００ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ７．４で洗浄した。Ｈｉｓタグを付したタンパク質を、５０ｍ
Ｍのホスフェート、３００ｍＭのＮａＣｌ、２００ｍＭのＩｍｉｄｉｚａｌｅ、ｐＨ６．
０で溶出した。Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ遠心濃縮器を用いてタンパク質をおよそ６００
μＬまで濃縮し、緩衝液をＰＢＳに交換した。
【０３１９】
ＡＢＰのクローニングと発現：ヒトＦｃ融合物としてのＭＭＰ－９切断可能な、マスクさ
れた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ
　クローニング：プライマーＣＸ０３１２およびＣＸＯ３１４（表１１）を用いて、ＭＭ
Ｐ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖをコードする配列を増幅した。このプライマーは、
５’ＥｃｏＲＩ制限部位および３’ＮｃｏＩ制限部位の配列ならびに、リンカー配列も含
んでいた。ＰＣＲ増幅配列をＥｃｏＲＩおよびＮｃｏＩで切断し、続いてｐＦＵＳＥ－ｈ
ＩｇＧ１－Ｆｃ２ベクターにクローニングすることで、Ｆｃ融合タンパク質の発現用のベ
クターを生成した。これらのベクターに、上述したようにして抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｔ
ＢＭ　ＭＭを挿入した。３０６ＭＭ、３１３ＭＭ、３１４ＭＭ、３１５ＭＭ、非結合ＭＭ
（１００ＭＭ）を含有するコンストラクトならびに、ＭＭを持たないコンストラクトを構
成し、配列を確認した。対応するヌクレオチド配列およびアミノ酸配列を以下の表１５に
あげておく。
【０３２０】
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【０３２１】
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【表１７】

【０３２２】
　発現：ｔｒａｎｓｆｅｃｔａｍｉｎｅ　２０００を製造業者のプロトコール（Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ，　ＣＡ）どおりに用いるトランスフェクションによって、３０６　ＭＭ／
ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ－Ｆｃ、３１４　ＭＭ／ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗Ｖ
ＥＧＦｓｃＦｖ－Ｆｃまたは抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ－Ｆｃの発現ベクター１０μｇを、１０
７個のＨＥＫ－２９３　ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ細胞（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　ＣＡ）に導
入した。トランスフェクトした細胞を、さらに７２時間インキュベートした。インキュベ
ーション後、条件培地を収穫し、遠心処理して細胞とデブリを取り除いた。条件培地の活
性をＥＬＩＳＡでアッセイした。
【０３２３】
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実施例１１：ＡＢＰの試験
　ＭＭＰ－９による、マスクされたＭＭＰ－９切断可能な抗ＶＥＧＦ　ＡＢＰの活性化を
測定するために、ＶＥＧＦの２μｇ／ｍｌのＰＢＳ溶液１００μｌをマイクロウェル（９
６　Ｗｅｌｌ　Ｅａｓｙ　Ｗａｓｈ；Ｃｏｒｎｉｎｇ）に加え、４℃で一晩インキュベー
トした。次に、ウェルを３×１５分間３００ｕＬのＳｕｐｅｒｂｌｏｃｋ（Ｐｉｅｒｃｅ
）でブロックした。次に、ＭＭＰ－９で処理したまたは未処理のＡＢＰ（各コンストラク
トに関する詳細については下記参照）１００マイクロリットルを、ＰＢＳＴ、１０％Ｓｕ
ｐｅｒｂｌｏｃｋでウェルに加え、室温（ＲＴ）にて１時間インキュベートした。３００
ｕｌのＰＢＳＴを用いて、すべての洗浄ステップを３回実施した。次に、１００マイクロ
リットルの二次検出試薬を加え、ＲＴで１時間インキュベートしておいた。１００ｕｌの
ＴＭＢ　１（Ｐｉｅｒｃｅ）溶液を用いてＨＲＰの検出を終了した。１００μＬの１Ｎ　
ＨＣＬを用いて反応を停止し、４５０ｎＭでの吸光度を測定した。
【０３２４】
ＭＢＰ／ＭＭ／ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＴＢＭを含有するＡＢＰコン
ストラクトのＥＬＩＳＡアッセイ
　２００マイクロリットルのビオチン化ＡＢＰを、ＭＭＰ－９消化緩衝液（５０ｍＭのＴ
ｒｉｓ、２ｍＭのＣａＣｌ２、２０ｍＭのＮａＣｌ、１００μＭのＺｎＣｌ２、ｐＨ６．
８）中、濃度２００ｎＭで、２０Ｕ　ＴＥＶプロテアーゼを用いて４℃で一晩消化し、Ｍ
ＢＰの融合相手を除去した。次に、約３ＵのＭＭＰ－９を用いて３７℃で試料を３時間イ
ンキュベートし、ＰＢＳＴ、１０％Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋにて１：１で最終濃度１００ｎ
Ｍまで希釈し、ＥＬＩＳＡウェルに加えた。アビジン－ＨＲＰコンジュゲートを希釈率１
：７５００で用いて、ＡＢＰを検出した。ＭＭＰ－９切断可能なマスクされたＭＢＰ：抗
ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　ＡＢＰのＭＭＰ－９活性化を図３９に示す。
【０３２５】
ＭＭ／ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｈｉｓを含有するＡＢＰコンストラク
トのＥＬＩＳＡアッセイ
　ＭＭＰ－９消化緩衝液（１５０μＬ）で透析した粗周辺質抽出物を、約３ＵのＭＭＰ－
９を用いる場合と用いない場合とで、３７℃で３時間インキュベートした。次に、ＰＢＳ
Ｔ、１０％Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋを用いて試料を４００μＬまで希釈し、ＥＬＩＳＡウェ
ルに加えた。抗Ｈｉｓ６－ＨＲＰコンジュゲートを希釈率１：５０００で用いて、ＡＢＰ
を検出した。ＭＭＰ－９切断可能なマスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｈｉｓ　ＡＢＰ
のＭＭＰ－９活性化を図４０に示す。
【０３２６】
ＭＭ／ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ－Ｆｃを含有するＡＢＰコンストラクト
のＥＬＩＳＡアッセイ
　５０マイクロリットルのＨＥＫ細胞上清を２００μＬのＭＭＰ－９消化緩衝液に加え、
約１９ＵのＭＭＰ－９を用いる場合と用いない場合とで、３７℃で２時間インキュベート
した。次に、ＰＢＳＴ、１０％Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋにて試料を１：１に希釈し、１００
μＬをＥＬＩＳＡウェルに加えた。抗ヒトＦｃ－ＨＲＰコンジュゲートを希釈率１：２５
００で用いて、ＡＢＰを検出した。ＭＭＰ－９切断可能なマスクされた抗ＶＥＧＦ　ｓｃ
Ｆｖ－ＦｃのＭＭＰ－９活性化を図４１示す。
【０３２７】
ＭＭ／ＭＭＰ－９　ＣＭ／抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ－Ｆｃを含有するＡＢＰコンストラクト
の精製とアッセイ
　タンパク質Ａカラムクロマトグラフィを用いて抗ＶＥＧＦ　ｓｃＦｖ　Ｆｃ　ＡＢＰを
精製した。簡単に説明すると、ＨＥＫ細胞上清１０ｍＬをＰＢＳで１：１に希釈し、ＰＢ
Ｓで事前に平衡化した０．５ｍＬのタンパク質Ａ樹脂に加えた。結合されたタンパク質を
、１７０ｍＭの酢酸塩、３００ｍＬのＮａＣｌ　ｐＨ２．５で溶出する前に、１０カラム
容量のＰＢＳでカラムを洗浄し、２００μＬの２Ｍ　Ｔｒｉｓ　ｐＨ８．０で１ｍＬの画
分をすみやかに中和した。次に、Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ遠心濃縮器を用いてタンパク
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質を含有する画分を濃縮した。ＨＥＫ細胞上清でＥＬＩＳＡを実施した。タンパク質Ａカ
ラムを用いて精製したＭＭ　３０６および３１４を有する抗ＶＥＧＦｓｃＦｖ　Ｆｃ　Ａ
ＢＰコンストラクトのＭＭＰ－９依存性ＶＥＧＦ結合を示すＥＬＩＳＡデータを図４２に
示す。
【０３２８】
実施例１２：抗ＣＴＬＡ４　ＭＭのライブラリスクリーニングと単離
　Ｂｅｓｓｅｔｔｅ　ｅｔ　ａｌ（Ｂｅｓｓｅｔｔｅ，Ｐ．Ｈ．，Ｒｉｃｅ，Ｊ．Ｊ　ａ
ｎｄ　Ｄａｕｇｈｅｒｔｙ，Ｐ．Ｓ．Ｒａｐｉｄ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ
－ａｆｆｉｎｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ｕｓｉｎｇ
　ｂａｃｔｅｒｉａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ．Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．Ｄｅｓｉｇｎ　＆　
Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ．１７：１０，７３１～７３９，２００４）の方法で、ＣＴＬＡ４抗
体マスキング部分（ＭＭ）を大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の表面に提示された１０１０のラン
ダム１５ｍｅｒペプチドのコンビナトリアルライブラリから単離した。ビオチン化マウス
抗ＣＴＬＡ４抗体（クローンＵＣ４　Ｆ１０－１１、２５ｎＭ）をライブラリとともにイ
ンキュベートし、推定上の結合ペプチドを発現している抗体結合細菌を、ストレプトアビ
ジンコート磁気ナノビーズを用いて非バインダーから磁気的に選別した。ＦＡＣＳを用い
て富化の後続回を実施した。ＦＡＣＳの初回では、ビオチン化標的（５ｎＭ）と、ストレ
プトアビジンフィコエリトリンを用いる二次標識ステップによって、細菌を選別した。Ｆ
ＡＣＳの後続回では、Ｄｙｌｉｇｈｔ標識抗体を用いて選別し、標的の濃度を低下させて
（１ｎＭ、続いて０．１ｎＭ）、二次標識ステップのアビディティの影響を回避するとと
もに、親和性が最も高いバインダーを選択した。ＭＡＣＳを１回とＦＡＣＳを３回でバイ
ンダーのプールを得て、そこから個々のクローンを配列決定した。フィシン消化Ｄｙｌｉ
ｇｈｔ標識Ｆａｂ抗体フラグメントを用いて個々のクローンの相対親和性およびオフレー
トスクリーニングを実施し、細菌表面での複数のペプチドの発現による二価抗体のアビデ
ィティの影響を抑えた。標的特異性についての別の試験として、競合相手としての２０ｕ
Ｍの大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）欠失ＩｇＧの存在下で個々のクローンの結合をスクリーニン
グした。ＭＭ最適化用に選んだ４つのクローンのアミノ酸とヌクレオチド配列を表１６に
あげておく。これらの配列は、１８７ＭＭ、１８４ＭＭ、１８２ＭＭ、１７５ＭＭと同義
に示される。切断後にＭＭの解離に対してオフレートがおよぼす影響を判断するように、
一定範囲のオフレートを有するＭＭ候補を選択した。抗ＣＴＬＡ４と結合しなかったＭＭ
をネガティブ対照として使用した。
【０３２９】
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【表１８】

【０３３０】
実施例１３：抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖのクローニング
　Ｇｉｌｌｉｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．（Ｇｉｌｌｉｌａｎｄ　Ｌ．Ｋ．，Ｎ．Ａ．Ｎｏｒ
ｒｉｓ，Ｈ．Ｍａｒｑｕａｒｄｔ，Ｔ．Ｔ．Ｔｓｕ，Ｍ．Ｓ．Ｈａｙｄｅｎ，Ｍ．Ｇ．Ｎ
ｅｕｂａｕｅｒ，Ｄ．Ｅ．Ｙｅｌｔｏｎ，Ｒ．Ｓ．Ｍｉｔｔｌｅｒ，ａｎｄ　Ｊ．Ａ．Ｌ
ｅｄｂｅｔｔｅｒ．．Ｒａｐｉｄ　ａｎｄ　ｒｅｌｉａｂｌｅ　ｃｌｏｎｉｎｇ　ｏｆ　
ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｖａｒｉａｂｌｅ　ｒｅｇｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　ｏｆ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｈａｉｎ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｆｒ
ａｇｍｅｎｔｓ．Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｎｔｉｇｅｎｓ　４７：１，１～２０，１９９６）の
方法に基づいて、ＵＣ４Ｆ１０－１１ハムスター抗マウスＣＴＬＡ４抗体を分泌するＨＢ
３０４ハイブリドーマ細胞系（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌ
ｅｃｔｉｏｎ）から抗ＣＴＬＡ４　ＳｃＦｖをクローニングした。このプロトコールの詳
細な内容については、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ　ｉｎ　ｆｒｏｎｔ　ｏｆ　．ｉｂｍｓ．ｓ
ｉｎｉｃａ．ｅｄｕ．ｔｗ／～ｓｒｏｆｆ／ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ／ｓｃＦｖ．ｈｔｍで指
定可能なウェブサイトで参照可能である。簡単に言えば、ＲＮｅａｓｙ全ＲＮＡ単離キッ
ト（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて、ハイブリドーマから全ＲＮＡを単離した。プライマーＩｇ
Ｋ１（ｇｔｙｔｔｒｔｇｎｇｔｎａｃｙｔｃｒｃａ）およびＩｇＨ１（ａｃｄａｔｙｔｔ
ｙｔｔｒｔｃｎａｃｙｔｔｎｇｔ）（上記にて引用したＧｉｌｌｉｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ
．）を、それぞれ可変軽鎖および重鎖の最初の鎖合成に使用した。末端トランスフェラー
ゼとともにポリＧ尾を加えた後、軽鎖と重鎖（ポリＧ尾特異的）の両方に対するＥｃｏＲ
Ｉ、ＳａｃＩ、ＸｂａＩ部位を含有する５’ＡＮＣＴＡＩＬプライマー（上記にて引用し
たＧｉｌｌｉｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．）（ｃｇｔｃｇａｔｇａｇｃｔｃｔａｇａａｔｔｃ
ｇｃａｔｇｔｇｃａａｇｔｃｃｇａｔｇｇｔｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃ：配列番号７
３）と、マウス抗体定常領域配列由来であって、それぞれ軽鎖および重鎖の増幅用にＨｉ
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ｎｄＩＩＩ、ＢａｍＨＩ、ＳａｌＩ部位を含有する３’ＨＢＳ－ｈＩｇＫ（ｃｇｔｃａｔ
ｇｔｃｇａｃｇｇａｔｃｃａａｇｃｔｔａｃｙｔｔｃｃａｙｔｔｎａｃｒｔｔｄａｔｒｔ
ｃ：配列番号７４）およびＨＢＳ－ｈＩｇＨ（ｃｇｔｃａｔｇｔｃｇａｃｇｇａｔｃｃａ
ａｇｃｔｔｒｃａｎｇｃｎｇｇｎｇｃｎａｒｎｇｇｒｔａｎａｃ：配列番号７５）（上記
にて引用したＧｉｌｌｉｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．）とを用いて、ＰＣＲを実施した。コン
ストラクトおよびベクターをＨｉｎｄＩＩＩおよびＳａｃＩで消化し、ライゲートして、
大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）に形質転換した。個々のコロニーを配列決定し、既存のマウス抗
体およびハムスター抗体と比較して、ＶＬおよびＶＨの正しい配列（それぞれ表１７およ
び表１８）を確認した。提示された配列における抗ＣＴＬＡ４について説明したようなリ
ーダー配列も一般にシグナル配列または分泌リーダー配列と呼ばれ、抗体の分泌を指令す
るアミノ酸配列である。この配列は、分泌時に細胞によって切り落とされ、成熟タンパク
質には含まれない。また、Ｔｕｖｅ　ｅｔ　ａｌ（Ｔｕｖｅ，Ｓ．Ｃｈｅｎ，Ｂ．Ｍ．，
Ｌｉｕ，Ｙ．，Ｃｈｅｎｇ，Ｔ－Ｌ．，Ｔｏｕｒｅ，Ｐ．，Ｓｏｗ，Ｐ．Ｓ．，Ｆｅｎｇ
，Ｑ．，Ｋｉｖｉａｔ，Ｎ．，Ｓｔｒａｕｓｓ，Ｒ．，Ｎｉ，Ｓ．，Ｌｉ，Ｚ．，Ｒｏｆ
ｆｌｅｒ，Ｓ．Ｒ．ａｎｄ　Ｌｉｅｂｅｒ，Ａ．Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｕｍ
ｏｒ　Ｓｉｔｅ　－Ｌｏｃａｔｅｄ　ＣＴＬ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｎｔｉｇｅｎ－
４　Ｂｌｏｃｋａｄｅ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｉｃ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｔ－Ｃｅｌ
ｌ　Ｄｅｐｌｅｔｉｏｎ　Ｉｎｄｕｃｅｓ　Ｔｕｍｏｒ　Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　Ｉｍ
ｍｕｎｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６７：１２，５９２９～５９３
９，２００７）によってクローニングされた同一のｓｃＦｖが、本明細書に記載の配列と
同一であった。
【０３３１】
【表１９】

【０３３２】
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【表２０】

【０３３３】
実施例１４：ＭＭおよびＣＭを用いる抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖの構成
　発現と機能に最適な抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖの向きを判断するために、プライマーを設
計し、ＶＨまたはＶＬのいずれかをＮ末端に用いて、後の「オーバーラップ伸長によるス
プライシング」ＰＣＲ（ＳＯＥ－ＰＣＲ用に（ＧＧＧＳ）３リンカーの半分をＮ末端また
はＣ末端のいずれかに用いて可変軽鎖および重鎖を個々にＰＣＲ増幅した；Ｈｏｒｔｏｎ
，Ｒ．Ｍ．，Ｈｕｎｔ，Ｈ．Ｄ．，Ｈｏ，Ｓ．Ｎ．，Ｐｕｌｌｅｎ，Ｊ．Ｋ．ａｎｄ　Ｐ
ｅａｓｅ，Ｌ．Ｒ．（１９８９）Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｈｙｂｒｉｄ　ｇｅｎｅｓ　
ｗｉｔｈｏｕｔ　ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｅｎｚｙｍｅｓ：ｇ
ｅｎｅ　ｓｐｌｉｃｉｎｇ　ｂｙ　ｏｖｅｒｌａｐ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．Ｇｅｎｅ　７
７，６１～６８）。ＮｄｅＩ制限部位をＮ末端で操作して、ヌクレオチド配列の最初で開
始コドンをインフレームに生成し、Ｈｉｓタグおよび停止コドンをＣ末端に加えた。次に
、アウタープライマーを用いてソーイングＰＣＲによって軽鎖と重鎖を接合し、ＶＨＶＬ

およびＶＬＶＨの両方でＳｃＦｖを生成した（図４３）。プライマーを以下の表１９にあ
げておく。
【０３３４】
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【表２１】

【０３３５】
　次に、一組のオーバーラッププライマーを設計してＭＭクローニング用のｓｆｉおよび
ｘｈｏ１部位を加えた後、ＳｃＦｖコンストラクトのＮ末端にＭＭＰ－９切断配列および
（ＧＧＳ）２リンカーを加えた。これらのプライマーを表２０にあげ、図４４に概略的に
示す。
【０３３６】

【表２２】
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【０３３７】
　ＳｃＦｖを含有するリンカーをＰＣＲ増幅し、Ｎｄｅ１およびＥｃｏＲ１（ＶＨの内部
制限部位）で消化し、ゲル精製した。ＰＣＲフラグメントをベクターにライゲートし、大
腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）に形質転換した。ヌクレオチド配列およびアミノ酸配列を表２１に
あげ、図４５に示す。
【０３３８】
【表２３】

【０３３９】
　ＭＭ配列をＰＣＲ増幅し、ｓｆｉ１部位およびｘｈｏ１部位で消化し、リンカー抗ＣＴ
ＬＡ４　ｓｃＦｖコンストラクトにライゲートし、大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ）に形質転換し
て配列決定した。ＭＭ１８７－ＣＭ－ＴＢＭの完全なヌクレオチド配列およびアミノ酸配
列を、以下の表２２および表２３にそれぞれ配列番号９６および９７としてあげておく。
【０３４０】

【表２４】

【０３４１】
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【表２５】

【０３４２】
　ＭＭ－ＣＭ－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦＶ－Ｆｃ融合体を生成するために、表２４に列挙す
る以下のプライマーを設計して、インフュージョンシステム（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）によっ
てｐｆｕｓｅ　Ｆｃベクターへのクローニング用にコンストラクトをＰＣＲ増幅した。プ
ラスミドを大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）に形質転換し、個々のクローンの配列を確認した。
【０３４３】

【表２６】

【０３４４】
実施例１５：ＨＥＫ－２９３細胞におけるマスクされた／ＭＭＰ－９／抗ＣＴＬＡ　ｓｃ
Ｆｖ－Ｆｃの発現とアッセイ
　ｔｒａｎｓｆｅｃｔａｍｉｎｅ　２０００を製造業者のプロトコール（Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ）どおりに用いるトランスフェクションによって、ｐ１７５ＣＴＬＡ４ｐｆｕｓｅ
、ｐ１８２ＣＴＬＡ４ｐｆｕｓｅ、ｐ１８４ＣＴＬＡ４ｐｆｕｓｅ、ｐ１８７ＣＴＬＡ４
ｐｆｕｓｅまたはｐｎｅｇＣＴＬＡ４ｐｆｕｓｅの発現ベクター１０ｕｇを、１０７個の
ＨＥＫ－２９３　ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ細胞（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に導入した。トラン
スフェクトした細胞を、さらに７２時間インキュベートした。インキュベーション後、条
件培地を収穫し、遠心処理して細胞とデブリを取り除いた。条件培地の活性を後述するよ
うにＥＬＩＳＡでアッセイした。
【０３４５】
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　ＭＭ１７５－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ、ＭＭ１８２－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ、ＭＭ１
８４－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ、ＭＭ１８７－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖまたはＭＭｎｅｇ
－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖを発現しているＨＥＫ－２９３由来の条件培地５０マイクロリ
ットルを、２００μＬのＭＭＰ－９消化緩衝液に加え、約１９ＵのＭＭＰ－９を用いる場
合と用いない場合とで、３７℃で２時間インキュベートした。次に、試料をＰＢＳ、４％
ノンファット脱脂粉乳（ＮＦＤＭ）で１：１に希釈し、競合ＥＬＩＳＡで結合活性をアッ
セイした。
【０３４６】
　マウスＣＴＬＡ４－Ｆｃ融合タンパク質（Ｒ　＆　Ｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ）をＰＢＳに入
れた０．５ｍｇ／ｍｌの溶液１００ｕｌを９６ウェルのＥａｓｙ　Ｗａｓｈ　ｐｌａｔｅ
（Ｃｏｒｎｉｎｇ）のウェルに加え、４℃で一晩インキュベートした。次に、２％ノンフ
ァット脱脂粉乳（ＮＦＤＭ）をＰＢＳに入れたもの１００ｕｌでウェルを室温（ＲＴ）に
て１時間ブロックした後、ＰＢＳ；０．０５％　Ｔｗｅｅｎ－２０（ＰＢＳＴ）で３回洗
浄した。ＭＭＰ－９で事前に処理しておくか未処理のＭＭ１７５－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦ
ｖ、ＭＭ１８２－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ、ＭＭ１８４－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖ、ＭＭ
１８７－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖまたはＭＭｎｅｇ－抗ＣＴＬＡ４　ｓｃＦｖを発現して
いるトランスフェクトしたＨＥＫ－２９３細胞由来の条件培地５０ｕｌを、ウェルに加え
、ＲＴで１５分間インキュベートした。インキュベーション後、０．５ｕｇ／ｍｌのビオ
チン化マウスＢ７１－Ｆｃ（Ｒ　＆　Ｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ）を含有する５０ｕｌのＰＢＳ
を各ウェルに加えた。ＲＴで３０分さらにインキュベーションした後、ウェルを１５０ｕ
ｌのＰＢＳＴで５×洗浄した。アビジン－ＨＲＰの１：３０００希釈物を含有する１００
ｕｌのＰＢＳを加え、プレートをＲＴで４５分間インキュベートした後、１５０ｕｌのＰ
ＢＳＴで７×洗浄した。１００ｕｌのＴＭＢ（Ｐｉｅｒｃｅ）を用いるＥＬＩＳＡを展開
し、１００μＬの１Ｎ　ＨＣＬを用いて反応を停止し、４５０ｎＭでの吸光度を測定した
。
【０３４７】
　以上、本発明をその特定の実施形態を参照して説明したが、本発明の真の主旨および範
囲を逸脱することなくさまざまな変更をほどこしてもよく、これを等価物で置き換えても
よいことは、当業者であれば理解できよう。また、多くの改変をほどこして、特定の状況
、材料、組成物、プロセス、プロセスステップまたはステップを、本発明の目的、主旨、
範囲に合わせるようにしてもよい。このような改変はいずれも添付の特許請求の範囲に記
載の範囲に包含されるものとする。
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