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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトＤＬＬ４と結合できる抗原結合ドメインを含む結合タンパク質であって、前記抗原
結合ドメインが、６個のＣＤＲ：ＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２、ＣＤＲ－Ｈ３、ＣＤＲ－
Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２、ＣＤＲ－Ｌ３を含み、
　ここで、
ＣＤＲ－Ｈ１が、ＮＦＰＭＡであり、
ＣＤＲ－Ｈ２が、ＴＩＳＳＳＤＧＴＴＹＹＲＤＳＶＫＧであり、
ＣＤＲ－Ｈ３が、ＧＹＹＮＳＰＦＡＹであり、
ＣＤＲ－Ｌ１が、ＲＡＳＥＤＩＹＳＮＬＡであり、
ＣＤＲ－Ｌ２が、ＤＴＮＮＬＡＤであり、及び
ＣＤＲ－Ｌ３が、ＱＱＹＮＮＹＰＰＴである、結合タンパク質。
【請求項２】
　ヒトアクセプターフレームワーク配列をさらに含む、請求項１に記載の結合タンパク質
。
【請求項３】
　２つの可変ドメインを含み、該２つの可変ドメインは、配列番号１７１及び配列番号１
７５で表されるアミノ酸配列を有する、請求項１に記載の結合タンパク質。
【請求項４】
　２つの可変ドメインを含み、該２つの可変ドメインは、配列番号１８７及び配列番号１
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９７で表されるアミノ酸配列を有する、請求項１に記載の結合タンパク質。
【請求項５】
　請求項１に記載の結合タンパク質であって、２つの可変ドメインを含み、前記２つの可
変ドメインが、以下：

からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する、結合タンパク質。
【請求項６】
　結合タンパク質が抗体である、請求項１～５のいずれか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項７】
　モノクローナル抗体、全長四量体免疫グロブリン、キメラ抗体、ＣＤＲグラフト化抗体
、ヒト化抗体および親和性成熟抗体からなる群から選択される、請求項６に記載の抗体。
【請求項８】
　モノクローナル抗体である、請求項６に記載の抗体。
【請求項９】
　配列番号１７１で表されるアミノ酸配列を含む重鎖可変ドメイン及び配列番号１７５で
表されるアミノ酸配列を含む軽鎖可変ドメインを含む、請求項８に記載の抗体。
【請求項１０】
　配列番号１８７で表されるアミノ酸配列を含む重鎖可変ドメイン及び配列番号１９７で
表されるアミノ酸配列を含む軽鎖可変ドメインを含む、請求項８に記載の抗体。
【請求項１１】
　二重可変ドメイン免疫グロブリン（ＤＶＤ－Ｉｇ）結合タンパク質である、請求項１～
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５のいずれか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項１２】
　ＤＶＤ－Ｉｇが、ＤＬＬ－４に対する機能的標的結合部位を形成する可変ドメインを含
み、該可変ドメインが配列番号１７１で表されるアミノ酸配列及び配列番号１７５で表さ
れるアミノ酸配列を含む、請求項１１に記載の結合タンパク質。
【請求項１３】
　ＤＶＤ－Ｉｇが、ＤＬＬ－４に対する機能的標的結合部位を形成する可変ドメインを含
み、該可変ドメインが配列番号１８７で表されるアミノ酸配列及び配列番号１９７で表さ
れるアミノ酸配列を含む、請求項１１に記載の結合タンパク質。
【請求項１４】
　Ｎｏｔｃｈ－１、Ｎｏｔｃｈ－２、Ｎｏｔｃｈ－３、Ｎｏｔｃｈ－４およびそれらの組
合せからなる群から選択されるＮｏｔｃｈタンパク質とのＤＬＬ４相互作用を遮断できる
、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項１５】
　ＤＬＬ４の生物学的機能を調節できる、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タ
ンパク質。
【請求項１６】
　ＤＬＬ４の生物学的機能を中和できる、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タ
ンパク質。
【請求項１７】
　ＶＥＧＦＲ２活性、ＶＥＧＦＲ１活性または両方を阻害できる、請求項１～１３のいず
れか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項１８】
　正常な血管新生を阻害できる、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質
。
【請求項１９】
　表面プラズモン共鳴によって測定される、少なくとも１０２Ｍ－１ｓ－１；少なくとも
１０３Ｍ－１ｓ－１；少なくとも１０４Ｍ－１ｓ－１；少なくとも１０５Ｍ－１ｓ－１；
および少なくとも１０６Ｍ－１ｓ－１からなる群から選択されるＤＬＬ４との結合速度定
数（Ｋｏｎ）を有する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項２０】
　表面プラズモン共鳴によって測定される、最大で１０－３ｓ－１；最大で１０－４ｓ－

１；最大で１０－５ｓ－１；および最大で１０－６ｓ－１からなる群から選択されるＤＬ
Ｌ４との解離速度定数（Ｋｏｆｆ）を有する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結
合タンパク質。
【請求項２１】
　最大で１０－７Ｍ；最大で１０－８Ｍ；最大で１０－９Ｍ；最大で１０－１０Ｍ；最大
で１０－１１Ｍ；最大で１０－１２Ｍ；および最大で１０－１３Ｍからなる群から選択さ
れるＤＬＬ４との解離定数（ＫＤ）を有する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結
合タンパク質。
【請求項２２】
　請求項１に記載の結合タンパク質を含む構築物であって、リンカーポリペプチドまたは
免疫グロブリン定常ドメインをさらに含む、構築物。
【請求項２３】
　免疫グロブリン分子、
　モノクローナル抗体、
　キメラ抗体、
　ＣＤＲグラフト化抗体、
　Ｆａｂ、
　Ｆａｂ’、
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　Ｆ（ａｂ’）２、
　Ｆｖ、
　ジスルフィド結合されたＦｖ、
　ｓｃＦｖ、
　単一ドメイン抗体、
　ダイアボディー、
　多重特異性抗体、
　二重可変ドメイン結合タンパク質、
　二重特異性抗体、および
　二特異性抗体
からなる群から選択される、請求項２２に記載の構築物。
【請求項２４】
　ヒトＩｇＭ定常ドメイン、
　ヒトＩｇＧ１定常ドメイン、
　ヒトＩｇＧ２定常ドメイン、
　ヒトＩｇＧ３定常ドメイン、
　ヒトＩｇＧ４定常ドメイン、
　ヒトＩｇＥ定常ドメイン、および
　ヒトＩｇＡ定常ドメイン
からなる群から選択される重鎖免疫グロブリン定常ドメインを含む、請求項２２に記載の
構築物。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の構築物を含むコンジュゲートであって、造影剤、治療薬、細胞傷害
性薬剤および免疫接着分子からなる群から選択される薬剤をさらに含む、コンジュゲート
。
【請求項２６】
　結晶として存在する、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質。
【請求項２７】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質をコードする単離された核酸。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の単離された核酸を含むベクター。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のベクターを含む宿主細胞。
【請求項３０】
　前記宿主細胞が、原生生物細胞、動物細胞、植物細胞および真菌細胞からなる群から選
択される真核細胞である、請求項２９に記載の宿主細胞。
【請求項３１】
　前記宿主細胞が、ＣＨＯ細胞、ＣＯＳ細胞、Ｓｆ９細胞、または酵母細胞である、請求
項３０に記載の宿主細胞。
【請求項３２】
　（ａ）請求項２６に記載の結晶化結合タンパク質および成分を含む製剤、および
　（ｂ）少なくとも１つのポリマー担体
を含む、結合タンパク質の放出のための組成物。
【請求項３３】
　哺乳類に投与される医薬の調製における、有効量の請求項３２に記載の組成物の使用。
【請求項３４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質と、薬学的に許容される担体と
を含む、医薬組成物。
【請求項３５】
　ＤＬＬ４活性が有害である障害を治療するための少なくとも１つの追加の薬剤をさらに
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含む、請求項３４に記載の医薬組成物。
【請求項３６】
　前記追加の薬剤が、治療薬；造影剤；抗悪性腫瘍薬；化学療法薬；血管新生抑制薬；抗
ＶＥＧＦ抗体；抗ＥＧＦＲ抗体；抗ｃＭｅｔ抗体；抗ＥｒｂＢ３抗体；抗ＨＥＲ２抗体；
抗ＣＤ２０抗体；アフリベルセプト；キナーゼ阻害剤；共刺激分子遮断薬；抗Ｂ７．２抗
体；ＣＴＬＡ４－Ｉｇ；接着分子遮断薬；抗Ｅセレクチン抗体；抗Ｌセレクチン抗体；抗
サイトカイン抗体またはその機能的断片；抗ＩＬ－１８抗体；抗ＴＮＦ抗体；抗ＩＬ－６
抗体；メトトレキサート；コルチコステロイド；シクロスポリン；ラパマイシン；ＦＫ５
０６；ＤＮＡアルキル化剤；シスプラチン；カルボプラチン；抗チューブリン剤；パクリ
タキセル；ドセタキセル；ドキソルビシン；ゲムシタビン；ジェムザール；アントラサイ
クリン；アドリアマイシン；トポイソメラーゼ（ｔｏｐｏｉｓｉｏｍｅｒｓａｓｅ）Ｉ阻
害剤；トポイソメラーゼＩＩ阻害剤；５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）；ロイコボリン
；イリノテカン；受容体チロシンキナーゼ阻害剤、アポトーシス阻害剤；Ｂｃｌ２／Ｂｃ
ｌｘ阻害剤；エルロチニブ、ゲフィチニブ、ＣＯＸ－２阻害剤、セレコキシブ、シクロス
ポリン；ラパマイシン；検出可能な標識またはリポーター分子；ＴＮＦアンタゴニスト；
抗リウマチ薬；筋肉弛緩薬；麻薬；鎮痛薬；麻酔薬；鎮静薬；局所麻酔薬；神経筋遮断薬
；抗菌薬；抗乾癬薬；コルチコステロイド；アナボリックステロイド；エリスロポエチン
；免疫処置；免疫グロブリン；免疫抑制剤；成長ホルモン；ホルモン置換薬；放射性医薬
品；抗鬱薬；抗精神病薬；刺激薬；喘息薬物；βアゴニスト；吸入ステロイド；エピネフ
リン；そのエピネフリン類似体；サイトカイン；およびサイトカインアンタゴニストから
なる群から選択される、請求項３５に記載の医薬組成物。
【請求項３７】
　ＤＬＬ４活性が有害である障害を患うヒト被験体において、ヒトＤＬＬ４活性を低下さ
せるための医薬の調製における、請求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質
の使用。
【請求項３８】
　前記障害が、乳癌、結腸癌、直腸癌、肺癌、中咽頭癌、下咽頭癌、食道癌、胃癌、膵臓
癌、肝臓癌、胆嚢癌、胆管癌、小腸癌、尿路癌、女性生殖器癌、男性生殖器癌、内分泌腺
癌、皮膚癌、血管腫、黒色腫、肉腫、脳腫瘍、神経癌、眼部腫瘍、髄膜癌、造血悪性腫瘍
由来の固形腫瘍、腫瘍転移、眼部新血管新生、浮腫、リウマチ関節炎、アテローム斑、ク
ローン病、炎症性腸疾患、不応性の腹水症、乾癬、サルコイドーシス、動脈性動脈硬化症
、敗血症、消化性潰瘍、熱傷、膵炎、多嚢胞性卵巣疾患（ＰＯＤ）、子宮内膜症、子宮筋
腫、良性前立腺肥大、Ｔ細胞急性リンパ芽球性白血病（Ｔ－ＡＬＬ）、皮質下梗塞および
白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症（ＣＡＤＡＳＩＬ）、多発性硬化症（ＭＳ）、ファ
ロー四徴症（ＴＯＦ）、アラジール症候群（ＡＳ）、黄斑変性症および加齢性黄斑変性疾
患、並びに異常なＤＬＬ４活性を特徴とするその他の血管新生非依存性および依存性疾患
からなる群から選択される、請求項３７に記載の使用。
【請求項３９】
　ＤＬＬ４が有害である障害を患っている患者を治療するための医薬の調製における、請
求項１～１３のいずれか１項に記載の結合タンパク質の使用であって、
　前記医薬が、第２の薬剤の治療上有効な量の投与の前、投与と同時、または投与後の投
与用であり、
　前記第２の薬剤が、ヒトＶＥＧＦＲ２と結合できる抗体またはその断片；メトトレキサ
ート；ヒトＴＮＦと結合できる抗体またはその断片；コルチコステロイド；シクロスポリ
ン；ラパマイシン；ＦＫ５０６；非ステロイド系抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ）；放射治療薬；
抗悪性腫瘍薬；化学療法薬；ＤＮＡアルキル化剤；シスプラチン；カルボプラチン；抗チ
ューブリン剤；パクリタキセル；ドセタキセル；タキソール；ドキソルビシン；ゲムシタ
ビン；ジェムザール；アントラサイクリン；アドリアマイシン；トポイソメラーゼＩ阻害
剤；トポイソメラーゼＩＩ阻害剤；５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）；ロイコボリン；
イリノテカン；受容体チロシンキナーゼ阻害剤；エルロチニブ；ゲフィチニブ；ＣＯＸ－
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２阻害剤；セレコキシブ；キナーゼ阻害剤；血管新生抑制薬；抗ＶＥＧＦ抗体；アフリベ
ルセプト；共刺激分子遮断薬；抗Ｂ７．１抗体；抗Ｂ７．２抗体；ＣＴＬＡ４－Ｉｇ；抗
ＣＤ２０抗体；接着分子遮断薬；抗ＬＦＡ－１抗体；抗Ｅセレクチン抗体；および抗Ｌセ
レクチン抗体；小分子阻害剤；抗サイトカイン抗体またはその機能的断片；抗ＩＬ－１８
抗体；抗ＴＮＦ抗体；抗ＩＬ－６抗体；抗サイトカイン受容体抗体；検出可能標識または
リポーター；ＴＮＦアンタゴニスト；抗リウマチ薬；筋肉弛緩薬；麻薬；鎮痛薬；麻酔薬
；鎮静薬；局所麻酔薬；神経筋遮断薬；抗菌薬；抗乾癬薬；コルチコステロイド；アナボ
リックステロイド；エリスロポエチン；免疫処置；免疫グロブリン；免疫抑制剤；成長ホ
ルモン；ホルモン置換薬；放射性医薬品；抗鬱薬；抗精神病薬；刺激薬；喘息薬物；βア
ゴニスト；吸入ステロイド；エピネフリン；エピネフリン類似体；サイトカイン；および
サイトカインアンタゴニストからなる群から選択される、使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１０年３月２日に出願された米国仮出願第６１／３０９，４９４号の優
先権を主張し、その全内容を、参照により本明細書に組み込む。
【０００２】
　配列表
　本出願は、ＥＦＳ－ＷｅｂによってＡＳＣＩＩ形式で提出されている配列表を含有し、
その全文を参照により本明細書に組み込む。２０１１年２月２４日に作製された前記ＡＳ
ＣＩＩコピーは、１０９２０ＷＯＯ１．ｔｘｔと名づけられ、１１１，４２６バイトの大
きさである。
【０００３】
　本発明は、ＤＬＬ４結合タンパク質の開発および使用ならびに異常なＤＬＬ４発現また
は活性を特徴とする、癌、腫瘍、その他の血管新生依存性疾患、血管新生非依存性疾患お
よび黄斑変性症および加齢性黄斑変性症の抑制、予防および／または治療におけるその使
用に関する。
【背景技術】
【０００４】
　分化、増殖およびホメオスタシスなどの多くの生物学的プロセスには、細胞間コミュニ
ケーションが必要である。広範な真核生物によって利用されている１つの系として、Ｎｏ
ｔｃｈシグナル伝達経路がある。この経路、特に、Ｎｏｔｃｈ受容体はまた、機能的な腫
瘍血管新生にとっても重要である。したがって、Ｎｏｔｃｈ受容体機能の阻害、Ｎｏｔｃ
ｈ受容体の遮断および／またはＮｏｔｃｈシグナル伝達経路の遮断は、抗癌組成物および
治療のための可能性ある戦略である。Ｎｏｔｃｈ受容体の小分子阻害剤は、身体中のＮｏ
ｔｃｈ受容体の野生型（正常）組織発現を抑制するので毒性であると証明されている。し
たがって、Ｎｏｔｃｈシグナル伝達経路の別のメンバーが、治療のための可能性ある標的
と考えられるべきである。
【０００５】
　Ｎｏｔｃｈ受容体の脈管構造リガンドは、デルタ４またはデルタ様４（ＤＬＬ４）であ
る。脈管構造において広く発現されるＤＬＬ４は、血管発生にとって重要である（Ｙａｎ
ら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．、１３（２４）：７２４３－７２４６頁（２００
７年）；Ｓｈｕｔｔｅｒら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１４（１１）：１３１３－１３１８
頁（２０００年）；Ｇａｌｅら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０
１（４５）：１５９４９－１５９５４頁（２００４年）；Ｋｒｅｂｓら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄ
ｅｖ．、１４（１１）：１３４３－１３５２頁（２０００年））。ＤＬＬ４についてヘテ
ロ接合性のマウスは、血管発生の大きな欠陥のために胚性に致死である（Ｇａｌｅら、Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０１（４５）：１５９４９－１５９５
４頁（２００４年）；Ｄｕａｒｔｅら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１８（２０）：２４７４
－２４７８頁（２００４年）；Ｋｒｅｂｓら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１８（２０）：２
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４６９－２４７３頁（２００４年））。ＤＬＬ４の発現は、ＶＥＧＦによって導入され得
る（Ｌｉｕら、Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．、２３（１）：１４－２５頁（２００３年
）；Ｌｏｂｏｖら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０４（９）：３
２１９－３２２４頁（２００７年））。要約すると、ＤＬＬ４は、幾分かは、ＶＥＧＦＲ
２を抑制することおよびＶＥＧＦＲ１を誘導することによって、ＶＥＧＦシグナル伝達を
負に調節し得る（Ｈａｒｒｉｎｇｔｏｎら、Ｍｉｃｒｏｖａｓｃ．Ｒｅｓ．、７５（２）
：１４４－１５４頁（２００８年）；Ｓｕｃｈｔｉｎｇら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０４（９）：３２２５－３２３０頁（２００７年））。機能的血
管新生のためには、ＤＬＬ４およびＶＥＧＦ間の絶妙な協調が不可欠である。
【０００６】
　ＤＬＬ４は、その生理学的役割に加えて、腫瘍血管において上方制御される（Ｇａｌｅ
ら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０１（４５）：１５９４９－１
５９５４頁（２００４年）；Ｍａｉｌｈｏｓら、Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ、６９
（２－３）：１３５－１４４頁（２００１年）；Ｐａｔｅｌら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．
、６５（１９）：８６９０－８６９７頁（２００５年）；Ｐａｔｅｌら、Ｃｌｉｎ．Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．、１２（１６）：４８３６－４８４４頁（２００６年）；Ｎｏｇｕｅ
ｒａ－Ｔｒｏｉｓｅ　ら、Ｎａｔｕｒｅ、４４４（７１２２）：１０３２－１０３７頁（
２００６年））。ＤＬＬ４の遮断は、複数のモデルにおいて原発腫瘍増殖を強力に阻害し
た（Ｎｏｇｕｅｒａ－Ｔｒｏｉｓｅら、Ｎａｔｕｒｅ、４４４（７１２２）：１０３２－
１０３７頁（２００６年）；Ｒｉｄｇｗａｙら、Ｎａｔｕｒｅ、４４４（７１２２）：１
０８３－１０８７頁（２００６年）；Ｓｃｅｈｎｅｔら、Ｂｌｏｏｄ、１０９（１１）：
４７５３－４７６０頁（２００７年））。ＤＬＬ４の阻害は、抗ＶＥＧＦ治療に対して耐
性である腫瘍に対してでさえ有効であった。ＤＬＬ４およびＶＥＧＦのコンビナトリアル
阻害は、抗腫瘍活性の増強を提供した。興味深いことに、腫瘍血管形成を低減するＶＥＧ
Ｆ阻害とは異なり、ＤＬＬ４遮断は、腫瘍脈管構造密度の増大につながり、これでは、血
管は異常であり、効率的な血液輸送を支持できず、効率的に非機能性である。したがって
、ＤＬＬ４は癌治療の潜在的標的を提供する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｙａｎら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．、１３（２４）：７２４
３－７２４６頁（２００７年）
【非特許文献２】Ｓｈｕｔｔｅｒら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１４（１１）：１３１３－
１３１８頁（２０００年）
【非特許文献３】Ｇａｌｅら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０１
（４５）：１５９４９－１５９５４頁（２００４年）
【非特許文献４】Ｋｒｅｂｓら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１４（１１）：１３４３－１３
５２頁（２０００年）
【非特許文献５】Ｄｕａｒｔｅら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１８（２０）：２４７４－２
４７８頁（２００４年）
【非特許文献６】Ｋｒｅｂｓら、Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．、１８（２０）：２４６９－２４
７３頁（２００４年）
【非特許文献７】Ｌｉｕら、Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．、２３（１）：１４－２５頁
（２００３年）
【非特許文献８】Ｌｏｂｏｖら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、１０
４（９）：３２１９－３２２４頁（２００７年）
【非特許文献９】Ｈａｒｒｉｎｇｔｏｎら、Ｍｉｃｒｏｖａｓｃ．Ｒｅｓ．、７５（２）
：１４４－１５４頁（２００８年）
【非特許文献１０】Ｓｕｃｈｔｉｎｇら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．　Ｕ
ＳＡ、１０４（９）：３２２５－３２３０頁（２００７年）
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【非特許文献１１】Ｍａｉｌｈｏｓら、Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ、６９（２－３
）：１３５－１４４頁（２００１年）
【非特許文献１２】Ｐａｔｅｌら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．、６５（１９）：８６９０－
８６９７頁（２００５年）
【非特許文献１３】Ｐａｔｅｌら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．、１２（１６）：
４８３６－４８４４頁（２００６年）
【非特許文献１４】Ｎｏｇｕｅｒａ－Ｔｒｏｉｓｅら、Ｎａｔｕｒｅ、４４４（７１２２
）：１０３２－１０３７頁（２００６年）
【非特許文献１５】Ｒｉｄｇｗａｙら、Ｎａｔｕｒｅ、４４４（７１２２）：１０８３－
１０８７頁（２００６年）
【非特許文献１６】Ｓｃｅｈｎｅｔら、Ｂｌｏｏｄ、１０９（１１）：４７５３－４７６
０頁（２００７年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ＤＬＬ４－Ｎｏｔｃｈ経路を標的として、それによって腫瘍血管新生および成長を阻害
し、さらには予防さえすることができる治療薬が当技術分野において必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（発明の要旨）
　本発明は、ヒトＤＬＬ４と結合するタンパク質を提供する。本発明のＤＬＬ４結合タン
パク質として、それだけには限らないが、ラットモノクローナル抗体、キメラ抗体、ＣＤ
Ｒグラフト化抗体、ヒト化抗体、霊長類化抗体、親和性成熟抗体およびヒトＤＬＬ４と結
合できるそれらの断片が挙げられる。好ましくは、本明細書に記載された結合タンパク質
は、ヒトＤＬＬ４と高親和性で結合する。より好ましくは、本発明の結合タンパク質は、
ヒトＤＬＬ４を中和できる。本発明はまた、ＤＬＬ４結合タンパク質を製造および使用す
る方法を提供する。
【００１０】
　本発明の一態様は、ヒトＤＬＬ４と結合できる結合タンパク質を提供し、ここで、結合
タンパク質は、配列番号１５７、配列番号１５８、配列番号１５９、配列番号１６０、配
列番号１６１、配列番号１６２、配列番号１６３および配列番号１６４からなるアミノ酸
配列の群から選択される少なくとも１種のアミノ酸配列を含む。
【００１１】
　本発明の一態様は、抗原結合ドメインを含む結合タンパク質に関し、ここで、結合タン
パク質は、ヒトＤＬＬ４と結合でき、前記抗原結合ドメインは、少なくとも１個以上の（
すなわち、２個、３個、４個、５個または６個の）ＣＤＲを含み、
　ＣＤＲ－Ｈ１は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５（配列番号１５１）
［Ｘ１は、Ｎ、ＨまたはＹであり；
　Ｘ２は、Ｆであり；
　Ｘ３は、Ｐであり；
　Ｘ４は、Ｍであり；
　Ｘ５は、ＡまたはＳである］；
　配列番号１５７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
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　配列番号１７２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
　配列番号１８９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
　配列番号１９４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｈ２は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９－Ｘ１０－Ｘ１１－Ｘ１２－
Ｘ１３－Ｘ１４－Ｘ１５－Ｘ１６－Ｘ１７（配列番号１５２）
［Ｘ１は、ＴまたはＳであり；
　Ｘ２は、Ｉであり；
　Ｘ３は、Ｓであり；
　Ｘ４は、ＳまたはＧであり；
　Ｘ５は、Ｓであり；
　Ｘ６は、Ｄであり；
　Ｘ７は、Ｇ、Ａ、Ｄ、ＳまたはＥであり；
　Ｘ８は、ＴまたはＷであり；
　Ｘ９は、Ｔ、ＰまたはＡであり；
　Ｘ１０は、Ｙ、Ｓ、ＴまたはＮであり；
　Ｘ１１は、ＹまたはＩであり；
　Ｘ１２は、ＲまたはＧであり；
　Ｘ１３は、Ｄであり；
　Ｘ１４は、Ｓであり；
　Ｘ１５は、Ｖであり；
　Ｘ１６は、Ｋであり；
　Ｘ１７は、Ｇである］；
　配列番号１５７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基５０－６８（ＣＤＲ－Ｈ２　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
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　配列番号１８１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
　配列番号１８９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
　配列番号１９４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｈ３は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９（配列番号１５３）
［Ｘ１は、Ｇであり；
　Ｘ２は、Ｙであり；
　Ｘ３は、Ｙであり；
　Ｘ４は、Ｎであり；
　Ｘ５は、Ｓであり；
　Ｘ６は、Ｐであり；
　Ｘ７は、Ｆであり；
　Ｘ８は、Ａであり；
　Ｘ９は、Ｙ、ＦまたはＳである］；
　配列番号１５７の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基１０１－１１１（ＣＤＲ－Ｈ３　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基９９－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基９９－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
　配列番号１８９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
　配列番号１９４の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ１は、
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　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９－Ｘ１０－Ｘ１１（配列番号
１５４）
［Ｘ１は、Ｒであり；
　Ｘ２は、Ａであり；
　Ｘ３は、Ｓであり；
　Ｘ４は、ＥまたはＱであり；
　Ｘ５は、ＤまたはＥであり；
　Ｘ６は、Ｉであり；
　Ｘ７は、ＹまたはＷであり；
　Ｘ８は、Ｓ、Ｉ、Ｙ、ＮまたはＲであり；
　Ｘ９は、Ｎであり；
　Ｘ１０は、Ｌであり；
　Ｘ１１は、Ａである］；
　配列番号１５８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ１　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ１　１５Ｄ６）；
　配列番号１７５の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
　配列番号１９８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；および
　配列番号２０３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ２は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７（配列番号１５５）
［Ｘ１は、Ｄであり；
　Ｘ２は、Ｔであり；
　Ｘ３は、ＮまたはＳであり；
　Ｘ４は、Ｎ、Ｄ、Ｓ、Ｉ、ＹまたはＶであり；
　Ｘ５は、Ｌであり；
　Ｘ６は、Ａであり；
　Ｘ７は、Ｄである］；
　配列番号１５８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基５３－５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基５３－５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１５Ｄ６）；
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　配列番号１７５の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
　配列番号１９８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；および
　配列番号２０３の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ３は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９（配列番号１５６）
［Ｘ１は、Ｑであり；
　Ｘ２は、Ｑであり；
　Ｘ３は、Ｙであり；
　Ｘ４は、Ｎ、ＤまたはＴであり；
　Ｘ５は、Ｎ、ＹまたはＷであり；
　Ｘ６は、ＹまたはＶであり；
　Ｘ７は、Ｐであり；
　Ｘ８は、Ｐであり；
　Ｘ９は、Ｔである］；
　配列番号１５８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基８９－９８（ＣＤＲ－Ｌ３　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　１５Ｄ６）；
　配列番号１７５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
　配列番号１９８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号２０３の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択される。
【００１２】
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　好ましくは、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、
配列番号１５７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３８Ｈ１２）、配列番号１５７の残基
５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３８Ｈ１２）、配列番号１５７の残基９９－１０７（ＣＤＲ
－Ｈ３　３８Ｈ１２）、配列番号１５８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３８Ｈ１２）
、配列番号１５８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３８Ｈ１２）、配列番号１５８の残
基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３８Ｈ１２）、配列番号１５９の残基３１－３５（ＣＤＲ
－Ｈ１　１Ａ１１）、配列番号１５９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１Ａ１１）、配
列番号１５９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　１Ａ１１）、配列番号１６０の残基２
４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　１Ａ１１）、配列番号１６０の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２
　１Ａ１１）、配列番号１６０の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　１Ａ１１）、配列番号
１６１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３７Ｄ１０）、配列番号１６１の残基５０－６
８（ＣＤＲ－Ｈ２　３７Ｄ１０）、配列番号１６１の残基１０１－１１１（ＣＤＲ－Ｈ３
　３７Ｄ１０）、配列番号１６２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３７Ｄ１０）、配列
番号１６２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３７Ｄ１０）、配列番号１６２の残基８９
－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３７Ｄ１０）、配列番号１６３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１
　３２Ｃ７）、配列番号１６３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３２Ｃ７）、配列番号
１６３の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　３２Ｃ７）、配列番号１６４の残基２４－３
４（ＣＤＲ－Ｌ１　３２Ｃ７）、配列番号１６４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３２
Ｃ７）、配列番号１６４の残基８９－９８（ＣＤＲ－Ｌ３　３２Ｃ７）、配列番号１６５
の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ｇ１）、配列番号１６５の残基５０－６６（ＣＤ
Ｒ－Ｈ２　１４Ｇ１）、配列番号１６５の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ｇ１）
、配列番号１６６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　１４Ｇ１）、配列番号１６６の残基
５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ｇ１）、配列番号１６６の残基８９－９８（ＣＤＲ－Ｌ
３　１４Ｇ１）、配列番号１６７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ａ１１）、配列
番号１６７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１４Ａ１１）、配列番号１６７の残基９９
－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ａ１１）、配列番号１６８の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ
１　１４Ａ１１）、配列番号１６８の残基５３－５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ａ１１）、配
列番号１６８の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　１４Ａ１１）、配列番号１６９の残基
３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１５Ｄ６）、配列番号１６９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ
２　１５Ｄ６）、配列番号１６９の残基９９－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１５Ｄ６）、配列
番号１７０の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ１　１５Ｄ６）、配列番号１７０の残基５３－
５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１５Ｄ６）、配列番号１７０の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　
１５Ｄ６）、配列番号１７１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　１Ａ１１）、
配列番号１７１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　１Ａ１１）、配列番号１７
１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　１Ａ１１）、配列番号１７２の残基３
１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）、配列番号１７２の残基５０－６６（
ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）、配列番号１７２の残基；９９－１０７（ＣＤＲ
－Ｈ３　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）、配列番号１７３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　Ｖ
Ｈ．１ｂ　１Ａ１１）、配列番号１７３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　
１Ａ１１）、配列番号１７３の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１
）、配列番号１７４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）、配列番
号１７４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）、配列番号１７４の
残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）、配列番号１７５の残基２４
－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　１Ａ１１）、配列番号１７５の残基５０－５６（ＣＤ
Ｒ－Ｌ２　ＶＬ．１　１Ａ１１）、配列番号１７５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　Ｖ
Ｌ．１　１Ａ１１）、配列番号１７６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　１
Ａ１１）、配列番号１７６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）、
配列番号１７６の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）、配列番号１
７７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）、配列番号１７７の残基
５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）、配列番号１７７の残基８９－９７
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（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）、配列番号１７８の残基２４－３４（ＣＤＲ－
Ｌ１　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）、配列番号１７８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ
．２ａ　１Ａ１１）、配列番号１７８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　１
Ａ１１）、配列番号１７９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）、
配列番号１７９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）、配列番号１
７９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）、配列番号１８０の残
基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８０の残基５０－
６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８０の残基９９－１０７（
ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８１の残基３１－３５（ＣＤＲ－
Ｈ１　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）、配列番号１８１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　Ｖ
Ｈ．１ｂ　３８Ｈ１２）、配列番号１８１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１
ｂ　３８Ｈ１２）、配列番号１８２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８
Ｈ１２）、配列番号１８２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）
、配列番号１８２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）、配列
番号１８３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）、配列番号１８３
の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）、配列番号１８３の残基８９
－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）、配列番号１８４の残基２４－３４（Ｃ
ＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ
２　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８４の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ
．１ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８５の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　
３８Ｈ１２）、配列番号１８５の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１
２）、配列番号１８５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）、配
列番号１８６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１
８６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８６の残
基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）、配列番号１８７の残基３１－
３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）、配列番号１８７の残基５０－６６（ＣＤＲ
－Ｈ２　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）、配列番号１８７の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ
１Ａ１１ＶＨ．１）、配列番号１８８の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ
６）、配列番号１８８の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ６）、配列番号
１８８の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ６）、配列番号１８９の残基
３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ８）、配列番号１８９の残基５０－６６（Ｃ
ＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ８）、配列番号１８９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　
ｈ１Ａ１１．Ａ８）、配列番号１９０の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｃ
６）、配列番号１９０の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）、配列番号
１９０の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）、配列番号１９１の残基
３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）、配列番号１９１の残基５０－６６（
ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）、配列番号１９１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ
３　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）、配列番号１９２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１
１．Ｂ５）、配列番号１９２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）、配
列番号１９２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）、配列番号１９３
の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）、配列番号１９３の残基５０－
６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）、配列番号１９３の残基９９－１０７（ＣＤ
Ｒ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）、配列番号１９４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ
１Ａ１１．Ｇ３）、配列番号１９４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｇ３
）、配列番号１９４の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）、配列番号
１９５の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）、配列番号１９５の残基５
０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）、配列番号１９５の残基９９－１０７（Ｃ
ＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）、配列番号１９６の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ
１Ａ１１．Ｈ２）、配列番号１９６の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｈ２
）、配列番号１９６の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）、配列番号
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１９７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）、配列番号１９７の残基
５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）、配列番号１９７の残基８９－９７（
ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）、配列番号１９８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１
　ｈ１Ａ１１．Ａ２）、配列番号１９８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．
Ａ２）、配列番号１９８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ２）、配列番
号１９９の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）、配列番号１９９の残
基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）、配列番号１９９の残基８９－９７
（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）、配列番号２００の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ
１　ｈ１Ａ１１．Ａ７）、配列番号２００の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１
．Ａ７）、配列番号２００の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ７）、配列
番号２０１の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）、配列番号２０１の残
基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）、配列番号２０１の残基８９－９７（
ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）、配列番号２０２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　
ｈ１Ａ１１．Ｂ５）、配列番号２０２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ
５）、配列番号２０２の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）、配列番号
２０３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）、配列番号２０３の残基
５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）および配列番号２０３の残基８９－９
７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む少なくとも１個のＣＤＲを含む。
【００１３】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、本明細書に記載された（上記ま
たは下記）少なくとも３個のＣＤＲを含む。限定されない例では、本発明のＤＬＬ４結合
タンパク質は、本明細書に記載された３個のＣＤＲを含み、ここで、３個のＣＤＲは、本
明細書に記載されたＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２およびＣＤＲ－Ｈ３である。別の限定さ
れない例、本明細書に記載された３個のＣＤＲを含む本発明のＤＬＬ４結合タンパク質で
は、３個のＣＤＲは、本明細書に記載されたＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲ－
Ｌ３である。
【００１４】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、本明細書に記載された（上記ま
たは下記）１個以上のＣＤＲ、例えば、本明細書に記載された１個、２個、３個、４個、
５個または６個のＣＤＲを含む。好ましい実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク
質は、本明細書に記載された６個のＣＤＲ、例えば、本明細書に記載されたＣＤＲ－Ｈ１
、ＣＤＲ－Ｈ２、ＣＤＲ－Ｈ３、ＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲ－Ｌ３を含む
。
【００１５】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、可変ドメインＣＤＲのセット
から選択される３個のＣＤＲを含み、ここで、可変ドメインＣＤＲのセットは、
　ＶＨ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１５７の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１５７の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１５７の残基９９－１０７
　ＶＬ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１５８の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１５８の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１５８の残基８９－９７
　ＶＨ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１５９の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１５９の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１５９の残基９９－１０７
　ＶＬ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
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　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１６０の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１６０の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１６０の残基８９－９７
　ＶＨ　３７Ｄ１０　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１６１の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１６１の残基５０－６８
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１６１の残基１０１－１１１
　ＶＬ　３７Ｄ１０　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１６２の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１６２の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１６２の残基８９－９７
　ＶＨ　３２Ｃ７　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１６３の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１６３の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１６３の残基９９－１０５
　ＶＬ　３２Ｃ７　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１６４の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１６４の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１６４の残基８９－９８
　ＶＨ　１４Ｇ１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１６５の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１６５の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１６５の残基９９－１０５
　ＶＬ　１４Ｇ１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１６６の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１６６の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１６６の残基８９－９７
　ＶＨ　１４Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１６７の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１６７の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１６７の残基９９－１１０
　ＶＬ　１４Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１６８の残基２３－３７
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１６８の残基５３－５９
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１６８の残基９２－１００
　ＶＨ　１５Ｄ６　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１６９の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１６９の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１６９の残基９９－１１０
　ＶＬ　１５Ｄ６　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１７０の残基２３－３７
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１７０の残基５３－５９
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１７０の残基９２－１００
　ＶＨ　ＶＨ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１７１の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１７１の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１７１の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１７２の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１７２の残基５０－６６
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　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１７２の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１７３の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１７３の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１７３の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１７４の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１７４の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１７４の残基９９－１０７
　ＶＬ　ＶＬ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１７５の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１７５の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１７５の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１７６の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１７６の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１７６の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１７７の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１７７の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１７７の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１７８の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１７８の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１７８の残基８９－９７
　ＶＨ　ＶＨ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１７９の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１７９の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１７９の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８０の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８０の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８０の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８１の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８１の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８１の残基９９－１０７
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８２の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８２の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８２の残基９９－１０７
　ＶＬ　ＶＬ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１８３の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１８３の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１８３の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１８４の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１８４の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１８４の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
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　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１８５の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１８５の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１８５の残基８９－９７
　ＶＬ　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１８６の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１８６の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１８６の残基８９－９７
　ＶＨ　ｈＡ１１ＶＨ．１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８７の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８７の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８７の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ａ６　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８８の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８８の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８８の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ａ８　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１８９の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１８９の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１８９の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｃ６　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９０の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９０の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９０の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ａ１１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９１の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９１の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９１の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｂ５　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９２の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９２の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９２の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９３の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９３の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９３の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｇ３　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９４の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９４の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９４の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｆ５　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９５の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９５の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９５の残基９９－１０７
　ＶＨ　ｈＡ１１．Ｈ２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｈ１：配列番号１９６の残基３１－３５
　ＣＤＲ－Ｈ２：配列番号１９６の残基５０－６６
　ＣＤＲ－Ｈ３：配列番号１９６の残基９９－１０７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１９７の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１９７の残基５０－５６
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　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１９７の残基８９－９７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１９８の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１９８の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１９８の残基８９－９７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号１９９の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号１９９の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号１９９の残基８９－９７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ７　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号２００の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号２００の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号２００の残基８９－９７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｂ４　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号２０１の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号２０１の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号２０１の残基８９－９７
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｂ５　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号２０２の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号２０２の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号２０２の残基８９－９７
　および
　ＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセット
　ＣＤＲ－Ｌ１：配列番号２０３の残基２４－３４
　ＣＤＲ－Ｌ２：配列番号２０３の残基５０－５６
　ＣＤＲ－Ｌ３：配列番号２０３の残基８９－９７
からなる可変ドメインＣＤＲのセットの群から選択される。
【００１６】
　一実施形態では、ＤＬＬ４結合タンパク質は、上記の群中の少なくとも２セットの可変
ドメインＣＤＲからのＣＤＲを含む。
【００１７】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、上記の群中の３個のＣＤＲの
任意のＶＨセットから選択される３個のＣＤＲと、上記の群中の３個のＣＤＲの任意のＶ
Ｌセットから選択される３個のＣＤＲとを含む。
【００１８】
　さらに別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、
　ＶＨ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　１Ａ１１　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　３７Ｄ１０　ＣＤＲセットおよびＶＬ　３７Ｄ１０　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　３２Ｃ７　ＣＤＲセットおよびＶＬ　３２Ｃ７　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　１４Ｇ１セットおよびＶＬ　１４Ｇ１　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　１４Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　１４Ａ１１　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　１５Ｄ６　ＣＤＲセットおよびＶＬ　１５Ｄ６　ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセ
ット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲ
セット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲ
セット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲ
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セット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　１Ａ１１　ＣＤＲ
セット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　１Ａ１１　ＣＤＲ
セット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　１Ａ１１　ＣＤＲ
セット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　３８Ｈ１２　ＣＤ
Ｒセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２　Ｃ
ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２　Ｃ
ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２　Ｃ
ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　３８Ｈ１２　Ｃ
ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　３８Ｈ１２　Ｃ
ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１　３８Ｈ１２　Ｃ
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ＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２　
ＣＤＲセット、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ａ６　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｃ６　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ａ１１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１　ＣＤＲセ
ット、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ａ８　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｂ４　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ７　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ１２　ＣＤＲセ
ット、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ａ２　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｂ５　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｂ５　ＣＤＲセット
、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセ
ット、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｇ３　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセッ
ト、
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｆ５　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセッ
トならびに
　ＶＨ　ｈ１Ａ１１．Ｈ２　ＣＤＲセットおよびＶＬ　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２　ＣＤＲセッ
ト
からなる群から選択されるＣＤＲのＶＨおよびＶＬセットの対から、上記の３個のＣＤＲ
のＶＨセットと、上記の３個のＣＤＲのＶＬセットとを含む。
【００１９】
　好ましい実施形態では、ＤＬＬ４結合タンパク質は、６個のＣＤＲを含むＤＬＬ４抗原
結合ドメイン（または結合部位）を有し、ここで、ＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２およびＣ
ＤＲ－Ｈ３は、重鎖可変領域（ＶＨ）中に位置し、ＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣ
ＤＲ－Ｌ３は、軽鎖可変領域（ＶＬ）中に位置し、ここで、ＶＨおよびＶＬ領域の会合が
、ＤＬＬ４結合タンパク質の機能的ＤＬＬ４抗原結合ドメインを形成する。この実施形態
のさらなる限定されない例では、２つのＤＬＬ４抗原結合ドメインを有するＤＬＬ４結合
タンパク質は、２セットのＶＨおよびＶＬ領域を含み、したがって、１２個のＣＤＲを含
む。
【００２０】
　別の実施形態では、ＤＬＬ４結合タンパク質は、６個のＣＤＲを含むＤＬＬ４抗原結合
ドメインを有し、ここで、ＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２およびＣＤＲ－Ｈ３は、重鎖可変
領域（ＶＨ）中に位置し、ＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲ－Ｌ３は、軽鎖可変
領域（ＶＬ）中に位置し、ここで、各可変領域中の残りの配列は、フレームワーク（ＦＲ
）領域を構成し、その結果、各ＣＤＲは、全部で４つのＦＲ配列、すなわち、ＦＲ１、Ｆ
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領域中のＦＲおよびＣＤＲ配列の配置は、ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３
－ＣＤＲ３－ＦＲ４である。この実施形態では、ＶＨ領域およびＶＬ領域の会合によって
形成される結合ドメインは、８個のＦＲ配列と６個のＣＤＲとを含む。
【００２１】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、ＣＤＲグラフト化抗体を含み、ここで、当技術分
野で利用可能である組換え技術を使用して、一方の種（ドナー種）の抗体のＶＨおよび／
またはＶＬ領域の１個以上のＣＤＲが、もう一方の（アクセプター）種の抗体のＶＨおよ
び／またはＶＬの対応するＣＤＲ中にグラフトされ、置換する。ドナー種の一例として、
本明細書に記載されたラット抗ヒトＤＬＬ４モノクローナル抗体があり、アクセプター種
の一例として、ヒト免疫グロブリンガンマ（ＩｇＧ）分子があり、ここで、ヒトＩｇＧ分
子のＶＨおよびＶＬ領域のヒトＦＲ配列は、ドナーラットモノクローナル抗体由来のＣＤ
Ｒ中にグラフトされたものを受け取るヒトアクセプターフレームワーク配列である。得ら
れたＣＤＲグラフト化抗体のヒトアクセプターフレームワーク配列は、ＣＤＲグラフト化
抗体の１つ以上の特性を改善するよう、さらに突然変異されていてもよい。限定されない
例によって、ＣＤＲグラフト化抗体の１つ以上のＦＲ配列の１個以上の残基は、ヒト被験
体におけるＣＤＲグラフト化抗体のＤＬＬ４結合親和性を改善するよう、または免疫原性
を低下させるために突然変異されていてもよい。
【００２２】
　本発明の一実施形態では、上記の１個以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質は、
ヒトアクセプターフレームワーク配列をさらに含む。好ましくは、ＤＬＬ４結合タンパク
質は、１つ以上の（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つまたは８つの）
ヒトアクセプターフレームワーク配列を含む。
【００２３】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質中に存在するヒトアクセプターフレームワーク配列は
、ＤＬＬ４と結合するラットモノクローナル抗体中に存在する１個以上の対応するアミノ
酸残基に復帰突然変異されている、ならびに／または望ましくない反応の部位を低減また
は排除する、例えば、不要なグリコシル化の部位および／もしくは不要なＮ末端ピログル
タミン酸形成の部位および／もしくは低減した可能性がある免疫原性のリスクの部位を低
減または排除する、１個以上のアミノ酸残基に突然変異されている１個以上のアミノ酸残
基を含み得る。
【００２４】
　一実施形態では、上記の１個以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質は、以下の表
３および４中のヒトアクセプターフレームワーク配列の群から選択される１つ以上の（例
えば、いずれか１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つまたは８つの）ヒトアクセプ
ターフレームワーク配列をさらに含む。本発明のＤＬＬ４結合タンパク質中に存在する表
３および４からの１つ以上のヒトアクセプターフレームワーク配列は、ＤＬＬ４と結合す
るラットモノクローナル抗体中に存在する１個以上の対応するアミノ酸残基に復帰突然変
異されている１個以上のアミノ酸残基、ならびに／または望ましくない反応の部位を低減
もしくは排除する、例えば、不要なグリコシル化の部位および／もしくは不要なＮ末端ピ
ログルタミン酸形成の部位および／もしくは低減した可能性がある免疫原性のリスクの部
位を低減もしくは廃除する１個以上のアミノ酸に突然変異されている１個以上のアミノ酸
残基をさらに含み得る。
【００２５】
　別の実施形態では、本発明は、上記の１個以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質
を提供し、ここで、結合タンパク質はまた、以下：
【００２６】
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【表１】

からなる群から選択される可変領域配列中に存在する任意のフレームワーク配列から選択
されるヒトアクセプターフレームワーク配列のうち１つ以上（例えば、結合ドメインあた
りいずれか１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つまたは８つ）も含む。
【００２７】
　本発明のさらに別の実施形態では、ＤＬＬ４結合タンパク質は、
　重鎖フレームワーク－１（Ｈ－ＦＲ１）：
Ｅ－Ｖ－Ｑ－Ｌ－Ｖ－Ｅ－Ｓ－Ｇ－Ｇ－Ｇ－Ｌ－Ｖ－Ｑ－Ｐ－Ｇ－Ｇ－Ｓ－Ｌ－Ｒ－Ｌ－
Ｓ－Ｃ－Ａ－Ａ－Ｓ－Ｇ－Ｆ－Ｔ－Ｆ－Ｘ３０（配列番号１４３）［Ｘ３０は、Ｓ、Ｒま
たはＧである］；
　重鎖フレームワーク－２（Ｈ－ＦＲ２）：Ｗ－Ｖ－Ｒ－Ｑ－Ａ－Ｐ－Ｇ－Ｋ－Ｇ－Ｌ－
Ｅ－Ｗ－Ｖ－Ａ（配列番号１４４）；
　重鎖フレームワーク－３（Ｈ－ＦＲ３）：
Ｒ－Ｆ－Ｔ－Ｉ－Ｓ－Ｒ－Ｄ－Ｎ－Ａ－Ｋ－Ｘ１１－Ｓ－Ｌ－Ｙ－Ｌ－Ｑ－Ｍ－Ｎ－Ｓ－
Ｌ－Ｒ－Ａ－Ｅ－Ｄ－Ｔ－Ａ－Ｖ－Ｙ－Ｙ－Ｃ－Ｘ３１－Ｒ（配列番号１４５）
［Ｘ１１は、ＮまたはＳであり、
Ｘ３１は、ＡまたはＳである］；
　重鎖フレームワーク－４（Ｈ－ＦＲ４）：Ｗ－Ｇ－Ｑ－Ｇ－Ｔ－Ｌ－Ｖ－Ｔ－Ｖ－Ｓ－
Ｓ（配列番号１４６）；
　軽鎖フレームワーク－１（Ｌ－ＦＲ１）：
Ｄ－Ｉ－Ｑ－Ｍ－Ｔ－Ｑ－Ｓ－Ｐ－Ｓ－Ｓ－Ｌ－Ｓ－Ａ－Ｓ－Ｖ－Ｇ－Ｄ－Ｒ－Ｖ－Ｔ－
Ｉ－Ｔ－Ｃ（配列番号１４７）；
　軽鎖フレームワーク－２（Ｌ－ＦＲ２）：Ｗ－Ｙ－Ｑ－Ｑ－Ｋ－Ｐ－Ｇ－Ｋ－Ｘ９－Ｐ
－Ｋ－Ｌ－Ｌ－Ｉ－Ｘ１５（配列番号１４８）
［Ｘ９は、ＡまたはＳであり、
Ｘ１５は、ＦまたはＹである］；
　軽鎖フレームワーク－３（Ｌ－ＦＲ３）：
Ｇ－Ｖ－Ｐ－Ｓ－Ｒ－Ｆ－Ｓ－Ｇ－Ｓ－Ｇ－Ｓ－Ｇ－Ｔ－Ｄ－Ｘ１５－Ｔ－Ｌ－Ｔ－Ｉ－
Ｓ－Ｓ－Ｌ－Ｑ－Ｐ－Ｅ－Ｄ－Ｆ－Ａ－Ｔ－Ｙ－Ｙ－Ｃ（配列番号１４９）
［Ｘ１５は、ＦまたはＳである］；
　軽鎖フレームワーク－４（Ｌ－ＦＲ４）：Ｆ－Ｇ－Ｑ－Ｇ－Ｔ－Ｋ－Ｌ－Ｅ－Ｉ－Ｋ（
配列番号１５０）
からなる群から選択される１つ以上の（例えば、いずれか１つ、２つ、３つ、４つ、５つ
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【００２８】
　別の実施形態では、上記の１個以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質はまた、上
記のヒトアクセプターフレームワーク配列を含み、ここで、ヒトアクセプターフレームワ
ーク配列は、重要な残基で少なくとも１つのフレームワーク領域アミノ酸置換を含み、重
要な残基は、ＣＤＲに隣接する残基、グリコシル化部位残基、希少残基、ヒトＤＬＬ４と
相互作用できる残基、ＣＤＲと相互作用できる残基、標準残基、重鎖可変領域と軽鎖可変
領域間の接触残基、バーニアゾーン内の残基、コチア（Ｃｈｏｔｈｉａ）によって定義さ
れる可変重鎖ＣＤＲ１およびカバット（Ｋａｂａｔ）によって定義される第１の重鎖フレ
ームワーク間で重複する領域中の残基からなる群から選択される。
【００２９】
　別の実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質のヒトアクセプター
フレームワーク配列は、少なくとも１つのフレームワーク領域アミノ酸置換を含み、ここ
で、フレームワークのアミノ酸配列は、ヒト生殖系列アクセプターフレームワークの配列
と少なくとも６５％同一であり、ヒト生殖系列アクセプターフレームワークと同一の少な
くとも７０個のアミノ酸残基を含む。別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク
質は、コンセンサスヒト可変ドメイン配列を含む。
【００３０】
　一実施形態では、本発明は、ヒトアクセプターフレームワーク配列を含むＤＬＬ４結合
タンパク質を提供し、ここで、結合タンパク質は、以下：
【００３１】
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からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する少なくとも１つの可変ドメインを含む。
【００３２】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、上記の２つ以上の可変ドメイ
ンを含む。好ましい実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、２つの可変ドメ
インを含み、ここで、２つの可変ドメインは、以下：
【００３３】
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からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する。
【００３４】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、以下：
【００３５】
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【表４】

からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する少なくとも１つの可変ドメインを含む。
【００３６】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、２つの可変ドメインを含み、
ここで、２つの可変ドメインは、以下：
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【表５】
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からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する。
【００３８】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、
　配列番号１８８（ｈ１Ａｌｌ．Ａ６　ＶＨ）および配列番号１９７（ｈ１Ａ１１ＶＬ．
１）、
　配列番号１９０（ｈ１Ａ１１．Ｃ６　ＶＨ）および配列番号１９７（ｈ１Ａ１１ＶＬ．
１）、ならびに
　配列番号１９１（ｈ１Ａ１１．Ａ１１　ＶＨ）および配列番号１９７（ｈ１Ａ１１．Ｖ
Ｌ．１）
からなる群から選択されるアミノ酸配列を有する２つの可変ドメインを含む。
【００３９】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、アミノ酸配列配列番号１８１（
ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）および配列番号１８５（ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）を有する２
つの可変ドメインを含む。
【００４０】
　本発明によれば、本明細書に記載されたＶＨおよびＶＬドメインの種々の組合せを含む
さらなるＤＬＬ４結合タンパク質を作製し、選択するために、任意の本明細書に記載され
たＤＬＬ４結合タンパク質の重鎖可変（ＶＨ）ドメインおよび軽鎖可変（ＶＬ）ドメイン
が、当技術分野で利用可能な組換え技術を使用してシャッフルされ得る。
【００４１】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、ヒトＤＬＬ４（ｈｕ　ＤＬＬ４
）および少なくとも１種のその他の種のＤＬＬ４と結合する。より好ましくは、本明細書
に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、ヒトＤＬＬ４ならびにカニクイザルＤＬＬ４（
ｃｙｎｏｍｏｌｇｕｓ　ＤＬＬ４、ｃｙｎｏ　ＤＬＬ４）、マウスＤＬＬ４（ｍｕ　ＤＬ
Ｌ４）、ラットＤＬＬ４およびそれらの組合せからなる群から選択されるＤＬＬ４と結合
する。
【００４２】
　別の実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、Ｎｏｔｃｈタン
パク質とのＤＬＬ４相互作用を遮断できる。好ましくは、Ｎｏｔｃｈタンパク質は、Ｎｏ
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ｔｃｈ－１、Ｎｏｔｃｈ－２、Ｎｏｔｃｈ－３、Ｎｏｔｃｈ－４およびそれらの組合せか
らなる群から選択される。
【００４３】
　一実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、ヒトＤＬＬ４の１
つ以上の生物学的機能を調節、阻害または中和できる。より好ましくは、本発明のＤＬＬ
４結合タンパク質は、ヒトＤＬＬ４、カニクイザルＤＬＬ４、サルＤＬＬ４、ラットＤＬ
Ｌ４およびそれらの組合せからなる群から選択されるＤＬＬ４の活性を調節、阻害または
中和できる。
【００４４】
　さらなる実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、ＶＥＧＦＲ
２活性、ＶＥＧＦＲ１活性またはＶＥＧＦＲ２およびＶＥＧＦＲ１の両活性を阻害できる
。
【００４５】
　一実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、正常な血管新生を
阻害できる。
【００４６】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、表面プラズモン共鳴によって測
定される、少なくとも約１０２Ｍ－１ｓ－１；少なくとも約１０３Ｍ－１ｓ－１；少なく
とも約１０４Ｍ－１ｓ－１；少なくとも約１０５Ｍ－１ｓ－１；または少なくとも約１０
６Ｍ－１ｓ－１の、ＤＬＬ４との結合速度定数（Ｋｏｎ）を有する。好ましくは、本発明
の結合タンパク質は、表面プラズモン共鳴によって測定される、１０２Ｍ－１ｓ－１から
１０３Ｍ－１ｓ－１の間；１０３Ｍ－１ｓ－１から１０４Ｍ－１ｓ－１の間；１０４Ｍ－

１ｓ－１から１０５Ｍ－１ｓ－１の間；または１０５Ｍ－１ｓ－１から１０６Ｍ－１ｓ－

１の間の、ＤＬＬ４との結合速度定数（Ｋｏｎ）を有する。
【００４７】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、表面プラズモン共鳴によって
測定される、最大で約１０－３ｓ－１；最大で約１０－４ｓ－１；最大で約１０－５ｓ－

１；または最大で約１０－６ｓ－１の、ＤＬＬ４との解離速度定数（Ｋｏｆｆ）を有する
。好ましくは、本発明の結合タンパク質は、表面プラズモン共鳴によって測定される、１
０－３ｓ－１から１０－４ｓ－１の；１０－４ｓ－１から１０－５ｓ－１の；または１０
－５ｓ－１から１０－６ｓ－１の、ＤＬＬ４との解離速度定数（Ｋｏｆｆ）を有する。
【００４８】
　別の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、最大で約１０－７Ｍ；最大で
約１０－８Ｍ；最大で約１０－９Ｍ；最大で約１０－１０Ｍ；最大で約１０－１１Ｍ；最
大で約１０－１２Ｍ；または最大で１０－１３Ｍの、ＤＬＬ４との解離定数（ＫＤ）を有
する。好ましくは、本発明の結合タンパク質は、１０－７Ｍから１０－８Ｍの；１０－８

Ｍから１０－９Ｍの；１０－９Ｍから１０－１０Ｍの；１０－１０から１０－１１Ｍの；
１０－１１Ｍから１０－１２Ｍの；または１０－１２Ｍから１０－１３Ｍの、ＤＬＬ４と
の解離定数（ＫＤ）を有する。
【００４９】
　一実施形態では、本発明は、上記のＤＬＬ４結合タンパク質およびリンカーポリペプチ
ドまたは免疫グロブリン定常ドメインを含む抗体構築物を提供する。好ましい実施形態で
は、本発明の抗体構築物は、免疫グロブリン分子、モノクローナル抗体、キメラ抗体、Ｃ
ＤＲグラフト化抗体、ヒト化抗体、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖ、ジスルフ
ィド結合されたＦｖ、ｓｃＦｖ、単一ドメイン抗体、ダイアボディー、多重特異性抗体、
二重特異性抗体および二特異性抗体からなる群から選択される。
【００５０】
　好ましい実施形態では、本発明の抗体構築物は、ヒトＩｇＭ定常ドメイン、ヒトＩｇＧ
１定常ドメイン、ヒトＩｇＧ２定常ドメイン、ヒトＩｇＧ３定常ドメイン、ヒトＩｇＧ４
定常ドメイン、ヒトＩｇＥ定常ドメインおよびヒトＩｇＡ定常ドメインからなる群から選
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択される重鎖免疫グロブリン定常ドメインを含む。
【００５１】
　別の実施形態では、本発明の抗体構築物は、免疫グロブリンガンマ－１（ＩｇＧ－１）
重鎖定常領域（配列番号３など）、突然変異体ＩｇＧ－１重鎖定常領域（配列番号４など
）、免疫グロブリンカッパ軽鎖定常領域（配列番号５など）、免疫グロブリンラムダ軽鎖
定常領域（配列番号６など）およびそれらの組合せからなる群から選択される免疫グロブ
リン定常領域を含む。
【００５２】
　別の実施形態では、抗体構築物は、グリコシル化されている。好ましくは、グリコシル
化は、ヒトグリコシル化パターンである。
【００５３】
　一実施形態では、本発明は、薬剤とコンジュゲートしている本明細書に記載された抗体
構築物を含む抗体コンジュゲートを提供する。好ましくは、薬剤は、造影剤、治療薬、細
胞傷害性薬剤および免疫接着分子からなる群から選択される。好ましい実施形態では、造
影剤は、放射標識、酵素、蛍光標識、発光標識、生物発光標識、磁性標識およびビオチン
からなる群から選択される。より好ましくは、造影剤は、３Ｈ、

１４Ｃ、
３５Ｓ、９０Ｙ

、９９Ｔｃ、１１１Ｉｎ、１２５Ｉ、１３１Ｉ、１７７Ｌｕ、１６６Ｈｏおよび１５３Ｓ
ｍからなる群から選択される放射標識である。好ましい実施形態では、治療薬または細胞
傷害性薬剤は、代謝拮抗剤、アルキル化剤、抗生物質、増殖因子、サイトカイン、血管新
生抑制薬、有糸分裂阻害剤、アントラサイクリン、毒素およびアポトーシス薬からなる群
から選択される。
【００５４】
　別の実施形態では、上記のＤＬＬ４結合タンパク質、抗体構築物または抗体コンジュゲ
ートは、結晶として存在する。好ましくは、結晶は、担体を含まない医薬放出制御結晶で
ある。別の実施形態では、このような結晶化結合タンパク質、結晶化抗体構築物または結
晶化抗体コンジュゲートは、その可溶性対応物よりも長いインビボ半減期を有する。好ま
しい実施形態では、結晶化結合タンパク質、結晶化抗体構築物または結晶化抗体コンジュ
ゲートは、結晶化後に、結合タンパク質、抗体構築物または抗体コンジュゲートの可溶性
または非結晶形態の生物活性を保持する。
【００５５】
　一実施形態では、本発明は、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質（任意の抗
体構築物または抗体コンジュゲートを含む）の１種以上のアミノ酸配列をコードする単離
された核酸を提供する。
【００５６】
　好ましい実施形態では、本発明は、上記のＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２およびＣＤＲ－
Ｈ３のうち１種以上を含む重鎖可変ドメインを含むポリペプチド；上記のＣＤＲ－Ｌ１、
ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲ－Ｌ３のうち１種以上を含む軽鎖可変ドメインを含むポリペプ
チド；および両ポリペプチドの組合せからなる群から選択されるポリペプチドをコードす
る単離された核酸を提供する。
【００５７】
　本発明の一態様は、ＤＬＬ４結合タンパク質、抗体構築物、ＤＬＬ４結合抗体コンジュ
ゲートまたはそれらのＤＬＬ４結合部分をコードする単離された核酸に関する。上記のＣ
ＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２もしくはＣＤＲ－Ｈ３を含む重鎖可変ドメインを含むポリペプ
チド；上記のＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２もしくはＣＤＲ－Ｌ３を含む軽鎖可変ドメイン
を含むポリペプチド；または両ポリペプチドの組合せからなる群から選択されるポリペプ
チドをコードする単離された核酸が特に好ましい。
【００５８】
　さらなる実施形態は、本明細書に記載された単離された核酸を含むベクターを提供する
。好ましい実施形態では、ベクターは、ｐｃＤＮＡ、ｐＴＴ（Ｄｕｒｏｃｈｅｒら、Ｎｕ
ｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．、３０（２ｅ９）：１－９頁（２００２年））、ｐＴＴ３（



(33) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

さらなる多重クローニング部位を有するｐＴＴ）、ｐＥＦＢＯＳ（Ｍｉｚｕｓｈｉｍａら
、Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ．Ｒｅｓ．、１８（１７）：５３２２頁（１９９０年））、ｐＢ
Ｖ、ｐＪＶおよびｐＢＪからなる群から選択される。
【００５９】
　本発明の別の態様では、上記のベクターで形質転換された宿主細胞を提供する。宿主細
胞は、原核細胞であっても、真核細胞であってもよい。好ましい原核生物の宿主細胞とし
て、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）がある。好ましくは、真核細胞は、原
生生物細胞、動物細胞、植物細胞および真菌細胞からなる群から選択される。より好まし
くは、宿主細胞は、それだけには限らないが、ＣＨＯおよびＣＯＳ細胞を含めた哺乳動物
細胞である。好ましい真菌細胞は、サッカロミセス・セレビシ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃ
ｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）である。好ましい昆虫細胞は、Ｓｆ９細胞である。
【００６０】
　本発明の別の態様では、ヒトＤＬＬ４と結合する結合タンパク質を製造するのに十分な
条件下、培養培地中で上記の宿主細胞のうちいずれか１種を培養するステップを含む、ヒ
トＤＬＬ４と結合する結合タンパク質を製造する方法が提供される。
【００６１】
　一実施形態は、上記の結晶化ＤＬＬ４結合タンパク質、結晶化抗体構築物または結晶化
抗体コンジュゲートおよび成分、さらに、少なくとも１種のポリマー担体を含む製剤を含
む、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質の放出のための組成物を提供する。好ましくは、ポ
リマー担体は、ポリ（アクリル酸）、ポリ（シアノアクリレート）、ポリ（アミノ酸）、
ポリ（無水物）、ポリ（デプシペプチド）、ポリ（エステル）、ポリ（乳酸）、ポリ（乳
酸－グリコール酸）共重合体またはＰＬＧＡ、ポリ（ｂ－ヒドロキシ酪酸（ｈｙｄｒｏｘ
ｙｂｕｔｒｙａｔｅ））、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（ジオキサノン）、ポリ（エチ
レングリコール）、ポリ（（ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド、ポリ［（オルガノ
）ホスファゼン］、ポリ（オルトエステル）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（ビニル
ピロリドン）、マレイン酸無水物－アルキルビニルエーテル共重合体、プルロニックポリ
オール、アルブミン、アルギン酸塩、セルロースおよびセルロース誘導体、コラーゲン、
フィブリン、ゼラチン、ヒアルロン酸、オリゴ糖、グリコサミノグリカン（ｇｌｙｃａｍ
ｉｎｏｇｌｙｃａｎｓ）、硫酸化多糖、それらのブレンドおよび共重合体からなる群のう
ち１種以上から選択されるポリマーである。好ましくは、成分は、アルブミン、スクロー
ス、トレハロース、ラクチトール、ゼラチン、ヒドロキシプロピル－β－シクロデキスト
リン、メトキシポリエチレングリコールおよびポリエチレングリコールからなる群から選
択される。
【００６２】
　別の実施形態は、哺乳動物に、有効量の上記の結晶化ＤＬＬ４結合タンパク質、結晶化
抗体構築物または結晶化抗体コンジュゲートを含む組成物を投与するステップを含む、哺
乳動物を治療する方法を提供する。
【００６３】
　本発明はまた、上記のＤＬＬ４結合タンパク質（上記の抗体構築物または抗体コンジュ
ゲートを含む）および薬学的に許容される担体を含む医薬組成物も提供する。さらなる実
施形態では、医薬組成物は、少なくとも１つのさらなる薬剤を含む。さらなる薬剤は、Ｄ
ＬＬ４が有害である障害を治療するための治療薬であり得る。好ましくは、本発明の医薬
組成物は、治療薬；造影剤；抗悪性腫瘍薬；化学療法薬；血管新生抑制薬；抗ＶＥＧＦ抗
体；抗ＥＧＦＲ抗体；抗ｃＭｅｔ抗体；抗ＥｒｂＢ３抗体；抗ＨＥＲ２抗体；抗ＣＤ２０
抗体；ＶＥＧＦトラップ分子；キナーゼ阻害剤；共刺激分子遮断薬；抗Ｂ７．２抗体；Ｃ
ＴＬＡ４－Ｉｇ；接着分子遮断薬；抗Ｅセレクチン抗体；抗Ｌセレクチン抗体；抗サイト
カイン抗体またはその機能的断片；抗ＩＬ－１８抗体；抗ＴＮＦ抗体；抗ＩＬ－６抗体；
メトトレキサート；コルチコステロイド；シクロスポリン；ラパマイシン；ＦＫ５０６；
ＤＮＡアルキル化剤；シスプラチン；カルボプラチン；抗チューブリン剤；パクリタキセ
ル；ドセタキセル；ドキソルビシン；ゲムシタビン；ジェムザール；アントラサイクリン
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；アドリアマイシン；トポイソメラーゼ（ｔｏｐｏｉｓｉｏｍｅｒｓａｓｅ）Ｉ阻害剤；
トポイソメラーゼＩＩ阻害剤；５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）；ロイコボリン；イリ
ノテカン；受容体チロシンキナーゼ阻害剤、アポトーシス阻害剤；Ｂｃｌ２／Ｂｃｌｘ阻
害剤；エルロチニブ、ゲフィチニブ、ＣＯＸ－２阻害剤、セレコキシブ、シクロスポリン
；ラパマイシン；検出可能な標識またはリポーター分子；ＴＮＦアンタゴニスト；抗リウ
マチ薬；筋肉弛緩薬；麻薬；鎮痛薬；麻酔薬；鎮静薬；局所麻酔薬；神経筋遮断薬；抗菌
薬；抗乾癬薬；コルチコステロイド；アナボリックステロイド；エリスロポエチン；免疫
処置；免疫グロブリン；免疫抑制剤；成長ホルモン；ホルモン置換薬；放射性医薬品；抗
鬱薬；抗精神病薬；刺激薬；喘息薬物；βアゴニスト；吸入ステロイド；エピネフリン；
そのエピネフリン類似体；サイトカイン；およびサイトカインアンタゴニストからなる群
から選択されるさらなる薬剤を含む。
【００６４】
　別の態様では、本発明は、ヒトＤＬＬ４を、上記の結合タンパク質と接触させ、その結
果、ヒトＤＬＬ４が阻害または中和されるステップを含む、ヒトＤＬＬ４活性を阻害する
方法を提供する。関連態様では、本発明は、ヒト被験体に、上記で開示される結合タンパ
ク質を投与し、その結果、ヒト被験体においてヒトＤＬＬ４が阻害され、治療が達成され
るステップを含む、ＤＬＬ４が有害である障害を患うヒト被験体において、ＤＬＬ４活性
を阻害する方法を提供する。好ましくは、障害は、乳房、結腸、直腸、肺、中咽頭、下咽
頭、食道、胃、膵臓、肝臓、胆嚢および胆管、小腸、尿路（腎臓、膀胱および尿路上皮を
含む）、女性生殖器（子宮頸部、子宮および卵巣ならびに絨毛癌および妊娠性絨毛性疾患
を含む）、男性生殖器（前立腺、精嚢、精巣および生殖細胞腫瘍を含む）、内分泌線（甲
状腺、副腎および脳下垂体を含む）および皮膚の癌腫ならびに血管腫、黒色腫、肉腫（骨
および軟組織に由来するものならびにカポジ肉腫を含む）、脳、神経、眼部および髄膜（
星状細胞腫、神経膠腫、膠芽腫、網膜芽細胞腫、神経腫、神経芽腫、シュワン腫および髄
膜腫を含む）の腫瘍、白血病およびリンパ腫（ホジキンリンパ腫および非ホジキンリンパ
腫の両方）などの造血悪性腫瘍由来の固形腫瘍ならびに腫瘍転移を含めた原発性癌および
転移性癌、眼部新血管新生（糖尿病性失明、網膜症、加齢性黄斑変性症およびルベオーシ
スを含む）、浮腫、リウマチ関節炎、アテローム斑、不応性の腹水症、乾癬、膵炎、多嚢
胞性卵巣疾患（ＰＯＤ）、子宮内膜症、子宮筋腫、良性前立腺肥大、Ｔ－細胞急性リンパ
芽球性白血病（Ｔ－ＡＬＬ）、皮質下梗塞および白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症（
ＣＡＤＡＳＩＬ）、多発性硬化症（ＭＳ）、ファロー四徴症（ＴＯＦ）、アラジール症候
群（ＡＳ）、黄斑変性症ならびに加齢性黄斑変性症疾患ならびに異常なＤＬＬ４発現また
は活性を特徴とするその他の血管新生非依存性および依存性疾患を含む群から選択される
。
【００６５】
　別の態様では、本発明は、第２の薬剤の治療上有効な量の投与の前、投与と同時に、投
与後に、上記の結合タンパク質のうちいずれか１種を投与するステップを含む、ヒトＤＬ
Ｌ４が有害である障害を患っている患者を治療する方法を提供する。好ましい実施形態で
は、第２の薬剤は、放射治療薬；抗悪性腫瘍薬；化学療法薬；ＤＮＡアルキル化剤；シス
プラチン；カルボプラチン；抗チューブリン剤；パクリタキセル；ドセタキセル；タキソ
ール；ドキソルビシン；ゲムシタビン；ジェムザール；アントラサイクリン；アドリアマ
イシン；トポイソメラーゼＩ阻害剤；トポイソメラーゼＩＩ阻害剤；５－フルオロウラシ
ル（５－ＦＵ）；ロイコボリン；イリノテカン；受容体チロシンキナーゼ阻害剤；アポト
ーシス阻害剤；Ｂｃｌ２／Ｂｃｌｘ阻害剤；エルロチニブ；ゲフィチニブ；ＣＯＸ－２阻
害剤；セレコキシブ；キナーゼ阻害剤；血管新生抑制薬；抗ＶＥＧＦ抗体；抗ＥＧＦＲ抗
体；抗ｃＭｅｔ抗体；抗ＥｒｂＢ３抗体；抗ＨＥＲ２抗体；抗ＣＤ２０抗体；ＶＥＧＦ－
Ｔｒａｐ（アフリベルセプト）；共刺激分子遮断薬；抗Ｂ７．１抗体；抗Ｂ７．２抗体；
ＣＴＬＡ４－Ｉｇ；接着分子遮断薬；抗ＬＦＡ－１抗体；抗Ｅセレクチン抗体；抗Ｌセレ
クチン抗体；小分子阻害剤；抗サイトカイン抗体またはその機能的断片；抗ＩＬ－１８抗
体；抗ＴＮＦ抗体；抗ＩＬ－６抗体；抗サイトカイン受容体抗体；メトトレキサート；シ
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クロスポリン；ラパマイシン；ＦＫ５０６；検出可能な標識またはリポーター；ＴＮＦア
ンタゴニスト；抗リウマチ薬；筋弛緩薬；麻薬；非ステロイド抗炎症剤（ＮＳＡＩＤ）；
鎮痛薬；麻酔薬；鎮静薬；局所麻酔薬；神経筋遮断薬；抗菌薬；抗乾癬薬；コルチコステ
ロイド；アナボリックステロイド；エリスロポエチン；免疫処置；免疫グロブリン；免疫
抑制剤；成長ホルモン；ホルモン置換薬；放射性医薬品；抗鬱薬；抗精神病薬；刺激薬；
喘息薬物；βアゴニスト；吸入ステロイド；エピネフリン；エピネフリン類似体；サイト
カイン；およびサイトカインアンタゴニストからなる群から選択される。
【００６６】
　好ましい実施形態では、上記で開示される医薬組成物が、非経口、皮下、筋肉内、静脈
内、動脈内、関節内（ｉｎｔｒａａｒｔｉｃｕｌａｒ）、気管支内、腹腔内、関節内（ｉ
ｎｔｒａｃａｐｓｕｌａｒ）、軟骨内、腔内（ｉｎｔｒａｃａｖｉｔａｒｙ）、腔内（ｉ
ｎｔｒａｃｅｌｉａｌ）、小脳内、脳室内、結腸内、頸部内、胃内、肝内、心筋内、骨内
、骨盤内、心膜内、腹腔内、胸膜内、前立腺内、肺内、直腸内、腎臓内、網膜内、脊髄内
、滑膜内、胸腔内、子宮内、膀胱内、ボーラス、経膣、直腸、頬側、舌下、鼻腔内および
経皮からなる群から選択される少なくとも１つの様式によって被験体に投与される。
【００６７】
　本発明の別の態様は、本発明の少なくとも１つのＤＬＬ４結合タンパク質に対する少な
くとも１つのＤＬＬ４抗イディオタイプ抗体を提供する。抗イディオタイプ抗体は、免疫
グロブリン分子の少なくとも一部、例えば、それだけには限らないが、本発明の結合タン
パク質に組み込まれ得る、重鎖または軽鎖またはそのリガンド結合部分の少なくとも１つ
の相補性決定領域（ＣＤＲ）、重鎖または軽鎖可変領域、重鎖または軽鎖定常領域、フレ
ームワーク領域およびそれらの任意の部分を含む分子を含有する任意のタンパク質または
ペプチドが挙げられる。
【００６８】
　種々の免疫検出アッセイ形式のいずれも、混合物、溶液または生体試料中のＤＬＬ４を
検出または測定するために本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を使用するよう適応し得る。
このような免疫検出アッセイ形式として、それだけには限らないが、基質に吸着または固
定された本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を含む、ラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）、免
疫沈降、酵素結合免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ）、イムノブロット（例えば、ウェスタン
）、イムノストリップ（例えば、イムノディップスティック（ｉｍｍｕｎｏｄｉｐｓｔｉ
ｃｋｓ））、ＦＡＣＳなどが挙げられる。本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を使用するＤ
ＬＬ４の検出は、混合物、溶液で、または生体試料中でインビトロで実施され得る。試料
中のＤＬＬ４を検出または測定するために本発明の結合タンパク質と接触され得る生体試
料として、それだけには限らないが、尿、唾液、経口スワブ（頬側、舌または咽頭スワブ
）、皮膚スワブ、皮膚掻爬物、直腸スワブ、膣スワブ、全血試料、血漿試料、血清試料、
組織生検および当技術分野で公知の手順によって個体から得られた任意のその他の試料が
挙げられる。別の実施形態では、ＤＬＬ４結合タンパク質は、それだけには限らないが、
Ｘ線コンピュータ援用断層撮影法（ＣＴ）、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）および陽電子放射
型断層撮影法（ＰＥＴ）を含めた種々の断層撮影法およびスキャニング法などインビボで
ＤＬＬ４を検出するために使用され得る。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　この発明は、ＤＬＬ４結合タンパク質、特に、ＤＬＬ４と結合する抗ＤＬＬ４抗体また
はその抗原結合部分に関する。ヒトＬＬ４のアミノ酸配列（配列番号１）は、対応するＤ
ＬＬ４ヌクレオチドコード配列（配列番号２）とともに表１に示されている。本発明の種
々の態様は、抗体および抗体断片およびその医薬組成物ならびにこのような抗体および断
片を製造するための核酸、組換え発現ベクターおよび宿主細胞に関する。ヒトＤＬＬ４ま
たはマウスＤＬＬ４を検出するために本発明の抗体を使用する方法、インビトロまたはイ
ンビボのいずれかでヒトもしくはマウスＤＬＬ４および／またはヒトもしくはマウスＶＥ
ＧＦＲ２もしくはＶＥＧＦＲ１活性を阻害する方法ならびに遺伝子発現を調節する方法も
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【００７０】
【表６】
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　本明細書において別段の定義のない限り、本発明に関連して使用される科学用語および
技術用語は、当業者によって一般に理解されている意味を有する。用語の意味および範囲
は、明確でなければならないが、任意の潜在的に曖昧な事象では、本明細書において提供
される定義は、任意の辞書の定義または外因性の定義を超える先例を取る。さらに、文脈
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によって別段に必要とされない限り、単数の用語は、複数を含むものとし、複数の用語は
、単数を含むものとする。本出願では、「または」の使用は、別段の記述のない限り、「
および／または」を意味する。さらに、用語「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」なら
びに「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」および「含まれる（ｉｎｃｌｕｄｅｄ）」などのその
他の形態の使用は、限定的ではない。また、「要素」または「成分」などの用語は、別段
の記述のない限り、１つのユニットを含む要素および成分ならびに２以上のサブユニット
を含む要素および成分の両方を包含する。
【００７１】
　一般に、本明細書に記載される細胞および組織培養、分子生物学、免疫学、微生物学、
遺伝子およびタンパク質および核酸化学ならびにハイブリダイゼーションに関連して使用
される命名法ならびにその技術は、当技術分野で周知のものであり、当技術分野でよく使
用されるものである。本発明の方法および技術は、別段の指示のない限り、当技術分野で
周知の従来法に従って、また、本明細書を通じて引用され、論じられる種々の一般的な参
考文献およびより特定の参考文献に記載されるように一般に実施される。酵素反応および
精製技術は、製造業者の仕様書に従って、当技術分野で一般に遂行されるように、または
本明細書に記載されるように実施される。本明細書に記載される分析化学、合成有機化学
および医薬品および製薬化学に関連して使用される命名法ならびにその実験室手順および
技術は、当技術分野で周知のものであり、当技術分野でよく使用されるものである。標準
技術は、化学合成、化学分析、医薬品、製剤および送達ならびに患者の治療のために使用
されている。
【００７２】
　本発明がより容易に理解され得るように、選択用語が以下に定義される。
【００７３】
　本明細書において、用語「ポリペプチド」とは、アミノ酸の任意のポリマー鎖を指す。
用語「ペプチド」および「タンパク質」は、用語ポリペプチドと同義的に使用され、アミ
ノ酸のポリマー鎖も指す。用語「ポリペプチド」は、天然または人工タンパク質、タンパ
ク質断片およびタンパク質配列のポリペプチド類似体を包含する。ポリペプチドは、単量
体であってもポリマーであってもよい。本明細書における「ポリペプチド」の使用は、別
段の記述のない限り、ポリペプチドおよびその断片および変異体（変異体の断片を含む）
を包含するものとする。抗原性ポリペプチドについては、ポリペプチドの断片は、場合に
より、ポリペプチドの少なくとも１つの連続するまたは非直線エピトープを含有する。少
なくとも１つのエピトープ断片の正確な境界は、当技術分野で通常の技術を使用して確認
され得る。断片は、少なくとも約５個の連続するアミノ酸、例えば、少なくとも約１０個
の連続するアミノ酸、少なくとも約１５個の連続するアミノ酸または少なくとも約２０個
の連続するアミノ酸を含む。ポリペプチドの変異体は、本明細書に記載されるとおりであ
る。
【００７４】
　用語「単離されたタンパク質」または「単離されたポリペプチド」は、その起源または
供給源に基づいて、その天然状態でそれに付随する天然に会合している成分と会合してい
ないタンパク質またはポリペプチドであり、実質的に、同一種に由来するその他のタンパ
ク質を含まず、異なる種に由来する細胞によって発現されるか、または天然には生じない
。したがって、化学的に合成されたまたはそれが天然に生じる細胞とは異なる細胞系にお
いて合成されたポリペプチドは、その天然に会合している成分から「単離」される。タン
パク質はまた、当技術分野で周知のタンパク質精製技術を使用する単離によって天然に会
合している成分を実質的に含まないようにされ得る。
【００７５】
　本明細書において用語「回収すること」とは、例えば、当技術分野で周知のタンパク質
精製技術を使用する単離によって、ポリペプチドなどの化学種を、天然に会合している成
分を実質的に含まないようにすることを指す。
【００７６】
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　本明細書において、用語「ヒトＤＬＬ４」（本明細書において「ｈＤＬＬ４」または「
ｈｕＤＬＬ４」と略される）は、受容体結合に必要であるいくつかのＥＧＦ様ドメインお
よびＤＳＬドメインを含む。この用語は、約７４－７５ｋＤａを含むタンパク質を含む。
ヒトＤＬＬ４の構造ならびに推定されるＤＮＡおよびタンパク質配列は、例えば、Ｓｈｕ
ｔｔｅｒら、Ｇｅｎｅｓ　＆　Ｄｅｖ．、４：　１３１３－１３１８頁（２０００年）に
さらに記載されている。用語「ヒトＤＬＬ４」は、標準組換え発現法によって調製され得
る組換えヒトＤＬＬ４（ｒｈ　ＤＬＬ４）を含むものとする。
【００７７】
　本明細書において、ＤＬＬ４に関して「生物活性」とは、ＤＬＬ４のすべての固有の生
物学的特性を指す。ＤＬＬ４の生物学的特性として、それだけには限らないが、Ｎｏｔｃ
ｈ受容体を結合すること、Ｎｏｔｃｈ受容体を活性化すること、ＶＥＧＦシグナル伝達を
負に調節すること、ＶＥＧＦＲ２を抑制することおよびＶＥＧＲ１を誘導することが挙げ
られる。
【００７８】
　本明細書において、用語「特異的結合」または「特異的に結合すること」は、抗体、タ
ンパク質またはペプチドの、第２の化学種との相互作用に関連して、相互作用が、化学種
上の特定の構造（例えば、抗原決定基またはエピトープ）の存在に依存していること、例
えば、抗体が、広くタンパク質とではなく、特定のタンパク質構造を認識し、結合するこ
とを意味する。抗体が、エピトープ「Ａ」に対して特異的である場合には、標識された「
Ａ」および抗体を含有する反応物中のエピトープＡ（または遊離の、標識されていないＡ
）を含有する分子の存在は、抗体と結合している標識されたＡの量を低減する。
【００７９】
　「結合タンパク質」は、ポリペプチド、抗原、化合物またはその他の分子または任意の
種類の基質であり得る結合パートナーと結合し、それと複合体を形成する単量体または多
量体タンパク質である。結合タンパク質は、結合パートナーと特異的に結合する。結合タ
ンパク質として、抗体および抗原分子または抗原分子上の特定の部位（エピトープ）と結
合する１以上の抗原－結合ドメインを含むその他の分子が挙げられる。結合タンパク質と
して、当技術分野で公知であり、以下に記載された、抗体またはその抗原結合断片のいず
れかならびに抗体の種々の変異体形態および誘導体が挙げられる。したがって、結合タン
パク質として、それだけには限らないが、抗体、四量体免疫グロブリン、ＩｇＧ分子、Ｉ
ｇＧ１分子、モノクローナル抗体、キメラ抗体、ＣＤＲグラフト化抗体、ヒト化抗体、親
和性成熟抗体および抗原と結合する能力を保持する任意のこのような抗体の断片が挙げら
れる。
【００８０】
　本明細書において、用語「抗体」とは、４つのポリペプチド鎖、２つの重（Ｈ）鎖、お
よび２つの軽（Ｌ）鎖からなる任意の免疫グロブリン（Ｉｇ）分子またはＩｇ分子の本質
的なエピトープ結合特徴を保持する、その任意の機能的断片、突然変異体、変異体または
誘導体を広く指す。このような突然変異体、変異体または誘導体抗体形式は、当技術分野
で公知である。その限定されない実施形態は以下に論じられている。
【００８１】
　全長抗体では、各重鎖は、重鎖可変領域（本明細書において、ＨＣＶＲまたはＶＨと略
される）および重鎖定常領域からなる。重鎖定常領域は、３つのドメイン、ＣＨ１、ＣＨ
２およびＣＨ３からなる。各軽鎖は、軽鎖可変領域（本明細書において、ＬＣＶＲまたは
ＶＬと略される）および軽鎖定常領域からなる。軽鎖定常領域は、１つのドメイン、ＣＬ
からなる。ＶＨおよびＶＬ領域は、フレームワーク領域（ＦＲ）と呼ばれるより保存され
た領域が散財している、相補性決定領域（ＣＤＲ）と呼ばれる超可変性の領域にさらに細
かく分けることができる。各ＶＨおよびＶＬは、以下の順でアミノ末端からカルボキシ末
端に配置される、３つのＣＤＲおよび４つのＦＲからなる：ＦＲ１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、
ＣＤＲ２、ＦＲ３、ＣＤＲ３およびＦＲ４。免疫グロブリン分子は、任意の種類のもの（
例えば、ＩｇＧ、ＩｇＥ、ＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＡおよびＩｇＹ）、クラス（例えば、Ｉ
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ｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ１およびＩｇＡ２）またはサブクラスで
あり得る。
【００８２】
　用語「Ｆｃ領域」は、無傷の抗体のパパイン消化によって生じ得る免疫グロブリン重鎖
のＣ末端領域を定義するよう使用される。Ｆｃ領域は、天然配列Ｆｃ領域または変異体Ｆ
ｃ領域であり得る。免疫グロブリンのＦｃ領域は、一般に、２つの定常ドメイン、ＣＨ２
ドメインおよびＣＨ３ドメインを含み、場合により、１つのＣＨ４ドメインを含む。抗体
エフェクター機能を変更するためのＦｃ部分の中のアミノ酸残基の置換は、当技術分野で
公知である（米国特許第５，６４８，２６０号および同５，６２４，８２１号）。抗体の
Ｆｃ部分は、いくつかの重要なエフェクター機能、例えば、サイトカイン誘導、ＡＤＣＣ
、食作用、補体依存性細胞毒性（ＣＤＣ）ならびに抗体および抗原抗体複合体の半減期／
クリアランス速度を媒介する。いくつかの場合には、これらのエフェクター機能は、治療
用抗体にとって望ましいものであるが、その他の場合には、治療対象に応じて、不必要で
あるまたは有害である場合さえある。特定のヒトＩｇＧアイソタイプ、特に、ＩｇＧ１お
よびＩｇＧ３は、それぞれ、ＦｃγＲｓおよび補体Ｃ１ｑとの結合によるＡＤＣＣおよび
ＣＤＣを媒介する。新生児Ｆｃ受容体（ＦｃＲｎ）は、抗体の循環半減期を決定する重要
な成分である。さらに別の実施形態では、抗体のエフェクター機能が変更されるよう、抗
体の定常領域、例えば、抗体のＦｃ領域において少なくとも１個のアミノ酸残基が置換さ
れる。免疫グロブリンの２つの同一の重鎖の二量体化は、ＣＨ３ドメインの二量体化によ
って媒介され、ヒンジ領域内のジスルフィド結合によって安定化される（Ｈｕｂｅｒら、
Ｎａｔｕｒｅ、２６４：４１５－４２０頁（１９７６年）；Ｔｈｉｅｓら、Ｊ．Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ．、２９３：６７－７９頁（１９９９年））。重鎖－重鎖ジスルフィド結合を妨
げるためのヒンジ領域内のシステイン残基の突然変異は、ＣＨ３ドメインの二量体化を不
安定化する。ＣＨ３二量体化に関与する残基は同定されている（Ｄａｌｌ’Ａｃｑｕａ、
Ｂｉｏｃｈｅｍ．、３７：　９２６６－９２７３頁（１９９８年））。したがって、一価
の半Ｉｇを作製することが可能である。興味深いことに、これらの一価の半分子型Ｉｇは
、ＩｇＧおよびＩｇＡサブクラス両方について天然に見出されている（Ｓｅｌｉｇｍａｎ
、Ａｎｎ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１２９：８５５－７０頁（１９７８年）；Ｂｉｅｗｅｎ
ｇａら、Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、５１：３９５－４００頁（１９８３年）
）。ＦｃＲｎ：Ｉｇ　Ｆｃ領域の化学量論は、２：１であると決定されており（Ｗｅｓｔ
ら、Ｂｉｏｃｈｅｍ．、３９：９６９８－９７０８頁（２０００年））、半Ｆｃは、Ｆｃ
Ｒｎ結合を媒介するのに十分である（Ｋｉｍら、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、２４：
５４２－５４８頁（１９９４年））。ＣＨ３二量体化にとって重要な残基は、ＣＨ３　ｂ
シート構造の内側界面上に位置するのに対し、ＦｃＲｎ結合に関与する領域はＣＨ２－Ｃ
Ｈ３ドメインの外側の界面上に位置するので、ＣＨ３ドメインの二量体化を混乱させる突
然変異が、そのＦｃＲｎ結合に対してより大きな有害効果を有する可能性はない。しかし
、半分子型Ｉｇは、通常の抗体のものと比較して、その小さい大きさのために組織浸透に
おいて特定の利点を有し得る。一実施形態では、重鎖の二量体化が乱され、その結果、半
分子型Ｉｇが得られるよう、本発明の結合タンパク質の定常領域、例えば、Ｆｃ領域中の
少なくとも１個のアミノ酸残基が置換されている。ＩｇＧの抗炎症活性は、ＩｇＧ　Ｆｃ
断片のＮ連結型グリカンのシアリル化に完全に依存している。抗炎症活性のための正確な
グリカン必要条件は決定されており、その結果、適当なＩｇＧ１　Ｆｃ断片が作製され、
それによって、大幅に増強された効力を有する完全に組換えられたシアリル化ＩｇＧ１　
Ｆｃが作製され得る（Ａｎｔｈｏｎｙら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、３２０：３７３－３７６頁（
２００８年））。
【００８３】
　本明細書において、用語抗体の「抗原－結合部分」（または簡単に「抗体部分」）とは
、抗原と（すなわち、抗原の特定のエピトープ、例えば、ＤＬＬ４のエピトープと）特異
的に結合する能力を保持する抗体の１以上の断片を指す。抗体の抗原－結合機能は、全長
抗体の断片によって実施され得るということがわかっている。このような抗体実施形態は
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また、２種以上の異なる抗原（または同一抗原の２種以上の異なるエピトープ）と特異的
に結合する、二特異性、二重特異性または多重特異性形式であり得る。用語抗体の「抗原
－結合部分」内に包含される結合断片の例として、（ｉ）Ｆａｂ断片、ＶＬ、ＶＨ、ＣＬ
およびＣＨ１ドメインからなる一価断片；（ｉｉ）Ｆ（ａｂ’）２断片、ヒンジ領域でジ
スルフィド架橋によって連結された２つのＦａｂ断片を含む二価断片；（ｉｉｉ）ＶＨお
よびＣＨ１ドメインからなるＦｄ断片；（ｉｖ）抗体の単一のアームのＶＬおよびＶＨド
メインからなるＦｖ断片；（ｖ）単一の可変ドメインを含むｄＡｂ断片（Ｗａｒｄら、Ｎ
ａｔｕｒｅ、３４１：５４４－５４６頁（１９８９年）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９０／０
５１４４Ａ１）；および（ｖｉ）単離された相補性決定領域（ＣＤＲ）が挙げられる。さ
らに、Ｆｖ断片の２つのドメイン、ＶＬおよびＶＨは、別個の遺伝子によってコードされ
るが、それらは、組換え法を使用し、ＶＬおよびＶＨ領域対が一価分子を形成する単一の
タンパク質鎖（一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）としても知られる；例えば、Ｂｉｒｄら、Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ、２４２：４２３－４２６頁（１９８８年）；Ｈｕｓｔｏｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．　ＵＳＡ、８５：５８７９－５８８３頁（１９８８年）参照の
こと）として製造されることを可能にする合成リンカーによって結合され得る。このよう
な一本鎖抗体もまた、用語抗体の「抗原－結合部分」内に包含されるものとする。ダイア
ボディーなどの一本鎖抗体のその他の形態も包含される。ダイアボディーは、ＶＨおよび
ＶＬドメインが単一のポリペプチド鎖上に発現されるが、同一鎖上の２つのドメイン間の
対形成を可能にするには短すぎるリンカーを使用し、それによって、ドメインが別の鎖の
相補的ドメインと対形成するようにし、２つの抗原結合部位を作製する、二価の、二特異
性抗体である（例えば、Ｈｏｌｌｉｇｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
ＵＳＡ、９０：６４４４－６４４８頁（１９９３年）；　Ｐｏｌｊａｋ、Ｒ．Ｊ．、Ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅ、２：１１２１－１１２３頁（１９９４年）参照のこと）。このような抗
体結合部分は、当技術分野で公知である（ＫｏｎｔｅｒｍａｎｎおよびＤｕｂｅｌ編、Ａ
ｎｔｉｂｏｄｙ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　（Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ．　Ｎｅ
ｗ　Ｙｏｒｋ、２００１年）、７９０頁（ＩＳＢＮ　３－５４０－４１３５４－５）参照
のこと）。さらに、一本鎖抗体はまた、相補的軽鎖ポリペプチドと一緒になって、１対の
抗原結合領域を形成する１対のタンデムＦｖセグメント（ＶＨ－ＣＨ１－ＶＨ－ＣＨ１）
を含む「直鎖抗体」も含む（Ｚａｐａｔａら　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．、８（１０）：
１０５７－１０６２頁（１９９５年）；および米国特許第５，６４１，８７０号）。
【００８４】
　本明細書において、用語「抗体構築物」（または「ＤＬＬ４抗体構築物」）とは、リン
カーポリペプチドまたは免疫グロブリン定常ドメインと連結された１以上の本発明の抗原
結合部分を含むポリペプチドを指す。リンカーポリペプチドは、ペプチド結合によって結
合された２個以上のアミノ酸残基を含み、１つ以上の抗原結合部分を連結するために使用
される。このようなリンカーポリペプチドは、当技術分野で周知である（例えば、Ｈｏｌ
ｌｉｇｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９０：６４４４－６４
４８頁（１９９３年）；Ｐｏｌｊａｋ、Ｒ．Ｊ．、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ、２：１１２１－
１１２３頁（１９９４年）参照のこと）。免疫グロブリン定常ドメインとは、重鎖または
軽鎖定常ドメインを指す。ヒトＩｇＧ重鎖および軽鎖定常ドメインアミノ酸配列は、当技
術分野で公知であり、表２に表されている。
【００８５】
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【表７】

　さらに、抗体またはその抗原－結合部分は、抗体または抗体部分の１以上のその他のタ
ンパク質またはペプチドとの共有または非共有結合によって形成された、より大きな免疫
接着分子の一部であり得る。このような免疫接着分子の例として、四量体ｓｃＦｖ分子を
製造するためのストレプトアビジンコア領域の使用（Ｋｉｐｒｉｙａｎｏｖら、Ｈｕｍａ
ｎ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ａｎｄ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ、６：９３－１０１頁（１９
９５年））ならびに二価の、ビオチン化ｓｃＦｖ分子を製造するためのシステイン残基、
マーカーペプチドおよびＣ末端ポリヒスチジンタグの使用（Ｋｉｐｒｉｙａｎｏｖら、Ｍ
ｏｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、３１：１０４７－１０５８頁（１９９４年））が挙げられる。
ＦａｂおよびＦ（ａｂ’）２断片などの抗体部分は、全抗体のそれぞれパパインまたはペ
プシン消化などの従来技術を使用して全抗体から調製され得る。さらに、抗体、抗体部分
および免疫接着分子は、本明細書に記載され、当技術分野で公知の標準の組換えＤＮＡ技
術を使用して得られる。
【００８６】
　本明細書において、「単離された抗体」とは、異なる抗原特異性を有するその他の抗体
を実質的に含まない抗体を指すものとする（例えば、ｈＤＬＬ４と特異的に結合する単離
された抗体は、ｈＤＬＬ４以外の抗原と特異的に結合する抗体を実質的に含まない）。し
かし、ｈＤＬＬ４と特異的に結合する単離された抗体は、その他の種に由来するＤＬＬ４
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分子（例えば、ｍｕＤＬＬ４）などのその他の抗原に対して交差反応性を有し得る。さら
に、単離された抗体は、その他の細胞物質および／または化学物質を実質的に含まない場
合がある。
【００８７】
　用語「モノクローナル抗体」および略語「ＭＡｂ」および「ｍＡｂ」は、本明細書にお
いて、実質的に均一な抗体の集団から得られた抗体を指し、すなわち、集団を含む個々の
抗体は、少量で存在し得る、可能性ある天然に存在する突然変異を除いて同一である。モ
ノクローナル抗体は、高度に特異的であり、単一の抗原に対して向けられている。さらに
、通常、種々の決定基（エピトープ）に対して向けられる種々の抗体を含むポリクローナ
ル抗体調製物とは対照的に、各ｍＡｂは、抗原上の単一の決定基に対して向けられる。修
飾語句「モノクローナル」とは、任意の特定の方法による抗体の製造を必要とすると解釈
されるべきではない。
【００８８】
　本明細書において、用語「ヒト抗体」とは、ヒト生殖系列免疫グロブリン配列に由来す
る可変領域および定常領域を有する抗体を含むものとする。本発明のヒト抗体は、例えば
、ＣＤＲ、特に、ＣＤＲ３中に、ヒト生殖系列免疫グロブリン配列によってコードされな
いアミノ酸残基（例えば、インビトロでランダムおよび部位特異的突然変異誘発によって
、またはインビボ体細胞突然変異によって誘発される突然変異）を含み得る。しかし、本
明細書において、用語「ヒト抗体」とは、マウスなどの別の哺乳動物種の生殖系列に由来
するＣＤＲ配列が、ヒトフレームワーク配列にグラフトされている抗体を含まないものと
する。
【００８９】
　本明細書において、用語「組換えヒト抗体」とは、組換え手段によって調製、発現、作
製もしくは単離されたすべてのヒト抗体、例えば、宿主細胞にトランスフェクトされた組
換え発現ベクターを使用して発現された抗体、組換え、コンビナトリアルヒト抗体ライブ
ラリーから単離された抗体（Ｈｏｏｇｅｎｂｏｏｍ、Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ
ｌ．、１５：６２－７０頁（１９９７年）；ＡｚｚａｚｙおよびＨｉｇｈｓｍｉｔｈ、Ｃ
ｌｉｎ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．、３５：４２５－４４５頁（２００２年）；Ｇａｖｉｌｏｎ
ｄｏおよびＬａｒｒｉｃｋ、ＢｉｏＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、２９：１２８－１４５頁（２
０００年）；ＨｏｏｇｅｎｂｏｏｍおよびＣｈａｍｅｓ、Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｔｏｄａｙ、
２１：３７１－３７８頁（２０００年））、ヒト免疫グロブリン遺伝子とってトランスジ
ェニックである動物（例えば、マウス）から単離された抗体（Ｔａｙｌｏｒら、Ｎｕｃｌ
．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．、２０：６２８７－６２９５頁（１９９２年）；Ｋｅｌｌｅｒｍ
ａｎｎおよびＧｒｅｅｎ、Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．、１３：５９３
－５９７頁（２００２年）；Ｌｉｔｔｌｅら、Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｔｏｄａｙ、２１：３６
４－３７０頁（２０００年）参照のこと）またはヒト免疫グロブリン遺伝子配列のその他
のＤＮＡ配列へのスプライシングを含む任意のその他の手段によって調製、発現、作製も
しくは単離された抗体を含むものとする。このような組換えヒト抗体は、ヒト生殖系列免
疫グロブリン配列由来の可変領域および定常領域を有する。しかし、特定の実施形態では
、このような組換えヒト抗体は、インビトロ突然変異誘発（または、ヒトＩｇ配列にとっ
てトランスジェニックの動物が使用される場合には、インビボ体細胞突然変異誘発）に付
され、したがって、組換え抗体のＶＨおよびＶＬ領域のアミノ酸配列は、ヒト生殖系列Ｖ
ＨおよびＶＬ配列に由来し、それと関連している一方で、インビボにおけるヒト抗体生殖
系列レパートリー内には天然に存在しない配列である。
【００９０】
　用語「キメラ抗体」とは、ある種に由来する重鎖および軽鎖可変領域配列ならびに別の
種に由来する定常領域配列を含む抗体、例えば、ヒト定常領域と連結しているマウス重鎖
および軽鎖可変領域を有する抗体を指す。
【００９１】
　本明細書において、用語「ＣＤＲ」とは、抗体可変配列内の相補性決定領域を指す。重
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鎖および軽鎖の可変領域の各々中に３つのＣＤＲがあり、これらは、可変領域の各々の「
ＣＤＲ１」、「ＣＤＲ２」および「ＣＤＲ３」と呼ばれる。本明細書において、用語「Ｃ
ＤＲセット」とは、抗原と結合する単一の可変領域中に生じる３つのＣＤＲの群を指す。
これらのＣＤＲの正確な境界は異なるシステムに従って異なって定義されている。カバッ
トによって記載されたシステム（Ｋａｂａｔら、Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅ
ｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　（Ｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ、Ｂｅｔｈｅｓｄａ、Ｍｄ．　（１９８７年
）および（１９９１年））は、抗体の任意の可変領域に適用可能な明白な残基番号付けシ
ステムを提供するだけでなく、３つのＣＤＲを定義する正確な残基境界も提供する。これ
らのＣＤＲは、「カバットＣＤＲ」と呼ばれることもある。Ｃｈｏｔｈｉａおよび共同研
究者（ＣｈｏｔｈｉａおよびＬｅｓｋ、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、１９６：９０１－９１
７頁（１９８７年）；Ｃｈｏｔｈｉａら、Ｎａｔｕｒｅ、３４２：８７７－８８３頁（１
９８９年））は、カバットＣＤＲ内の特定の下位部分が、アミノ酸配列のレベルで大きな
多様性を有するにもかかわらず、ほぼ同一のペプチド骨格立体構造をとることを見出した
。これらの下位部分は、「Ｌ１」、「Ｌ２」および「Ｌ３」または「Ｈ１」、「Ｈ２」お
よび「Ｈ３」と示され、ここで、「Ｌ」および「Ｈ」は、軽鎖および重鎖領域をそれぞれ
示す。これらの領域は、「コチア（Ｃｈｏｔｈｉａ）ＣＤＲ」と呼ばれることもあり、こ
れは、カバットＣＤＲと重複する境界を有する。カバットＣＤＲと重複するＣＤＲを定義
するその他の境界は、Ｐａｄｌａｎ、ＦＡＳＥＢ　Ｊ．、９：１３３－１３９頁（１９９
５年）およびＭａｃＣａｌｌｕｍ、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、２６２（５）：７３２－７
４５頁（１９９６年）によって記載されている。さらにその他のＣＤＲ境界定義は、本明
細書のシステムの１つを厳密にたどらない場合もあるが、それでも、カバットＣＤＲと重
複するが、それらは、特定の残基または残基の群または全ＣＤＲでさえ、抗原結合に大幅
に影響を与えないという予測または実験的知見を踏まえて、短くされる場合も、長くされ
る場合もある。本明細書において使用される方法は、これらのシステムのいずれかに従っ
て定義されたＣＤＲを使用し得るが、特定の実施形態は、カバットまたはコチアによって
定義されるＣＤＲを使用する。
【００９２】
　用語「カバット番号付け」、「カバット定義」および「カバット標識」は、本明細書に
おいて同義的に使用される。当技術分野で認識されるこれらの用語は、抗体の重鎖および
軽鎖可変領域中のその他のアミノ酸残基よりも可変（すなわち、超可変）であるアミノ酸
残基またはその抗原結合部分を番号付けるシステムを指す（Ｋａｂａｔら、Ａｎｎ．ＮＹ
　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．、１９０：３８２－３９１頁（１９７１年）およびＫａｂａｔら、
Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉ
ｎｔｅｒｅｓｔ、第５版、Ｕ．Ｓ．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ
　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、ＮＩＨ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ第９１－３２４２（
１９９１年））。重鎖可変領域（ＶＨ）について、超可変領域は、ＣＤＲ１のアミノ酸位
置３１－３５、ＣＤＲ２のアミノ酸位置５０－６５およびＣＤＲ３のアミノ酸位置９５－
１０２の範囲である。軽鎖可変領域（ＶＬ）については、超可変領域は、ＣＤＲ１のアミ
ノ酸位置２４－３４、ＣＤＲ２のアミノ酸位置５０－５６およびＣＤＲ３のアミノ酸位置
８９－９７の範囲である。
【００９３】
　過去２０年にわたる重鎖可変および軽鎖領域のアミノ酸配列の大規模な公開データベー
スの成長および分析が、可変領域配列内のフレームワーク領域（ＦＲ）およびＣＤＲ配列
間の通常の境界の理解につながり、この分野の当業者が、カバット番号付け、コチア番号
付けまたはその他のシステムに従ってＣＤＲを正確に決定することが可能となった。例え
ば、ＫｏｎｔｅｒｍａｎｎおよびＤｕｂｅｌ編、Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ
ｎｇ　（Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ、Ｂｅｒｌｉｎ、２００１年）、第３１章、４
３２－４３３頁中、Ｍａｒｔｉｎ、「Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄｏ
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ｍａｉｎｓ」参照のこと。重鎖可変（ＶＨ）および軽鎖可変（ＶＬ）領域のアミノ酸配列
内のカバットＣＤＲのアミノ酸配列、およびそれによって同様にカバットＦＲｓの配列を
決定する有用な方法が以下に提供される。
【００９４】
　ＣＤＲ－Ｌ１アミノ酸配列を同定するために：
　ＶＬ領域のアミノ末端からおよそ２４個のアミノ酸残基を出発し；
　ＣＤＲ－Ｌ１配列の前の残基は、常にシステイン（Ｃ）であり；
　ＣＤＲ－Ｌ１配列の後ろの残基は、常にトリプトファン（Ｗ）、通常、Ｔｒｐ－Ｔｙｒ
－Ｇｌｎ（Ｗ－Ｙ－Ｑ）、またＴｒｐ－Ｌｅｕ－Ｇｌｎ（Ｗ－Ｌ－Ｑ）、Ｔｒｐ－Ｐｈｅ
－Ｇｌｎ（Ｗ－Ｆ－Ｑ）およびＴｒｐ－Ｔｙｒ－Ｌｅｕ（Ｗ－Ｙ－Ｌ）であり；
　長さは、通常、１０－１７個のアミノ酸残基である。
【００９５】
　ＣＤＲ－Ｌ２アミノ酸配列を同定するために：
　常に、ＣＤＲ－Ｌ１の末端の後ろの１６個の残基を出発し；
　ＣＤＲ－Ｌ２配列の前の残基は、一般に、Ｉｌｅ－Ｔｙｒ（Ｉ－Ｙ）、またＶａｌ－Ｔ
ｙｒ（Ｖ－Ｙ）、Ｉｌｅ－Ｌｙｓ（Ｉ－Ｋ）およびＩｌｅ－Ｐｈｅ（Ｉ－Ｆ）であり；
　長さは、常に７個のアミノ酸残基である。
【００９６】
　ＣＤＲ－Ｌ３アミノ酸配列を同定するために：
　常に、ＣＤＲ－Ｌ２の末端の後ろの３３個のアミノ酸を出発し；
　ＣＤＲ－Ｌ３アミノ酸配列の前の残基は、常に、システイン（Ｃ）であり；
　後ろの残基は、常に、Ｐｈｅ－Ｇｌｙ－Ｘ－Ｇｌｙ（Ｆ－Ｇ－Ｘ－Ｇ）（配列番号７）
（式中、Ｘは、任意のアミノ酸である）であり；
　長さは、通常、７－１１個のアミノ酸残基である。
【００９７】
　ＣＤＲ－Ｈ１アミノ酸配列を同定するために：
　ＶＨ領域のアミノ末端からおよそ３１個のアミノ酸残基および常に、システイン（Ｃ）
の後ろの９個の残基を出発し；
　前の残基は、常に、Ｃｙｓ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｘ－Ｘ（配列番号８）（式中、
Ｘは、任意のアミノ酸である）であり；
　後ろの残基は、常にＴｒｐ（Ｗ）、通常、Ｔｒｐ－Ｖａｌ（Ｗ－Ｖ）、またＴｒｐ－Ｉ
ｌｅ（Ｗ－Ｉ）およびＴｒｐ－Ａｌａ（Ｗ－Ａ）であり；
　長さは、通常、５－７個のアミノ酸残基である。
【００９８】
　ＣＤＲ－Ｈ２アミノ酸配列を同定するために：
　常に、ＣＤＲ－Ｈ１の末端の後ろの１５個のアミノ酸残基を出発し；
　前の残基は、通常、Ｌｅｕ－Ｇｌｕ－Ｔｒｐ－Ｉｌｅ－Ｇｌｙ（Ｌ－Ｅ－Ｗ－Ｉ－Ｇ）
（配列番号９）、またその他の変化でもあり；
　後ろの残基は、Ｌｙｓ／Ａｒｇ－Ｌｅｕ／Ｉｌｅ／Ｖａｌ／Ｐｈｅ／Ｔｈｒ／Ａｌａ－
Ｔｈｒ／Ｓｅｒ／Ｉｌｅ／Ａｌａ（Ｋ／Ｒ－Ｌ／Ｉ／Ｖ／Ｆ／Ｔ／Ａ－Ｔ／Ｓ／Ｉ／Ａ）
であり；
　長さは、通常、１６－１９個のアミノ酸残基である。
【００９９】
　ＣＤＲ－Ｈ３アミノ酸配列を同定するために：
常に、ＣＤＲ－Ｈ２の末端の後ろの３３個のアミノ酸残基および常に、システイン（Ｃ）
の後ろの３個を出発し、
　前の残基は、常に、Ｃｙｓ－Ｘ－Ｘ（Ｃ－Ｘ－Ｘ）（式中、Ｘは、任意のアミノ酸であ
る）、通常、Ｃｙｓ－Ａｌａ－Ａｒｇ（Ｃ－Ａ－Ｒ）であり；
　後ろの残基は、常に、Ｔｒｐ－Ｇｌｙ－Ｘ－Ｇｌｙ（Ｗ－Ｇ－Ｘ－Ｇ）（配列番号１０
）（式中、Ｘは、任意のアミノ酸である）であり；
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　長さは、通常、３－２５個のアミノ酸残基である。
【０１００】
　用語「ＣＤＲグラフト化抗体」とは、１つの種に由来するが、ＶＨおよび／またはＶＬ
の１つ以上のＣＤＲ領域の配列が、別の種のＣＤＲ配列で置換されている重鎖および軽鎖
可変領域配列を含む抗体、例えば、１つ以上のマウスＣＤＲ（例えば、ＣＤＲ３）がヒト
ＣＤＲ配列で置換されている、マウス重鎖および軽鎖可変領域を有する抗体を指す。
【０１０１】
　用語「ヒト化抗体」とは、ＶＨおよび／またはＶＬ配列の少なくとも一部が、より「ヒ
ト様」である、すなわち、ヒト生殖系列可変配列とより類似しているよう変更されている
、非ヒト種（例えば、マウス）由来の重鎖および軽鎖可変領域配列を含む抗体を指す。「
ヒト化抗体」とは、対象とする抗原と免疫特異的に結合し、ヒト抗体のアミノ酸配列を実
質的に有するフレームワーク（ＦＲ）領域および非ヒト抗体のアミノ酸配列を実質的に有
する相補性決定領域（ＣＤＲ）を含む、抗体またはその変異体、誘導体、類似体もしくは
断片である。本明細書において、用語「実質的に」とは、ＣＤＲとの関連で、非ヒト抗体
ＣＤＲのアミノ酸配列と少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少な
くとも９５％、少なくとも９８％または少なくとも９９％同一であるアミノ酸配列を有す
るＣＤＲを指す。ヒト化抗体は、ＣＤＲ領域のすべてまたは実質的にすべてが、非ヒト免
疫グロブリン（すなわち、ドナー抗体）のものと対応し、フレームワーク領域のすべてま
たは実質的にすべてが、ヒト免疫グロブリンコンセンサス配列のものである、少なくとも
１つの、通常、２つの可変ドメイン（Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、ＦａｂＣ、Ｆ
ｖ）の実質的にすべてを含む。一実施形態では、ヒト化抗体はまた、免疫グロブリン定常
領域（Ｆｃ）、通常、ヒト免疫グロブリンのものの少なくとも一部を含む。いくつかの実
施形態では、ヒト化抗体は、軽鎖ならびに少なくとも重鎖の可変ドメインの両方を含有す
る。抗体はまた、重鎖のＣＨ１、ヒンジ、ＣＨ２、ＣＨ３およびＣＨ４領域も含み得る。
いくつかの実施形態では、ヒト化抗体は、ヒト化軽鎖のみを含有する。いくつかの実施形
態では、ヒト化抗体は、ヒト化重鎖のみを含有する。特定の実施形態では、ヒト化抗体は
、軽鎖のヒト化可変ドメインおよび／またはヒト化重鎖のみを含有する。
【０１０２】
　ヒト化抗体は、ＩｇＭ、ＩｇＧ、ＩｇＤ、ＩｇＡおよびＩｇＥを含めた免疫グロブリン
の任意のクラス、ならびに制限するものではないが、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３およ
びＩｇＧ４を含めた任意のアイソタイプから選択され得る。ヒト化抗体は、２以上のクラ
スまたはアイソタイプ由来の配列を含んでもよく、特定の定常ドメインは、当技術分野で
周知の技術を使用して、所望のエフェクター機能を最適化するよう選択され得る。
【０１０３】
　ヒト化抗体のフレームワーク領域およびＣＤＲは、親配列と正確に対応する必要はなく
、例えば、ドナー抗体ＣＤＲまたはコンセンサスフレームワークは、少なくとも１個のア
ミノ酸残基の置換、挿入、および／または欠失によって突然変異され、その結果、その部
位でのＣＤＲまたはフレームワーク残基が、ドナー抗体またはコンセンサスフレームワー
クのいずれかと対応していなくてもよい。しかし、好ましい実施形態では、このような突
然変異は、大規模なものではない。普通、ヒト化抗体残基の少なくとも８０％、好ましく
は、少なくとも８５％、より好ましくは、少なくとも９０％、最も好ましくは、少なくと
も９５％は、親のＦＲおよびＣＤＲ配列のものと対応する。本明細書において、用語「コ
ンセンサスフレームワーク」とは、コンセンサス免疫グロブリン配列中のフレームワーク
領域を指す。本明細書において、用語「コンセンサス免疫グロブリン配列」とは、関連免
疫グロブリン配列のファミリーにおいて最も頻繁に生じるアミノ酸（またはヌクレオチド
）から形成される配列を指す（例えば、Ｗｉｎｎａｋｅｒ、Ｆｒｏｍ　Ｇｅｎｅｓ　ｔｏ
　Ｃｌｏｎｅｓ　（Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ、Ｗｅｉｎｈｅｉｍ、１９
８７年）参照のこと）。したがって、「コンセンサス免疫グロブリン配列」は、「コンセ
ンサスフレームワーク領域（複数可）」および／または「コンセンサスＣＤＲ（複数可）
」を含み得る。免疫グロブリンのファミリーでは、コンセンサス配列中の各位置は、ファ
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ミリーにおいてその位置で最も頻繁に生じるアミノ酸によって占められている。２個のア
ミノ酸が等しく頻繁に生じる場合には、コンセンサス配列中にいずれかが含まれ得る。
【０１０４】
　「親和性成熟」抗体とは、変更（複数可）を有さない親抗体と比較して、標的抗原に対
する抗体の親和性において改善をもたらす、１つ以上のそのＣＤＲ中に１つ以上の変更を
有する抗体である。例示的親和性成熟抗体は、標的抗原に対してナノモルの親和性、また
はさらにピコモルの親和性さえ有する。親和性成熟抗体を製造するための種々の手順は、
当技術分野で公知である。例えば、Ｍａｒｋｓら、ＢｉｏＴｅｃｎｏｌｏｇｙ、１０：７
７９－７８３頁（１９９２年）には、ＶＨおよびＶＬドメインシャッフリングによる親和
性成熟が記載されている。ＣＤＲおよび／またはフレームワーク残基のランダム突然変異
誘発は、Ｂａｒｂａｓら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９１：３８０
９－３８１３頁（１９９４年）；Ｓｃｈｉｅｒら、Ｇｅｎｅ、１６９：１４７－１５５頁
（１９９５年）；Ｙｅｌｔｏｎら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１５５：１９９４－２００４
頁（１９９５年）；Ｊａｃｋｓｏｎら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１５４（７）：３３１０
－３３１９頁（１９９５年）；Ｈａｗｋｉｎｓら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、２２６：８
８９－８９６頁（１９９２年）によって記載されている。選択的突然変異誘発位置での、
およびアミノ酸残基を増強する活性を有する接触位置または高頻度突然変異位置での選択
的突然変異は、米国特許第６，９１４，１２８　Ｂ１号に記載されている。
【０１０５】
　用語「多価結合タンパク質」とは、２以上の抗原結合部位を含む結合タンパク質を示す
（本明細書において、「抗原結合ドメイン」とも呼ばれる）。多価結合タンパク質は、好
ましくは、３以上の抗原結合部位を有するよう操作され、一般に、天然に存在しない抗体
である。用語「多重特異性結合タンパク質」とは、同一標的分子の２種以上の異なるエピ
トープと結合できる結合タンパク質を始め、２以上の関連または非関連標的と結合できる
結合タンパク質を指す。
【０１０６】
　本明細書において、用語「二特異性抗体」とは、クアドローマ技術によって（Ｍｉｌｓ
ｔｅｉｎら、Ｎａｔｕｒｅ、３０５（５９３４）：５３７－５４０頁（１９８３年））、
２種の異なるモノクローナル抗体の化学的コンジュゲーションによって（Ｓｔａｅｒｚら
、Ｎａｔｕｒｅ、３１４（６０１２）：６２８－６３１頁（１９８５年））、またはＦｃ
領域中の突然変異を誘発するノブ・イントゥ・ホール（ｋｎｏｂ－ｉｎｔｏ－ｈｏｌｅ）
もしくは同様のアプローチ（Ｈｏｌｌｉｇｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．ＵＳＡ、９０（１４）：６４４４－６４４８頁（１９９３年）も参照のこと）によっ
て作製され、その結果、複数の異なる免疫グロブリン種が得られる全長抗体を指し、その
うち１種のみが、機能性二特異性抗体である。分子機能によって、二特異性抗体は、その
２つの結合アーム（ＨＣ／ＬＣの１対）のうち一方の１種の抗原（またはエピトープ）と
結合し、その第２のアーム（ＨＣ／ＬＣの異なる対）上の異なる抗原（またはエピトープ
）と結合する。この定義によって、二特異性抗体は、２つの別個の抗原結合アーム（特異
性およびＣＤＲ配列の両方において）を有し、それが結合する各抗原に対して一価である
。
【０１０７】
　本明細書において、用語「二重特異性抗体」とは、その２つの結合アーム（ＨＣ／ＬＣ
の対）の各々中の２種の異なる抗原（またはエピトープ）と結合できる全長抗体を指す（
ＰＣＴ公開ＷＯ０２／０２７７３参照のこと）。したがって、二重特異性結合タンパク質
は、同一の特異性および同一のＣＤＲ配列を有する２つの同一の抗原結合アームを有し、
それが結合する各抗原に対して二価である。
【０１０８】
　本発明の「二重可変ドメイン」（「ＤＶＤ」）結合タンパク質は、２以上の抗原結合部
位を含み、二価（２つの抗原結合部位）、四価（４つの抗原結合部位）または多価結合タ
ンパク質であり得る。ＤＶＤは、単一特異性であり得る、すなわち、１種の抗原（または
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１種の特異的エピトープ）と結合できるか、または多重特異性であり得る、すなわち、２
種以上の抗原（すなわち、同一標的抗原分子の２種以上のエピトープまたは異なる標的抗
原の２種以上のエピトープ）と結合できる。好ましいＤＶＤ結合タンパク質は、２つの重
鎖ＤＶＤポリペプチドおよび２つの軽鎖ＤＶＤポリペプチドを含み、「ＤＶＤ免疫グロブ
リン」または「ＤＶＤ－Ｉｇ」と呼ばれる。したがって、このようなＤＶＤ－Ｉｇ結合タ
ンパク質は、四量体であり、ＩｇＧ分子を連想させるが、ＩｇＧ分子よりも多くの抗原結
合性の部位を提供する。したがって、四量体ＤＶＤ－Ｉｇ分子の半分は各々、ＩｇＧ分子
の半分の一方を連想させ、重鎖ＤＶＤポリペプチドおよび軽鎖ＤＶＤポリペプチドを含む
が、単一の抗原結合（ｂｉｎｄｉｎｄ）ドメインを提供するＩｇＧ分子の１対の重鎖およ
び軽鎖とは異なり、ＤＶＤ－Ｉｇの１対の重鎖および軽鎖は、２以上の抗原結合部位を提
供する。
【０１０９】
　ＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質の各抗原結合部位は、ドナー（「親」）モノクローナル抗
体に由来し、したがって、抗原結合部位あたりの抗原結合に関与する合計６つのＣＤＲを
有する重鎖可変ドメイン（ＶＨ）および軽鎖可変ドメイン（ＶＬ）を含む。したがって、
２つの異なるエピトープ（すなわち、２つの異なる抗原分子の２つの異なるエピトープま
たは同一の抗原分子の２つの異なるエピトープ）と結合するＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質
は、第１の親モノクローナル抗体に由来する抗原結合部位および第２の親モノクローナル
抗体の抗原結合部位を含む。
【０１１０】
　ＤＶＤ－Ｉｇ結合分子の設計、発現および特性決定についての説明は、ＰＣＴ公開ＷＯ
２００７／０２４７１５、米国特許第７，６１２，１８１号およびＷｕら、Ｎａｔｕｒｅ
　Ｂｉｏｔｅｃｈ．、２５：１２９０－１２９７頁（２００７年）に提供されている。こ
のようなＤＶＤ－Ｉｇ分子の好ましい例は、構造式ＶＤ１－（Ｘ１）ｎ－ＶＤ２－Ｃ－（
Ｘ２）ｎ（式中、ＶＤ１は、第１の重鎖可変ドメインであり、ＶＤ２は、第２の重鎖可変
ドメインであり、Ｃは、重鎖定常ドメインであり、Ｘ１は、ＣＨ１ではないという条件で
リンカーであり、Ｘ２は、Ｆｃ領域であり、ｎは、０または１であるが、好ましくは、１
である）を含む重鎖；ならびに構造式ＶＤ１－（Ｘ１）ｎ－ＶＤ２－Ｃ－（Ｘ２）ｎ（式
中、ＶＤ１は、第１の軽鎖可変ドメインであり、ＶＤ２は、第２の軽鎖可変ドメインであ
り、Ｃは、軽鎖定常ドメインであり、Ｘ１は、ＣＨ１ではないという条件でリンカーであ
り、Ｘ２は、Ｆｃ領域を含まず、ｎは、０または１であるが、好ましくは、１である）を
含む軽鎖を含む。このようなＤＶＤ－Ｉｇは、２つのこのような重鎖および２つのこのよ
うな軽鎖を含むことがあり、ここで、各鎖は、可変領域の間に介在する定常領域を有さず
、タンデムに連結された可変ドメインを含み、重鎖および軽鎖は、会合して、タンデムの
機能性抗原結合部位を形成し、１対の重鎖および軽鎖は、別の対の重鎖および軽鎖と会合
して、４つの機能性抗原結合部位を有する四量体結合タンパク質を形成し得る。別の例で
は、ＤＶＤ－Ｉｇ分子は、可変ドメインの間に介在する定常領域を有さず、タンデムに連
結された３つの可変ドメイン（ＶＤ１、ＶＤ２、ＶＤ３）を各々含む重鎖および軽鎖を含
むことがあり、ここで、１対の重鎖および軽鎖は、会合して、３つの抗原結合部位を形成
し得、１対の重鎖および軽鎖は、別の対の重鎖および軽鎖と会合して、６つの抗原結合部
位を有する四量体結合タンパク質を形成し得る。
【０１１１】
　好ましい実施形態では、本発明のＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質は、その親モノクローナ
ル抗体によって結合される同一標的分子と結合するだけでなく、１種以上のその親モノク
ローナル抗体の１種以上の望ましい特性も有する。好ましくは、このようなさらなる特性
は、１種以上の親モノクローナル抗体の抗体パラメーターである。１種以上のその親モノ
クローナル抗体に由来するＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質の一因であり得る抗体パラメータ
ーとして、それだけには限らないが、抗原特異性、抗原親和性、効力、生物学的機能、エ
ピトープ認識、タンパク質安定性、タンパク質溶解度、製造効率、免疫原性、薬物動態、
バイオアベイラビリティ、組織交差反応性およびオルソロガス抗原結合が挙げられる。
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【０１１２】
　本発明のＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質は、ヒトＤＬＬ４タンパク質の少なくとも１つの
エピトープと結合する。本発明のＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質の限定されない例として、
ヒトＤＬＬ４の１つ以上のエピトープと結合するＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質、ヒトＤＬ
Ｌ４のエピトープおよび別の種（例えば、マウス）のＤＬＬ４のエピトープと結合するＤ
ＶＤ－Ｉｇ結合タンパク質ならびにヒトＤＬＬ４のエピトープおよび別の標的分子のエピ
トープ（例えば、ＶＥＧＦＲ２またはＶＥＧＦＲ１）と結合するＤＶＤ－Ｉｇ結合タンパ
ク質が挙げられる。
【０１１３】
　結合タンパク質の「機能的抗原結合部位」は、標的抗原と結合できるものである。抗原
結合部位の抗原結合親和性は、必ずしも、抗原結合部位が由来する親抗体と同程度には強
くないが、抗原と結合する能力は、抗原と結合する抗体を評価するための種々の公知の方
法のいずれか１種を使用して測定可能でなければならない。さらに、本明細書における多
価抗体の抗原結合部位の各々の抗原結合親和性は、定量的に同一である必要はない。
【０１１４】
　本明細書において、用語「アクセプター」および「アクセプター抗体」とは、１つ以上
のフレームワーク領域（ＦＲｓ）のアミノ酸配列の少なくとも８０％、少なくとも８５％
、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９８％または１００％を提供するま
たはコードする抗体または核酸配列を指す。いくつかの実施形態では、用語「アクセプタ
ー」とは、定常領域（複数可）を提供するまたはコードする抗体アミノ酸または核酸配列
を指す。さらに別の実施形態では、用語「アクセプター」とは、１つ以上のフレームワー
ク領域および定常領域（複数可）を提供するまたはコードする抗体アミノ酸または核酸配
列を指す。特定の実施形態では、用語「アクセプター」とは、１つ以上のフレームワーク
領域のアミノ酸配列の少なくとも８０％、好ましくは、少なくとも８５％、少なくとも９
０％、少なくとも９５％、少なくとも９８％または１００％を提供するまたはコードする
ヒト抗体アミノ酸または核酸配列を指す。この実施形態と一致して、アクセプターは、ヒ
ト抗体の１つ以上の特定の位置では生じない少なくとも１個、少なくとも２個、少なくと
も３個、少なくとも４個、少なくとも５個または少なくとも１０個のアミノ酸残基を含有
し得る。アクセプターフレームワーク領域および／またはアクセプター定常領域（複数可
）は、例えば、生殖系列抗体遺伝子、成熟した抗体遺伝子、機能性抗体（例えば、当技術
分野で周知の抗体、開発中の抗体または市販の抗体）に由来するまたはそれらから得られ
る。
【０１１５】
　本明細書において、用語「標準」残基とは、Ｃｈｏｔｈｉａら（両方とも参照により本
明細書に組み込む、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、１９６：９０１－９１７頁（１９８７年）
；Ｃｈｏｔｈｉａら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、２２７：７９９－８１７頁（１９９２年
））によって定義される特定の標準ＣＤＲ構造を規定するＣＤＲまたはフレームワーク中
の残基を指す。Ｃｈｏｔｈｉａらによれば、多数の抗体のＣＤＲの重要な部分は、アミノ
酸配列のレベルでの大きな多様性にもかかわらず、ほぼ同一のペプチド骨格立体構造を有
する。各標準構造は、ループを形成するアミノ酸残基の連続セグメントの１セットのペプ
チド骨格ねじれ角を主に規定する。
【０１１６】
　本明細書において、用語「ドナー」および「ドナー抗体」とは、１つ以上のＣＤＲを提
供する抗体を指す。好ましい実施形態では、ドナー抗体は、フレームワーク領域が得られ
るまたはそれに由来する抗体とは異なる種に由来する抗体である。ヒト化抗体との関連で
、用語「ドナー抗体」とは、１つ以上のＣＤＲを提供する非ヒト抗体を指す。
【０１１７】
　本明細書において、用語「フレームワーク」または「フレームワーク配列」とは、ＣＤ
Ｒを引いた可変領域の残りの配列を指す。ＣＤＲ配列の正確な定義は、種々のシステムに
よって決定できるので（例えば、上記参照のこと）、フレームワーク配列の意味は、相応
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びに重鎖のＣＤＲ－Ｈ１、－Ｈ２および－Ｈ３）はまた、軽鎖および重鎖上のフレームワ
ーク領域を各鎖上の４つの小領域（ＦＲ１、ＦＲ２、ＦＲ３およびＦＲ４）に分け、これ
では、ＣＤＲ１はＦＲ１およびＦＲ２の間に位置し、ＣＤＲ２は、ＦＲ２およびＦＲ３の
間、ＣＤＲ３は、ＦＲ３およびＦＲ４の間に位置する。ＦＲ１、ＦＲ２、ＦＲ３またはＦ
Ｒ４として特定の小領域を規定するものではなく、その他のものによって呼ばれるフレー
ムワーク領域は、単一の天然に存在する免疫グロブリン鎖の可変領域内の組み合わせたＦ
Ｒｓを表す。本明細書において、ＦＲは、４つの小領域のうち１つを表し、ＦＲｓは、フ
レームワーク領域を構成する４つの小領域のうち２以上を表す。
【０１１８】
　当技術分野で公知の技術を使用して非ヒト抗体をヒト化するために、重鎖および軽鎖「
アクセプター」フレームワーク配列（または簡単に、「アクセプター」配列）として使用
され得るヒト重鎖および軽鎖フレームワーク（ＦＲ）配列は、当技術分野で公知である。
本発明の一実施形態では、ヒト重鎖および軽鎖アクセプター配列は、Ｖ－ｂａｓｅ（ハイ
パーテキスト転送プロトコル：／／ｖｂａｓｅ．ｍｒｃ－ｃｐｅ．ｃａｍ．ａｃ．ｕｋ／
）などの公的に入手可能なデータベースに、または国際ＩｍＭｕｎｏＧｅｎｅＴｉｃｓ（
登録商標）（ＩＭＧＴ（登録商標））情報システム（ハイパーテキスト転送プロトコル：
／／ｉｍｇｔ．ｃｉｎｅｓ．ｆｒ／ｔｅｘｔｓ／ＩＭＧＴｒｅｐｅｒｔｏｉｒｅ／Ｌｏｃ
ｕｓＧｅｎｅｓ／）に列挙されたフレームワーク配列から選択される。以下の表３は、当
技術分野で公知のヒト重鎖アクセプター配列の例の限定されないリストを提供する。以下
の表４は、当技術分野で公知のヒト軽鎖アクセプター配列の例の限定されないリストを提
供する。本発明の一実施形態では、ヒト重鎖および軽鎖アクセプター配列は、以下の表３
および表４に記載されるアミノ酸配列から選択されるが、表３および４に列挙されないそ
の他のヒト重鎖および軽鎖アクセプター配列も、本発明の抗体をヒト化するために使用さ
れ得る。
【０１１９】
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【０１２１】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４と結合するヒト化抗体の作製において使用するため
の、表３から得られる重鎖ヒトアクセプターフレームワーク配列として、ＶＨ３－７　Ｆ
Ｒ１、ＶＨ３－７　ＦＲ２、ＶＨ３－７　ＦＲ３およびＪＨ４　ＦＲ４アクセプター配列
からなるセット；ＶＨ３コンセンサスＦＲ１、ＶＨ３コンセンサスＦＲ２、ＶＨ３コンセ
ンサスＦＲ３およびＪＨ４　ＦＲ４アクセプター配列からなるセット；ＶＨ１－４６　Ｆ
Ｒ１、ＶＨ１－４６　ＦＲ２、ＶＨ１－４６　ＦＲ３およびＪＨ４　ＦＲ４アクセプター
配列からなるセット；ＶＨ３－３０　ＦＲ１、ＶＨ３－３０　ＦＲ２、ＶＨ３－３０　Ｆ
Ｒ３およびＪＨ３　ＦＲ４アクセプター配列からなるセット；およびＶＨ３コンセンサス
ＦＲ１、ＶＨ３コンセンサスＦＲ２、ＶＨ３コンセンサスＦＲ３およびＪＨ３　ＦＲ４ア
クセプター配列からなるセットが挙げられる。
【０１２２】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４と結合するヒト化抗体の作製において使用するため
の、表４から得られる軽鎖ヒトアクセプターフレームワーク配列として、Ｏ２　ＦＲ１、
Ｏ２　ＦＲ２、Ｏ２　ＦＲ３およびＪＫ２　ＦＲ４アクセプター配列からなるセットなら
びにＬ２　ＦＲ１、Ｌ２　ＦＲ２、Ｌ２　ＦＲ３およびＪＫ２　ＦＲ４アクセプター配列
からなるセットが挙げられる。
【０１２３】
　一実施形態では、本発明のＤＬＬ４と結合するヒト化抗体の作製において使用するため
の、ヒトアクセプターフレームワーク配列のセットは、
　重鎖フレームワーク－１（Ｈ－ＦＲ１）：
Ｅ－Ｖ－Ｑ－Ｌ－Ｖ－Ｅ－Ｓ－Ｇ－Ｇ－Ｇ－Ｌ－Ｖ－Ｑ－Ｐ－Ｇ－Ｇ－Ｓ－Ｌ－Ｒ－Ｌ－
Ｓ－Ｃ－Ａ－Ａ－Ｓ－Ｇ－Ｆ－Ｔ－Ｆ－Ｘ３０（配列番号１４３）［Ｘ３０は、Ｓ、Ｒま
たはＧである］；
　重鎖フレームワーク－２（Ｈ－ＦＲ２）：Ｗ－Ｖ－Ｒ－Ｑ－Ａ－Ｐ－Ｇ－Ｋ－Ｇ－Ｌ－
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Ｅ－Ｗ－Ｖ－Ａ（配列番号１４４）；
　重鎖フレームワーク－３（Ｈ－ＦＲ３）：
Ｒ－Ｆ－Ｔ－Ｉ－Ｓ－Ｒ－Ｄ－Ｎ－Ａ－Ｋ－Ｘ１１－Ｓ－Ｌ－Ｙ－Ｌ－Ｑ－Ｍ－Ｎ－Ｓ－
Ｌ－Ｒ－Ａ－Ｅ－Ｄ－Ｔ－Ａ－Ｖ－Ｙ－Ｙ－Ｃ－Ｘ３１－Ｒ（配列番号１４５）
［Ｘ１１は、ＮまたはＳであり、
Ｘ３１は、ＡまたはＳである］；
　重鎖フレームワーク－４（Ｈ－ＦＲ４）：Ｗ－Ｇ－Ｑ－Ｇ－Ｔ－Ｌ－Ｖ－Ｔ－Ｖ－Ｓ－
Ｓ（配列番号１４６）；
　軽鎖フレームワーク－１（Ｌ－ＦＲ１）：
Ｄ－Ｉ－Ｑ－Ｍ－Ｔ－Ｑ－Ｓ－Ｐ－Ｓ－Ｓ－Ｌ－Ｓ－Ａ－Ｓ－Ｖ－Ｇ－Ｄ－Ｒ－Ｖ－Ｔ－
Ｉ－Ｔ－Ｃ（配列番号１４７）；
　軽鎖フレームワーク－２（Ｌ－ＦＲ２）：Ｗ－Ｙ－Ｑ－Ｑ－Ｋ－Ｐ－Ｇ－Ｋ－Ｘ９－Ｐ
－Ｋ－Ｌ－Ｌ－Ｉ－Ｘ１５（配列番号１４８）
［Ｘ９は、ＡまたはＳであり、
Ｘ１５は、ＦまたはＹである］；
　軽鎖フレームワーク－３（Ｌ－ＦＲ３）：
Ｇ－Ｖ－Ｐ－Ｓ－Ｒ－Ｆ－Ｓ－Ｇ－Ｓ－Ｇ－Ｓ－Ｇ－Ｔ－Ｄ－Ｘ１５－Ｔ－Ｌ－Ｔ－Ｉ－
Ｓ－Ｓ－Ｌ－Ｑ－Ｐ－Ｅ－Ｄ－Ｆ－Ａ－Ｔ－Ｙ－Ｙ－Ｃ（配列番号１４９）
［Ｘ１５は、ＦまたはＳである］；
　軽鎖フレームワーク－４（Ｌ－ＦＲ４）：Ｆ－Ｇ－Ｑ－Ｇ－Ｔ－Ｋ－Ｌ－Ｅ－Ｉ－Ｋ（
配列番号１５０）
からなる群から選択される１つ以上の（例えば、結合ドメインあたりいずれか１つ、２つ
、３つ、４つ、５つ、６つ、７つまたは８つの）アクセプターフレームワーク配列を含む
。
【０１２４】
　好ましい実施形態では、本発明のＤＬＬ４と結合する抗体は、上記のＨ－ＦＲ１、Ｈ－
ＦＲ２、Ｈ－ＦＲ３、Ｈ－ＦＲ－４、Ｌ－ＦＲ１、Ｌ－ＦＲ２、Ｌ－ＦＲ３およびＬ－Ｆ
Ｒ４アクセプター配列からなるヒトアクセプター配列のセットを使用してヒト化される。
【０１２５】
　本明細書において、用語「生殖系列抗体遺伝子」または「遺伝子断片」とは、特定の免
疫グロブリンの発現のための遺伝子再配列および突然変異につながる成熟プロセスを受け
ていない、非リンパ系細胞によってコードされる免疫グロブリン配列を指す（例えば、Ｓ
ｈａｐｉｒｏら、Ｃｒｉｔ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、２２（３）：１８３－２００頁
（２００２年）；Ｍａｒｃｈａｌｏｎｉｓら、Ａｄｖ．Ｅｘｐ．Ｍｅｄ．Ｂｉｏｌ．、４
８４：１３－３０頁（２００１年）参照のこと）。本発明の種々の実施形態によって提供
される利点の１つは、生殖系列抗体遺伝子は、成熟抗体遺伝子よりも、種において個体の
特徴を示す必須アミノ酸配列構造を保存する可能性が高く、したがって、その種において
治療上使用される場合に外来供給源に由来すると認識される可能性が低いという認識から
生じる。
【０１２６】
　本明細書において、用語「重要な残基」とは、抗体、特に、ヒト化抗体の結合特異性お
よび／または親和性に対してより影響を与える可変領域内の特定の残基を指す。重要な残
基として、それだけには限らないが、以下：ＣＤＲに隣接している残基、可能性あるグリ
コシル化部位（Ｎ－またはＯ－グリコシル化部位のいずれかであり得る）、希少残基、抗
原と相互作用できる残基、ＣＤＲと相互作用できる残基、標準残基、重鎖可変領域および
軽鎖可変領域間の接触残基、バーニアゾーン内の残基および可変重鎖ＣＤＲ１のコチア定
義および第１の重鎖フレームワークのカバット定義間で重複する領域中の残基のうち１種
以上が挙げられる。
【０１２７】
　本明細書において、「バーニア」ゾーンとは、ＦｏｏｔｅおよびＷｉｎｔｅｒ（Ｊ．Ｍ
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ｏｌ．Ｂｉｏｌ．、２２４：４８７－４９９頁（１９９２年））によって記載される、Ｃ
ＤＲ構造を調整し、抗原に対する適合度を微調整し得るフレームワーク残基のサブセット
を指す。バーニアゾーン残基は、ＣＤＲの根底をなす層を形成し、ＣＤＲの構造および抗
体の親和性に対して影響を及ぼし得る。
【０１２８】
　本明細書において、用語「中和する」とは、結合タンパク質が抗原と特異的に結合する
と、抗原の生物活性に対抗することを指す。一実施形態では、中和する結合タンパク質は
、抗原と結合し、その生物活性を少なくとも約２０％、４０％、６０％、８０％、８５％
、９０％、９５％またはそれ以上低減する。
【０１２９】
　用語「活性」は、抗原に対する抗体の結合特異性／親和性、例えば、ＤＬＬ４抗原と結
合する抗ｈＤＬＬ４抗体および／または抗体の中和効力、もしくは、ｈＤＬＬ４とのその
結合がｈＤＬＬ４の生物活性を阻害する抗ｈＤＬＬ４抗体、例えば、ＰＨＡ芽細胞増殖の
阻害またはヒトＮｏｔｃｈ受容体結合アッセイもしくはＰＨＡ芽細胞インターフェロン－
ガンマ誘導アッセイにおける受容体結合の阻害などの活性を含む。
【０１３０】
　用語「エピトープ」は、免疫グロブリンまたはＴ細胞受容体と特異的に結合する任意の
ポリペプチド決定基を含む。特定の実施形態では、エピトープ決定基は、アミノ酸、糖側
鎖、ホスホリルまたはスルホニルなどの分子の化学的に活性な表面配置を含み、特定の実
施形態では、特定の３次元構造的特徴および／または特定の荷電特徴を有し得る。エピト
ープは、抗体によって結合される抗原の領域である。したがって、エピトープは、特異的
結合パートナー上の相補的部位と結合することがわかっている抗原（またはその断片）の
領域のアミノ酸残基からなる。抗原または抗原断片は、２以上のエピトープを含有し得る
。したがって、この技術分野の当業者によって、抗体分子のどの「抗原結合部位」も抗原
分子のエピトープと結合することおよびどの抗原分子も１つ、２つ、いくつかの、または
多数のエピトープを有し得ることは理解される。さらに、この技術分野の当業者によって
、抗原分子に対する２種の独立に単離された抗体が、同一のエピトープで、または抗原分
子上の２種の異なるエピトープで結合し得ることは理解される。
【０１３１】
　特定の実施形態では、抗体は、タンパク質および／または高分子の複雑な混合物中のそ
の標的抗原を認識する場合に、抗原と特異的に結合するといわれる。抗体は、抗体が交差
競合する（一方がもう一方の結合または調節効果を妨げる）場合に「同一のエピトープと
結合する」といわれる。さらに、エピトープの構造定義（重複する、同様の、同一の）は
、情報を与えるものであるが、機能的定義は、それらが構造的（結合）および機能的（調
節、競合）パラメーターを包含するので、より関連があることが多い。
【０１３２】
　本明細書において、用語「表面プラズモン共鳴」とは、例えば、ＢＩＡｃｏｒｅ（登録
商標）システム（ＢＩＡｃｏｒｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＡＢ、ａ　ＧＥ　Ｈｅ
ａｌｔｈｃａｒｅ　ｃｏｍｐａｎｙ、Ｕｐｐｓａｌａ、Ｓｗｅｄｅｎ　ａｎｄ　Ｐｉｓｃ
ａｔａｗａｙ、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、ＵＳ）を使用して、バイオセンサーマトリックス
内のタンパク質濃度の変化の検出によってリアルタイム生体特異的相互作用の分析を可能
にする光学現象を指す。さらなる説明のためには、Ｊｏｎｓｓｏｎら、Ａｎｎ．Ｂｉｏｌ
．Ｃｌｉｎ．、５１：１９－２６頁（１９９３年）；Ｊｏｎｓｓｏｎら、ＢｉｏＴｅｃｈ
ｎｉｑｕｅｓ、１１：６２０－６２７頁（１９９１年）；Ｊｏｈｎｓｓｏｎら、Ｊ．Ｍｏ
ｌ．Ｒｅｃｏｇｎｉｔ．、８：１２５－１３１頁（１９９５年）；およびＪｏｈｎｓｓｏ
ｎら、Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．、１９８：２６８－２７７頁（１９９１年）参照のこ
と。
【０１３３】
　用語「Ｋｏｎ」とは、本明細書において、当技術分野で公知の、結合パートナー／同族
のパートナー（例えば、抗体／抗原）複合体を形成するための、結合タンパク質（例えば
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、抗体）の同族のパートナー（例えば、抗原）との会合の結合速度（ｏｎ　ｒａｔｅ）定
数を指すものとする。「Ｋｏｎ」はまた、本明細書において同義的に使用される、用語「
結合速度定数」または「ｋａ」によって知られている。抗体のその標的抗原との結合速度
または抗体および抗原間の複合体形成の速度を示すこの値はまた、方程式：
　抗体　（「Ａｂ」）　＋　抗原（「Ａｇ」）→Ａｂ－Ａｇ
によって示される。
【０１３４】
　本明細書において、用語「Ｋｏｆｆ」とは、当技術分野で公知の、結合タンパク質（例
えば、抗体）の、例えば、抗体／抗原複合体からの解離の解離速度定数を指すものとする
。「Ｋｏｆｆ」はまた、本明細書において同義的に使用される、用語「解離速度定数」ま
たは「ｋｄ」によって知られる。この値は、以下の方程式によって示される、抗体のその
標的抗原からの解離速度またはＡｂ－Ａｇ複合体の遊離抗体および抗原への経時的な分離
を示す：
　Ａｂ＋Ａｇ←Ａｂ－Ａｇ
【０１３５】
　本明細書において同義的に使用される、用語「平衡解離定数」または「ＫＤ」は、平衡
での力価測定において、または解離速度定数（Ｋｏｆｆ）を結合速度定数（Ｋｏｎ）によ
って除することによって得られる値を指す。結合速度定数、解離速度定数および平衡解離
定数は、抗体の抗原との結合親和性を表すために使用される。結合および解離速度定数を
測定する方法は、当技術分野で周知である。蛍光ベースの技術を使用することで、平衡に
ある生理学的バッファー中の試料を調べるための高い感受性および能力が提供される。Ｂ
ＩＡｃｏｒｅ（登録商標）表面プラズモン共鳴（生体分子相互作用分析）アッセイなどの
その他の実験アプローチおよび機器（例えば、ＢＩＡｃｏｒｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　ＡＢ、ａ　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　ｃｏｍｐａｎｙ、Ｕｐｐｓａｌａ、Ｓｗ
ｅｄｅｎから入手可能な機器）が使用され得る。さらに、Ｓａｐｉｄｙｎｅ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ（Ｂｏｉｓｅ、Ｉｄａｈｏ）から入手可能である、ＫｉｎＥｘＡ（登録商標
）（Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ　Ａｓｓａｙ）アッセイも使用され得る。
【０１３６】
　「標識」および「検出可能な標識」とは、例えば、特異的結合対のメンバー、例えば、
抗体および分析物間の反応を検出可能にするために、特異的結合パートナー、例えば、抗
体または抗体によって結合された分析物と結合している部分を意味する。そのように標識
された、特異的結合パートナー、例えば、抗体または分析物は、「検出可能に標識された
」と呼ばれる。したがって、本明細書において、用語「標識された結合タンパク質」とは
、結合タンパク質の同定を提供する標識が組み込まれたタンパク質を指す。一実施形態で
は、標識は、目視によるまたは機器による手段、例えば、放射標識されたアミノ酸の組み
込みまたは印をつけたアビジン（例えば、蛍光マーカーまたは光学的方法もしくは比色法
によって検出され得る酵素活性を含有するアビジンもしくはストレプトアビジン）によっ
て検出され得るビオチニル部分のポリペプチドとの結合によって、検出可能であるシグナ
ルを生じることができる検出可能なマーカーである。ポリペプチドのための標識の例とし
て、それだけには限らないが、以下：放射性同位体また放射性核種（例えば、３Ｈ、

１４

Ｃ、
３５Ｓ、９０Ｙ、９９Ｔｃ、１１１Ｉｎ、１２５Ｉ、１３１Ｉ、１７７Ｌｕ、１６６

Ｈｏおよび１５３Ｓｍ）；色素原、蛍光標識（例えば、ＦＩＴＣ、ローダミンおよびラン
タニドホスホール（ｌａｎｔｈａｎｉｄｅ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｓ））、酵素標識（例えば
、西洋ワサビペルオキシダーゼ、ルシフェラーゼ、アルカリホスファターゼ）；化学発光
マーカー；ビオチニル基；第２のリポーター（例えば、ロイシンジッパー対配列、二次抗
体の結合部位、金属結合ドメインおよびエピトープタグ）によって認識される所定のポリ
ペプチドエピトープ；およびガドリニウムキレートなどの磁性物質が挙げられる。イムノ
アッセイのために使用されることの多い標識の代表的な例として、光を生じる部分、例え
ば、アクリジニウム化合物および蛍光を生じる部分、例えば、フルオレセインが挙げられ
る。その他の標識は、当技術分野で公知であり、本明細書に記載される。この関連で、部
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分自体が検出可能に標識されない場合もあるが、さらに別の部分との反応の際に検出可能
になる場合もある。「検出可能に標識された」の使用は、後者のタイプの検出可能な標識
を包含するものとする。
【０１３７】
　用語「抗体コンジュゲート」とは、治療用または細胞傷害性薬剤などの第２の化学部分
と化学的に連結された抗体などの結合タンパク質を指す。用語「薬剤」とは、本明細書に
おいて、化合物、化合物の混合物、生体高分子または生体物質から作られている抽出物を
示すよう使用される。好ましくは、治療用または細胞傷害性薬剤として、それだけには限
らないが、百日咳毒素、タキソール、サイトカラシンＢ、グラミシジンＤ、臭化エチジウ
ム、エメチン、マイトマイシン、エトポシド、テノポシド、ビンクリスチン、ビンブラス
チン、コルヒチン、ドキソルビシン、ダウノルビシン、ジヒドロキシアントラシンジオン
、ミトキサントロン、ミトラマイシン、アクチノマイシンＤ、１－デヒドロテストステロ
ン、グルココルチコイド、プロカイン、テトラカイン、リドカイン、プロプラノロールお
よびピューロマイシンならびにその類似体または相同体が挙げられる。
【０１３８】
　本明細書において、用語「結晶」および「結晶化された」とは、結晶の形態で存在する
結合タンパク質（例えば、抗体）またはその抗原結合部分と指す。結晶は、物質の固体状
態の１種の形態であり、非晶質固体状態または液晶状態などのその他の形態とは別個であ
る。結晶は、原子、イオン、分子（例えば、抗体などのタンパク質）または分子集合体（
例えば、Ｆａｂ／抗原複合体を含めた抗原／抗体複合体）の、規則正しい、反復する３次
元の配置からなる。これらの３次元配置は、この分野で十分に理解されている特定の数学
的関係に従って配列される。結晶中で反復される基本単位またはビルディングブロックは
、非対称単位と呼ばれる。所与の、十分に定義された結晶学的対称と一致する配列中の非
対称単位の反復は、結晶の「単位格子」を提供する。３次元すべてにおける規則正しい並
進による単位格子の反復は結晶を提供する。Ｇｉｅｇｅら、Ｉｎ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ、ａ　Ｐｒ
ａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ、第２版、（ＤｕｃｒｕｉｘおよびＧｉｅｇｅ編）（
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９９年）、
第１章、１－１６頁参照のこと。
【０１３９】
　用語「ポリヌクレオチド」とは、リボヌクレオチドまたはデオキシリボヌクレオチドい
ずれかまたはいずれかの種類のヌクレオチドの修飾された形態の２つ以上のヌクレオチド
のポリマー形態を意味する。この用語は、ＤＮＡの一本鎖および二本鎖形態を含む。
【０１４０】
　用語「単離されたポリヌクレオチド」とは、その起源によって、ポリヌクレオチド（例
えば、ゲノム、ｃＤＮＡの、または合成起源の、またはそれらのいくつかの組合せ）を意
味するものとし、「単離されたポリヌクレオチド」は、天然に「単離されたポリヌクレオ
チド」が、それとともに見られるポリヌクレオチドのすべてまたは一部と会合しておらず
；天然には連結していないポリヌクレオチドと作動可能に連結され；またはより長い配列
の一部として天然には生じない。
【０１４１】
　用語「ベクター」は、連結されている別の核酸を輸送することができる核酸分子を指す
ものとする。ベクターの１つの種類は、「プラスミド」であり、その中にさらなるＤＮＡ
セグメントがライゲーションされ得る環状の二本鎖ＤＮＡループを指す。別の種類のベク
ターは、ウイルスベクターであり、これでは、さらなるＤＮＡセグメントがウイルスゲノ
ム中にライゲーションされ得る。特定のベクターは、それらが導入されている宿主細胞に
おいて自己複製できる（例えば、細菌複製起点を有する細菌ベクターおよびエピソーム哺
乳動物ベクター）。その他のベクター（例えば、非エピソーム哺乳動物ベクター）は、宿
主細胞への導入の際に宿主細胞のゲノム中に組み込まれることができ、それによって、宿
主ゲノムとともに複製される。さらに、特定のベクターは、それらが作動可能に連結され
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ている遺伝子の発現を指示できる。このようなベクターは、本明細書において、「組換え
発現ベクター」（または簡単、「発現ベクター」）と呼ばれる。一般に、組換えＤＮＡ技
術において有用な発現ベクターは、プラスミドの形態であることが多い。本明細書では、
「プラスミド」および「ベクター」は、プラスミドが、ベクターの最もよく使用される形
態であるので同義的に使用され得る。しかし、本発明は、同等の機能を果たす、ウイルス
ベクター（例えば、複製欠陥レトロウイルス、アデノウイルスおよびアデノ随伴ウイルス
）などの発現ベクターのこのようなその他の形態を含むものとする。ベクターのＲＮＡ版
（ＲＮＡウイルスベクターを含める）も本発明において用途があり得る。
【０１４２】
　用語「作動可能に連結された」とは、記載された成分が、それらがその意図される方法
で機能するのを可能にする関係にある近位を指す。コード配列に「作動可能に連結された
」制御配列は、コード配列の発現が、制御配列に適合する条件下で達成されるような方法
でライゲーションされる。「作動可能に連結された」配列は、対象とする遺伝子と連続し
ている発現制御配列、トランスで作用する、すなわち、対象とする遺伝子とは異なる核酸
分子上に位置する発現制御配列ならびに同一核酸分子上に位置するが、対象とする遺伝子
からある距離をおく発現制御配列を含む。本明細書において、用語「発現制御配列」とは
、それらがライゲーションされているコード配列の発現およびプロセシングを達成するた
めに必須であるポリヌクレオチド配列を指す。発現制御配列として、適当な転写開始、終
結、プロモーターおよびエンハンサー配列；スプライシングおよびポリアデニル化シグナ
ルなどの効率的なＲＮＡプロセシングシグナル；細胞質ｍＲＮＡを安定化する配列；翻訳
効率を増強する配列（すなわち、コザックコンセンサス配列）；タンパク質安定性を増強
する配列；および望ましい場合には、タンパク質分泌を増強する配列が挙げられる。この
ような制御配列の性質は、宿主生物に応じて異なり；原核生物では、このような制御配列
は、一般に、プロモーター、リボソーム結合部位および転写終結配列を含み；真核生物で
は、一般に、このような制御配列は、プロモーターおよび転写終結配列を含む。用語「制
御配列」は、その存在が、発現およびプロセシングにとって不可欠である成分を含むもの
とし、また、その存在が有利であるさらなる成分、例えば、リーダー配列および融合パー
トナー配列も含み得る。
【０１４３】
　「形質転換」とは、それによって外因性核酸（例えば、ＤＮＡ分子）が宿主細胞に入る
任意のプロセスを指す。形質転換は、当技術分野で周知の種々の方法を使用して自然条件
または人口条件下で起こり得る。形質転換は、原核細胞または真核細胞の宿主細胞中に外
来核酸配列を挿入するための任意の公知の方法に依存し得る。方法は、形質転換されてい
る宿主細胞に基づいて選択され、それだけには限らないが、細胞膜を超えるプラスミドの
取り込み、ウイルス感染、エレクトロポレーション、リポフェクションおよび微粒子銃を
挙げることができる。このような「形質転換された」細胞は、挿入されたＤＮＡが、自己
複製プラスミドとして、または宿主染色体の一部としてのいずれかで複製できる安定に形
質転換された細胞を含む。それらはまた、挿入されたＤＮＡまたはＲＮＡを限定された期
間、一時的に発現する細胞を含む。
【０１４４】
　用語「組換え宿主細胞」（または簡単に「宿主細胞」）とは、外因性ＤＮＡが導入され
ている細胞を指すものとする。一実施形態では、限定されない例として、米国特許第７，
２６２，０２８号に記載される宿主細胞などの宿主細胞は、抗体をコードする２以上（例
えば、複数）の核酸を含む。このような用語は、特定の対象細胞だけでなくこのような細
胞の後代をも指すものとする。突然変異または環境の影響のいずれかによって後継の世代
では特定の修飾が起こり得るので、このような後代は、実際は、親細胞と同一でない場合
もあるが、本明細書において、依然として用語「宿主細胞」の範囲内に含まれる。一実施
形態では、宿主細胞は、生物界のいずれかから選択される原核細胞および真核細胞を含む
。別の実施形態では、真核細胞は、原生生物、真菌、植物および動物細胞を含む。別の実
施形態では、宿主細胞として、それだけには限らないが、大腸菌のような原核生物種；哺
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乳動物細胞株、例えば、ＣＨＯ、ＨＥＫ　２９３、ＣＯＳ、ＮＳ０、ＳＰ２およびＰＥＲ
．Ｃ６；昆虫細胞株Ｓｆ９；および真菌細胞種、例えば、サッカロミセス・セレビシエ（
Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）が挙げられる。
【０１４５】
　標準技術が、組換えＤＮＡ、オリゴヌクレオチド合成および組織培養および形質転換（
例えば、エレクトロポレーション、リポフェクション）のために使用され得る。酵素反応
および精製技術は、製造業者の使用説明書に従って、または当技術分野でよく達成される
ように、または本明細書に記載されるように実施され得る。前述の技術および手順は、当
技術分野で周知の従来の方法に従って、本明細書を通じて引用され論じられる種々の一般
的参考文献およびより特定の参考文献に記載されるように概して実施され得る。例えば、
Ｓａｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　
Ｍａｎｕａｌ、第２版（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、１９８９年）参照のこと。
【０１４６】
　当技術分野で公知の「トランスジェニック生物」は、導入遺伝子を含有する細胞を有す
る生物を指し、ここで、生物（または生物の先祖）に導入された導入遺伝子は、生物では
天然に発現されないポリペプチドを発現する。「導入遺伝子」は、トランスジェニック生
物が発達する細胞のゲノム中に安定に、作動可能に組み込まれ、トランスジェニック生物
の１種以上の細胞種または組織においてコードされた遺伝子産物の発現を指示するＤＮＡ
構築物である。
【０１４７】
　用語「調節する（ｒｅｇｕｌａｔｅ）」および「調節する（ｍｏｄｕｌａｔｅ）」は、
本明細書において、同義的に使用され、対象とする分子の活性（例えば、ｈＤＬＬ４の生
物活性）における変化または変更を指す。調節（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）は、対象とする
分子の特定の活性または機能の規模の増大または減少であり得る。分子の例示的活性およ
び機能として、それだけには限らないが、結合特徴、酵素活性、細胞受容体活性化および
シグナル変換が挙げられる。
【０１４８】
　相応して、本明細書において、用語「モジュレーター」とは、対象とする分子の活性ま
たは機能（例えば、ｈＤＬＬ４の生物活性）を変化または変更できる化合物である。例え
ば、モジュレーターは、モジュレーターの不在下で観察された活性または機能の規模と比
較して、分子の特定の活性または機能の規模の増大または減少を引き起こし得る。特定の
実施形態では、モジュレーターは、分子の少なくとも１種の活性または機能の規模を減少
させる阻害剤である。例示的阻害剤として、それだけには限らないが、タンパク質、ペプ
チド、抗体、ペプチボディー（ｐｅｐｔｉｂｏｄｉｅｓ）、炭水化物または小さい有機分
子が挙げられる。ペプチボディー（ｐｅｐｔｉｂｏｄｉｅｓ）は記載されている。例えば
、ＰＣＴ公開番号ＷＯ０１／８３５２５参照のこと。
【０１４９】
　本明細書において、用語「アゴニスト」とは、対象とする分子と接触させると、アゴニ
ストの不在下で観察された活性または機能の規模と比較して、分子の特定の活性または機
能の規模の増大を引き起こすモジュレーターを指す。対象とする特定のアゴニストとして
、それだけには限らないが、Ｎｏｔｃｈ－シグナル伝達経路のメンバー、ＤＬＬ４ポリペ
プチドおよび核酸、炭水化物またはＤＬＬ４と結合する任意のその他の分子を挙げること
ができる。
【０１５０】
　本明細書において、用語「アンタゴニスト」または「阻害剤」とは、対象とする分子と
接触させると、アンタゴニストの不在下で観察された活性または機能の規模と比較して、
分子の特定の活性または機能の規模の減少を引き起こすモジュレーターを指す。対象とす
る特定のアンタゴニストとして、ＤＬＬ４、特に、ヒトＤＬＬ４（ｈＤＬＬ４）の生物学
的活性または免疫学的活性を遮断または調節するものが挙げられる。ｈＤＬＬ４のアンタ
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ゴニストおよび阻害剤として、それだけには限らないが、タンパク質、核酸、炭水化物ま
たはｈＤＬＬ４および／またはげっ歯類ＤＬＬ４と結合する任意のその他の分子を挙げる
ことができる。
【０１５１】
　本明細書において、用語「有効量」とは、障害もしくは１種もしくは複数のその症状の
重篤度および／もしくは期間を低減もしくは寛解させる；障害の前進を阻害もしくは防止
する；障害の退縮を引き起こす；障害と関連している１種もしくは複数の症状の再発、発
生、発症もしくは進行を阻害もしくは防止する；障害を検出する；または別の治療（例え
ば、予防薬または治療薬）の予防的効果または治療的効果（複数可）を増強もしくは改善
するのに十分である治療の量を指す。
【０１５２】
　「患者」および「被験体」は、本明細書において同義的に使用され得、霊長類（例えば
、ヒト、サルおよびチンパンジー）、非霊長類（例えば、ウシ、ブタ、ラクダ、ラマ、ウ
マ、ヤギ、ウサギ、ヒツジ、ハムスター、モルモット、ネコ、イヌ、ラット、マウスおよ
びクジラ）を含めた哺乳動物、トリ（例えば、アヒルまたはガチョウ）およびサメなどの
動物を指す。好ましくは、患者または被験体は、疾患、障害または状態について治療また
は評価されているヒト；疾患、障害または状態のリスクのあるヒト；疾患、障害または状
態を有するヒト；および／または疾患、障害または状態について治療されているヒトなど
のヒトである。より好ましくは、患者または被験体は、癌またはその他の疾患について治
療または評価されており、これでは、既存の異常なＤＬＬ４発現が、癌またはその他の疾
患を支持し、癌またはその他の疾患を治療するためにＤＬＬ４活性の阻害または混乱が望
まれる。
【０１５３】
　本明細書において、用語「試料」とは、その広い意味で使用される。本明細書において
、「生体試料」とは、それだけには限らないが、生物または以前は生きていた物に由来す
る物質の任意の量を含む。このような生物として、それだけには限らないが、ヒト、マウ
ス、ラット、サル、イヌ、ウサギおよびその他の動物が挙げられる。このような物質とし
て、それだけには限らないが、血液、（例えば、全血）、血漿、血清、尿、羊水、滑液、
内皮細胞、白血球、単球、その他の細胞、臓器、組織、骨髄、リンパ節および脾臓が挙げ
られる。
【０１５４】
　「成分」、「複数の成分」および「少なくとも１種の成分」とは、一般に、本明細書に
記載される方法および当技術分野で公知のその他の方法に従って、試験試料、例えば、患
者尿、血清または血漿試料をアッセイするためにキット中に含まれ得る、捕獲抗体、検出
またはコンジュゲート抗体、対照、校正器、一連の校正器、感度パネル、容器、バッファ
ー、希釈液、塩、酵素、酵素の補助因子、検出試薬、前処理試薬／溶液、基質（例えば、
溶液として）、停止溶液などを指す。したがって、本開示内容との関連で、「少なくとも
１種の成分」、「成分」および「複数の成分」は、ポリペプチドまたは上記のその他の分
析物、例えば、固相支持体上に抗分析物（例えば、抗ポリペプチド）抗体との結合などに
よって場合によって固定化されている、ポリペプチドなどの分析物を含む組成物を含み得
る。いくつかの成分は、溶液中にあり、またはアッセイにおいて使用するために再構成す
るために凍結乾燥され得る。
【０１５５】
　「リスク」とは、現在生じているまたは将来のある時点で生じている特定の事象可能性
または見込みを指す。「リスクの層化」とは、医師が、患者を、特定の疾患、障害または
状態を発症する低、中、高または最高のリスクに分類するのを可能にする既知の臨床リス
ク因子のアレイを指す。
【０１５６】
　特異的結合対（例えば、抗原またはその断片および抗体またはその抗原結合断片）のメ
ンバー間の相互作用との関連で「特異的」および「特異性」とは、相互作用の選択的反応
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性を指す。語句「特異的に結合する」および類似の語句は、抗体（またはその抗原結合断
片）などの結合タンパク質の、対象とする分子（またはその断片）と特異的に結合し、そ
の他の実体とは特異的に結合しない能力を指す。
【０１５７】
　「特異的結合パートナー」とは、特異的結合対のメンバーである。特異的結合対は、化
学的または物理的手段によって互いに特異的に結合する２種の異なる分子を含む。したが
って、抗原および抗体特異的結合対に加えて、その他の特異的結合対として、ビオチンお
よびアビジン（またはストレプトアビジン）、炭水化物およびレクチン、相補的ヌクレオ
チ配列、エフェクターおよび受容体分子、補助因子および酵素、酵素阻害剤および酵素な
どが挙げられる。さらに、特異的結合対として、元の特異的結合メンバーの類似体である
メンバー、例えば、分析物類似体を挙げることができる。免疫反応特異的結合メンバーと
して、単離されているものであろうと、組換えによって製造されたものであろうと、抗原
、抗原断片およびモノクローナルおよびポリクローナル抗体を含めた抗体、ならびにその
複合体、断片および変異体（変異体の断片を含む）が挙げられる。
【０１５８】
　本明細書において、「変異体」とは、アミノ酸の付加（例えば、挿入）、欠失または保
存的置換によって、アミノ酸配列において所与のポリペプチド（例えば、ＤＬＬ４ポリペ
プチドまたは抗ＤＬＬ４抗体）とは異なるが、所与のポリペプチドの生物活性を保持する
ポリペプチドを意味する（例えば、変異体ＤＬＬ４は、変異体ＤＬＬ４が、野生型ＤＬＬ
４の元の抗体結合部位（エピトープ）を保持する場合には抗ＤＬＬ４抗体との結合につい
て野生型ＤＬＬ４と競合し得る）。アミノ酸の保存的置換、すなわち、アミノ酸を、同様
の特性（例えば、親水性および荷電領域の程度および分布）の異なるアミノ酸と置換する
ことは、当技術分野で、通常、微小変化を含むと認識されている。これらの微小変化は、
幾分かは、当技術分野で理解されるように、アミノ酸の疎水性親水性指数を考慮すること
によって同定され得る（例えば、Ｋｙｔｅら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、１５７：１０５
－１３２頁（１９８２年））。アミノ酸の疎水性親水性指数は、その疎水性および電荷を
考慮することに基づいている。同様の疎水性親水性指数のアミノ酸は置換され、タンパク
質機能を依然として保持し得るということは当技術分野で公知である。一態様では、±２
の疎水性親水性指数を有するアミノ酸は置換される。アミノ酸の親水性はまた、生物学的
機能を保持するタンパク質をもたらす置換を明らかにするために使用され得る。ペプチド
との関連でアミノ酸の親水性を考慮することによって、そのペプチドの最大の局所平均親
水性、抗原性および免疫原性と十分に相関すると報告されている有用な尺度を算出するこ
とが可能となる（例えば、米国特許第４，５５４，１０１号参照のこと）。当技術分野で
理解されるように、同様の親水性値を有するアミノ酸の置換は、生物活性、例えば、免疫
原性を保持するペプチドをもたらし得る。一態様では、置換は、互いに±２内の親水性値
を有するアミノ酸を用いて実施される。アミノ酸の疎水性指数および親水性値の両方とも
、アミノ酸の特定の側鎖によって影響を受ける。その知見と一致して、疎水性、親水性、
電荷、大きさおよびその他の特性によって明らかにされるように、生物学的機能と適合す
るアミノ酸置換は、アミノ酸、特に、それらのアミノ酸の側鎖の相対類似性に左右される
と理解される。「変異体」はまた、タンパク質分解、リン酸化またはその他の翻訳後修飾
などによって異なって処理されているが、その生物活性または抗原反応性、例えば、ＤＬ
Ｌ４と結合する能力を保持するポリペプチドまたはその断片を説明するために使用され得
る。本明細書において、「変異体」の使用は、文脈によって別段に異なることが指示され
ない限り、変異体の断片を包含するものとする。
【０１５９】
　本明細書において、用語「試料」とは、その最大の意味で使用される。本明細書におい
て、「生体試料」とは、それだけには限らないが、生物または以前は生きていた物に由来
する物質の任意の量を含む。このような生物として、それだけには限らないが、ヒト、マ
ウス、ラット、サル、イヌ、ウサギおよびその他の動物が挙げられる。このような物質と
して、それだけには限らないが、血液、血清、尿、滑液、細胞、臓器、組織、骨髄、リン
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パ節および脾臓が挙げられる。
【０１６０】
Ｉ．ヒトＤＬＬ４と結合する抗体
　本発明の一態様は、高親和性、遅い解離速度および／または高い中和能を有するＤＬＬ
４と結合する、単離されたラットモノクローナル抗体またはその抗原結合部分を提供する
。本発明の別の態様は、ＤＬＬ４と結合するキメラ抗体を提供する。別の態様では、本発
明は、ＤＬＬ４と結合する、ＣＤＲグラフト化抗体またはその抗原結合部分を提供する。
本発明の別の態様は、ＤＬＬ４と結合する、ヒト化抗体またはその抗原結合部分を提供す
る。一実施形態では、抗体またはその部分は、単離された抗体または単離されたその部分
である。別の実施形態では、本発明の抗体またはその抗原結合部分は、抗ＤＬＬ抗体を中
和している。有利なことに、ＤＬＬ４と結合するこのような抗体またはその抗原結合部分
は、個体（ヒトまたはその他の哺乳動物）に投与され得る治療薬として用途がある。好ま
しくは、本発明の抗体またはその抗原結合部分は、抗ＤＬＬ４および／または抗ＶＥＧＦ
Ｒ２抗体を中和している。
【０１６１】
Ａ．抗ＤＬＬ４抗体を作製する方法。
　本発明の抗体は、当技術分野で公知のいくつかの技術のうちいずれかによって作製され
得る。本発明のＤＬＬ４モノクローナル抗体を得るために使用され得る種々の技術の態様
が以下に記載される。
【０１６２】
１．ハイブリドーマ技術を使用する抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体。
　モノクローナル抗体は、ハイブリドーマの使用、組換えおよびファージディスプレイ技
術またはそれらの組合せを含めた、当技術分野で公知のさまざまな技術を使用して調製さ
れ得る。例えば、モノクローナル抗体は、当技術分野で公知であり、例えば、Ｈａｒｌｏ
ｗら、Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第２版、（Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｄ　
Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、１９８８年）；Ｈａｍｍｅｒｌｉｎｇら、Ｉｎ　Ｍｏｎｏ
ｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ａｎｄ　Ｔ－Ｃｅｌｌ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ、
（Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９８１年）に教示されるものを含めたハイブ
リドーマ法を使用して製造され得る。本明細書において、用語「モノクローナル抗体」は
、ハイブリドーマ技術によって製造される抗体に制限されないということも留意されたい
。用語「モノクローナル抗体」とは、任意の真核生物クローン、原核生物クローンまたは
ファージクローンを含めた単一クローンに由来する抗体を指すのであって、それによって
製造される方法を指すのではない。
【０１６３】
　一実施形態では、本発明は、モノクローナル抗体を作製する方法ならびに本発明の抗体
を分泌するハイブリドーマ細胞を培養することを含む方法によって製造される抗体を提供
し、ここで、好ましくは、ハイブリドーマは、ＤＬＬ４で免疫処置された動物、例えば、
ラットまたはマウスから単離された脾細胞を、骨髄腫細胞と融合すること、次いで、本発
明のポリペプチドと結合できる抗体を分泌するハイブリドーマクローンの融合から得られ
たハイブリドーマをスクリーニングすることによって作製される。手短には、ラットは、
ＤＬＬ４抗原を用いて免疫処置され得る（以下の実施例を参照のこと）。好ましい実施形
態では、ＤＬＬ４抗原は、免疫応答を刺激するようアジュバントとともに投与される。こ
のようなアジュバントとして、完全または不完全フロイントアジュバント、ＲＩＢＩ（ム
ラミルジペプチド）またはＩＳＣＯＭ（免疫刺激複合体）が挙げられる。このようなアジ
ュバントは、ポリペプチドを局所沈着に隔離することによって、それが迅速分散すること
から保護し得る、またはそれらは、宿主を、マクロファージおよび免疫系のその他の成分
にとって走化性である因子を分泌するよう刺激する物質を含有し得る。好ましくは、ポリ
ペプチドが投与される場合には、免疫処置スケジュールは、数週間にわたって広がってい
るポリペプチドの２回以上の投与を含むが、ポリペプチドの単回投与も使用され得る。
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【０１６４】
　ＤＬＬ４抗原を用いて動物を免疫処置した後、抗体および／または抗体を製造する細胞
が動物から得られ得る。抗ＤＬＬ４抗体を含有する血清が、動物を出血させるまたは屠殺
することによって動物から得られる。動物から得られると血清が使用され得、免疫グロブ
リン画分が血清から得られ得るまたは抗ＤＬＬ４抗体が血清から精製され得る。この方法
で得られた血清または免疫グロブリンは、ポリクローナルであり、したがって、不均一な
特性のアレイを有する。
【０１６５】
　免疫応答が検出されると、例えば、抗原ＤＬＬ４に対して特異的な抗体を、ラット血清
において検出し、ラット脾臓を回収し、脾細胞を単離する。次いで、周知の技術によって
脾細胞を任意の適した骨髄腫細胞、例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒ
ｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ、Ｍａｎａｓｓａｓ、Ｖｉｒｇｉｎｉａ、ＵＳ）か
ら入手可能である細胞株ＳＰ２０から得た細胞に融合する。ハイブリドーマを選択し、限
界希釈によってクローニングする。次いで、ハイブリドーマクローンを、ＤＬＬ４と結合
できる抗体を分泌する細胞について当技術分野で公知の方法によってアッセイする。一般
に、高レベルの抗体を含有する腹水を、陽性ハイブリドーマクローンを用いてラットを免
疫処置することによって作製できる。
【０１６６】
　別の実施形態では、抗体を産生する不死化されたハイブリドーマは、免疫処置された動
物から調製され得る。免疫処置後、当技術分野で周知であるように、動物を屠殺し、脾臓
Ｂ細胞を不死化された骨髄腫細胞と融合する。例えば、ＨａｒｌｏｗおよびＬａｎｅ、前
掲参照のこと。好ましい実施形態では、骨髄腫細胞は、免疫グロブリンポリペプチドを分
泌しない（非分泌細胞株）。融合し、抗生物質選択した後ハイブリドーマを、ＤＬＬ４ま
たはその部分またはＤＬＬ４を発現する細胞を使用してスクリーニングする。好ましい実
施形態では、初期スクリーニングは、酵素結合免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ）またはラジ
オイムノアッセイ（ＲＩＡ）、好ましくは、ＥＬＩＳＡを使用して実施される。ＥＬＩＳ
Ａスクリーニングの例は、ＰＣＴ公開番号ＷＯ００／３７５０４に提供されている。
【０１６７】
　抗ＤＬＬ４抗体を産生するハイブリドーマを選択し、クローニングし、以下にさらに論
じられる、頑強なハイブリドーマ増殖、高い抗体産生および望ましい抗体特徴と含めた望
ましい特徴についてさらにスクリーニングする。ハイブリドーマは、培養され、同系動物
において、免疫系を欠く動物、例えば、ヌードマウスにおいてインビボで、またはインビ
トロで細胞培養において拡大され得る。ハイブリドーマを選択、クローニングおよび拡大
する方法は、当業者に周知である。
【０１６８】
　好ましい実施形態では、ハイブリドーマは、本明細書に記載されるラットハイブリドー
マである。別の実施形態では、ハイブリドーマは、マウス、ヒツジ、ブタ、ヤギ、ウシま
たはウマなどの非ヒト、非ラット種において産生される。さらに別の好ましい実施形態で
は、ハイブリドーマは、ヒトハイブリドーマであり、これでは、ヒト非分泌性骨髄腫が、
抗ＤＬＬ４抗体を発現するヒト細胞と融合される。
【０１６９】
　特定のエピトープを認識する抗体断片は、公知の技術によって作製され得る。例えば、
本発明のＦａｂおよびＦ（ａｂ’）２断片は、パパイン（２つの同一のＦａｂ断片を製造
するよう）またはペプシン（Ｆ（ａｂ’）２断片を製造するよう）などの酵素を使用する
免疫グロブリン分子のタンパク質分解切断によって製造され得る。ＩｇＧ分子のＦ（ａｂ
’）２断片は、軽鎖（可変軽鎖および定常軽鎖領域を含有する）、重鎖のＣＨ１ドメイン
および親ＩｇＧ分子のジスルフィド形成ヒンジ領域の両方を含む、より大きな（「親」）
ＩｇＧ分子の２つの抗原結合部位を保持する。したがって、Ｆ（ａｂ’）２断片は、依然
として、親ＩｇＧ分子のような抗原分子を架橋できる。
【０１７０】
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２．ＳＬＡＭを使用する抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体。
　本発明の別の態様では、組換え抗体は、米国特許第５，６２７，０５２号；ＰＣＴ公開
番号ＷＯ９２／０２５５１；およびＢａｂｃｏｏｋら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．
Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９３：７８４３－７８４８頁１９９６年）に記載される、選択されたリ
ンパ球抗体法（ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｍｅｔｈ
ｏｄ）（ＳＬＡＭ）と当技術分野で呼ばれる手順を使用して、単一の、単離されたリンパ
球から作製される。この方法では、Ｉ．Ａ．１の節（上記）に記載される、対象とする抗
体を分泌する単細胞、例えば、免疫処置された動物のいずれか１種から得られたリンパ球
は、抗原特異的溶血プラークアッセイを使用してスクリーニングされ、これでは、抗原Ｄ
ＬＬ４、ＤＬＬ４のサブユニットまたはその断片が、ビオチンなどのリンカーを使用して
ヒツジ赤血球にカップリングされ、ＤＬＬ４に対して特異性を有する抗体を分泌する単細
胞を同定するために使用される。対象とする抗体を分泌する細胞を同定した後、重鎖およ
び軽鎖可変領域ｃＤＮＡが逆転写酵素－ＰＣＲ（ＲＴ－ＰＣＲ）によって細胞からレスキ
ューされ、次いで、これらの可変領域が、ＣＯＳまたはＣＨＯ細胞などの哺乳動物宿主細
胞において、適当な免疫グロブリン定常領域（例えば、ヒト定常領域）との関連で発現さ
れ得る。インビボで選択されたリンパ球から得られた増幅された免疫グロブリン配列を用
いてトランスフェクトされた宿主細胞は、インビトロでさらなる分析および選択を、例え
ば、トランスフェクトされた細胞をパニングし、ＤＬＬ４に対する抗体を発現する細胞を
単離することによって受け得る。増幅された免疫グロブリン配列は、インビトロ親和性成
熟法などによってインビトロでさらに操作され得る。例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ９７／
２９１３１およびＰＣＴ公開番号ＷＯ００／５６７７２参照のこと。
【０１７１】
３．トランスジェニック動物を使用する抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体。
　本発明の別の実施形態では、ＤＬＬ４抗原を用いて非ヒト動物を免疫処置することによ
って、ヒト免疫グロブリン遺伝子座の一部またはすべてを含む抗体が産生される。一実施
形態では、非ヒト動物は、ＸＥＮＯＭＯＵＳＥ（登録商標）トランスジェニックマウス、
ヒト免疫グロブリン遺伝子座の大きな断片を含み、マウス抗体産生に欠陥のある操作され
たマウス株である。例えば、Ｇｒｅｅｎら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ、７：１３
－２１頁（１９９４年）および米国特許第５，９１６，７７１号；同５，９３９，５９８
号；同５，９８５，６１５号；同５，９９８，２０９号；同６，０７５，１８１号；同６
，０９１，００１号；同６，１１４，５９８号；および同６，１３０，３６４号参照のこ
と。ＰＣＴ公開番号ＷＯ９１／１０７４１；ＷＯ９４／０２６０２；ＷＯ９６／３４０９
６；ＷＯ９６／３３７３５；ＷＯ９８／１６６５４；ＷＯ９８／２４８９３；ＷＯ９８／
５０４３３；ＷＯ９９／４５０３１；ＷＯ９９／５３０４９；ＷＯ００／０９５６０；お
よびＷＯ００／３７５０４も参照のこと。ＸＥＮＯＭＯＵＳＥ（登録商標）トランスジェ
ニックマウスは、十分なヒト抗体の成人様ヒトレパートリーを産生し、抗原特異的ヒトモ
ノクローナル抗体を作製する。ＸＥＮＯＭＯＵＳＥ（登録商標）トランスジェニックマウ
スは、ヒト重鎖遺伝子座およびｘ軽鎖遺伝子座のメガベースサイズの、生殖系列立体配置
ＹＡＣ断片の導入によってヒト抗体レパートリーのおよそ８０％を含有する。その開示内
容を参照により本明細書に組み込む、Ｍｅｎｄｅｚら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ
、１５：１４６－１５６頁（１９９７年）、ＧｒｅｅｎおよびＪａｋｏｂｏｖｉｔｓ、Ｊ
．Ｅｘｐ．Ｍｅｄ．、１８８：４８３－４９５頁（１９９８年）参照のこと。
【０１７２】
４．組換え抗体ライブラリーを使用する抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体。
　本発明の抗体を作製するためにインビトロ法も使用され得、ここで、所望のＤＬＬ４結
合特異性を有する抗体を同定するために、抗体ライブラリーがスクリーニングされる。こ
のような組換え抗体ライブラリーをスクリーニングする方法は、当技術分野で周知であり
、例えば、米国特許第５，２２３，４０９号（Ｌａｄｎｅｒら）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９
２／１８６１９（Ｋａｎｇら）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９１／１７２７１（Ｄｏｗｅｒら）
；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／２０７９１（Ｗｉｎｔｅｒら）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／
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１５６７９（Ｍａｒｋｌａｎｄら）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９３／０１２８８（Ｂｒｅｉｔ
ｌｉｎｇら）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／０１０４７（ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙら）；ＰＣ
Ｔ公開番号ＷＯ９２／０９６９０（Ｇａｒｒａｒｄら）；Ｆｕｃｈｓら、Ｂｉｏ／Ｔｅｃ
ｎｏｌｏｇｙ、９：１３６９－１３７２頁（１９９１年）；Ｈａｙら、Ｈｕｍ．Ａｎｔｉ
ｂｏｄ．Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ、３：８１－８５頁（１９９２年）；Ｈｕｓｅら、Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ、２４６：１２７５－１２８１頁（１９８９年）；ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙら、Ｎ
ａｔｕｒｅ、３４８：５５２－５５４頁（１９９０年）；Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓら、ＥＭＢ
Ｏ　Ｊ．、１２：７２５－７３４頁（１９９３年）；Ｈａｗｋｉｎｓら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂ
ｉｏｌ．、２２６：８８９－８９６頁（１９９２年）；Ｃｌａｃｋｓｏｎら、Ｎａｔｕｒ
ｅ、３５２：６２４－６２８頁（１９９１年）；Ｇｒａｍら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃ
ａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８９：３５７６－３５８０頁（１９９２年）；Ｇａｒｒａｒｄら
、Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、９：１３７３－１３７７頁（１９９１年）；Ｈｏｏｇ
ｅｎｂｏｏｍら、Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．、１９：４１３３－４１３７頁（１９
９１年）；Ｂａｒｂａｓら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８８：７
９７８－７９８２頁（１９９１年）；米国特許出願公開第２００３／０１８６３７４号；
およびＰＣＴ公開番号ＷＯ９７／２９１３１に記載される方法が挙げられ、各々の開示内
容を参照により本明細書に組み込む。
【０１７３】
　組換え抗体ライブラリーは、ＤＬＬ４またはＤＬＬ４の部分を用いて免疫処置された被
験体に由来するものであり得る。または、組換え抗体ライブラリーは、ヒトＤＬＬ４を用
いて免疫処置されていないヒト被験体から得たヒト抗体ライブラリーなど、天然被験体す
なわち、ＤＬＬ４を用いて免疫処置されていないものに由来し得る。本発明の抗体は、ヒ
トＤＬＬ４を含むペプチドを用いて組換え抗体ライブラリーをスクリーニングし、それに
よってＤＬＬ４を認識する抗体を選択することによって選択される。このようなスクリー
ニングおよび選択を実施する方法は、前述の段落における参考文献に記載されるなど、当
技術分野で周知である。特定のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離するものなど、
ＤＬＬ４に対して特定の結合親和性を有する本発明の抗体を選択するために、表面プラズ
モン共鳴の当技術分野で公知の方法が使用されて、所望のＫｏｆｆ速度定数を有する抗体
が選択され得る。特定のＩＣ５０を有するものなど、ｈＤＬＬ４に対して特定の中和活性
を有する本発明の抗体を選択するために、ＤＬＬ４活性の阻害を評価するための当技術分
野で公知の標準法が使用され得る。
【０１７４】
　一態様では、本発明は、ヒトＤＬＬ４と結合する単離された抗体またはその抗原結合部
分に関する。好ましくは、抗体は、中和抗体である。種々の実施形態では、抗体は、組換
え抗体またはモノクローナル抗体である。
【０１７５】
　例えば、本発明の抗体はまた、当技術分野で公知の種々のファージディスプレイ法を使
用して作製され得る。ファージディスプレイ法では、機能的抗体ドメインは、それらをコ
ードするポリヌクレオチド配列を保持するファージ粒子の表面にディスプレイされる。こ
のようなファージは、レパートリーまたはコンビナトリアル抗体ライブラリー（例えば、
ヒトまたはマウス）から発現される抗原結合ドメインをディスプレイするために利用され
得る。対象とする抗原と結合する抗原結合ドメインを発現するファージは、抗原を用いて
、例えば、標識された抗原または固体表面もしくはビーズに結合もしくは捕獲された抗原
を使用して選択または同定され得る。これらの方法において使用されるファージは、通常
、ファージ遺伝子ＩＩＩまたは遺伝子ＶＩＩＩタンパク質のいずれかに組換えによって融
合された、Ｆａｂ、Ｆｖまたはジスルフィドによって安定化されたＦｖ抗体ドメインを有
するファージから発現されるｆｄおよびＭ１３結合ドメインを含む糸状ファージである。
本発明の抗体を作製するために使用され得るファージディスプレイ法の例として、Ｂｒｉ
ｎｋｍａｎｎら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ、１８２：４１－５０頁（１９９
５年）；Ａｍｅｓら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ、１８４：１７７－１８６頁
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（１９９５年）；Ｋｅｔｔｌｅｂｏｒｏｕｇｈら、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、２４
：９５２－９５８頁（１９９４年）；Ｐｅｒｓｉｃら、Ｇｅｎｅ、１８７：９－１８頁（
１９９７年）；Ｂｕｒｔｏｎら、Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ、５７
：１９１－２８０頁（１９９４年）；ＰＣＴ公開番号ＷＯ９２／０１０４７；ＰＣＴ公開
番号ＷＯ９０／０２８０９；ＷＯ９１／１０７３７；ＷＯ９２／０１０４７；ＷＯ９２／
１８６１９；ＷＯ９３／１１２３６；ＷＯ９５／１５９８２；ＷＯ９５／２０４０１；お
よび米国特許第５，６９８，４２６号；同５，２２３，４０９号；同５，４０３，４８４
号；同５，５８０，７１７号；同５，４２７，９０８号；同５，７５０，７５３号；同５
，８２１，０４７号；同５，５７１，６９８号；同５，４２７，９０８号；同５，５１６
，６３７号；同５，７８０，２２５号；同５，６５８，７２７号；同５，７３３，７４３
号；および同５，９６９，１０８号に開示されるものが挙げられる。
【０１７６】
　上記の参考文献に記載されるように、ファージ選択後、ファージから抗体コーディング
領域が単離され、ヒト抗体または任意のその他の所望の抗原結合断片を含む全抗体を作製
するために使用され、例えば、以下に詳細に記載される哺乳動物細胞、昆虫細胞、植物細
胞、酵母および細菌を含めた任意の所望の宿主において発現され得る。例えば、Ｆａｂ、
Ｆａｂ’およびＦ（ａｂ’）２断片を組換え製造するための技術も、ＰＣＴ公開番号ＷＯ
９２／２２３２４；Ｍｕｌｌｉｎａｘら、ＢｉｏＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、１２（６）：８
６４－８６９頁（１９９２年）；Ｓａｗａｉら、Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｐｒｏｄ．Ｉｍｍｕｎｏ
ｌ．、３４：２６－３４頁（１９９５年）；およびＢｅｔｔｅｒら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２
４０：１０４１－１０４３頁（１９８８年）に開示されるものなど、当技術分野で公知の
方法を使用して使用され得る。一本鎖Ｆｖおよび抗体を製造するために使用され得る技術
の例として、米国特許第４，９４６，７７８号および同５，２５８，４９８号；Ｈｕｓｔ
ｏｎら、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ、２０３：４６－８８頁（１９９
１年）；Ｓｈｕら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９０：７９９５－
７９９９頁（１９９３年）；およびＳｋｅｒｒａら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４０：１０３８
－１０４１頁（１９８８年）に記載されるものが挙げられる。
【０１７７】
　ファージディスプレイによる組換え抗体ライブラリーのスクリーニングの代替として、
大きなコンビナトリアルライブラリーをスクリーニングするための当技術分野で公知のそ
の他の方法論が、本発明の抗体の同定に適用され得る。代替発現系の１つの種類として、
ＰＣＴ公開番号ＷＯ９８／３１７００（ＳｚｏｓｔａｋおよびＲｏｂｅｒｔｓ）に、なら
びにＲｏｂｅｒｔｓおよびＳｚｏｓｔａｋ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
ＳＡ、９４：１２２９７－１２３０２頁（１９９７年）に記載される、組換え抗体ライブ
ラリーが、ＲＮＡ－タンパク質融合物として発現されるものがある。この系では、ピュー
ロマイシン、ペプチジルアクセプター抗生物質を３’末端に保持する合成ｍＲＮＡのイン
ビトロ翻訳によって、ｍＲＮＡおよびそれがコードするペプチドまたはタンパク質間の共
有結合融合物が作製される。したがって、特異的ｍＲＮＡは、コードされたペプチドまた
はタンパク質、例えば、抗体またはその部分の特性、例えば、抗体またはその部分の二重
特異性抗原との結合に基づいて、ｍＲＮＡの複雑な混合物（例えば、コンビナトリアルラ
イブラリー）から濃縮され得る。このようなライブラリーのスクリーニングから回収され
る抗体またはその部分をコードする核酸配列は、上記の組換え手段によって（例えば、哺
乳動物宿主細胞において）発現され得、さらに、突然変異が、最初に選択された配列（複
数可）中に導入されているｍＲＮＡ－ペプチド融合物のスクリーニングのさらなるラウン
ドによって、または上記の組換え抗体のインビトロでの親和性成熟のためのその他の方法
によってのいずれかで、さらなる親和性成熟に付され得る。この方法論の好ましい例は、
実施例（下記）において使用されるＰＲＯ融合物ディスプレイ技術である。
【０１７８】
　別のアプローチでは、本発明の抗体はまた、当技術分野で公知の酵母ディスプレイ法を
使用して作製され得る。酵母ディスプレイ法では、抗体ドメインを酵母細胞壁に繋ぎ止め
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、それらを酵母の表面上にディスプレイするために遺伝学的方法が使用される。特に、こ
のような酵母は、レパートリーまたはコンビナトリアル抗体ライブラリー（例えば、ヒト
またはマウス）から発現される抗原結合ドメインをディスプレイするために利用され得る
。本発明の抗体を作製するために使用され得る酵母ディスプレイ法の例として、参照によ
り本明細書に組み込む米国特許第６，６９９，６５８号（Ｗｉｔｔｒｕｐら）に開示され
るものが挙げられる。
【０１７９】
Ｂ．組換えＤＬＬ４抗体の製造
　本発明の抗体は、当技術分野で公知のいくつかの技術のいずれかによって製造され得る
。例えば、重鎖および軽鎖をコードする発現ベクター（複数可）が、標準技術によって宿
主細胞中にトランスフェクトされている宿主細胞からの発現。用語「トランスフェクショ
ン」の種々の形態は、外因性ＤＮＡを原核生物または真核生物の宿主細胞に導入するため
によく使用されるさまざまな技術、例えば、エレクトロポレーション、リン酸カルシウム
沈殿、ＤＥＡＥ－デキストラントランスフェクションなどを包含するものとする。原核生
物または真核生物の宿主細胞のいずれかにおいて、本発明の抗体を発現することが可能で
あるが、真核細胞における抗体の発現が好ましく、哺乳動物宿主細胞においてが最も好ま
しいが、これは、このような真核細胞（特に、哺乳動物細胞）は、原核細胞よりも、適切
に折り畳まれた免疫学的に活性な抗体を組み立て、分泌する可能性が高いためである。
【０１８０】
　本発明の組換え抗体を発現するための例示的哺乳動物宿主細胞として、チャイニーズハ
ムスター卵巣（ＣＨＯ細胞）（例えば、ＫａｕｆｍａｎおよびＳｈａｒｐ、Ｊ．Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ．、１５９：６０１－６２１頁（１９８２年）に記載されたＤＨＦＲ選択マーカ
ーとともに使用される、ＵｒｌａｕｂおよびＣｈａｓｉｎ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、７７：４２１６－４２２０頁（１９８０年）に記載されたｄｈｆｒ
－ＣＨＯ細胞を含む）、ＮＳ０骨髄腫細胞、ＣＯＳ細胞およびＳＰ２細胞が挙げられる。
抗体遺伝子をコードする組換え発現ベクターが哺乳動物宿主細胞に導入される場合、抗体
は、宿主細胞における抗体の発現、より好ましくは、宿主細胞が増殖される培養培地への
抗体の分泌を可能にするのに十分な期間、宿主細胞を培養することによって製造される。
抗体は、標準タンパク質精製法を使用して培養培地から回収され得る。
【０１８１】
　宿主細胞はまた、機能的抗体断片、例えば、Ｆａｂ断片またはｓｃＦｖ分子を製造する
ために使用され得る。上記の手順に対する変法は、本発明の範囲内にあるということは理
解されよう。例えば、本発明の抗体の軽鎖および／または重鎖のいずれかの機能的断片を
コードするＤＮＡを用いて、宿主細胞をトランスフェクトすることが望ましいものであり
得る。組換えＤＮＡ技術はまた、対象とする抗原との結合にとって必須ではない、軽鎖お
よび重鎖のいずれかまたは両方をコードするＤＮＡの一部またはすべてを除去するために
も使用され得る。このような末端切断型ＤＮＡ分子から発現された分子もまた、本発明の
抗体によって包含される。さらに、標準化学的架橋法によって本発明の抗体を第２の抗体
に架橋することによって、一方の重鎖および一方の軽鎖が本発明の抗体であり（すなわち
、ヒトＤＬＬ４と結合する）もう一方の重鎖および軽鎖がヒトＤＬＬ４以外の抗原に対し
て特異的である二機能性抗体も製造され得る。
【０１８２】
　抗体またはその抗原結合部分を組換え発現するための好ましい系では、抗体重鎖および
抗体軽鎖の両方をコードする組換え発現ベクターが、リン酸カルシウム媒介トランスフェ
クションによってｄｈｆｒ－ＣＨＯ細胞に導入される。組換え発現ベクター内では、抗体
重鎖および軽鎖遺伝子は、各々、この遺伝子の高レベルの転写を駆動するためにＣＭＶエ
ンハンサー／ＡｄＭＬＰプロモーター調節エレメントに作動可能に連結されている。組換
え発現ベクターはまた、メトトレキサート選択／増幅を使用してベクターでトランスフェ
クトされているＣＨＯ細胞の選択を可能にするＤＨＦＲ遺伝子を保持する。選択された形
質転換体宿主細胞は、抗体重鎖および軽鎖の発現を可能にするよう培養され、無傷の抗体
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が培養培地から回収される。組換え発現ベクターを調製し、宿主細胞をトランスフェクト
し、形質転換体を選択し、宿主細胞を培養し、培養培地から抗体を回収するために、標準
分子生物学技術が使用される。さらに、本発明は、本発明の宿主細胞を、本発明の組換え
抗体が合成されるまで適した培養培地中で培養することによって、本発明の組換え抗体を
合成する方法を提供する。この方法は、培養培地から組換え抗体を単離することをさらに
含み得る。
【０１８３】
１．抗ＤＬＬ４抗体。
　ヒトＤＬＬ４と結合する単離されたラットモノクローナル抗体のＶＨおよびＶＬ領域の
アミノ酸配列は、表９において、クローン３８Ｈ１２、１Ａ１１、３７Ｄ１０、３２Ｃ７
、１４Ｇ１、１４Ａ１１および１５Ｄ６について示されている（以下の実施例４参照のこ
と）。本明細書に記載された単離された抗ＤＬＬ４抗体ＣＤＲ配列は、本発明に従って単
離され、由来するＣＤＲ配列を含むポリペプチドを含むＤＬＬ４結合タンパク質のファミ
リーおよびその親和性成熟クローンを確立する。モノクローナル抗体およびその親和性成
熟誘導体の可変領域およびＣＤＲの配列は、表９、１１、１６、２０および２１に列挙さ
れている。ヒトＤＬＬ４に対して好ましいＤＬＬ４結合活性および／または中和活性を有
する本発明の結合タンパク質のＣＤＲを作製および選択するために、本発明の結合タンパ
ク質を作製し、それらの結合タンパク質のＤＬＬ４結合および／または中和特徴を評価す
るための当技術分野で公知の標準法が使用され得、これとして、それだけには限らないが
、本明細書に具体的に記載されるものが挙げられる。
【０１８４】
　本明細書に記載される抗ＤＬＬ４抗体クローンの重鎖可変領域（ＶＨ）および軽鎖可変
領域（ＶＬ）のＣＤＲのアミノ酸配列のアラインメントに基づいて、本発明は、ヒトＤＬ
Ｌ４と結合できる抗原結合ドメインを含むＤＬＬ４結合タンパク質を提供し、前記抗原結
合ドメインは、下記に定義される６つのＣＤＲ、すなわち、ＣＤＲ－Ｈ１、ＣＤＲ－Ｈ２
、ＣＤＲ－Ｈ３、ＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲＬ－３のうち少なくとも１つ
以上を含む：
　ＣＤＲ－Ｈ１は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５（配列番号１５１）
［Ｘ１は、Ｎ、ＨまたはＹであり；
　Ｘ２は、Ｆであり；
　Ｘ３は、Ｐであり；
　Ｘ４は、Ｍであり；
　Ｘ５は、ＡまたはＳである］；
　配列番号１５７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
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　配列番号１８９の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
　配列番号１９４の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｈ２は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９－Ｘ１０－Ｘ１１－Ｘ１２－
Ｘ１３－Ｘ１４－Ｘ１５－Ｘ１６－Ｘ１７（配列番号１５２）
［Ｘ１は、ＴまたはＳであり；
　Ｘ２は、Ｉであり；
　Ｘ３は、Ｓであり；
　Ｘ４は、ＳまたはＧであり；
　Ｘ５は、Ｓであり；
　Ｘ６は、Ｄであり；
　Ｘ７は、Ｇ、Ａ、Ｄ、ＳまたはＥであり；
　Ｘ８は、ＴまたはＷであり；
　Ｘ９は、Ｔ、ＰまたはＡであり；
　Ｘ１０は、Ｙ、Ｓ、ＴまたはＮであり；
　Ｘ１１は、ＹまたはＩであり；
　Ｘ１２は、ＲまたはＧであり；
　Ｘ１３は、Ｄであり；
　Ｘ１４は、Ｓであり；
　Ｘ１５は、Ｖであり；
　Ｘ１６は、Ｋであり；
　Ｘ１７は、Ｇである］；
　配列番号１５７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基５０－６８（ＣＤＲ－Ｈ２　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基３１－３５（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
　配列番号１８９の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
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　配列番号１９４の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基５０－６６（ＣＤＲ－Ｈ２　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｈ３は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９（配列番号１５３）
［Ｘ１は、Ｇであり；
　Ｘ２は、Ｙであり；
　Ｘ３は、Ｙであり；
　Ｘ４は、Ｎであり；
　Ｘ５は、Ｓであり；
　Ｘ６は、Ｐであり；
　Ｘ７は、Ｆであり；
　Ｘ８は、Ａであり；
　Ｘ９は、Ｙ、ＦまたはＳである］；
　配列番号１５７の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６１の残基１０１－１１１（ＣＤＲ－Ｈ３　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６３の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　３２Ｃ７）；
　配列番号１６５の残基９９－１０５（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ｇ１）；
　配列番号１６７の残基９９－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１４Ａ１１）；
　配列番号１６９の残基９９－１１０（ＣＤＲ－Ｈ３　１５Ｄ６）；
　配列番号１７１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７３の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７４の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８０の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ＶＨ．１Ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ２　ＶＨ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ１　ＶＨ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８７の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１ＶＨ．１）；
　配列番号１８８の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ６）；
　配列番号１８９の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ８）；
　配列番号１９０の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｃ６）；
　配列番号１９１の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ａ１１）；
　配列番号１９２の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号１９３の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）；
　配列番号１９４の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｇ３）；
　配列番号１９５の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｆ５）；および
　配列番号１９６の残基９９－１０７（ＣＤＲ－Ｈ３　ｈ１Ａ１１．Ｈ２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ１は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９－Ｘ１０－Ｘ１１（配列番号
１５４）
［Ｘ１は、Ｒであり；
　Ｘ２は、Ａであり；
　Ｘ３は、Ｓであり；
　Ｘ４は、ＥまたはＱであり；
　Ｘ５は、ＤまたはＥであり；
　Ｘ６は、Ｉであり；
　Ｘ７は、ＹまたはＷであり；
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　Ｘ８は、Ｓ、Ｉ、Ｙ、ＮまたはＲであり；
　Ｘ９は、Ｎであり；
　Ｘ１０は、Ｌであり；
　Ｘ１１は、Ａである］；
　配列番号１５８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ１　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基２３－３７（ＣＤＲ－Ｌ１　１５Ｄ６）；
　配列番号１７５の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
　配列番号１９８の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；および
　配列番号２０３の残基２４－３４（ＣＤＲ－Ｌ１　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ２は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７（配列番号１５５）
［Ｘ１は、Ｄであり；
　Ｘ２は、Ｔであり；
　Ｘ３は、ＮまたはＳであり；
　Ｘ４は、Ｎ、Ｄ、Ｓ、Ｉ、ＹまたはＶであり；
　Ｘ５は、Ｌであり；
　Ｘ６は、Ａであり；
　Ｘ７は、Ｄである］；
　配列番号１５８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基５３－５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基５３－５９（ＣＤＲ－Ｌ２　１５Ｄ６）；
　配列番号１７５の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
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　配列番号１９８の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；および
　配列番号２０３の残基５０－５６（ＣＤＲ－Ｌ２　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択され、
　ＣＤＲ－Ｌ３は、
　Ｘ１－Ｘ２－Ｘ３－Ｘ４－Ｘ５－Ｘ６－Ｘ７－Ｘ８－Ｘ９（配列番号１５６）
［Ｘ１は、Ｑであり；
　Ｘ２は、Ｑであり；
　Ｘ３は、Ｙであり；
　Ｘ４は、Ｎ、ＤまたはＴであり；
　Ｘ５は、Ｎ、ＹまたはＷであり；
　Ｘ６は、ＹまたはＶであり；
　Ｘ７は、Ｐであり；
　Ｘ８は、Ｐであり；
　Ｘ９は、Ｔである］
　配列番号１５８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３８Ｈ１２）；
　配列番号１６２の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３７Ｄ１０）；
　配列番号１６４の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　３２Ｃ７）；
　配列番号１６６の残基８９－９８（ＣＤＲ－Ｌ３　１４Ｇ１）；
　配列番号１６８の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　１４Ａ１１）；
　配列番号１７０の残基９２－１００（ＣＤＲ－Ｌ３　１５Ｄ６）；
　配列番号１７５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１　１Ａ１１）；
　配列番号１７６の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１７７の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　１Ａ１１）；
　配列番号１７８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　１Ａ１１）；
　配列番号１８３の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８４の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８５の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．１ｂ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１８６の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ＶＬ．２ａ　３８Ｈ１２）；
　配列番号１９７の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１ＶＬ．１）；
　配列番号１９８の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ２）；
　配列番号１９９の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ１２）；
　配列番号２００の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ａ７）；
　配列番号２０１の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ４）；
　配列番号２０２の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｂ５）；
　配列番号２０３の残基８９－９７（ＣＤＲ－Ｌ３　ｈ１Ａ１１．Ｅ１２）
からなる群から選択される。
【０１８５】
　好ましくは、ＤＬＬ４結合タンパク質は、上記の少なくとも１つのＣＤＲ、より好まし
くは、上記の任意の２つのＣＤＲ、より好ましくは、上記の任意の３つのＣＤＲ、さらに
より好ましくは、上記の任意の４つのＣＤＲ、いっそうより好ましくは、上記の任意の５
つのＣＤＲ、最も好ましくは、上記の任意の６つのＣＤＲ（すなわち、上記のＣＤＲ－Ｈ
１、ＣＤＲ－Ｈ２、ＣＤＲ－Ｈ３、ＣＤＲ－Ｌ１、ＣＤＲ－Ｌ２およびＣＤＲ－Ｌ３）を
含む。３つのＣＤＲを含む特に好ましいＤＬＬ４結合タンパク質は、上記のＣＤＲ－Ｈ１
、ＣＤＲ－Ｈ２およびＣＤＲ－Ｈ３を含む。
【０１８６】
　好ましくは、上記の１個以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質は、ヒト（「ｈｕ
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」、「ｈ」）ＤＬＬ４およびまたマウス（「ｍｕｒｉｎｅ」、「ｍｕ」）ＤＬＬ４、カニ
クイザル（「ｃｙｎｏｍｏｌｇｕｓ」、「ｃｙｎｏ」）ＤＬＬ４およびラットＤＬＬ４か
らなる群から選択される１つ以上のＤＬＬ４タンパク質と結合する。
【０１８７】
　好ましくは、上記の１つ以上のＣＤＲを含むＤＬＬ４結合タンパク質は、ヒト（「ｈｕ
」）ＤＬＬ４およびまたカニクイザル（「ｃｙｎｏｍｏｌｇｕｓ」、「ｃｙｎｏ」）ＤＬ
Ｌ４と結合する。
【０１８８】
２．抗ＤＬＬ４キメラ抗体。
　キメラ抗体は、マウスモノクローナル抗体およびヒト免疫グロブリン定常領域に由来す
る可変領域を有する抗体などの抗体の異なる部分が異なる動物種に由来する分子である。
例えば、Ｍｏｒｒｉｓｏｎ、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２２９：１２０２－１２０７頁（１９８５
年）；Ｏｉら、ＢｉｏＴｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、４：２１４頁（１９８６年）；Ｇｉｌｌｉ
ｅｓら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ、１２５：１９１－２０２頁（１９８９年
）；米国特許第５，８０７，７１５号；同４，８１６，５６７号；および同４，８１６，
３９７号参照のこと。さらに、適当な生物活性のヒト抗体分子に由来する遺伝子と一緒に
、適当な抗原特異性のマウス抗体分子から遺伝子をスプライシングすることによって「キ
メラ抗体」を製造するために開発された技術が使用され得る。例えば、参照によりその全
文が本明細書に組み込まれる、Ｍｏｒｒｉｓｏｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓ
ｃｉ．ＵＳＡ、８１：６８５１－６８５５頁（１９８４年）；Ｎｅｕｂｅｒｇｅｒら、Ｎ
ａｔｕｒｅ、３１２：６０４－６０８頁（１９８４年）；Ｔａｋｅｄａら、Ｎａｔｕｒｅ
、３１４：４５２－４５４頁（１９８５年）参照のこと。
【０１８９】
３．抗ＤＬＬ４ＣＤＲグラフト化抗体。
　元の抗体の特性を調節するためにＣＤＲグラフト化抗体を作製するために、本発明の単
離された抗ＤＬＬ４抗体ＣＤＲ配列が使用され得る。このような特性として、それだけに
は限らないが、結合速度論、親和性、生物活性、種交差反応性、分子交差反応性、エピト
ープ、物理化学的特性、薬物動態特性、薬力学的特性または薬理学的特性が挙げられる。
ＣＤＲグラフト化抗体は、ヒト抗体または非ヒト霊長類抗体に由来する重鎖および軽鎖可
変領域配列を含み、ここで、ＶＨおよび／またはＶＬのＣＤＲ領域のうち１つ以上が元の
抗ＤＬＬ４抗体のＣＤＲ配列で置換されている。任意のヒトまたは非ヒト霊長類抗体に由
来するフレームワーク配列は、ＣＤＲグラフト化のための鋳型として働き得る。しかし、
このようなフレームワーク上の直鎖置換は、抗原に対する結合親和性の幾分かの喪失につ
ながる。元のヒト抗体に対して、より相同なヒトまたはその他の種の抗体であるほど、Ｃ
ＤＲを新規ヒトフレームワークまたは非ヒト霊長類フレームワークと組み合わせることが
、親和性またはその他の特性を低減し得るＣＤＲ中の歪みを導入する可能性が低い。した
がって、ＣＤＲは別として、ヒト可変領域フレームワークを置換するよう選択されている
可変フレームワークが、ヒト抗体可変領域フレームワークと少なくとも３０％の配列同一
性を有することが好ましい。ヒト可変領域フレームワークを置換するよう選択されている
可変領域フレームワークが、ＣＤＲは別として、ヒト抗体可変領域フレームワークと少な
くとも４０％の配列同一性を有することがより好ましい。ヒト可変フレームワークを置換
するよう選択されている可変領域フレームワークが、ＣＤＲは別として、ヒト抗体可変領
域フレームワークと少なくとも５０％の配列同一性を有することがより好ましい。ヒト可
変フレームワークを置換するよう選択されている可変領域フレームワークが、ＣＤＲは別
として、ヒト抗体可変領域フレームワークと少なくとも６０％の配列同一性を有すること
がより好ましい。新規ヒトまたは非ヒト霊長類および元のヒト可変領域フレームワークが
、ＣＤＲは別として、少なくとも７０％の配列同一性を有することがより好ましい。新規
ヒトまたは非ヒト霊長類および元のヒト可変領域フレームワークが、ＣＤＲは別として、
少なくとも７５％の配列同一性を有することがさらにより好ましい。新規ヒトまたは非ヒ
ト霊長類および元のヒト可変領域フレームワークが、ＣＤＲは別として、少なくとも８０
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％の配列同一性を有することが最も好ましい。元のヒト抗ＤＬＬ４抗体のＣＤＲをグラフ
トするために高度に相同なヒトまたは非ヒト霊長類フレームワークを使用してでさえ、得
られたグラフト化抗体は、やはり、抗原に対する結合親和性をある程度失い得る。この場
合には、親和性を取り戻すために、新規にグラフト化された抗体の対応する部分への、元
の抗体の少なくとも１つ以上の重要なフレームワーク残基置換を含むことが必要である。
このような重要な残基は、
　ＣＤＲに隣接する残基；
　グリコシル化部位残基；
　希少残基；
　ヒトＤＬＬ４と相互作用できる残基；
　標準残基；
　重鎖可変領域と軽鎖可変領域間の接触残基；
　バーニアゾーン内の残基；および
　コチア（Ｃｈｏｔｈｉａ）によって定義される可変重鎖ＣＤＲ１およびカバット（Ｋａ
ｂａｔ）によって定義される第１の重鎖フレームワーク間で重複する領域中の残基
からなる群から選択され得る。
【０１９０】
４．抗ＤＬＬ４ヒト化抗体。
　本発明の組成物が、ヒト化抗体を作製するための必要条件を排除しながら、ヒト化ＤＬ
Ｌ４抗体が、本発明の組成物を使用して調製され得る。ヒト化抗体は、非ヒト種に由来す
る１つ以上の相補性決定領域（ＣＤＲ）およびヒト免疫グロブリン分子に由来するフレー
ムワーク領域を有する所望の抗原と結合する非ヒト種抗体に由来する抗体分子である。既
知ヒトＩｇ配列は、ワールドワイドウェブ（ｗｗｗ．）によって利用可能なウェブサイト
、例えば、ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ｅｎｔｒｅｚ／ｑｕｅｒｙ．ｆｃｇｉ；
ａｔｃｃ．ｏｒｇ／ｐｈａｇｅ／ｈｄｂ．ｈｔｍｌ；ｓｃｉｑｕｅｓｔ．ｃｏｍ／；ａｂ
ｃａｍ．ｃｏｍ／；ａｎｔｉｂｏｄｙｒｅｓｏｕｒｃｅ．ｃｏｍ／ｏｎｌｉｎｅｃｏｍｐ
．ｈｔｍｌ；ｐｕｂｌｉｃ．ｉａｓｔａｔｅ．ｅｄｕ／．ａｂｏｕｔ．ｐｅｄｒｏ－／ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ＿ｔｏｏｌｓ．ｈｔｍｌ；ｍｇｅｎ．ｕｎｉｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ．ｄｅ
／ＳＤ／ＩＴ／ＩＴ．ｈｔｍｌ；ｗｈｆｒｅｅｍａｎ．ｃｏｍ／ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ－
／ＣＨ０５／ｋｕｂｙ０５．ｈｔｍ；ｌｉｂｒａｒｙ．ｔｈｉｎｋｑｕｅｓｔ．ｏｒｇ／
１２４２９／Ｉｍｍｕｎｅ／Ａｎｔｉｂｏｄｙ．ｈｔｍｌ；ｈｈｍｉ．ｏｒｇ／ｇｒａｎ
ｔｓ／ｌｅｃｔｕｒｅｓ／１９９６／ｖｌａｂ／；ｐａｔｈ．－ｃａｍ．ａｃ．ｕｋ／．
ａｂｏｕｔ．ｍｒｃ７／ｍｉｋｅｉｍａｇｅｓ．ｈｔｍｌ；ａｎｔｉｂｏｄｙｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ．ｃｏｍ／；ｍｃｂ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ／ＢｉｏＬｉｎｋｓ－／Ｉｍｍｕｎ
ｏｌｏｇｙ．ｈｔｍｌ；ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙｌｉｎｋ．ｃｏｍ／；ｐａｔｈｂｏｘ．ｗ
ｕｓｔｌ．ｅｄｕ／．ａｂｏｕｔ．ｈｃｅｎｔｅｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ；ｂｉｏ－ｔ
ｅｃｈ．ｕｆｌ．ｅｄｕ／．ａｂｏｕｔ．ｈｃｌ／；ｐｅｂｉｏ．ｃｏｍ／ｐａ／３４０
９１３－／３４０９１３．ｈｔｍｌ；ｎａｌ．ｕｓｄａ．ｇｏｖ／ａｗｉｃ／ｐｕｂｓ／
ａｎｔｉｂｏｄｙ／；ｍ．ｅｈｉｍｅｕ．ａｃｊｐ／．ａｂｏｕｔ．ｙａｓｕｈｉｔｏ－
／Ｅｌｉｓａ．ｈｔｍｌ；ｂｉｏｄｅｓｉｇｎ．ｃｏｍ／ｔａｂｌｅ．ａｓｐ；ｉｃｎｅ
ｔ．ｕｋ／ａｘｐ／ｆａｃｓ／ｄａｖｉｅｓ／ｌｉｎ－ｋｓ．ｈｔｍｌ；ｂｉｏｔｅｃｈ
．ｕｆｌ．ｅｄｕ－／．ａｂｏｕｔ．ｆｃｃｌ／ｐｒｏｔｏｃｏｌ．ｈｔｍｌ；ｉｓａｃ
－ｎｅｔ．ｏｒｇ／ｓｉｔｅｓ＿ｇｅｏ．ｈｔｍｌ；ａｘｉｍｔｌ．ｉｍｔ．ｕｎｉ－ｍ
ａｒｂｕｒｇ．ｄｅ／．ａｂｏｕｔ．ｒｅｋ／ＡＥＰ－Ｓｔａｒｔ．ｈｔｍｌ；ｂａｓｅ
ｒｖ．ｕｃｉ．ｋｕｎ．ｎｌ／．ａｂｏｕｔ．ｊｒａａｔｓ／ｌｉｎｋｓｌ．ｈｔｍｌ；
ｒｅｃａｂ．ｕｎｉ－ｈｄ．ｄｅ／ｉｍｍｕｎｏ．ｂｍｅ．ｎｗｕ．ｅｄｕ／；ｍｒｃ－
ｃｐｅ．ｃａｍ．ａｃ．ｕｋ／ｉｍｔ－ｄｏｃ／ｐｕｂｌｉｃ／ＩＮＴＲＯ．ｈｔｍｌ；
ｉｂｔ．ｕｎａｍ．ｍｘ／－ｖｉｒ／Ｖ＿ｍｉｃｅ．ｈｔｍｌ；ｉｍｇｔ．ｃｎｕｓｃ．
ｆｒ：８１０４／；ｂｉｏｃｈｅｍ．ｕｃｌ．ａｃ．ｕｋ／．ａｂｏｕｔ．ｍａｒｔｉｎ
／ａｂｓ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ；ａｎｔｉ－ｂｏｄｙ．ｂａｔｈ．ａｃ．ｕｋ／；ａｂ
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ｇｅｎ．ｃｖｍ．ｔａｍｕ．ｅｄｕ／ｌａｂ／ｗｗｗａｂｇｅｎ．ｈｔｍｌ；ｕｎｉｚｈ
．ｃｈ／．ａｂｏｕｔ．ｈｏｎｅｇｇｅｒ／ＡＨＯ－ｓｅｍｉｎａｒ／Ｓｌｉｄｅ０１．
ｈｔｍｌ；ｃｒｙｓｔ．ｂｂｋ．ａｃ．ｕｋ／．ａｂｏｕｔ．ｕｂｃｇ０７ｓ／；ｎｉｍ
ｒ．ｍｒｃ．ａｃ．ｕｋ／ＣＣ／ｃｃａｅｗｇ／ｃｃａｅｗｇ．ｈｔｍ；ｐａｔｈ．ｃａ
ｍ．ａｃ．ｕｋ／．ａｂｏｕｔ．ｍｒｃ７／ｈｕｍａｎｉｓａｔｉｏｎ／ＴＡＨＨＰ．ｈ
ｔｍｌ；ｉｂｔ．ｕｎａｍ．ｍｘ／ｖｉｒ／ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ／ｓｔａｔ＿ａｉｍ．－
ｈｔｍｌ；ｂｉｏｓｃｉ．ｍｉｓｓｏｕｒｉ．ｅｄｕ／ｓｍｉｔｈｇｐ／ｉｎｄｅｘ．ｈ
ｔｍｌ；ｃｒｙｓｔ．ｂｉｏｃ．ｃａｍ．ａｃ．ｕｋ／．ａｂｏｕｔ．ｆｍｏｌｉｎａ／
Ｗｅｂｐａｇｅｓ－／Ｐｅｐｔ／ｓｐｏｔｔｅｃｈ．ｈｔｍｌ；ｊｅｒｉｎｉ．ｄｅ／ｆ
ｒｒｏｄｕｃｔｓ．ｈｔｍ；ｐａｔｅｎｔｓ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｉｂｍ．ｈｔｍｌに開示
されている。参照により本明細書に各々、全文が組み込まれる、Ｋａｂａｔら、Ｓｅｑｕ
ｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｅｓｔ、Ｕ．Ｓ．　Ｄｅｐｔ．　Ｈｅａｌｔｈ　（１９８３年）。免疫原性を低減するま
たは結合、親和性、結合速度、解離速度、アビディティー、特異性、半減期もしくは当技
術分野で公知の任意のその他の適した特徴を低減、増強もしくは改変するために、このよ
うな移入された配列が使用され得る。
【０１９１】
　ヒトフレームワーク領域中のフレームワーク残基は、抗原結合を変更、好ましくは、改
善するためにＣＤＲドナー抗体に由来する対応する残基で置換され得る。これらのフレー
ムワーク置換は、当技術分野で周知の方法によって、例えば、抗原結合にとって重要であ
るフレームワーク残基を同定するためのＣＤＲおよびフレームワーク残基の相互作用のモ
デリングおよび特定の位置の通常のフレームワーク残基を同定するための配列比較によっ
て同定される（例えば、参照によってその全文が本明細書に組み込まれる、米国特許第５
，５８５，０８９号（Ｑｕｅｅｎら）；Ｒｉｅｃｈｍａｎｎら、Ｎａｔｕｒｅ、３３２：
３２３－３２７頁（１９８８年）参照のこと）。３次元免疫グロブリンモデルはよく利用
され、当業者にはよく知られている。選択された候補免疫グロブリン配列のあり得る３次
元立体構造を例示し、示すコンピュータプログラムが利用可能である。これらのディスプ
レイの観察によって、候補免疫グロブリン配列の機能における残基のあり得る役割の分析
、すなわち、候補免疫グロブリンのその抗原と結合する能力に影響を及ぼす残基の分析が
可能になる。このようにして、ＦＲ残基は、標的抗原（複数可）に対する親和性の増大な
どの所望の抗体特徴が達成されるようにコンセンサス配列および移入配列から選択され、
組み合わされ得る。一般に、ＣＤＲ残基は、抗原結合に影響を及ぼすことに直接に、最も
実質的に関与する。抗体は、それだけには限らないが、それに列挙される参考文献を含め
、参照によって各々全文が組み込まれる、Ｊｏｎｅｓら、Ｎａｔｕｒｅ、３２１：５２２
－５２５頁（１９８６年）；Ｖｅｒｈｏｅｙｅｎら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２３９：１５３４
－１５３６頁（１９８８年）、Ｓｉｍｓら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１５１：２２９６－
２３０８頁（１９９３年）；ＣｈｏｔｈｉａおよびＬｅｓｋ、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、
１９６：９０１－９１７頁（１９８７年）、Ｃａｒｔｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃ
ａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８９：４２８５－４２８９頁（１９９２年）；Ｐｒｅｓｔａら、
Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１５１：２６２３－２６３２頁（１９９３年）、Ｐａｄｌａｎ、
Ｅ．Ａ．、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ、２８（４／５）：４８９－４９
８頁（１９９１年）；Ｓｔｕｄｎｉｃｋａら、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
、７（６）：８０５－８１４頁（１９９４年）；Ｒｏｇｕｓｋａら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ
．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９１：９６９－９７３頁（１９９４年）；ＰＣＴ公開番号
ＷＯ９１／０９９６７、ＷＯ９９／０６８３４（ＰＣＴ／ＵＳ９８／１６２８０）、ＷＯ
９７／２００３２（ＰＣＴ／ＵＳ９６／１８９７８）、ＷＯ９２／１１２７２（ＰＣＴ／
ＵＳ９１／０９６３０）、ＷＯ９２／０３４６１（ＰＣＴ／ＵＳ９１／０５９３９）、Ｗ
Ｏ９４／１８２１９（ＰＣＴ／ＵＳ９４／０１２３４）、ＷＯ９２／０１０４７（ＰＣＴ
／ＧＢ９１／０１１３４）、ＷＯ９３／０６２１３（ＰＣＴ／ＧＢ９２／０１７５５）、
ＷＯ９０／１４４４３、ＷＯ９０／１４４２４およびＷＯ９０／１４４３０；欧州公開番



(77) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

号ＥＰ０５９２１０６、ＥＰ０５１９５９６およびＥＰ０２３９４００；米国特許第５，
５６５，３３２号；同５，７２３，３２３号；同５，９７６，８６２号；同５，８２４，
５１４号；同５，８１７，４８３号；同５，８１４，４７６号；同５，７６３，１９２号
；同５，７２３，３２３号；同５，７６６，８８６号；同５，７１４，３５２号；同６，
２０４，０２３号；同６，１８０，３７０号；同５，６９３，７６２号；同５，５３０，
１０１号；同５，５８５，０８９号；同５，２２５，５３９号；および同４，８１６，５
６７号に記載されるものなど当技術分野で公知の種々の技術を使用してヒト化され得る。
【０１９２】
Ｃ．抗体および抗体を産生する細胞株の製造。
　好ましくは、本発明の抗ＤＬＬ４抗体は、例えば、当技術分野で公知のいくつかのイン
ビトロおよびインビボアッセイのいずれか１種によって評価される、腫瘍血管新生活性を
低減または中和する高い能力を示す。例えば、これらの抗体は、少なくとも約１０－７Ｍ
または約１０－８Ｍの範囲のＤＬＬ４におけるＩＣ５０値で、Ｎｏｔｃｈ－シグナル伝達
経路においてＤＬＬ４相互作用を中和する。好ましくは、本発明の抗ＤＬＬ４抗体はまた
、ＤＬＬ４活性を低減または中和する高い能力を示す。
【０１９３】
　好ましい実施形態では、単離された抗体またその抗原結合部分は、ヒトＤＬＬ４と結合
し、これでは、抗体もしくはその抗原結合部分が、表面プラズモン共鳴によって決定され
る約０．１ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離するまたは約１×１０
－６Ｍ以下のＩＣ５０でＤＬＬ４および／もしくはヒトＤＬＬ４活性を阻害する。または
、抗体またはその抗原結合部分は、表面プラズモン共鳴によって決定される約１×１０－

２ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離し得るまたは約１×１０－７Ｍ
以下のＩＣ５０でヒトＤＬＬ４および／もしくはヒトＤＬＬ４活性を阻害し得る。または
、抗体もしくはその抗原結合部分は、表面プラズモン共鳴によって決定される、約１×１
０－３ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離し得るまたは約１×１０－

８Ｍ以下のＩＣ５０でヒトＤＬＬ４を阻害し得る。または、抗体もしくはその抗原結合部
分は、表面プラズモン共鳴によって決定される約１×１０－４ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度
定数でヒトＤＬＬ４から解離し得るまたは約１×１０－９Ｍ以下のＩＣ５０でＤＬＬ４活
性を阻害し得る。または、抗体もしくはその抗原結合部分は、表面プラズモン共鳴によっ
て決定される約１×１０－５ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離し得
るまたは約１×１０－１０Ｍ以下のＩＣ５０でＤＬＬ４および／またはヒトＤＬＬ４活性
を阻害し得る。または、抗体もしくはその抗原結合部分は、表面プラズモン共鳴によって
決定される約１×１０－５ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＤＬＬ４から解離し得る
または約１×１０－１１Ｍ以下のＩＣ５０でＤＬＬ４および／またはヒトＤＬＬ４活性を
阻害し得る。
【０１９４】
　特定の実施形態では、抗体は、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ、Ｉ
ｇＥ、ＩｇＭまたはＩｇＤ定常領域などの重鎖定常領域を含む。好ましくは、重鎖定常領
域は、ＩｇＧ１重鎖定常領域またはＩｇＧ４重鎖定常領域である。さらに、抗体は、軽鎖
定常領域、κ軽鎖定常領域またはλ軽鎖定常領域のいずれかを含み得る。好ましくは、抗
体は、κ軽鎖定常領域を含む。または、抗体部分は、例えば、Ｆａｂ断片または一本鎖Ｆ
ｖ断片であり得る。
【０１９５】
　抗体エフェクター機能を変更するためのＦｃ部分中のアミノ酸残基の置換は、当技術分
野で公知である（米国特許第５，６４８，２６０号および同５，６２４，８２１号（Ｗｉ
ｎｔｅｒら）参照のこと）。抗体のＦｃ部分は、いくつかの重要なエフェクター機能、例
えば、サイトカイン誘導、ＡＤＣＣ、食作用、補体依存性細胞毒性（ＣＤＣ）ならびに抗
体および抗原抗体複合体の半減期／クリアランス速度を媒介する。いくつかの場合には、
これらのエフェクター機能は、治療用抗体にとって望ましいものであるが、別の場合には
、治療目的によって、不必要またはさらに有害であることもある。特定のヒトＩｇＧアイ
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ソタイプ、特に、ＩｇＧ１およびＩｇＧ３は、それぞれ、ＦｃγＲｓおよび補体Ｃ１ｑと
の結合によって、ＡＤＣＣおよびＣＤＣを媒介する。新生児Ｆｃ受容体（ＦｃＲｎ）は、
抗体の循環半減期を決定する重要な成分である。さらに別の実施形態では、抗体のエフェ
クター機能が変更されるよう抗体の定常領域、例えば、抗体のＦｃ領域において少なくと
も１個のアミノ酸残基が置換される。
【０１９６】
　一実施形態は、本発明の抗体または抗体部分が、誘導体化されるまたは別の機能的分子
（例えば、別のペプチドまたはタンパク質）に連結されている、標識された結合タンパク
質を提供する。例えば、本発明の標識された結合タンパク質は、本発明の抗体または抗体
部分を（化学的カップリング、遺伝子融合、非共有結合による会合またはその他によって
）抗体または抗体部分の、別の分子（例えば、ストレプトアビジンコア領域またはポリヒ
スチジンタグ）との会合を媒介し得る、１つ以上のその他の分子実体、例えば、別の抗体
（例えば、二特異性抗体またはダイアボディー）、検出可能な薬剤、細胞傷害性薬剤、医
薬品および／またはタンパク質またはペプチドと機能的に連結することによって誘導体化
され得る。
【０１９７】
　それを用いて本発明の抗体または抗体部分が誘導体化され得る有用な検出可能な薬剤と
して、蛍光化合物が挙げられる。例示的蛍光検出可能薬剤として、フルオレセイン、フル
オレセインイソチオシアネート、ローダミン、５－ジメチルアミン－１－ナフタレンスル
ホニルクロリド、フィコエリトリンなどが挙げられる。抗体はまた、検出可能な酵素、例
えば、アルカリホスファターゼ、西洋ワサビペルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ
などを用いて誘導体化され得る。抗体は検出可能な酵素で誘導体化される場合には、酵素
が使用して、検出可能な反応生成物を生じるさらなる試薬を加えることによって検出され
る。例えば、検出可能な薬剤西洋ワサビペルオキシダーゼが存在する場合には、過酸化水
素およびジアミノベンジジンの添加が、着色された反応生成物につながり、これは、検出
可能である。抗体はまた、ビオチンで誘導体化され、アビジンまたはストレプトアビジン
結合の間接的測定によって検出され得る。
【０１９８】
　本発明の別の実施形態は、結晶化ＤＬＬ４結合タンパク質を提供する。好ましくは、本
発明は、本明細書に開示される、全抗ＤＬＬ４抗体、その断片ならびに抗体構築物および
結合タンパク質コンジュゲート（抗体コンジュゲートを含む）を含めた、本明細書に記載
されるＤＬＬ４結合タンパク質の結晶、このような結晶を含む製剤および組成物に関する
。一実施形態では、結晶化結合タンパク質は、結合タンパク質の可溶性対応物よりも、イ
ンビボで長い半減期を有する。別の実施形態では、結合タンパク質は、結晶化後に生物活
性を保持する。本発明の結晶化結合タンパク質は、当技術分野で公知の、参照により本明
細書に組み込むＰＣＴ公開番号ＷＯ０２／７２６３６に開示される方法に従って製造され
得る。
【０１９９】
　本発明の別の実施形態は、グリコシル化結合タンパク質を提供し、これでは、抗体また
はその抗原結合部分は、１個以上の炭水化物残基を含む。新生インビボタンパク質製造は
、翻訳後修飾として知られるさらなるプロセシングを受け得る。特に、糖（グリコシル）
残基が、酵素的に添加され得る、グリコシル化として知られるプロセス。共有結合によっ
て連結しているオリゴ糖側鎖を有する得られたタンパク質は、グリコシル化タンパク質ま
たは糖タンパク質として知られる。タンパク質グリコシル化は、対象とするタンパク質の
アミノ酸配列ならびにタンパク質が発現される宿主細胞に応じて変わる。種々の生物が、
種々のグリコシル化酵素（例えば、グリコシルトランスフェラーゼおよびグリコシダーゼ
）を産生し、入手可能な種々の基質（ヌクレオチド糖）を有し得る。このような因子のた
めに、タンパク質グリコシル化パターンおよびグリコシル残基の組成物は、特定のタンパ
ク質が発現される宿主系に応じて異なり得る。本発明において有用なグリコシル残基とし
て、それだけには限らないが、グルコース、ガラクトース、マンノース、フコース、ｎ－
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アセチルグルコサミンおよびシアル酸が挙げられる。好ましくは、グリコシル化結合タン
パク質は、グリコシル化パターンがヒトであるようなグリコシル残基を含む。
【０２００】
　異なるタンパク質グリコシル化が、異なるタンパク質特徴をもたらし得ることは、当業
者にとって公知である。例えば、酵母などの微生物宿主において製造され、酵母内因性経
路を利用してグリコシル化された治療用タンパク質の有効性は、ＣＨＯ細胞株などの哺乳
動物細胞において発現された同一タンパク質のものと比較して、低減され得る。このよう
な糖タンパク質はまた、ヒトにおいて免疫原性であり得、投与後のインビボ半減期の減少
を示す。ヒトおよびその他の動物における特定の受容体は、特定のグリコシル残基を認識
し、血流からのタンパク質の迅速なクリアランスを促進し得る。その他の有害作用として
、タンパク質フォールディングにおける変化、溶解度、プロテアーゼに対する感受性、輸
送、運搬、区画化、分泌、その他のタンパク質または因子による認識、抗原性またはアレ
ルゲン性が挙げられる。したがって、開業医は、特定の組成およびグリコシル化のパター
ン、例えば、ヒト細胞においてまたは意図される対象動物の種特異的細胞において産生さ
れるものと同一のまたは少なくとも同様のグリコシル化組成およびパターンを有する治療
用タンパク質を好み得る。
【０２０１】
　宿主細胞のものとは異なるグリコシル化タンパク質を発現することは、異種グリコシル
化酵素を発現するよう宿主細胞を遺伝的に修飾することによって達成され得る。開業医は
、当技術分野で公知の技術を使用して、ヒトタンパク質グリコシル化を示す抗体またはそ
の抗原結合部分を作製し得る。例えば、酵母株は、天然に存在しないグリコシル化酵素を
発現するよう遺伝的に修飾されており、その結果、これらの酵母株において産生されたグ
リコシル化されたタンパク質（糖タンパク質）は、動物細胞、特に、ヒト細胞のものと同
一であるタンパク質グリコシル化を示す（米国特許出願公開第２００４／００１８５９０
号および同２００２／０１３７１３４号）。
【０２０２】
　さらに、対象とするタンパク質は、種々のグリコシル化酵素を発現し、その結果、ライ
ブラリーのメンバー宿主細胞が、変異体グリコシル化パターンを有する対象とするタンパ
ク質を産生するよう遺伝子操作された宿主細胞のライブラリーを使用して発現され得ると
いうことは当業者によって理解されよう。次いで、開業医は、特定の新規グリコシル化パ
ターンを有する対象とするタンパク質を選択および単離し得る。好ましくは、特に選択さ
れた新規グリコシル化パターンを有するタンパク質は、生物学的特性の改善または変更を
示す。
【０２０３】
Ｄ．ＤＬＬ４結合タンパク質の使用。
　ヒトＤＬＬ４およびマウスＤＬＬ４と結合するその能力を考えると、試料中の（例えば
、混合物、溶液または生体試料、例えば、血液、血清もしくは血漿中の）ＤＬＬ４を検出
または測定するために、当技術分野で公知の任意の従来のイムノアッセイ、例えば、酵素
結合免疫吸着検定法（ＥＬＩＳＡ）、ラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）または組織免疫組
織化学を使用して、抗体およびその部分を含む本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパ
ク質が使用され得る。本発明は、試料をＤＬＬ４結合タンパク質と接触させ、ならびにヒ
トＤＬＬ４および／またはマウスＤＬＬ４と結合しているＤＬＬ４結合タンパク質または
結合していない結合タンパク質のいずれかを検出し、その結果、試料中のヒトＤＬＬ４お
よび／またはマウスＤＬＬ４を検出することを含む、試料中のヒトＤＬＬ４および／また
はマウスＤＬＬ４を検出するための方法を提供する。本明細書に記載されたＤＬＬ４結合
タンパク質は、結合しているまたは結合していないＤＬＬ４結合タンパク質の検出を促進
するために、検出可能な物質で直接または間接的に標識され得る。適した検出可能な物質
として、種々の酵素、補欠分子族、蛍光物質、発光物質および放射性物質が挙げられる。
適した酵素の例として、西洋ワサビペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ、β－ガ
ラクトシダーゼまたはアセチルコリンエステラーゼが挙げられ；適した補欠分子族複合体
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の例として、ストレプトアビジン／ビオチンおよびアビジン／ビオチンが挙げられ；適し
た蛍光物質の例として、ウンベリフェロン、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシ
アネート、ローダミン、ジクロロトリアジニルアミンフルオレセイン、ダンシルクロリド
またはフィコエリトリンが挙げられ；発光物質の例として、ルミノールが挙げられ；適し
た放射性物質の例として、３Ｈ、１４Ｃ、３５Ｓ、９０Ｙ、９９Ｔｃ、１１１Ｉｎ、１２

５Ｉ、１３１Ｉ、１７７Ｌｕ、１６６Ｈｏまたは１５３Ｓｍが挙げられる。
【０２０４】
　ＤＬＬ４についてアッセイされ得る生体試料として、尿、糞便、血液、血清、血漿、発
汗、唾液、経口スワブ（頬側、舌または咽頭）、膣スワブ、直腸スワブ、皮膚スワブ、皮
膚掻爬物、組織生検ならびに当技術分野で入手可能な方法によって得ることができる任意
のその他の組織試料が挙げられる。
【０２０５】
　結合タンパク質を標識することの代替として、ヒトＤＬＬ４を、検出可能な物質で標識
された組換えヒト（ｒｈ）ＤＬＬ４標準および本明細書に記載された標識されていないＤ
ＬＬ４結合タンパク質を利用する競合イムノアッセイによって生体液においてアッセイし
得る。このアッセイでは、生体試料、標識されたｒｈＤＬＬ４標準およびＤＬＬ４結合タ
ンパク質が組み合わされ、標識されていない結合タンパク質と結合している標識されたｒ
ｈＤＬＬ４標準の量が決定される。生体試料中のヒトＤＬＬ４の量は、ＤＬＬ４結合タン
パク質と結合している標識されたｒｈＤＬＬ４標準の量と反比例する。同様に、ヒトＤＬ
Ｌ４はまた、検出可能な物質で標識されたｒｈＤＬＬ４標準および本明細書に記載された
標識されていないＤＬＬ４結合タンパク質を利用する競合イムノアッセイによって、生体
液においてアッセイされ得る。
【０２０６】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、インビトロおよびインビボの両方で、ＤＬＬ４活
性、特に、ｈＤＬＬ４活性を中和できることが好ましい。したがって、本発明のこのよう
な結合タンパク質は、例えば、ＤＬＬ４を含有する細胞培養物において、本発明の結合タ
ンパク質が交差反応するＤＬＬ４を発現する、ヒト被験体において、またはその他の哺乳
動物被験体においてＤＬＬ４活性を阻害するために使用され得る。一実施形態では、本発
明は、ＤＬＬ４を、ＤＬＬ４抗体または本発明の抗体部分と接触させ、その結果、ＤＬＬ
４活性が阻害されることを含む、ＤＬＬ４活性を阻害する方法を提供する。例えば、ＤＬ
Ｌ４を含有するか、含有する疑いのある細胞培養物では、培養物においてＤＬＬ４活性を
阻害するために、本発明の抗体または抗体部分が培養培地に加えられ得る。
【０２０７】
　別の実施形態では、本発明は、被験体において、有利なことに、ＤＬＬ４またはＤＬＬ
４活性が有害である疾患または障害を患っている被験体からＤＬＬ４活性を低下させる方
法を提供する。本発明は、このような疾患または障害を患っている被験体においてＤＬＬ
４またはＤＬＬ４活性を低下させる方法を提供し、この方法は、被験体に、本発明のＤＬ
Ｌ４結合タンパク質を投与し、その結果、被験体におけるＤＬＬ４またはＤＬＬ４活性が
低下されることを含む。好ましくは、ＤＬＬ４は、ヒトＤＬＬ４であり、被験体は、ヒト
被験体である。または、被験体は、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質が結合できるＤＬＬ
４を発現する哺乳動物であり得る。さらに、被験体は、ＤＬＬ４が導入されている（例え
ば、ＤＬＬ４の投与によってまたはＤＬＬ４導入遺伝子の発現によって）哺乳動物であり
得る。抗体またはその他の本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、治療目的でヒト被験体に
投与され得る。さらに、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、獣医学的目的で、またはヒ
ト疾患の動物モデルとして、結合タンパク質が結合できるＤＬＬ４を発現する非ヒト哺乳
動物に投与され得る。後者に関して、このような動物モデルは、抗体および本発明のその
他のＤＬＬ４結合タンパク質の治療効力を評価するのに有用であり得る（例えば、投与量
のおよび投与の経時的推移の試験）。
【０２０８】
　本明細書において、用語「ＤＬＬ４および／またはＮｏｔｃｈシグナル伝達活性は有害
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である障害」とは、癌などの疾患および障害を患っている被験体におけるＤＬＬ４および
／またはＮｏｔｃｈシグナル伝達活性の存在が、障害の病態生理に関与するまたは障害の
悪化の一因である因子であるとわかっているまたはその疑いがあるその他の障害を含むも
のとする。したがって、ＤＬＬ４および／またはＮｏｔｃｈシグナル伝達活性が有害であ
る障害とは、ＤＬＬ４および／またはＮｏｔｃｈシグナル伝達活性の低下が、症状および
／または障害の進行（例えば、腫瘍成長）を軽減すると期待される障害である。このよう
な障害は、例えば、上記の抗ＤＬＬ４抗体を使用して検出され得る、障害を患っている被
験体における血管新生の増大（例えば、腫瘍成長および形成の際の被験体の血清、血漿、
滑液などにおける、当技術分野で公知の種々のタンパク質の濃度の増大）によって証明さ
れ得る。本発明の抗体を用いて治療され得る障害の限定されない例として、本発明の抗体
の医薬組成物に関する以下の節において論じられた障害が挙げられる。
【０２０９】
ＩＩ．医薬組成物および治療的使用。
　本発明はまた、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質および薬学的に許容される担体を含む
医薬組成物も提供する。本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を含む医薬組成物は、それだけ
には限らないが、障害の診断、検出またはモニタリングにおいて；障害またはその１つも
しくは複数の症状の予防、治療、管理または寛解において；および／または研究において
使用される。特定の実施形態では、組成物は、本発明の１種以上のＤＬＬ４結合タンパク
質を含む。別の実施形態では、ＤＬＬ４および／またはＤＬＬ４活性が有害である障害を
治療するための医薬組成物は、本発明の１種以上の結合タンパク質および本発明の結合タ
ンパク質以外の１種以上の予防薬または治療薬を含む。好ましくは、癌または腫瘍などの
障害またはその１種もしくは複数の症状の予防、治療、管理または寛解のために有用であ
るとわかっている、またはそれにおいて使用されていた、または現在使用されている予防
薬または治療薬。これらの実施形態に一致して、組成物は、担体、希釈液または賦形剤を
さらに含み得る。
【０２１０】
　本発明の結合タンパク質は、被験体に投与するのに適した医薬組成物中に組み込まれ得
る。通常、医薬組成物は、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質（またはそのＤＬＬ４結合部
分）および薬学的に許容される担体を含む。本明細書において、「薬学的に許容される担
体」としては、生理学的に適合される、ありとあらゆる溶媒、分散媒、コーティング、抗
菌薬および抗真菌薬、等張剤および吸収遅延剤などが挙げられる。薬学的に許容される担
体の例として、水、生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩水、デキストロース、グリセロール
、エタノールなどならびにそれらの組合せのうち１種以上が挙げられる。多くの場合、組
成物中に、等張剤、例えば、糖、マンニトール、ソルビトールなどのポリアルコールまた
は塩化ナトリウムを含むことが好ましい。薬学的に許容される担体は、抗体または抗体部
分の有効期間または有効性を増強する、湿潤剤または乳化剤、保存料またはバッファーな
どの微量の補助物質をさらに含み得る。
【０２１１】
　種々の送達系が公知であり、本発明の１種もしくは複数のＤＬＬ４結合タンパク質また
は本発明の１種もしくは複数の結合タンパク質の組合せおよび障害または１種もしくは複
数のその症状を予防、管理、治療または寛解するのに、例えば、腫瘍血管新生を低減する
のに有用な予防薬または治療薬、リポソーム、微粒子、マイクロカプセルにおけるカプセ
ル封入、ＤＬＬ４結合タンパク質を発現できる組換え細胞、受容体媒介性エンドサイトー
シス（例えば、ＷｕおよびＷｕ、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．、２６２：４４２９－４４３
２頁（１９８７年））、レトロウイルスまたはその他のベクターの一部としての核酸の構
築物などを投与するために使用され得る。本発明の予防薬または治療薬を投与する方法と
して、それだけには限らないが、非経口投与（例えば、皮内、筋肉内の、腹腔内、静脈内
および皮下）、硬膜外投与、腫瘍内投与および粘膜投与（例えば、鼻腔内および経口経路
）が挙げられる。さらに、肺の投与は、例えば、吸入器または噴霧器およびエアロゾル化
剤を有する製剤の使用によって使用され得る。例えば、参照によりその全文が本明細書に



(82) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

各々、組み込まれる、米国特許第６，０１９，９６８号；同５，９８５，３２０号；同５
，９８５，３０９号；同５，９３４，２７２号；同５，８７４，０６４号；同５，８５５
，９１３号；同５，２９０，５４０号；および同４，８８０，０７８号；およびＰＣＴ公
開番号ＷＯ９２／１９２４４、ＷＯ９７／３２５７２、ＷＯ９７／４４０１３、ＷＯ９８
／３１３４６およびＷＯ９９／６６９０３参照のこと。一実施形態では、本発明のＤＬＬ
４結合タンパク質、併用療法または本発明の組成物は、Ａｌｋｅｒｍｅｓ　ＡＩＲ（登録
商標）肺薬物送達技術（Ａｌｋｅｒｍｅｓ、Ｉｎｃ．、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、Ｍａｓｓａ
ｃｈｕｓｅｔｔｓ、ＵＳ）を使用して投与される。特定の実施形態では、本発明の予防薬
または治療薬は、筋肉内に、静脈内に、腫瘍内に、経口によって、鼻腔内に、肺にまたは
皮下に投与される。予防薬または治療薬は、任意の従来経路によって、例えば、注入また
はボーラス注射によって、上皮または皮膚粘膜内層を通る吸収によって（例えば、経口粘
膜、直腸および腸管粘膜など）投与され得、またその他の生物学的に活性な薬剤と一緒に
投与され得る。投与は、全身であっても局所であってもよい。
【０２１２】
　特定の実施形態では、本発明の予防薬または治療薬を、治療を必要とする領域に局所的
に投与することが望ましいものであり得；これは、例えば、制限するものではないが、局
所注入として、注射によって、またはインプラントによって達成され得、前記インプラン
トは、サイラスティックメンブラン、ポリマー、繊維性マトリックス（例えば、Ｔｉｓｓ
ｕｅｌ（登録商標））またはコラーゲンマトリックスなどのメンブランおよびマトリック
スを含めた多孔性または非多孔性材料である。一実施形態では、有効量の本発明の１種以
上のＤＬＬ４結合タンパク質アンタゴニストが、障害またはその症状を予防、治療、管理
および／または寛解させるために被験体に罹患領域に局所的に投与される。別の実施形態
では、有効量の本発明の１種以上のＤＬＬ４結合タンパク質が、有効量の本発明の結合タ
ンパク質以外の１種以上の治療（例えば、１種以上の予防薬または治療薬）と組み合わせ
て、障害またはその１種もしくは複数の症状を予防、治療、管理および／または寛解させ
るために被験体の罹患領域に局所的に投与される。
【０２１３】
　別の実施形態では、予防薬または治療薬は、制御放出または持続放出系で送達され得る
。一実施形態では、制御放出または持続放出を達成するためにポンプが使用され得る（Ｌ
ａｎｇｅｒ（Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４９：１５２７－１５３３頁（１９９０年））；Ｓｅｆ
ｔｏｎ、ＣＲＣ　Ｃｒｉｔ．Ｒｅｆ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．、１４：２０１－２４０頁
（１９８７年）；Ｂｕｃｈｗａｌｄら、Ｓｕｒｇｅｒｙ、８８：５０７－５１６頁（１９
８０年）；Ｓａｕｄｅｋら、Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．、３２１：５７４－５７９頁（
１９８９年）を参照のこと）。別の実施形態では、本発明の治療の制御放出または持続放
出を達成するためにポリマー材料が使用され得る。例えば、Ｇｏｏｄｓｏｎ、Ｊ．Ｍ、Ｉ
ｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ、第ＩＩ巻、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｓ、（
ＬａｎｇｅｒおよびＷｉｓｅ編）、（ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．、Ｂｏｃａ　Ｒａｔ
ｏｎ、１９８４年）、第６章、１１５－１３８頁；Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｂ
ｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ、Ｄｒｕｇ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｐ
ｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ、ＳｍｏｌｅｎおよびＢａｌｌ（編）（Ｗｉｌｅｙ、Ｎｅｗ　Ｙｏ
ｒｋ、１９８４年）；ＬａｎｇｅｒおよびＰｅｐｐａｓ、Ｊ．Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｃｉ
．Ｒｅｖ．Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．、Ｃ２３：６１－１２６頁（１９８
３年）を参照のこと；Ｌｅｖｙら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２２８：１９０－１９２頁（１９８
５年）；Ｄｕｒｉｎｇら、Ａｎｎ．Ｎｅｕｒｏｌ．、２５：３５１－３５６頁（１９８９
年）；Ｈｏｗａｒｄら、Ｊ．Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇ．、７１：１０５－１１２頁（１９８９
年）；米国特許第５，６７９，３７７号；同５，９１６，５９７号；同５，９１２，０１
５号；同５，９８９，４６３号；および同５，１２８，３２６号；およびＰＣＴ公開番号
ＷＯ９９／１５１５４およびＷＯ９９／２０２５３も参照のこと。持続放出製剤において
使用されるポリマーの例として、それだけには限らないが、ポリ（２－ヒドロキシエチル
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メタクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（アクリル酸）、ポリ（エチレ
ン－コ－酢酸ビニル）、ポリ（メタクリル酸）、ポリグリコリド（ＰＬＧ）、ポリ無水物
、ポリ（Ｎ－ビニルピロリドン）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリアクリルアミド、ポ
リ（エチレングリコール）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリ（ラクチド－コ－グリコリド
）（ＰＬＧＡ）およびポリオルトエステルが挙げられる。好ましい実施形態では、持続放
出製剤において使用されるポリマーは、不活性であり、漏出性の不純物を含まず、保存に
対して安定であり、無菌であり、生分解性である。さらに別の実施形態は、制御放出また
は持続放出系は、予防標的または治療標的に近接して配置され得、したがって、全身用量
の画分のみを必要とする（例えば、Ｇｏｏｄｓｏｎ、Ｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ、（１９８４年）、１１
５－１３８頁参照のこと）。
【０２１４】
　制御放出系は、Ｌａｎｇｅｒによる概説（Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４９：１５２７－１５３
３頁（１９９０年））において論じられている。本発明の１種以上の治療薬を含む持続放
出製剤を製造するために当業者に公知の任意の技術が使用され得る。例えば、各々参照に
よりその全文が本明細書に組み込まれる、米国特許第４，５２６，９３８号；ＰＣＴ公開
番号ＷＯ９１／０５５４８およびＷＯ９６／２０６９８；Ｎｉｎｇら、「Ｉｎｔｒａｔｕ
ｍｏｒａｌ　Ｒａｄｉｏｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒａｐｙ　ｏｆ　ａ　Ｈｕｍａｎ　Ｃｏｌｏ
ｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｘｅｎｏｇｒａｆｔ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ－Ｒｅｌｅａ
ｓｅ　Ｇｅｌ」、Ｒａｄｉｏｔｈｅｒ．　Ｏｎｃｏｌ．、３９：１７９－１８９頁（１９
９６年）；Ｓｏｎｇら、「Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｍｅｄｉａｔｅｄ　Ｌｕｎｇ　Ｔａｒｇｅ
ｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｌｏｎｇ－Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ」ＰＤＡ　Ｊ
．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．、５０：３７２－３７７頁（１９９６年）；Ｃｌｅｅ
ｋら、「Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ　ｆｏｒ
　ａ　ｂＦＧＦ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｆｏｒ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ」、Ｐｒｏｃｅｅｄ．Ｉｎｔｌ．Ｓｙｍｐ．Ｃｏｎｔｒｏｌ．Ｒｅｌ．Ｂ
ｉｏａｃｔ．Ｍａｔｅｒ．、２４：８５３－８５４頁（１９９７年）およびＬａｍら、「
Ｍｉｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　Ｈｕｍａｎｉ
ｚｅｄ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｆｏｒ　Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｌｉｖｅ
ｒｙ」、Ｐｒｏｃｅｅｄ．Ｉｎｔｌ．Ｓｙｍｐ．Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ．Ｂｉｏａｃｔ
．Ｍａｔｅｒ．：２４：７５９－７６０頁（１９９７年）参照のこと。
【０２１５】
　特定の実施形態では、本発明の組成物が、予防薬または治療薬をコードする核酸である
場合には、そのコードされる予防薬または治療薬の発現を促進するために、適当な核酸発
現ベクターの一部として構築することおよび細胞内になるようにそれを投与することによ
って、例えば、レトロウイルスベクターを使用することによって（米国特許第４，９８０
，２８６号参照のこと）、または直接注射によって、または微粒子銃を使用することによ
って（例えば、遺伝子銃；Ｂｉｏｌｉｓｔｉｃ、ＤｕＰｏｎｔ）、または脂質もしくは細
胞表面受容体もしくはトランスフェクト剤を用いてコーティングすることによって、また
は核に入ると知られているホメオボックス様ペプチドと関連して投与することによって（
例えば、Ｊｏｌｉｏｔら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８８：１８
６４－１８６８頁（１９９１年）参照のこと）、核酸はインビボで投与され得る。または
、核酸は、相同組換えによる発現のために細胞内に導入され、宿主細胞ＤＮＡ内に組み込
まれ得る。
【０２１６】
　本発明の医薬組成物は、その意図される投与経路と適合するよう製剤される。投与経路
の例として、それだけには限らないが、非経口（例えば、静脈内の）、皮内、皮下、経口
、鼻腔内（例えば、吸入）、経皮（例えば、局所）、経粘膜および直腸投与が挙げられる
。特定の実施形態では、組成物は、ヒトへの静脈内、皮下、筋肉内、経口、鼻腔内または
局所投与に適している医薬組成物として、常法に従って製剤される。通常、静脈内投与用
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の組成物は、滅菌等張性水性バッファー中の溶液である。必要に応じて、組成物はまた、
可溶化剤および注射の部位での疼痛を和らげるためリグノカムン（ｌｉｇｎｏｃａｍｎｅ
）などの局所麻酔薬も含み得る。
【０２１７】
　本発明の組成物が、局所的に投与される場合には、組成物は、軟膏、クリーム、経皮パ
ッチ、ローション、ゲル、シャンプー、スプレー、エアゾール、溶液、エマルジョンの形
態または当業者に周知のその他の形態で製剤され得る。例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ
　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ａｎｄ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏ
ｎ　ｔｏ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇｅ　Ｆｏｒｍｓ、第１９版、（Ｍ
ａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．、Ｅａｓｔｏｎ、Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ、１
９９５年）参照のこと。噴霧できない局所投与形には、局所適用に適合する担体または１
種もしくは複数の賦形剤を含み、好ましくは、水より大きい動粘性係数を有する粘性から
半固体または固体形態が、通常使用される。適した製剤として、制限するものではなく、
溶液、懸濁液、エマルジョン、クリーム、軟膏（ｏｉｎｔｍｅｎｔ）、散剤、リニメント
剤、軟膏（ｓａｌｖｅｓ）などが挙げられ、これらは、必要に応じて、例えば、浸透圧な
どの種々の特性に影響を及ぼすために、滅菌され、または補助剤（例えば、保存料、安定
化剤、湿潤剤、バッファーまたは塩）と混合される。その他の適した局所投与形として、
好ましくは、固体または液体不活性担体と組み合わせた有効成分が、加圧された揮発性物
質（例えば、ガス状噴射剤、例えば、ＦＲＥＯＮ（登録商標））との混合物中にまたはス
クイーズボトル中にパッケージされている噴霧性エアゾール製剤が挙げられる。必要に応
じて、保湿剤または保水剤も、医薬組成物および投与形に添加され得る。このようなさら
なる成分の例は、当技術分野で周知である。
【０２１８】
　本発明の方法が、組成物の鼻腔内投与を含む場合には、組成物は、エアゾール形態、ス
プレー、ミストまたは液滴の形態で製剤され得る。特に、本発明に従って使用するための
予防薬または治療薬は、適した噴射剤（例えば、ジクロロジフルオロメタン、トリクロロ
フルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、二酸化炭素またはその他の適したガス
）を使用して、加圧パックまたは噴霧器からエアゾールスプレーの体裁という形態で送達
され得ることが好都合である。加圧エアゾールの場合には、投与単位は、定量を送達する
ためのバルブを提供することによって決定され得る。化合物およびラクトースまたはデン
プンなどの適した散剤基剤の散剤ミックスを含有する、吸入器（ｉｎｈａｌｅｒ）または
吸入器（ｉｎｓｕｆｆｌａｔｏｒ）において使用するためのカプセル剤およびカートリッ
ジ（例えば、ゼラチンからなる）が製剤され得る。
【０２１９】
　本発明の方法が、経口投与を含む場合には、組成物は、錠剤、カプセル剤、カシェ剤、
ジェルキャップ、溶液、懸濁液などの形態で経口的に製剤され得る。錠剤またはカプセル
剤は、結合剤（例えば、アルファ化トウモロコシデンプン、ポリビニルピロリドンまたは
ヒドロキシプロピルメチルセルロース）；増量剤（例えば、ラクトース、微晶質セルロー
スまたはリン酸水素カルシウム）；滑沢剤（例えば、ステアリン酸マグネシウム、タルク
またはシリカ）；崩壊剤（例えば、ジャガイモデンプンまたはグリコール酸ナトリウムデ
ンプン）；または湿潤剤（例えば、ラウリル硫酸ナトリウム）などの薬学的に許容される
賦形剤を用い、従来の手段によって調製され得る。錠剤は、当技術分野で周知の方法によ
ってコーティングされてもよい。経口投与のための液体製剤は、それだけには限らないが
、溶液、シロップ剤または懸濁液の形態をとり得る、またはそれらは使用前に水もしくは
その他の適した媒体で構成するための乾燥製剤として調製され得る。このような液体製剤
は、懸濁剤（例えば、ソルビトールシロップ、セルロース誘導体、または硬化食用脂肪）
；乳化剤（例えば、レシチンまたはアラビアガム）；非水性媒体（例えば、アーモンドオ
イル、油性エステル、エチルアルコールまたは精留植物油）；および保存料（例えば、メ
チルまたはプロピル－ｐ－ヒドロキシベンゾエートまたはソルビン酸）などの薬学的に許
容される添加剤を用い、従来の手段によって調製され得る。製剤はまた、必要に応じて、
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バッファー塩、矯味剤、着色剤および甘味剤も含有し得る。経口投与用製剤は、予防薬ま
たは治療薬（複数可）の徐放、制御放出または持続放出のために適宜製剤され得る。
【０２２０】
　本発明の方法は、例えば、エアロゾル化剤を用いて製剤された組成物の吸入器または噴
霧器の使用による肺の投与を含み得る。例えば、参照によりその全文が本明細書に組み込
まれる、米国特許第６，０１９，９６８号；同５，９８５，３２０号；同５，９８５，３
０９号；同５，９３４，２７２号；同５，８７４，０６４号；同５，８５５，９１３号；
同５，２９０，５４０号；および同４，８８０，０７８号；およびＰＣＴ公開番号ＷＯ９
２／１９２４４、ＷＯ９７／３２５７２、ＷＯ９７／４４０１３、ＷＯ９８／３１３４６
およびＷＯ９９／６６９０３参照のこと。特定の実施形態では、本発明の抗体、併用療法
および／または本発明の組成物は、Ａｌｋｅｒｍｅｓ　ＡＩＲ（登録商標）肺薬剤送達技
術（Ａｌｋｅｒｍｅｓ、Ｉｎｃ．、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ、
ＵＳ）を使用して投与される。
【０２２１】
　本発明の方法は、注射による（例えば、ボーラス注射または連続注入による）非経口投
与用に製剤された組成物の投与を含み得る。注射用製剤は、防腐剤を加えた単位投与形で
（例えば、アンプル中で、以上用量容器中で）提示され得る。組成物は、油性または水性
媒体中の懸濁液、溶液またはエマルジョンなどの形態をとり得、懸濁剤、安定化剤および
／または分散剤などの処方剤（ｆｏｒｍｕｌａｔｏｒｙ　ａｇｅｎｔｓ）を含有し得る。
または、有効成分は、使用前に適した媒体（例えば、滅菌発熱物質不含水）を用いて構成
するための散剤形態であり得る。
【０２２２】
　本発明の方法は、デポー製剤として製剤された組成物の投与をさらに含み得る。このよ
うな長時間作用型製剤は、移植（例えば、皮下に、または筋肉内に）によって、または筋
肉注射によって投与され得る。したがって、例えば、組成物は、適したポリマー物質また
は疎水性物質を用いて（例えば、許容されるオイル中のエマルジョンとして）またはイオ
ン交換樹脂を用いて、または難溶性誘導体として（例えば、難溶性塩として）製剤され得
る。
【０２２３】
　本発明の方法は、中性のまたは塩の形態として製剤された組成物の投与を包含する。薬
学的に許容される塩として、塩酸、リン酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸などから誘導される
ものなどの陰イオンを用いて形成されるもの、ならびにナトリウム、カリウム、アンモニ
ウム、カルシウム、水酸化第二鉄、イソプロピルアミン、トリエチルアミン、２－エチル
アミノエタノール、ヒスチジン、プロカインなどに由来するものなどの陽イオンを用いて
形成されるものが挙げられる。
【０２２４】
　一般に、組成物の成分は、別個に、または単位投与形中に一緒に混合されて、例えば、
活性薬剤の量を示すアンプルまたはサシェなどの密閉された容器中の無水凍結乾燥散剤ま
たは無水濃縮物として供給される。投与様式が注入である場合には、組成物は、滅菌医薬
等級水または生理食塩水を含有する注入ビンを用いて分配され得る。投与様式が注射によ
ってである場合には、滅菌注射水または生理食塩水のアンプルは、成分が投与に先立って
混合され得るように提供され得る。
【０２２５】
　特に、本発明はまた、本発明の予防薬または治療薬または医薬組成物のうち１種以上が
、薬剤の量を示すアンプルまたはサシェなどの密閉された容器中にパッケージングされる
ことを提供する。一実施形態では、本発明の予防薬または治療薬または医薬組成物のうち
１種以上が、密閉された容器中の無水滅菌凍結乾燥散剤または無水濃縮物として供給され
、（例えば、水または生理食塩水を用いて）被験体に投与するための適当な濃度に再構成
され得る。好ましくは、本発明の予防薬または治療薬または医薬組成物のうち１種以上は
、少なくとも５ｍｇ、より好ましくは、少なくとも１０ｍｇ、少なくとも１５ｍｇ、少な
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くとも２５ｍｇ、少なくとも３５ｍｇ、少なくとも４５ｍｇ、少なくとも５０ｍｇ、少な
くとも７５ｍｇまたは少なくとも１００ｍｇの単位投与量で密閉された容器中の無水滅菌
凍結乾燥散剤として供給される。本発明の凍結乾燥予防薬または治療薬または医薬組成物
は、その元の容器中で、２℃から８℃の間で保存されなくてはならず、本発明の予防薬ま
たは治療薬または医薬組成物は、再構成された後、１週間以内に、好ましくは、５日以内
に、７２時間以内に、４８時間以内に、２４時間以内に、１２時間以内に、６時間以内に
、５時間以内に、３時間以内にまたは１時間以内に投与されなくてはならない。代替の実
施形態では、本発明の予防薬または治療薬または医薬組成物のうち１種以上が、薬剤の量
および濃度を示す密閉された容器中の液体形態で供給される。投与される組成物の液体形
態は、密閉された容器中で、少なくとも０．２５ｍｇ／ｍｌ供給されることが好ましく、
より好ましくは、少なくとも０．５ｍｇ／ｍｌ、少なくとも１ｍｇ／ｍｌ、少なくとも２
．５ｇ／ｍｌ、少なくとも５ｍｇ／ｍｌ、少なくとも８ｍｇ／ｍｌ、少なくとも１０ｍｇ
／ｍｌ、少なくとも１５ｍｇ／ｍｌ、少なくとも２５ｍｇ／ｍｌ、少なくとも５０ｍｇ／
ｍｌ、少なくとも７５ｍｇ／ｍｌまたは少なくとも１００ｍｇ／ｍｌである。液体形態は
、その元の容器中で、２℃から８℃の間で保存されなくてはならない。
【０２２６】
　本発明の結合タンパク質は、非経口投与に適した医薬組成物中に組み込まれ得る。好ま
しくは、結合タンパク質は、０．１－２５０ｍｇ／ｍｌの抗体を含有する注射用溶液とし
て調製される。注射用溶液は、フリントまたはアンバーバイアル、アンプルまたは薬剤充
填済みシリンジ中の液体または凍結乾燥投与形のいずれかからなり得る。バッファーは、
ｐＨ５．０から７．０（最適には、ｐＨ６．０）のＬ－ヒスチジン（１－５０ｍＭ）、最
適には、５－１０ｍＭであり得る。その他の適したバッファーとして、それだけには限ら
ないが、コハク酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、リン酸ナトリウムまたはリン酸カリ
ウムが挙げられる。溶液の毒性を改変するために、塩化ナトリウムが、０－３００ｍＭ（
最適には、液体投与形には１５０ｍＭ）の濃度で使用され得る。凍結乾燥投与形には、凍
結保護物質、主に０－１０％スクロース（最適には、０．５－１．０％）が含まれ得る。
その他の適した凍結保護物質として、トレハロースおよびラクトースが挙げられる。凍結
乾燥投与形には、充填剤、主に、１－１０％マンニトール（最適には、２－４％）も含ま
れ得る。液体および凍結乾燥投与形の両方において、安定化剤、主に、１－５０ｍＭ　Ｌ
－メチオニン（最適には、５－１０ｍＭ）も使用され得る。その他の適した充填剤として
、グリシン、アルギニンが挙げられ、０－０．０５％ポリソルベート－８０（最適には、
０．００５－０．０１％）として含まれ得る。さらなる界面活性剤として、それだけには
限らないが、ポリソルベート２０およびＢＲＩＪ界面活性剤が挙げられる。
【０２２７】
　本発明の組成物は、種々の形態であり得る。これらとして、例えば、液体溶液（例えば
、注射用溶液および注入用溶液）、分散物または懸濁液、錠剤、丸剤、散剤、リポソーム
および坐剤などの液体、半固体および固体投与形が挙げられる。好ましい形態は、意図さ
れる投与様式および治療適用に応じて変わる。通常好ましい組成物は、その他の抗体を用
いるヒトの受動免疫処置に使用されるものと類似の組成物などの注射用溶液または注入用
溶液の形態である。好ましい投与様式は、非経口（例えば、静脈内、皮下、腹腔内、筋肉
内）である。好ましい実施形態では、本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、
静脈内注入または注射によって投与される。別の好ましい実施形態では、ＤＬＬ４結合タ
ンパク質は、筋肉内注射または皮下注射によって投与される。
【０２２８】
　治療用組成物は、通常、無菌で、製造および保存の条件下で安定でなくてはならない。
組成物は、溶液、マイクロエマルジョン、分散物、リポソームまたは高い薬物濃度に適し
たその他の秩序構造として製剤され得る。滅菌注射用溶液は、適当な溶媒中の必要な量で
活性化合物（すなわち、抗体または抗体部分）を、必要に応じて上記で列挙された成分の
うち１種またはそれらの組合せとともに組み込むこと、続いて、濾過滅菌することによっ
て調製され得る。一般に、分散物は、活性化合物を、基本分散媒および上記で列挙された
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もののうち必要なその他の成分を含有する滅菌媒体に組み込むことによって調製される。
滅菌注射用溶液を調製するための滅菌凍結乾燥散剤の場合には、好ましい調製方法は、真
空乾燥ならびに有効成分および先に滅菌濾過したその溶液に由来する任意のさらなる所望
の成分の散剤が得られる噴霧乾燥である。溶液の適切な流動度は、例えば、レシチンなど
のコーティングを使用することによって、分散物の場合には必要な粒径を維持することに
よって、および界面活性剤を使用することによって維持され得る。注射用組成物の長期吸
収は、組成物中に、吸収を遅延する薬剤、例えば、モノステアリン酸塩およびゼラチンを
含めることによってもたらされ得る。
【０２２９】
　多くの治療適用にとって、好ましい投与経路／様式は、皮下注射、静脈内注射または注
入であるが、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、当技術分野で公知の種々の方法によっ
て投与され得る。投与の経路および／または様式は、所望の結果に応じて変わるというこ
とは、当業者ならば理解されよう。特定の実施形態では、活性化合物は、化合物を迅速放
出から保護する担体を用い、例えば、インプラント、経皮パッチおよびマイクロカプセル
化送達系を含めた制御放出製剤として調製され得る。エチレン酢酸ビニル、ポリ無水物、
ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステルおよびポリ乳酸などの生分解性、生
体適合性ポリマーは使用され得る。このような製剤を調製するための多数の方法が、特許
権が取られているか、当業者には一般的に知られている。例えば、Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　
ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ、Ｊ．Ｒ．　Ｒｏｂｉｎｓｏｎ編、（Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ、Ｉｎｃ．、
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９７８年）参照のこと。
【０２３０】
　特定の実施形態では、本発明の結合タンパク質は、例えば、不活性希釈液または同化食
用担体とともに経口投与され得る。化合物（および必要に応じて、その他の成分）はまた
、ハードまたはソフトシェルゼラチンカプセル剤中に封入される、錠剤に打錠される、ま
たは被験体の食事に直接組み込まれ得る。経口治療的投与には、化合物は、賦形剤ととも
に組み込まれ、摂取可能な錠剤、頬側錠剤、トローチ剤、カプセル剤、エリキシル剤、懸
濁液、シロップ、ウェーハなどの形態で使用され得る。本発明の化合物を、非経口投与以
外によって投与するには、化合物をその不活化を防ぐ物質とコーティングするまたは化合
物をその不活化を防ぐ物質と同時投与する必要があり得る。
【０２３１】
　補足の活性化合物もまた、組成物中に組み込まれ得る。特定の実施形態では、本発明の
結合タンパク質は、ＤＬＬ４活性が有害である障害を治療するために有用である１種以上
のさらなる治療薬と同時製剤および／または同時投与される。例えば、本発明の抗ｈｕＤ
ＬＬ４抗体または抗体部分は、その他の標的と結合する１種以上のさらなる抗体（例えば
、その他のサイトカインと結合する抗体または細胞表面分子と結合する抗体）と同時製剤
および／または同時投与され得る。さらに、本発明の１種以上の結合タンパク質は、前述
の治療薬のうち２種以上と組み合わせて使用され得る。このような併用療法は、投与され
る治療薬の低い投与量を、したがって、種々の単剤療法と関連している潜在的な毒性また
は複雑性を避けながら利用することが有利であり得る。
【０２３２】
　特定の実施形態では、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質は、当技術分野で公知の半減期
延長媒体と連結される。このような媒体として、それだけには限らないが、Ｆｃドメイン
、ポリエチレングリコールおよびデキストランが挙げられる。このような媒体は、例えば
、参照により本明細書に組み込む米国特許第６，６６０，８４３　Ｂ１号および公開され
たＰＣＴ公開番号ＷＯ９９／２５０４４に記載されている。
【０２３３】
　特定の実施形態では、本発明の結合タンパク質または本発明の別の予防薬または治療薬
をコードするヌクレオチド配列を含む核酸配列が、遺伝子療法によって、障害またはその
１種もしくは複数の症状を治療、予防、管理または寛解させるために投与される。遺伝子
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療法とは、発現されたまたは発現可能な核酸を被験体に投与することによって実施される
治療を指す。本発明のこの実施形態では、核酸はそのコードされた結合タンパク質または
予防効果もしくは治療効果を媒介する本発明の予防薬もしくは治療薬を生成する。
【０２３４】
　当技術分野で入手可能な遺伝子療法のための方法のいずれかも、本発明に従って使用さ
れ得る。遺伝子療法の方法の一般的な概説については、Ｇｏｌｄｓｐｉｅｌら、Ｃｌｉｎ
．　Ｐｈａｒｍａｃｙ、１２：４８８－５０５頁（１９９３年）；ＷｕおよびＷｕ、Ｂｉ
ｏｔｈｅｒａｐｙ、３：８７－９５頁（１９９１年）；Ｔｏｌｓｔｏｓｈｅｖ、Ａｎｎ．
　Ｒｅｖ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｔｏｘｉｃｏｌ．、３２：５７３－５９６頁（１９９３
年）；Ｍｕｌｌｉｇａｎ、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２６０：９２６－９３２頁（１９９３年）；
およびＭｏｒｇａｎ　ａｎｄ　Ａｎｄｅｒｓｏｎ、Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．、
６２：１９１－２１７頁（１９９３年）；Ｒｏｂｉｎｓｏｎ、Ｃ．、Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉ
ｏｔｅｃｈｎｏｌ．、１１（５）：１５５頁（１９９３年）を参照のこと。使用され得る
組換えＤＮＡ技術の当技術分野でよく知られている方法は、Ａｕｓｕｂｅｌら（編）、Ｃ
ｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｊｏ
ｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９３年）；およびＫｒｉｅｇ
ｌｅｒ、Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ、Ａ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、（Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９
９０年）に記載されている。遺伝子療法の種々の方法の詳細な説明は、参照により本明細
書に組み込む、米国特許出願公開第２００５００４２６６４　Ａ１号に開示されている。
【０２３５】
　別の態様では、本発明は、被験体においてＤＬＬ４関連腫瘍を治療（例えば、治癒、抑
制、寛解、遅延またはその発症を予防またはその再発もしくは再燃を予防）または予防す
る方法を提供する。本発明の方法は、被験体に、本明細書に記載されるＤＬＬ４結合タン
パク質、例えば、抗ＤＬＬ４抗体またはその断片を、ＤＬＬ関連腫瘍または癌を治療また
は予防するのに十分な量で投与することを含む。ＤＬＬ４アンタゴニスト、すなわち、抗
ＤＬＬ４抗体またはその断片が、被験体に、単独または本明細書に記載されるその他の治
療様式と組み合わせて投与され得る。ＤＬＬ４は、免疫および炎症要素が関与する種々の
疾患、特に、癌および腫瘍血管新生と関連している病理において重要な役割を果たしてい
る。ＤＬＬ４関連障害の例として、それだけには限らないが、以下の生物学的プロセスに
悪影響を及ぼす障害が挙げられる：神経機能および発達；動脈内皮の運命および血管新生
の安定化；原始性の弁の形成および心室発生および分化の両方の間の心内膜と心筋間の重
大な細胞コミュニケーション事象の調節；心臓弁ホメオスタシスならびに心血管系が関与
するその他のヒト障害における意味；適時の脾内分泌部および外分泌部両方の細胞系統特
異化；腸において分泌および吸収系統間を選択しなくてはならない細胞の２つの運命の決
定に影響を及ぼすこと；骨粗しょう症などの骨の発達および造骨系統への深い関与におけ
る参加の間の造血幹細胞コンパートメントの拡大；いくつかの別個の発達段階での乳腺に
おける細胞の運命決定の調節；およびチロシンキナーゼＡｂｌによるアクチン細胞骨格の
制御などの特定の非核機序。より詳しくは、ＤＬＬ４関連障害として、それだけには限ら
ないが、癌、Ｔ－ＡＬＬ（Ｔ細胞急性リンパ芽球性白血病）、ＣＡＤＡＳＩＬ（皮質下梗
塞および白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症）、ＭＳ（多発性硬化症）、ファロー四徴
症（ＴＯＦ）およびアラジール症候群（ＡＳ）、黄斑変性症ならびに加齢性黄斑変性症疾
患ならびに異常なＤＬＬ４発現または活性を特徴とするその他の血管新生非依存性および
依存性疾患が挙げられる。
【０２３６】
　好ましくは、本明細書に記載されるＤＬＬ４結合タンパク質、例えば、抗体およびその
抗原結合部分は、癌および腫瘍を治療するために使用される。
【０２３７】
　ＤＬＬ４との結合、ＤＬＬ４の阻害および／またはＤＬＬ４の中和が、個体の健康にと
って望ましいまたはそうでなければ有益であると考えられる癌、腫瘍またはその他の障害
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を治療するために、本発明の結合タンパク質が、単独でまたは組み合わせて、すなわち、
２種以上の本明細書に記載されるＤＬＬ４結合タンパク質が使用され得る。
【０２３８】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質はまた、単独でまたはさらなる薬剤、例えば、治療薬
と組み合わせて使用される場合があり、例えば、前記のさらなる薬剤は、その意図される
目的のために熟練した開業医によって選択されるということは理解されなくてはならない
。例えば、さらなる薬剤は、ＤＬＬ４との結合またはＤＬＬ４の阻害が、癌、腫瘍または
その他の疾患もしくは状態を治療するために望ましいまたは有利であると考えられる、癌
、腫瘍またはその他の疾患もしくは状態を治療するために当技術分野で有用であると認識
されている治療薬であり得る。さらなる薬剤はまた、治療用組成物に有益な性質を付与す
る薬剤、例えば、組成物の粘性に影響を及ぼす薬剤であり得る。
【０２３９】
　本発明内に含まれる組合せは、その意図される目的にとって有用な組合せであるという
ことは理解されなければならない。以下に示された薬剤は例示目的であって、制限である
とは意図されない。本発明の一部である組合せは、本発明の抗体および以下の一覧から選
択される少なくとも１種のさらなる薬剤であり得る。組合せはまた、形成された組成物が
その意図される機能を遂行し得るようなものであれば、２種以上のさらなる薬剤、例えば
、２種または３種のさらなる薬剤を含み得る。
【０２４０】
　治療薬の好ましい組合せは、腫瘍形成促進性（ｐｒｏｔｕｍｏｒｉｇｅｎｉｃ）または
血管新生促進性シグナル伝達経路における異なる点で干渉し得る。本発明の方法および組
成物において有用な治療薬の好ましい例として、抗悪性腫瘍薬、放射線療法および化学療
法、例えば、ＤＮＡアルキル化剤、シスプラチン、カルボプラチン、抗チューブリン剤、
パクリタキセル、ドセタキセル、タキソール、ドキソルビシン、ゲムシタビン、ジェムザ
ール、アントラサイクリン、アドリアマイシン、トポイソメラーゼＩ阻害剤、トポイソメ
ラーゼＩＩ阻害剤、５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）、ロイコボリン、イリノテカン、
受容体チロシンキナーゼ阻害剤（例えば、エルロチニブ、ゲフィチニブ）、ＣＯＸ－２阻
害剤（例えば、セレコキシブ）およびキナーゼ阻害剤が挙げられる。
【０２４１】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質はまた、メトトレキサート、６－ＭＰ、アザチオプリ
ンスルファサラジン、メサラジン、オルサラジンクロロキニン／ヒドロキシクロロキン、
ペニシラミン（ｐｅｎｃｉｌｌａｍｉｎｅ）、金チオリンゴ酸（筋肉内および経口）、ア
ザチオプリン、コルヒチン、コルチコステロイド（経口、吸入および局所注射）、β－２
アドレナリン受容体アゴニスト（サルブタモール、テルブタリン、サルメテラール（ｓａ
ｌｍｅｔｅｒａｌ））、キサンチン（テオフィリン、アミノフィリン）、クロモグリク酸
、ネドクロミル、ケトチフェン、イプラトロピウムおよびオキシトロピウム、シクロスポ
リン、ＦＫ５０６、ラパマイシン、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、ＮＳＡ
ＩＤ、例えば、イブプロフェン、プレドニゾロンなどのコルチコステロイド、ホスホジエ
ステラーゼ阻害剤、アデノシンアゴニスト、抗血栓薬、補体阻害剤、アドレナリン作動薬
、ＴＮＦαまたはＩＬ－１（例えば、ＩＲＡＫ、ＮＩＫ、ＩＫＫ、ｐ３８またはＭＡＰキ
ナーゼ阻害剤）などの炎症性サイトカインによるシグナル伝達を干渉する薬剤、ＩＬ－１
β変換酵素阻害剤、ＴＮＦα変換酵素（ＴＡＣＥ）阻害剤、Ｔ－細胞シグナル伝達阻害剤
、例えば、キナーゼ阻害剤、メタロプロテイナーゼ阻害剤、スルファサラジン、アザチオ
プリン、６－メルカプトプリン、アンジオテンシン変換酵素阻害剤、可溶性サイトカイン
受容体およびその誘導体（例えば、可溶性ｐ５５またはｐ７５ＴＮＦ受容体および誘導体
ｐ７５ＴＮＦＲＩｇＧ（Ｅｎｂｒｅｌ（商標））およびｐ５５ＴＮＦＲＩｇＧ（レネルセ
プト）、ｓＩＬ－１ＲＩ、ｓＩＬ－１ＲＩＩ、ｓＩＬ－６Ｒ）、抗炎症性サイトカイン（
例えば、ＩＬ－４、ＩＬ－１０、ＩＬ－１１、ＩＬ－１３およびＴＧＦβ）、セレコキシ
ブ、葉酸、硫酸ヒドロキシクロロキン、ロフェコキシブ、エタネルセプト、インフリキシ
マブ、ナプロキセン、バルデコキシブ、スルファサラジン、メチルプレドニゾロン、メロ
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キシカム、酢酸メチルプレドニゾロン、金チオリンゴ酸ナトリウム、アスピリン、トリア
ムシノロンアセトニド、ナプシル酸プロポキシフェン／アパップ、葉酸、ナブメトン、ジ
クロフェナク、ピロキシカム、エトドラック、ジクロフェナクナトリウム、オキサプロジ
ン、オキシコドンｈｃｌ、酒石酸水素ヒドロコドン／アパップ、ジクロフェナクナトリウ
ム／ミソプロストール、フェンタニル、アナキンラ、ヒト組換え型、トラマドールｈｃｌ
、サルサレート、スリンダック、シアノコバラミン／ｆａ／ピリドキシン、アセトアミノ
フェン、アレンドロネートナトリウム、プレドニゾロン、硫酸モルヒネ、塩酸リドカイン
、インドメタシン、グルコサミンｓｕｌｆ／コンドロイチン、アミトリプチリンＨＣｌ、
スルファジアジン、オキシコドンＨＣｌ／アセトアミノフェン、オロパタジンｈｃｌ、ミ
ソプロストール、ナプロキセンナトリウム、オメプラゾール、シクロホスファミド、リツ
キシマブ、ＩＬ－１　ＴＲＡＰ、ＭＲＡ、ＣＴＬＡ４－ＩＧ、ＩＬ－１８　ＢＰ、抗ＩＬ
－１８、抗ＩＬ１５、ＢＩＲＢ－７９６、ＳＣＩＯ－４６９、ＶＸ－７０２、ＡＭＧ－５
４８、ＶＸ－７４０、ロフルミラスト、ＩＣ－４８５、ＣＤＣ－８０１およびメソプラム
などの薬剤と組み合わせて投与され得る。
【０２４２】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質と同時投与され得る、または組み合わせて使用され得
る、癌のための治療薬の限定されない例として、以下が挙げられる：ブデノシド；上皮成
長因子；スルファサラジン；アミノサリチラート；６－メルカプトプリン；アザチオプリ
ン；メトロニダゾール；リポキシゲナーゼ阻害剤；メサラミン；オルサラジン；バルサラ
ジド；抗酸化剤；トロンボキサン阻害剤；ＩＬ－１受容体アンタゴニスト；抗ＩＬ－１β
モノクローナル抗体；抗ＩＬ－６モノクローナル抗体；増殖因子；エラスターゼ阻害剤；
ピリジニル－イミダゾール化合物；およびその他のヒトサイトカインまたは増殖因子に対
する抗体またはアンタゴニスト、例えば、ＴＮＦ、ＬＴ、ＩＬ－１、ＩＬ－２、ＩＬ－６
、ＩＬ－７、ＩＬ－８、ＩＬ－１５、ＩＬ－１６、ＩＬ－１７、ＩＬ－１８、ＥＭＡＰ－
ＩＩ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＦＧＦおよびＰＤＧＦ。本発明の抗体またはその抗原結合部分は、
ＣＤ２、ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ８、ＣＤ２５、ＣＤ２８、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＣＤ４５
、ＣＤ６９、ＣＤ９０などの細胞表面分子またはそのリガンドに対する抗体と組み合わさ
れ得る。
【０２４３】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質と組み合わされ得る治療薬のその他の例として、以下
が挙げられる：ＴＮＦアンタゴニスト、例えば、抗ＴＮＦ抗体、Ｄ２Ｅ７（ＰＣＴ公開番
号ＷＯ９７／２９１３１；ＨＵＭＩＲＡ（登録商標））、ＣＡ２（ＲＥＭＩＣＡＤＥ（登
録商標））、ＣＤＰ５７１、ＴＮＦＲ－Ｉｇ構築物（ｐ７５ＴＮＦＲＩｇＧ（エンブレル
（登録商標））およびｐ５５ＴＮＦＲＩｇＧ（レネルセプト））およびＰＤＥ４阻害剤。
本発明の結合タンパク質は、メサラミン、プレドニゾン、アザチオプリン、メルカプトプ
リン、インフリキシマブ、コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム、ジフェノキシラー
ト／硫酸アトロピン、塩酸ロペラミド、メトトレキサート、オメプラゾール、葉酸、シプ
ロフロキサシン／デキストロース－水、酒石酸水素ヒドロコドン／アパップ、塩酸テトラ
サイクリン、フルオシノニド、メトロニダゾール、チメロサール／ホウ酸、コレスチラミ
ン／スクロース、塩酸シプロフロキサシン、硫酸ヒヨスチアミン、塩酸メペリジン、塩酸
ミダゾラム、オキシコドンｈｃｌ／アセトアミノフェン、塩酸プロメタジン、リン酸ナト
リウム、スルファメトキサゾール／トリメトプリム、セレコキシブ、ポリカルボフィル、
ナプシル酸プロポキシフェン、ヒドロコルチゾン、マルチビタミン、バルサラジド二ナト
リウム、リン酸コデイン／アパップ、コレスベラムｈｃｌ、シアノコバラミン、葉酸、レ
ボフロキサシン、メチルプレドニゾロン、ナタリズマブおよびインターフェロン－ガンマ
と組み合わされ得る。
【０２４４】
　本発明の結合タンパク質が組み合わされ得る治療薬の限定されない例として、以下が挙
げられる：アスピリン、ニトログリセリン、一硝酸イソソルビド、コハク酸メトプロロー
ル、アテノロール、酒石酸メトプロロール、ベシル酸アムロジピン、塩酸ジルチアゼム、
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二硝酸イソソルビド、重硫酸クロピドグレル、ニフェジピン、アトルバスタチンカルシウ
ム、塩化カリウム、フロセミド、シンバスタチン、ベラパミルｈｃｌ、ジゴキシン、塩酸
プロプラノロール、カルベジロール、リシノプリル、スピロノラクトン、ヒドロクロロチ
アジド、マレイン酸エナラプリル、ナドロール、ラミプリル、エノキサパリンナトリウム
、ヘパリンナトリウム、バルサルタン、塩酸ソタロール、フェノフィブラート、エゼチミ
ブ、ブメタニド、ロサルタンカリウム、リシノプリル／ヒドロクロロチアジド、フェロジ
ピン、カプトプリルおよびフマル酸ビソプロロール。
【０２４５】
　本発明の医薬組成物は、本発明の結合タンパク質の「治療上有効な量」または「予防上
有効な量」を含み得る。「治療上有効な量」とは、所望の治療結果を達成するのに必要な
投与量で、期間で、有効な量を指す。結合タンパク質の治療上有効な量は、当業者によっ
て決定され得、個体の病状、年齢、性別および体重ならびに個体における結合タンパク質
の所望の反応を誘発する能力などの因子に従って変わり得る。治療上有効な量はまた、結
合タンパク質の任意の毒性または有害な作用が、治療上有益な作用によって凌がれるもの
である。「予防上有効な量」とは、所望の予防結果を達成するのに必要な投与量で、期間
で、有効な量を指す。通常、予防上の用量は、被験体において疾患に先立って、または疾
患の初期段階で使用されるので、予防上有効な量は、治療上有効な量よりも少ないものと
なる。
【０２４６】
　投与計画は、最適な所望の反応（例えば、治療反応または予防反応）を提供するよう調
整され得る。例えば、単回ボーラスが投与される場合も、いくつかの分割用量が経時的に
投与される場合も、または治療状況の危急によって、用量が比例的に減少または増加され
る場合もある。投与の容易さおよび投与量の均一性のために、非経口組成物を単位投与形
で製剤することは特に有利である。本明細書において、単位投与形とは、治療される哺乳
動物被験体のための単位投与量として適合している、物理的に別個の単位を指し；各単位
は、必要な医薬担体と関連して所望の治療効果を生じるよう算出された所定の量の活性化
合物を含有する。本発明の単位投与形の仕様は、（ａ）活性化合物の独特の特徴および達
成される特定の治療効果または予防効果および（ｂ）個体における感受性の治療のための
、このような活性化合物の配合の技術分野に固有の制限によって決定され、それらによっ
て直接的に依存する。
【０２４７】
　本発明のＤＬＬ４結合タンパク質の治療上または予防上有効な量の例示的な、限定され
ない範囲は、０．１－２０ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは、１－１０ｍｇ／ｋｇである。投
与量の値は、軽減される状態の種類および重篤度に応じて変わり得るということは留意さ
れたい。任意の特定の被験体にとって、特定の投与計画は、個体の必要性および組成物を
投与し、組成物の投与を監督している人の専門科の判断に従って、経時的に調整されなけ
ればならないということおよび本明細書に示される投与量範囲は、単に例示的なものであ
って、特許請求される組成物の範囲または実施を制限しようとするものではないというこ
とはさらに理解されなくてはならない。
【０２４８】
ＩＩＩ．免疫技術の使用。
　種々の免疫検出アッセイ形式のいずれも、混合物、溶液または生体試料中に存在するＤ
ＬＬ４の検出において使用するために、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を使用するため
に適応され得る。このような免疫検出アッセイ形式として、それだけには限らないが、基
質に吸着または固定された本発明のＤＬＬ４結合タンパク質を含む、ラジオイムノアッセ
イ（ＲＩＡ）、免疫沈降、酵素結合免疫吸着測定法（ＥＬＩＳＡ）、イムノブロット（例
えば、ウエスタンブロット）、イムノストリップ（例えば、イムノディップスティック（
ｉｍｍｕｎｏｄｉｐｓｔｉｃｋｓ））、蛍光活性化セルソーター（ＦＡＣＳ）などが挙げ
られる。本明細書に記載されたＤＬＬ４結合タンパク質は、親和性カラムまたは当技術分
野で入手可能な任意のその他の親和性形式において使用し、試料からＤＬＬ４を精製する
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ために、基質、例えば、樹脂粒子またはその他の物質に吸着または固定され得る。本発明
のＤＬＬ４結合タンパク質を使用するＤＬＬ４の検出は、インビトロで、混合物、溶液で
、または生体試料において実施され得る。試料中のＤＬＬ４を検出または測定するために
、本発明のＤＬＬ４結合タンパク質と接触され得る生体試料として、それだけには限らな
いが、尿、唾液、経口スワブ（頬側、舌または咽頭スワブ）、皮膚スワブ、皮膚掻爬物、
直腸スワブ、膣スワブ、全血試料、血漿試料、血清試料、組織生検および当技術分野で公
知の手順によって個体から得られた任意のその他の試料が挙げられる。別の実施形態では
、ＤＬＬ４結合タンパク質は、それだけには限らないが、Ｘ線コンピュータ援用断層撮影
法（ＣＴ）、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）および陽電子放射型断層撮影法（ＰＥＴ）を含め
た種々の断層撮影法および走査法などインビボでＤＬＬ４を検出するために使用され得る
。
【０２４９】
　本明細書に記載された本発明の方法のその他の適した改変および適合は、明らかであり
、本発明の範囲または本明細書に記載された実施形態から逸脱することなく、適した等価
物を使用して行われ得るということは、当業者には容易に明らかとなるであろう。ここで
、本発明を詳細に記載したが、これは、単に例示目的で含まれるのであって、本発明を制
限するものではない以下の実施例を参照することによってより明確に理解されるであろう
。
【実施例】
【０２５０】
　実施例１：ＤＬＬ４抗体の機能活性を決定するために使用したインビトロアッセイ。
【０２５１】
　実施例１．１：ＢＩＡＣＯＲＥ（登録商標）表面プラズモン共鳴技術を使用する親和性
の決定。
【０２５２】
　ＢＩＡＣＯＲＥ（登録商標）表面プラズモン共鳴アッセイ（Ｂｉａｃｏｒｅ，Ｉｎｃ．
、Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ、ＵＳ）は、結合速度定数および解離速
度定数の反応速度測定を用いて、抗体の親和性を決定する。精製された組換えＤＬＬ４細
胞外ドメイン（ＥＣＤ）に対するＤＬＬ４抗体の結合を、ＢＩＡＣＯＲＥ（登録商標）機
器（Ｂｉａｃｏｒｅ２０００、Ｂｉａｃｏｒｅ３０００またはＢｉａｃｏｒｅＴ１００の
いずれか；ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ
、ＵＳ）を用いて、２５℃において、ランニングバッファーＨＢＳ－ＥＰＢ（１０ｍＭの
ＨＥＰＥＳ［ｐＨ７．４］、１５０ｍＭのＮａＣｌ、３ｍＭのＥＤＴＡ、０．１ｍｇ／ｍ
ｌのＢＳＡおよび０．００５％の界面活性剤Ｐ２０）を使用する、表面プラズモン共鳴に
基づく測定によって決定した。例えば、１０ｍＭの酢酸ナトリウム（ｐＨ４．５）中に希
釈されたおよそ９０００ＲＵのヤギ抗ヒトＦｃ特異的ポリクローナル抗体（Ｔｈｅｒｍｏ
　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｃ．、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、Ｉｌｌｉｎｏｉ
ｓ、ＵＳ）をＣＭ５リサーチグレードバイオセンサーチップにわたって、標準アミンカッ
プリングキットを、製造業者の指示書および手順に従って２５μｇ／ｍｌで使用して、直
接固定した。バイオセンサー表面の未反応部分は、エタノールアミンを用いてブロックし
た。反応速度解析のために、１：１　Ｌａｎｇｍｕｉｒ結合モデルに由来する速度方程式
を、多重抗原注入（大規模適合分析を使用する）に、Ｓｃｒｕｂｂｅｒ２（ＢｉｏＬｏｇ
ｉｃ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ）、Ｂｉａｃｏｒｅ　Ｂｉａｅｖａｌｕａｔｉｏｎ４．０．１ソ
フトウェアまたはＢｉａｃｏｒｅ　Ｔ１００　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎソフトウェアを同時
に使用して、適合させた。精製された抗体を、ヤギ抗ヒトＦｃ反応表面にわたる捕捉のた
めに、ランニングバッファーで希釈した。リガンドとして捕捉される抗体（１μｇ／ｍｌ
）を、反応マトリクスにわたって、流速１０μｌ／分で注入した。アッセイの間、すべて
の測定は、捕捉表面単独に対して言及した（すなわち、捕捉された抗ＤＬＬ４抗体を含ま
ない）。結合速度定数および解離速度定数、Ｋｏｎ（Ｍ－１ｓ－１）およびＫｏｆｆ（ｓ
－１）を、８０μｌ／分の連続的な流速の下で決定した。速度定数は、３倍段階希釈とし
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て１．２３－９００ｎＭの範囲で、（二重参照に使用するため）バッファーのみの注入を
含むさまざまな抗原濃度において結合反応速度測定を行うことによって導いた。その後、
抗体と標的抗原との間の反応の平衡解離定数ＫＤ（Ｍ）を、以下の式：ＫＤ＝Ｋｏｆｆ／
Ｋｏｎによる反応速度定数から計算した。結合を時間の関数として記録し、反応速度定数
を計算した。このアッセイにおいて、１０６Ｍ－１ｓ－１の速さの結合速度および１０－

６ｓ－１の遅さの解離速度を測定できた。
【０２５３】
　実施例１．２：ＥＬＩＳＡにより決定した、可溶性ＤＬＬ４細胞外ドメインに対するＤ
ＬＬ４抗体の結合。
【０２５４】
　方法１（捕捉ＥＬＩＳＡ）。
【０２５５】
　９６－ウェルＮｕｎｃ－Ｉｍｍｕｎｏプレート（＃４３９４５４）を、Ｄ－ＰＢＳ（Ｇ
ｉｂｃｏ　＃１４１９０）中５μｇ／ｍｌのヒトＩｇＧに対する抗体（Ｆｃｇ断片特異的
、Ｊａｃｋｓｏｎ　ＩｍｍｕｎｏＲｅｓｅａｒｃｈ、＃１０９－００５－０９８、１００
μｌ／ウェル）を用いてコーティングし、４℃において一晩インキュベートした。ＥＬＩ
ＳＡプレートを、洗浄バッファー（ＰＢＳ、０．０５％　Ｔｗｅｅｎ－２０）を用いて３
回洗浄し、その後、２００ｍｌ／ウェルでブロッキングバッファー（Ｄ－ＰＢＳ、１％Ｂ
ＳＡ、１ｍＭ　ＣａＣｌ２、０．０５％Ｔｗｅｅｎ－２０）を用いて２５℃において１時
間ブロックした。プレートを３回洗浄し、１００μｌ／ウェルのＤＬＬ４抗体（０．００
０１－１００ｎＭ、ブロッキングバッファー中１０倍段階希釈）と一緒に２５℃において
１時間インキュベートし、その後、再度３回洗浄した。捕捉されたＤＬＬ４抗体を含有す
るプレートを、ビオチン標識ヒトＤＬＬ４細胞外ドメイン（ブロッキングバッファー中１
０ｎＭ、１００μｌ／ウェル）と一緒に、２５℃において１時間インキュベートし、３回
洗浄し、ＨＲＰ（ＫＰＬ　＃４７４－３０００、ブロッキングバッファー中１：１０，０
００希釈、１００μｌ／ウェル）をコンジュゲートされたストレプトアビジンと一緒に、
２５℃において１時間インキュベートした。最終洗浄後、プレートを、１００μｌ／ウェ
ルのＥＬＩＳＡ基質（１－Ｓｔｅｐ　Ｕｌｔｒａ　ＴＭＢ－ＥＬＩＳＡ、Ｐｉｅｒｃｅ　
＃３４０２８０）と一緒にインキュベートした。２分後、反応を１００μｌ／ウェルの２
ＮのＨ２ＳＯ４を用いて２５℃において停止させ、吸光度を４５０ｎｍにおいて読み取っ
た。データをＧｒａｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍソフトウェアを使用して分析し、ＥＣ５０値
を報告した。
【０２５６】
　方法２（銅をコーティングしたプレート）。
【０２５７】
　９６－ウェルの銅をコーティングしたプレート（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
　＃１５１４３）を、使用前に洗浄バッファー（ＰＢＳ、０．０５％Ｔｗｅｅｎ－２０）
を用いて３回洗浄し、その後、ＰＢＳ中１μｇ／ｍｌの１００μｌ／ウェルの６×Ｈｉｓ
－タグを付けた組換えＤＬＬ４細胞外ドメイン（ＥＣＤ）（配列番号２０６として開示の
「６×Ｈｉｓ」）と一緒に、２５℃において１時間、振とうしながらインキュベートした
。その後プレートを３回洗浄した。その後、１００μｌ／ウェルの組換えラット／ヒトの
キメラまたは組換えヒト抗ＤＬＬ４抗体を、プレートに、２５℃において１時間、振とう
しながら加え（０．００１６４－２７ｎＭ、ＥＬＩＳＡバッファー＝ＰＢＳＴ、１０％の
Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ（Ｐｉｅｒｃｅ　＃３７５１５）中４倍段階希釈）、その後、再度
３回洗浄した。プレートを、ヤギ抗ヒトＨＲＰ（Ｐｉｅｒｃｅ　＃３１４１２）（ＥＬＩ
ＳＡバッファー中１：４０，０００希釈、１００μｌ／ウェル）と一緒に、２５℃におい
て１時間、振とうしながらインキュベートし、その後３回洗浄した。最終洗浄後、プレー
トを、１００μｌ／ウェルのＥＬＩＳＡ基質（Ｓｉｇｍａ　＃Ｔ８６６５）と一緒にイン
キュベートした。８分後、反応を１００μｌ／ウェルの１Ｎ　ＨＣｌを用いて２５℃にお
いて停止させ、吸光度を４５０ｎｍにおいて読み取った。データをＧｒａｐｈｐａｄ　Ｐ



(94) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

ｒｉｓｍソフトウェアを使用し分析し、ＥＣ５０値を報告した。
【０２５８】
　実施例１．３：フローサイトメトリ（ＦＡＣＳ）により評価した、ヒト腫瘍細胞系の表
面に対するＤＬＬ４モノクローナル抗体の結合。
【０２５９】
　細胞－表面ＤＬＬ４を過剰発現する安定な細胞系を組織培養フラスコから収穫し、４回
洗浄し、１％ウシ血清アルブミンおよび１ｍＭのＣａＣｌ２（ＦＡＣＳバッファー）を含
有するリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）中に再懸濁した。１．５×１０５の細胞を、ＦＡ
ＣＳバッファー中さまざまな濃度の抗体と一緒に、氷上において６０分間インキュベート
した。細胞を２回洗浄し、５０μＬのＲ－フィコエリトリンをコンジュゲートされた抗ラ
ットＩｇＧ、Ｆ（ａｂ’）２断片（ＦＡＣＳバッファー中１：２００希釈）（Ｊａｃｋｓ
ｏｎ　ＩｍｍｕｎｏＲｅｓｅａｒｃｈ、Ｗｅｓｔ　Ｇｒｏｖｅ、ＰＡ、カタログ番号１１
２－１１６－０７２）を加えた。氷上におけるインキュベーション（４℃、６０分）後、
細胞を３回洗浄し、ＦＡＣＳバッファーに再懸濁した。蛍光を、Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋ
ｉｎｓｏｎ　ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ－ＨＴＳ（Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ、Ｓ
ａｎ　Ｊｏｓｅ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ、ＵＳ）を使用して測定した。データを、Ｇｒａ
ｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍソフトウェアを使用して分析し、ＥＣ５０値を、ＤＬＬ４発現細
胞に対する最大ＤＬＬ４抗体の結合の５０％を達成する抗体の濃度として報告した。
【０２６０】
　実施例１．４：ＤＬＬ４抗体による、可溶性ＤＬＬ４細胞外ドメインとのＮｏｔｃｈ－
１相互作用の阻害（競合ＥＬＩＳＡ）。
【０２６１】
　９６－ウェルＮｕｎｃ－Ｉｍｍｕｎｏプレート（ｈｕＤＬＬ４　ＥＬＩＳＡのために＃
４３９４５４）および９６－ウェルＣｏｓｔａｒプレート（ｍｕＤＬＬ４　ＥＬＩＳＡの
ために＃９０１８）を、１６ｎＭのヒトＮｏｔｃｈ－１（Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　＃３
６４７－ＴＫ、Ｄ－ＰＢＳ中１００μｌ／ウェル）を用いてコーティングし、４℃におい
て一晩インキュベートした。その後、プレートを、洗浄バッファー（ＰＢＳ、０．０５％
　Ｔｗｅｅｎ－２０）を用いて３回洗浄し、２００μｌ／ウェルのブロッキングバッファ
ー（Ｄ－ＰＢＳ、１％ＢＳＡ、１ｍＭのＣａＣｌ２、０．０５％Ｔｗｅｅｎ－２０）を用
いて２５℃において１時間ブロックした。ブロッキング中、ビオチン標識ＤＬＬ４細胞外
ドメイン（１４ｎＭ）を、抗体（３０ｐＭ－６６ｎＭ、ブロッキングバッファー中３倍段
階希釈）と、２５℃において１時間、振とうしながら混合した。ブロッキング後アッセイ
プレートを洗浄し、ＤＬＬ４／抗体混合物（１００μｌ／ウェル、２５℃において１時間
、振とうしながら）と一緒にインキュベートした。プレートを再度洗浄し、ＨＲＰ（Ｆｉ
ｔｚｇｅｒａｌｄ　＃６５Ｒ－Ｓ１０４ＰＨＲＰｘ、ブロッキングバッファー中１：５，
０００に希釈）をコンジュゲートされた１００μｌ／ウェルのストレプトアビジンを、２
５℃において１時間、振とうしながら加えた。最終洗浄後、プレートを、１００μｌ／ウ
ェルの基質（ＴＭＢ　Ｓｉｇｍａ　＃Ｔ８６６５）を使用して発色させ、反応を１００μ
ｌ／ウェルで１ＮのＨＣｌを使用して停止させ、吸光度を４５０ｎｍにおいて読み取った
。データをＧｒａｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍソフトウェアを使用し分析し、ＩＣ５０値を、
Ｎｏｔｃｈ１に対して結合したＤＬＬ４の５０％の減少を達成する抗体の濃度として報告
した。
【０２６２】
　実施例１．５：フローサイトメトリにより評価した、抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体に
よるＤＬＬ４過剰発現２９３Ｇ細胞に対する可溶性Ｎｏｔｃｈの結合のブロッキング（競
合ＦＡＣＳ）。
【０２６３】
　Ｎｏｔｃｈブロッキングアッセイ：簡潔に言うと、細胞－表面ＤＬＬ４を過剰発現する
安定な細胞系を組織培養フラスコから収穫し、１％ウシ血清アルブミンおよび１ｍＭのＣ
ａＣｌ２を含有するリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）（ＦＡＣＳバッファー）に再懸濁し
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た。ＨＥＫ２９３Ｇ－ＤＬＬ４細胞を、９６－ウェルプレート（ｖ底）にＦＡＣＳバッフ
ァー中１．５×１０５細胞／ウェルで分注した。細胞を遠沈させた後、上清を廃棄し、適
切に希釈した５０μＬの精製ＩｇＧを各ウェルに加え、氷上で４℃において６０分インキ
ュベートし、次いで５０μＬ／ウェルのＮｏｔｃｈ１－ビオチンを、ヒトＤＬＬ４－２９
３Ｇに対しては０．２μｇ／ｍＬまたはマウスＤＬＬ４－２９３Ｇに対しては２．０μｇ
／ｍＬ（最終的に１．０または０．１μｇ／ｍＬ）で加え、さらに１時間、氷上で４℃に
おいてインキュベートした。ＦＡＣＳバッファーを用いて細胞を２回洗浄後、５０μＬの
Ｒ－フィコエリトリンをコンジュゲートされたストレプトアビジン（ＦＡＣＳバッファー
中１：１５０希釈）（Ｊａｃｋｓｏｎ　ＩｍｍｕｎｏＲｅｓｅａｒｃｈ、Ｗｅｓｔ　Ｇｒ
ｏｖｅ、ＰＡ、カタログ番号０１６－１１０－０８４）を加えた。氷上においてインキュ
ベーション（４°Ｃ、６０分）後、細胞を３回洗浄し、ＦＡＣＳバッファー中に再懸濁し
た。蛍光を、Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ－ＨＴＳ　（
Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ、Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ、ＣＡ）を使用して測定した。デ
ータをＧｒａｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍソフトウェアを使用して分析し、ＩＣ５０値を、Ｄ
ＬＬ４発現細胞に対して結合したＮｏｔｃｈ１の５０％の減少を達成する抗体の濃度とし
て報告した。
【０２６４】
　実施例１．６：Ｎｏｔｃｈリポーターアッセイを使用する、ＤＬＬ４抗体によるＥＡ．
ｈｙ９２６細胞におけるＤＬＬ４－依存性Ｎｏｔｃｈ活性化の阻害。
【０２６５】
　９６－ウェル黒、クリアボトムの組織培養プレートに、７，０００細胞／ウェルの、Ｎ
ｏｔｃｈ－応答性プロモーターにより駆動される、ルシフェラーゼを発現する操作された
ＥＡ．ｈｙ９２６細胞を一晩播種した。２００ｎＭから段階的に希釈された抗体を、完全
長ＤＬＬ４を発現する等量の５，０００ＨＥＫ２９３Ｇ細胞／ウェルと１５分間混合した
。２９３Ｇ／ＤＬＬ４細胞を、ＥＡ．ｈｙ９２６　Ｎｏｔｃｈリポーター細胞と、試験抗
体の存在下で２４時間共培養した。ルシフェラーゼ活性を、Ｐｒｏｍｅｇａの基質（Ｐｒ
ｏｍｅｇａ　＃Ｅ２９４０）により分析した。データをＧｒａｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍソ
フトウェアを使用して分析し、ＩＣ５０値を、ＤＬＬ４－誘導性Ｎｏｔｃｈ活性化の５０
％の減少を達成する抗体の濃度として報告した。
【０２６６】
　実施例１．７：物理化学的特性の特徴付けのための分析方法および技術。
【０２６７】
　ＰＥＧ沈殿法。
【０２６８】
　体積排除の原理に従って固体タンパク質の相分離の誘導のためにＰＥＧを使用すること
は、タンパク質の溶解度を評価する実行可能な取り組みを表す。ＰＥＧは、他の沈殿剤を
上回るいくつかの有利性を有し、タンパク質の変性が、（タンパク質の三次構造に影響を
与えない）周囲温度において最小であり、４℃から３０℃の範囲内の温度調節が必要ない
、すなわち、沈殿研究が研究室ベンチにおいて周囲温度で実施できることを含む。
【０２６９】
　概して、ＰＥＧによるタンパク質の沈殿は、体積排除効果に基づいて説明される。この
理論に従って、タンパク質は、ＰＥＧの直鎖で占められている溶媒の領域から立体的に排
除される。結果として、タンパク質は濃縮され、それらの溶解度を超えた場合に、最終的
には沈殿する。熱力学的用語において、立体排除は、純粋な固体状態の化学ポテンシャル
を超えるまではタンパク質の化学ポテンシャルの増加につながり、タンパク質沈殿をもた
らす。このことは、主として、ＰＥＧとタンパク質との間の相互作用の好ましくない自由
エネルギーが大きいために起こり、立体排除効果によるタンパク質の選択的水和が減少す
る。水溶液において、選択的水和はタンパク質の天然構造の維持に役立つ。概して、体積
排除は、ＰＥＧの分子量が増加するほどより効果的になる、すなわち、ＰＥＧの分子量が
増加するほどタンパク質を沈殿させるために必要なＰＥＧが少なくなることが示されてい
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る。
【０２７０】
　分子量３０００のＰＥＧを、本特許で取り扱う抗体の溶解度を予測するために選択した
。５０％のＰＥＧ溶液は、１グラムのＰＥＧ対１ｍＬの水の比で脱イオン水中にＰＥＧを
溶解することによって作製する。その後、ＰＥＧ溶液を、最初は０．５ｍｇ／ｍｌ未満ま
たは同等の濃度および０．５ｍＬの体積である抗体の溶液に加えた。ＰＥＧ溶液を連続し
て加え、最初の混濁の事例が持続するまで混合した。この沈殿を引き起こすために必要な
ＰＥＧ３０００の百分率は、（５０）×（加えたＰＥＧ３０００溶液の体積）／（ＰＥＧ
添加前の抗体溶液の初期体積）として計算する。
【０２７１】
　沈殿に必要なＰＥＧ３０００の百分率を、既知の水溶解度を有するタンパク質の沈殿に
必要な百分率と比較した。例えば、アダリムバブの水溶解度は２００ｍｇ／ｍＬを超える
。結果として、対象となるタンパク質を沈殿させるために必要なＰＥＧの３０００百分率
が沈殿させるアダリムバブを沈殿させるために必要な百分率と同様である場合、その場合
は、そのタンパク質の予測溶解度はアダリムバブの溶解度と同様である。
【０２７２】
　真正溶解度法。
【０２７３】
　真正溶解度は、Ａｍｉｃｏｎ遠心濾過器を使用して、タンパク質が溶液から沈殿するこ
とが観察されるまで、またはタンパク質がフィルターユニット内で濃縮され得る最小の体
積に達するまで溶液中のタンパク質を濃縮することによって決定される。後者に関して、
１５ｍＬのＡｍｉｃｏｎ遠心濾過器は約５０μｌの最小体積を有し、一方４ｍＬのＡｍｉ
ｃｏｎ遠心濾過器は約１５μｌの最小体積を有する。
【０２７４】
　第１に、タンパク質を特定の製剤（複数可）に透析した。これらの研究のための抗体量
は、１０ｍｇまたははるかに少ない。その後、タンパク質溶液を、Ａｍｉｃｏｎ遠心濾過
器の透過残渣チャンバーに挿入した。チャンバーは、遠心力に供された時に、１０から３
０キロダルトンより小さい分子が通過できる細孔を有するニトロセルロース膜に沿って並
べられている。通常１４０キロダルトンを上回る抗体は保持されるが、一方、水、バッフ
ァー分子、低分子の賦形剤および塩は通過した。その後、遠心濾過器を製造業者の仕様書
に従って、タンパク質が溶液から沈殿することが観察されるまで、またはタンパク質がフ
ィルターユニット内で濃縮され得る最小の体積に達するまで遠心分離にかけた。
【０２７５】
　遠心分離後、タンパク質溶液を透過残渣チャンバーから取り出し、濃度を紫外線吸光度
によって測定した。その後、溶液を２５℃および５℃に１から２日保ち、沈殿の兆候をモ
ニターした。
【０２７６】
　近ＵＶ－ＣＤ技術
　近ＵＶ－ＣＤ分光法は、タンパク質の三次構造についての重要な情報を提供し、この関
連において最も使用されている技術の１つであった。ＣＤは、平面偏光照射の右および左
の円偏光成分の差分吸収を指す。タンパク質に関して、近ＵＶＣＤ領域（２５０－３２０
ｎｍ）中の発色団は芳香族アミノ酸（すなわち、トリプトファン、チロシンおよびフェニ
ルアラニン）およびジスルフィド結合であり、ＣＤ効果は、発色団が非対称（埋没した）
環境中に存在する場合に起こる。２５０－２７０ｎｍの領域のシグナルはフェニルアラニ
ン残基に起因し、２７０－２９０ｎｍのシグナルはチロシンに起因し、２８０－３００ｎ
ｍのシグナルはトリプトファンに起因する。ジスルフィド結合は、近ＵＶスペクトルにわ
たって広範囲に弱いシグナルを生じる。近ＵＶＣＤスペクトルは、タンパク質－タンパク
質相互作用による三次構造のわずかな変化および／または製剤状態の変化に感受性であり
得る。
【０２７７】
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　芳香族アミノ酸のＣＤスペクトルに影響を与え得る他の因子は多数存在する。これらの
中には、（１）タンパク質の剛性、（２）水素結合の性質および（３）さまざまな芳香族
アミノ酸間の相互作用がある。さらに、幾多のこのようなアミノ酸を含むタンパク質は、
正および負のバンドの打消しにより、より小さくなったＣＤバンドを有する可能性がある
。
【０２７８】
　簡潔に言うと、タンパク質を１ｍｇ／ｍｌで所望の製剤（複数可）に透析し、２５０－
３２０ｎｍまたは２４０－３２０ｎｍでＪａｓｃｏ８００ＣＤ分光計を用いて走査した。
タンパク質を含まない対応する製剤もまた走査し、測定値をタンパク質溶液の走査の測定
値から差し引いた。近ＵＶ－ＣＤスペクトルは、モル楕円率対２５０または２４０から３
２０ｎｍまでの波長のプロットであった。
【０２７９】
　一般の抗体に関して、半Ｓ字状プロファイルを有する近ＵＶ－ＣＤスペクトルは良い三
次構造フォールディングを示すが、一方、プロファイルが平坦で特徴が少ないほど、アン
フォールディングが大きくなる傾向がある。密なフォールディングは優れた安定性を伴う
が、一方フォールディングが十分でないと、タンパク質分子間の疎水性相互作用につなが
ることのある疎水性内部が露出し、望ましくない凝集の形成をもたらす。
【０２８０】
　ＤＳＣ技術。
【０２８１】
　抗体の熱安定性を、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）器を使用して評価した。使用したＤＳ
Ｃ器はＣａｐｉｌｌａｒｙ　Ｃｅｌｌ（Ｍｉｃｒｏｃａｌ、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ
　Ｌｔｄ．／Ｍｉｃｒｏｃａｌ、Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ、ＵＫ）を有する自動
ＶＰ－ＤＳＣ装置であった。分子のアンフォールディングを、１℃／分の走査速度を、２
５℃－９５℃の温度範囲にわたって試料１ｍｇ／ｍＬにおいて適用して研究した。適用し
た追加の測定パラメーターは、１６秒のフィッティング期間、１０分予備走査待機時間で
あり、測定は、ｎｏｎｅ－フィードバックモードで実施した。個別の測定当たり、以下に
提供されたプレートフィルスキームを用いて、４２０μＬの試料／ブランクをＤＳＣ測定
試料ホルダーに満たした。得られたサーモグラムを非二状態モデルにフィットさせ、さま
ざまな遷移の中点温度およびエンタルピーを得た。
【０２８２】
　生物学的発達候補が成功するための追加の要求は、タンパク質が依然としてその天然状
態および構造のままであることである。水溶液中のタンパク質は、天然（フォールディン
グした）構造およびその変性した（アンフォールディングな）構造との間で平衡している
。天然状態の安定性は、系のＧｉｂｂｓ自由エネルギー（ＤＧ）の大きさならびにエンタ
ルピー（ＤＨ）およびエントロピー（ＤＳ）の変化の間の熱力学的関係に基づく。正のＤ
Ｇは、天然状態が変性状態より安定している、ＤＧが正に大きいほど安定性は高いことを
示す。タンパク質がアンフォールディングするためには、安定化力が破壊される必要があ
る。構造エントロピーが安定化力に打ち勝つことにより、エントロピーが優勢になる温度
においてタンパク質がアンフォールディングになる。ＤＳＣは、熱変性のためにアンフォ
ールディングするタンパク質のＤＨを測定する。一般則として、遷移中点（Ｔｍ）が高い
ほど、タンパク質は低い温度において安定するということが言える。同じ実験の間、ＤＳ
Ｃは、タンパク質変性に関する熱容量（ＤＣｐ）の変化もまた測定する。タンパク質のア
ンフォールディングに伴う熱容量変化は、主に、天然状態において埋没していたが、変性
状態において溶媒に露出された側鎖の水和における変化による。ＤＳＣは、タンパク質お
よび他の生物学的巨大分子に関する液体製剤の安定性の貴重な予測要素であることが示さ
れている。（Ｒｅｍｍｅｌｅ，Ｒ．Ｌ．Ｊｒ．、Ｇｏｍｂｏｔｚ，Ｗ．Ｒ．、ＢｉｏＰｈ
ａｒｍ１３、３６－４６頁、２０００年およびＲｅｍｍｅｌｅ，Ｒ．Ｌ．Ｊｒ．、Ｎｉｇ
ｈｔｌｉｎｇｅｒ，Ｎ．Ｓ．、Ｓｒｉｎｉｖａｓｅｎ，Ｓ．、Ｇｏｍｂｏｔｚ，Ｗ．Ｒ．
、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．１５、２００－２０８頁、１９９８年）。
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【０２８３】
　ＳＥＣ技術。
【０２８４】
　サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）を使用して、サイズに基づいてタンパク質を
分離した。タンパク質は水性移動相およびカラムにパックされた多孔質固定相樹脂の中に
担持される。カラムにおける保持時間は、タンパク質の流体力学的サイズおよびパックさ
れた樹脂床中の細孔のサイズの関数である。より小型の分子は、樹脂中のより小さい細孔
を貫通でき、大型の分子より長く保持される。カラムからの溶出において、タンパク質は
ＵＶ吸光度によって検出される。ＳＥＣ法は、ＴＳＫゲルガード（ＴＯＳＯＨ　Ｂｉｏｓ
ｃｉｅｎｃｅｓ、Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙｖｉｌｌｅ、ＰＡ、カタログ番号０８５４３）お
よびＴＳＫゲルＧ３０００ＳＷｘＬ（ＴＯＳＯＨ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ、Ｍｏｎｔｇ
ｏｍｅｒｙｖｉｌｌｅ、ＰＡ、カタログ番号０８５４１）を使用した。移動相は、１００
ｍＭのＮａ２ＨＰＯ４、２００ｍＭのＮａ２ＳＯ４、ｐＨ６．８であった。流速は０．２
５ｍＬ／分であった。注入体積は２０μＬの１ｍｇ／ｍＬ試料であった。カラム温度は室
温であった。オートサンプラーの温度は、２－８℃であった。合計実行時間は５５分であ
った。検出は、波長２１４ｎｍ、８ｎｍに設定したバンド幅におけるＵＶ吸光度に基づき
、参照波長３６０ｎｍ、バンド幅１００ｎｍを使用した。
【０２８５】
　凍結－解凍方法。
【０２８６】
　所望の製剤（複数可）中の１ｍｇ／ｍｌの抗体溶液を、－８０℃において少なくとも４
時間凍結し、その後、３０℃においてウォーターバス中で解凍した。その後溶液を－８０
℃において再凍結した。これを５サイクル繰り返した。特定の凍結－解凍サイクル、例え
ば、２回目および４回目の後で、再凍結の前に溶液の一部を、ＳＥＣによる分析のために
採取した。凍結－解凍安定性試験は、変性する氷－水の界面に対するタンパク質分子のよ
り多くの暴露による「最悪の場合」を得るために、低タンパク質濃度において実施した。
より高い濃度において、タンパク質が氷－水の界面に直面することは比例的に少なく、代
わりに他のタンパク質分子と相互作用する。
【０２８７】
　加速安定性法。
【０２８８】
　所望の製剤（複数可）中の１ｍｇ／ｍｌの抗体溶液を、滅菌状態下で０．２２μｍＰＶ
ＤＦフィルターを通過させ、４０℃および／または５０℃において少なくとも２１日間イ
ンキュベートした。７日および２１日目に、アリコートを滅菌状態下で採取し、ＳＥＣに
よる分析に供した。その後、溶液をインキュベーションに戻した。
【０２８９】
　実施例２：ラットハイブリドーマ技術による、ラット抗ＤＬＬ４モノクローナル抗体の
作製。
【０２９０】
　ラットを、当技術分野において既知の方法に従って免疫化した（例えば、Ｅ　Ｈａｒｌ
ｏｗ、Ｄ．Ｌａｎｅ、Ａｎｔｉｂｏｄｙ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｄ　
Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、ＮＹ、１９９８年）。完全長ヒトＤＬＬ４を発現するヒト
細胞系および組換えマウスＤＬＬ４－ＥＣＤ（ＤＬＬ４細胞外ドメイン）タンパク質を免
疫原として使用した。ヒトＤＬＬ４またはマウスＤＬＬ４のいずれかを発現するマウス細
胞系を、抗血清力価の決定および抗原－特異的抗体を分泌するハイブリドーマのスクリー
ニングのために使用した。免疫化投薬量は、初回およびブースト免疫化の両方に関して１
×１０６細胞／ラット／注射を含有した。マウスＤＬＬ４に対する免疫応答を増加するた
めに、ラットを、不完全フロインドアジュバント（Ｓｉｇｍａ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ
、ＵＳ）と一緒のエマルジョン形態で組換えマウスＤＬＬ４－ＥＣＤをさらにブーストし
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た。簡潔に言うと、アジュバント－抗原混合物を、まずアジュバントをバイアル中でボル
テックスを使用して穏やかに混合することによって調製した。所望の量のアジュバントを
バイアルから取り出し、オートクレーブにかけた１．５ｍＬ微小遠心管に入れた。抗原は
、ＰＢＳまたは生理食塩水中で０．５－１．０ｍｇ／ｍｌに及ぶ濃度で調製した。その後
、計算された量の抗原を、アジュバントを含む微小遠心管に加え、溶液を穏やかに２分間
ボルテックスすることにより混合し、油中水エマルジョンを作製した。その後アジュバン
ト－抗原溶液を、動物注射用の適切な注射器に引き込んだ。合計５０μｇの抗原が、５０
－１００μｌの体積中に注入された。各動物を免疫化し、その後力価に依存して２から３
回ブーストした。優れた力価を有する動物には、融合前にヒトＤＬＬ４を発現する細胞系
を最終皮下ブーストした。
【０２９１】
　ハイブリドーマの融合およびスクリーニング。
【０２９２】
　マウス骨髄腫細胞系（ＳＰ２／０－Ａｇ１４、ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１５８１）の細胞を
、融合直前に対数期に達するまで培養した。免疫化されたラット脾臓細胞を、滅菌的に調
製し、当技術分野において既知の方法に従って、骨髄腫細胞と融合した（例えば、Ｅ　Ｈ
ａｒｌｏｗ、Ｄ．Ｌａｎｅ、Ａｎｔｉｂｏｄｙ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａ
ｌ、（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、ＮＹ、１９９８年）；Ｋｏｈｌｅｒ　ＧおよびＭ
ｉｌｓｔｅｉｎ　Ｃ．、「Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｃｕｌｔｕｒｅｓ　ｏｆ　ｆｕｓｅｄ
　ｃｅｌｌ　ｓｅｃｒｅｔｉｎｇ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｏｆ　ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ　ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ」Ｎａｔｕｒｅ、２５６：４９５－４９７頁（１９７５年）。続い
て、融合された「ハイブリッド細胞」を、９６－ウェルプレート内のＤＭＥＭ／２０％Ｆ
ＣＳ／ＨＡＴ培地中に分注した。生存ハイブリドーマコロニーを、融合後７から１０日に
顕微鏡下で観察した。２週間後、各ウェルからの上清を、組換えヒトＤＬＬ４またはマウ
スＤＬＬ４のいずれかを発現するマウス細胞系を使用して、細胞に基づく結合スクリーニ
ングに供した。簡潔に言うと、ヒトまたはマウスＤＬＬ４のいずれかを発現するマウス細
胞系の混合物（１：１比）を、９６－ウェル（丸底）プレートに１×１０６細胞／ウェル
で分注し、ハイブリドーマ上清（５０μｌ）と一緒に４℃において１時間インキュベート
した。その後、細胞を、ＦＡＣＳバッファー（ＰＢＳ＋２％ＢＳＡ）を用いて３回洗浄し
、ＨＲＰ－ヤギ抗ラットＩｇ－ＰＥ（フィコエリトリン）を、ＦＡＣＳ機における検出の
ために使用した。ハイブリドーマを、以下の手順に従ったＥＬＩＳＡフォーマットを使用
してスクリーニングした。ＥＬＩＳＡプレートを、５０μｌのヒトＤＬＬ４またはマウス
ＤＬＬ４（ＰＢＳ中２．０μｇ／ｍｌ）のいずれかを用いて、４℃において一晩コーティ
ングした。プレートを、２５０μｌのＰＢＳ／０．５％Ｔｗｅｅｎ２０を用いて３回洗浄
し、２００μｌのブロッキングバッファー（０．５％Ｔｗｅｅｎ２０を含むＰＢＳ中２％
ＢＳＡ）を用いてブロックした。希釈された血清またはハイブリドーマ上清（１００μｌ
）を各ウェルに加え、室温において１時間インキュベートした。その後プレートを、ＰＢ
Ｓ／０．５％Ｔｗｅｅｎ２０を用いて３回洗浄し、ＨＲＰ－ヤギ抗ラット－ＩｇＧを検出
に使用し、結合ＯＤを４５０ｎｍにおいて観察した。その後、ヒトＤＬＬ４もしくはマウ
スＤＬＬ４のいずれか、または両方と結合する抗体を分泌する陽性ハイブリドーマを選択
し、２４－ウェルプレートに移し、限外希釈によりサブクローニングし、細胞系のクロー
ン性を確保した。各モノクローナル抗体のアイソタイプを、Ｚｙｍｅｄ’ｓ　Ｍｏｕｓｅ
　ＭｏｎｏＡｂ－ＩＤ　キットを使用して決定した。高い特異的結合活性を示した抗体を
産生するハイブリドーマクローンをサブクローニングし、精製し（表５）、抗体の親和性
（Ｂｉａｃｏｒｅ）および効力（ＮｏｔｃｈブロッキングＦＡＣＳおよびリポーターアッ
セイ）を以下のように特徴付けた。
【０２９３】
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【表１０】

【０２９４】
　実施例３：抗ＤＬＬ４ラットモノクローナル抗体のインビトロの特徴付け
　これらのラットモノクローナル抗体（ｍＡｂ）の抗原結合親和性を、実施例１．１に記
載のＢＩＡＣＯＲＥ技術により決定し、以下の表６および７に示した。それらのインビト
ロ活性を、実施例１に記載の他の方法を使用してさらに検査し、表８に要約した。さらな
る特徴付けを決定した３７Ｄ１０および４０Ｂ１０は同一のラットｍＡｂであった。
【０２９５】
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【表１１】

【０２９６】
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【表１２】

【０２９７】
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【表１３】

【０２９８】
　実施例４：ＤＮＡのクローニングおよび配列決定による、抗ＤＬＬ４ラットモノクロー
ナル抗体の可変領域タンパク質配列の演繹（Ｄｅｄｕｃｔｉｏｎ）。
【０２９９】
　全ＲＮＡを、ＲＮｅａｓｙミニキット（Ｑｉａｇｅｎ、カタログ番号７４１０４）を使
用し、以下のプロトコルを使用してハイブリドーマの細胞ペレットから抽出した。６００
μｌのバッファーＲＬＴを加え、上下に数回ピペッティングすることにより細胞を破壊し
た。細胞溶解液を、２０ゲージの針を取り付けたＲＮａｓｅを含まない注射器を１０回通
過させることによって均一化した。１体積の７０％エタノールを均一化溶解液に加え、ピ
ペッティングによりよく混合した。最大７００μｌの試料をＲＮｅａｓｙスピンカラムに
一度に加え、１５秒間、１０，０００ｒｐｍにおいて回転させ、素通り画分を廃棄した。
７００μｌのバッファーＲＷ１をカラムに加え、１５秒間、１０，０００ｒｐｍにおいて
回転させ、素通り画分を廃棄した。５００μｌのＲＰＥバッファーを加え、カラムメンブ
レンを洗浄し、１５秒間、１０，０００ｒｐｍにおいて回転させ、素通り画分を廃棄した
。同じステップを、もう１回繰り返すが、カラムは２分間遠心分離にかけた。その後、試
料を、１分間、１０，０００ｒｐｍにおいて遠心分離にかけ、バッファーＲＰＥのすべて
のキャリーオーバーを取り除いた。ＲＮＡを、３０μｌのＲＮａｓｅを含まない水を用い
て、１分、１０，０００ｒｐｍにおいて遠心分離にかけることによって溶出した。続いて
、２μｇの全ＲＮＡを、ＲＴ－ＰＣＲ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、カタログ番号１１９０４
－０１８）のためのＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔ　Ｆｉｒｓｔ－Ｓｔｒａｎｄ　Ｓｙｎｔｈｅ
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ｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍを使用して、以下のプロトコルに従って第１鎖ｃＤＮＡを合成する
ために使用した：２μｇのＲＮＡ＋２μｌのｄＮＴＰ＋２μｌのＯｌｉｇｏ（ｄＴ）＋Ｄ
ＥＰＣ－Ｈ２Ｏ（２０μｌまで）を６５℃において５分間インキュベートし、その後、少
なくとも１分氷に移した。その後、試料を以下の混合物：４μｌの１０×ＲＴバッファー
＋８μｌの２５ｍＭのＭｇＣｌ２＋４μｌの０．１ＭのＤＴＴ＋２μｌのＲＮａｓｅ　Ｏ
ＵＴに加え、４２℃において２分間インキュベートした。その後、２μｌのＳｕｐｅｒＳ
ｃｒｉｐｔ　ＩＩ　ＲＴを試料に加え、４２℃において５０分間インキュベートした。そ
の後、試料を７０℃において１５分間インキュベートし、氷上において冷やした。その後
、２μｌのＲＮａｓｅ　Ｈを加え、試料を３７℃において２０分間インキュベートした。
その後、ｃＤＮＡを抗体の可変領域のＰＣＲ増幅の鋳型として使用した。ＰＣＲを、第１
鎖ｃＤＮＡ、マウスＩｇ－Ｐｒｉｍｅｒ　Ｓｅｔ　（Ｎｏｖａｇｅｎ、カタログ番号６９
８３１－３）由来のプライマーおよびＰｌａｔｉｎｕｍ　Ｓｕｐｅｒ　Ｍｉｘ　Ｈｉｇｈ
　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、カタログ番号１２５３２－０１６）を使用
して実施した。重鎖可変領域を増幅するために、ＰＣＲ試料を以下のように組み立てた：
２２．５μｌのＰＣＲ　Ｓｕｐｅｒ　Ｍｉｘ＋０．２５μｌのリバースプライマーＭｕＩ
ｇＧ　ＶＨ３’－２＋１μｌのｃＤＮＡ＋１．２５μｌの１種のフォワードプライマー（
ＶＨ－Ａ、ＶＨ－Ｂ）または０．５μｌの１種のフォワードプライマー（ＶＨ－Ｃ、ＶＨ
－Ｄ、ＶＨ－Ｅ、ＶＨ－Ｆ）。軽鎖可変領域を増幅するために、ＰＣＲ試料を以下のよう
に組み立てた：２２．５μｌのＰＣＲ　Ｓｕｐｅｒ　Ｍｉｘ＋０．２５μｌのリバースプ
ライマーＭｕＩｇＫＶＬ－３’－１＋１μｌのｃＤＮＡ＋１．２５μｌの１種のフォワー
ドプライマー（ＶＬ－Ａ、ＶＬ－Ｂ）または０．５μｌの１種のフォワードプライマー（
ＶＬ－Ｃ、ＶＬ－Ｄ、ＶＬ－Ｅ、ＶＬ－Ｆ、ＶＬ－Ｇ）。
【０３００】
　プライマーＶＨ－Ａ、ＶＨ－Ｂ、ＶＬ－ＡおよびＶＬ－Ｂを含む試料に関して、以下の
ＰＣＲサイクルを使用した（ステップ２から４を４０－４５サイクル）：
１－変性９４℃２分
２－変性９４℃３０秒
３－アニーリング５０℃３０秒
４－伸長６８℃１分
５－最終伸長６８℃５分
６－冷却４℃常時
　プライマーＶＨ－ＣからＶＨ－ＦおよびＶＬ－ＣからＶＬ－Ｇを含む試料に関して、以
下のＰＣＲサイクルを使用した（ステップ２から４を４０－４５サイクル）：
１－変性９４℃２分
２－変性９４℃３０秒
３－アニーリング６０℃３０秒
４－伸長６８℃１分
５－最終伸長６８℃５分
６－冷却４℃常時
【０３０１】
　ＰＣＲ産物を１．２％アガロースゲル上で電気泳動させ、期待されたサイズ（４００－
５００ｂｐ）に移動したバンドをＤＮＡの抽出のために切り取った。ＤＮＡを、ＱＩＡｑ
ｕｉｃｋ　Ｇｅｌ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（Ｑｉａｇｅｎ、カタログ番号２８７
０４）を使用して、以下のプロトコルに従って精製した：ゲル切片を秤量した。１体積の
ゲルに対して３体積のバッファーＱＧを、各ゲル切片に加えた。試料を、ゲル切片が完全
に溶解するまで、５０℃において１０分間インキュベートし、２－３分ごとに混合した。
その後、１ゲル体積のイソプロパノールを各試料に加え、混合した。その後、試料をＱＩ
Ａｑｕｉｃｋカラムに適用し、１分間、１３０００ｒｐｍにおいて遠心分離にかけた。洗
浄のために、７５０μｌのバッファーＰＥを試料に加え、１分間、１３０００ｒｐｍにお
いて回転させた。その後、カラムをさらに１分間、１３０００ｒｐｍにおいて遠心分離に



(105) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

かけ、残存するエタノールを完全に除去した。ＤＮＡを、３０μｌのＨ２Ｏを各カラムに
加え、１分間、１３０００ｒｐｍにおいて回転させることによって抽出した。その後、精
製されたＰＣＲ産物を配列決定し、可変領域配列を特定した（表９、下記）。
【０３０２】
【表１４】
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【０３０３】
　実施例５：キメラ抗体の作製
　抗ＤＬＬ４ラットｍＡｂの重鎖および軽鎖の可変ドメイン（表９、上記）を、突然変異
ヒトＩｇＧ１（Ｌ２３４、２３５Ａ）の重鎖およびカッパ軽鎖定常領域に、それぞれイン
フレームでクローニングした。得られたキメラ抗体の活性を、ＦＡＣＳに基づく結合アッ
セイおよび競合アッセイ（表１０、下記）において確認し、それらの親ラットｍＡｂと同
様であった。
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【０３０４】
【表１５】

【０３０５】
　実施例６：抗ＤＬＬ４ラットモノクローナル抗体１Ａ１１のヒト化。
【０３０６】
　１Ａ１１ラット抗ＤＬＬ４抗体（表９、上記）をヒト化した。ヒト化変異体アミノ酸配
列のＶＨ．１、ＶＨ．１ａ、ＶＨ．１ｂ、ＶＨ．２ａ、ＶＬ．１、ＶＬ．１ａ、ＶＬ．１
ｂ，およびＶＬ．２ａ（表１１、下記）を、最も相同のヒト生殖系列に基づくＤＮＡ配列
に変換し、合成した。重鎖変異体に関して、ヒト生殖系列重鎖アクセプター配列のＶＨ３
－７ＦＲ１、ＶＨ３－７ＦＲ２、ＶＨ３－７ＦＲ３およびＪＨ４ＦＲ４を使用した（表３
、上記を参照されたい）。軽鎖変異体のＶＬ．１、ＶＬ．１ａおよびＶＬ．１ｂに関して
、ヒト生殖系列軽鎖アクセプター配列のＯ２　ＦＲ１、Ｏ２　ＦＲ２、Ｏ２　ＦＲ３およ
びＪＫ２　ＦＲ４を使用した（表３、上記を参照されたい）。軽鎖変異体のＶＬ．２ａに
関して、ヒト生殖系列軽鎖アクセプター配列のＬ２　ＦＲ１、Ｌ２　ＦＲ２、Ｌ２　ＦＲ
３およびＪＫ２　ＦＲ４を使用した（表４、上記を参照されたい）。個別の構築体を配列
検証し、正確さを照合した。その後、陽性変異体を２５０ｍｌのＬｕｒｉａブロス＋アン
ピシリンに接種し、３７℃において一晩培養した。ＤＮＡを、変異体培養液からＱｉａｇ
ｅｎ　Ｈｉ　ｓｐｅｅｄ　ｍａｘｉ　ｐｒｅｐ　ｋｉｔ（１２６６２）を使用して抽出し
た。
【０３０７】
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【０３０８】
　ヒト化抗体を、各重鎖変異体と各軽鎖変異体とを、合計１６種の変異体に組み合わせる
ことによって作製した（表１２、下記）。変異体１－４はそれぞれ、ＶＨ．１と各ＶＬ変
異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：０の復帰突然変異、ＶＬ．１ａ：４つの復帰突然変
異、ＶＬ．１ｂ：１つの復帰突然変異およびＶＬ．２ａ：５つの復帰突然変異。変異体５
－８はそれぞれ、ＶＨ．１ａと各ＶＬ変異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：２つの復帰
突然変異、ＶＬ．１ａ：６つの復帰突然変異、ＶＬ．１ｂ：３つの復帰突然変異およびＶ
Ｌ．２ａ：７つの復帰突然変異。変異体９－１２はそれぞれ、ＶＨ．１ｂと各ＶＬ変異体
とをペアで含有した：ＶＬ．１：１つの復帰突然変異、ＶＬ．１ａ：５つの復帰突然変異
、ＶＬ．１ｂ：２つの復帰突然変異およびＶＬ．２ａ：６つの復帰突然変異。変異体１３
－１６はそれぞれ、ＶＨ．２ａと各ＶＬ変異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：３つの復
帰突然変異、ＶＬ．１ａ：７つの復帰突然変異、ＶＬ．１ｂ：４つの復帰突然変異、ＶＬ
．２ａ：８つの復帰突然変異。
【０３０９】
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【表１７】

【０３１０】
　１６種の変異体すべてを、５０ｍｌのＨＥＫ２９３　６ｅ懸濁細胞培養液に、６０％対
４０％の軽鎖対重鎖構築体の比率で一時的にトランスフェクトした。１ｍｇ／ｍｌのＰＥ
Ｉを使用して、細胞をトランスフェクトした。振とうするフラスコにおいて６日後、細胞
上清を収穫し、遠沈させて細胞をペレットにし、０．２２μｍのフィルターを介して濾過
し、培養液汚染物からＩｇＧを分離した。ヒトＤＬＬ４に結合する変異体を、まず捕捉結
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合ＥＬＩＳＡ（実施例１．２）を介して評価し、これは、濾過された２９３　６ｅ細胞上
清内でＩｇＧを捕捉するためにヤギ抗ヒト－Ｆｃ捕捉抗体（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｉｍｍｕｎ
ｏＲｅｓｅａｒｃｈ、１０９－００５－００８）を利用した（表１３、下記）。１６種す
べての変異体は、きわめて同等の親和性を有し、さらなる特徴付けのために精製した。
【０３１１】
　１６種すべての変異体（ｈ１Ａ１１．１－ｈ１Ａ１１．１６）を、１上清体積のプロテ
インＡ　ＩｇＧ結合バッファー（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　２１００１）お
よび１ｍｌのｒＰｒｏｔｅｉｎＡセファロース・ファーストフロービーズ（ＧＥ　Ｈｅａ
ｌｔｈｃａｒｅ、１７－１２７９－０４）を加えることによってバッチ精製した。ビーズ
およびバッファーを加えた上清を、一晩、４℃において揺り動かし、翌日、ビーズを、ｐ
ｏｌｙ　ｐｒｅｐクロマトグラフィーカラム（Ｂｉｏ　Ｒａｄ、７３１－１５５０）に重
力によって回収した。ひとたび上清がカラムを通過したら、ビーズを、１０カラム体積の
結合バッファーを用いて洗浄し、ＩｇＧを、Ｉｍｍｕｎｏｐｕｒｅ　ＩｇＧ溶出バッファ
ー（Ｐｉｅｒｃｅ、１８５　１５２０）を用いて抽出し、１ｍｌのアリコートを回収した
。ＩｇＧを含有する分画をプールし、ＰＢＳにおいて一晩、４℃において透析した。
【０３１２】
　精製された変異体を、ヒト、マウスおよびカニクイザルのＤＬＬ４に対するそれらの親
和性に関して、結合ＥＬＩＳＡ（実施例１．２、方法２）、Ｂｉａｃｏｒｅ（実施例１．
１）およびフローサイトメトリ（ＦＡＣＳ）によってさらに特徴付けた。１６種すべての
変異体が親組換え抗体１Ａ１１と同等の親和性を、３種すべてのアッセイにおいて示した
（表１３）。その後、ヒト化変異体をヒトおよびマウスのＤＬＬ４に対するそれらの機能
性を、競合ＥＬＩＳＡ（実施例１．３）およびＮｏｔｃｈリポーターアッセイ（実施例１
．６）によって試験した。１６種すべての変異体は、親組換え抗体１Ａ１１と同等の効力
を両方のアッセイにおいて示した（表１４、下記）。
【０３１３】
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【表１８】

【０３１４】
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【表１９】

【０３１５】
　抗ＤＬＬ４１Ａ１１抗体をヒト化するための追加の設計
　抗ＤＬＬ４ラットモノクローナル抗体１Ａ１１をヒト化するための追加のＶＨおよびＶ
Ｌの設計を以下の表に示す。
【０３１６】
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【表２０】

【０３１７】
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　実施例７：抗ＤＬＬ４ラットｍＡｂ３８Ｈ１２のヒト化
　３８Ｈ１２ラット抗ＤＬＬ４抗体（表９、上記）をヒト化した。ヒト化変異体アミノ酸
配列ＶＨ．１、ＶＨ．１ａ、ＶＨ．１ｂ、ＶＨ．２ａ、ＶＬ．１、ＶＬ．１ａ、ＶＬ．１
ｂおよびＶＬ．２ａ（表１６、下記）を、最も相同のヒト生殖系列に基づくＤＮＡ配列に
変換し、合成した。ヒト生殖系列重鎖アクセプター配列ＶＨ３－３０　ＦＲ１、ＶＨ３－
３０　ＦＲ２、ＶＨ３－３０　ＦＲ３およびＪＨ３　ＦＲ４（表３を参照されたい）を、
表１６に示したヒト化重鎖変異体を作製するために使用した。ヒト生殖系列軽鎖アクセプ
ター配列Ｏ２　ＦＲ１、Ｏ２　ＦＲ２、Ｏ２　ＦＲ３およびＪＫ２　ＦＲ４（表４を参照
されたい）を、表１６に示したヒト化軽鎖変異体を作製するために使用した。個別の構築
体を配列検証し、正確さを照合した。その後、陽性変異体を１５０ｍｌのＬｕｒｉａブロ
ス＋アンピシリンに接種し、３７℃において一晩培養した。ＤＮＡを、変異体培養液から
Ｑｉａｇｅｎ　Ｈｉ　ｓｐｅｅｄ　ｍａｘｉ　ｐｒｅｐ　ｋｉｔ（１２６６２）を使用し
て抽出した。
【０３１８】
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【０３１９】
　ヒト化抗体を、各重鎖変異体と各軽鎖変異体とを、合計１６種の変異体に組み合わせる
ことによって作製した（表１７、下記）。変異体１－４はそれぞれ、ＶＨ．１と各ＶＬ変
異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：０の復帰突然変異、ＶＬ．１ａ：４つの復帰突然変
異、ＶＬ．１ｂ：１つの復帰突然変異およびＶＬ．２ａ：５つの復帰突然変異。変異体５
－８はそれぞれ、ＶＨ．１ａと各ＶＬ変異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：４つの復帰
突然変異、ＶＬ．１ａ：８つの復帰突然変異、ＶＬ．１ｂ：５つの復帰突然変異およびＶ
Ｌ．２ａ：９つの復帰突然変異。変異体９－１２はそれぞれ、ＶＨ．１ｂと各ＶＬ変異体
とをペアで含有した：ＶＬ．１：１つの復帰突然変異、ＶＬ．１ａ：５つの復帰突然変異
、ＶＬ．１ｂ：２つの復帰突然変異およびＶＬ．２ａ：５つの復帰突然変異。変異体１３
－１６はそれぞれ、ＶＨ．２ａと各ＶＬ変異体とをペアで含有した：ＶＬ．１：５つの復
帰突然変異、ＶＬ．１ａ：９つの復帰突然変異、ＶＬ．１ｂ：６つの復帰突然変異、ＶＬ
．２ａ：１０の復帰突然変異。
【０３２０】
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【０３２１】
　１６種の変異体すべてを、５０ｍｌのＨＥＫ２９３　６ｅ懸濁細胞培養液に、６０％対
４０％の軽鎖対重鎖構築体の比で一時的にトランスフェクトした。１ｍｇ／ｍｌのＰＥＩ
を使用して、細胞をトランスフェクトした。振とうするフラスコにおいて７日後、細胞上
清を収穫し、遠沈させて細胞をペレットにし、０．２２μｍのフィルターを介して濾過し
、培養液汚染物からＩｇＧを分離した。ヒトＤＬＬ４に結合する変異体を、まず捕捉結合
ＥＬＩＳＡ（実施例１．２）を介して評価し、これは、濾過された２９３　６ｅ細胞上清
内でＩｇＧを捕捉するためにヤギ抗ヒト－Ｆｃ捕捉抗体（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｉｍｍｕｎｏ
ｒｅｓｅａｒｃｈ、１０９－００５－００８）を利用した（ＥＬＩＳＡ結合ＥＣ５０、表
１８、下記を参照されたい）。ＶＨ．１を含有する変異体は、他の変異体と比較して最も
低い結合親和性を示し、スクリーニングの範囲外であると考えられる。ＶＨ．１はＣＤＲ
をグラフトされており、フレームワークの復帰突然変異はない。
【０３２２】
　その後、優れた結合体（ｈ３８Ｈ１２．５－ｈ３８Ｈ１２．１６）を、１上清体積のプ
ロテインＡ　ＩｇＧ結合バッファー（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　２１００１
）および８００μｌのｒＰｒｏｔｅｉｎＡセファロース・ファーストフロービーズ（ＧＥ
　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、１７－１２７９－０４）を加えることによってバッチ精製した
。ビーズおよびバッファーを加えた上清を、室温において４時間撹拌し、ビーズを、ｐｏ
ｌｙ　ｐｒｅｐクロマトグラフィーカラム（Ｂｉｏ　Ｒａｄ、７３１－１５５０）に重力
によって回収した。ひとたび上清がカラムを通過したら、ビーズを、１０ｍｌの結合バッ
ファーを用いて洗浄し、ＩｇＧを、Ｉｍｍｕｎｏｐｕｒｅ　ＩｇＧ溶出バッファー（Ｐｉ
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ｅｒｃｅ、１８５　１５２０）を用いて抽出し、１００μｌの１Ｍ　Ｔｒｉｓ、ｐＨ８を
用いて中和した１ｍｌのアリコートを回収した。
【０３２３】
　精製した変異体を、ヒトＮｏｔｃｈ－１競合ＥＬＩＳＡ（実施例１．４）でさらに特徴
付け、これは、ＥＬＩＳＡプレート上へのＮｏｔｃｈ－１　Ｆｃのプレーティングおよび
ビオチン化ヒトＤＬＬ４＋滴定された抗体の予備インキュベートのフォーマットを使用し
た。シグナルを、Ｎｏｔｃｈ－１　Ｆｃに結合する遊離のビオチン化ＤＬＬ４によって評
価した。強い結合体は、低抗体濃度においてシグナルを阻害した。ｈ３８Ｈ１２．５から
ｈ３８Ｈ１２．７は、他の変異体と比較して低い競合効力を示した（Ｎｏｔｃｈ競合ＥＬ
ＩＳＡ　ＥＣ５０、表１８、下記を参照されたい）。
【０３２４】
　結合ＥＬＩＳＡによって決定した優れた結合変異体を、細胞に基づいたアッセイスクリ
ーニングと同時にＢｉａｃｏｒｅ（実施例１．１）によって評価した。ヒトＤＬＬ４に関
するＫＤは、すべての変異体に関して同様であった（下記、表１８中のＢｉａｃｏｒｅ，
ＫＤを参照されたい）。変異体を、ヒトＤＬＬ４に対する直接結合（実施例１．３；下記
、表１８中のＦＡＣＳ結合ＥＣ５０）およびＮｏｔｃｈ－１シグナル伝達の阻害（実施例
１．６；下記、表１８中のＮｏｔｃｈリポーターアッセイＥＣ５０）を検査した、細胞に
基づいたアッセイにおいてスクリーニングした。
【０３２５】
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【０３２６】
　抗ＤＬＬ４　３８Ｈ１２抗体をヒト化するための追加の設計
抗ＤＬＬ４ラットモノクローナル抗体３８Ｈ１２をヒト化するための追加のＶＨおよびＶ
Ｌの設計を以下の表に示す。
【０３２７】
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【表２４】

【０３２８】
　実施例８：ｈ１Ａ１１．１．の親和性成熟
　ヒト化抗体ｈ１Ａ１１．１を、親和性成熟に関する鋳型として使用した。ライブラリー
の設計の説明を以下に提供する。モノクローナル抗体の可変領域の配列番号付けは、カバ
ット（Ｋａｂａｔ）の番号付け（上記、またはｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｗｅｂｓｉｔｅ　ｂ
ｉｏｉｎｆ．ｏｒｇ．ｕｋ／ａｂｓ／＃ｋａｂａｔｎｕｍを参照されたい）により注釈を
付け、以下に記載のライブラリーの作製に使用した。
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【０３２９】
　３種のライブラリーを以下のように作った。
【０３３０】
　Ｈ１＋Ｈ２ライブラリー（ドーピング：７６０８０８０８）：
　　３０、３１、３２、３５、５０、５２、５２ａ、５５、５６、５７および５８におい
て１１残基をドープした。
　　７６位（Ｖ／Ｉ）において生殖系列およびｈ１Ａ１１の配列の間を切り替える。
　　１０９のライブラリーは、４個以下の突然変異残基を有する突然変異体を少なくとも
３．７回サンプリングした。
　　４から６残基を担持する突然変異体を含むライブラリーの大部分を、ドーピングによ
り突然変異させた。
【０３３１】
　Ｈ３ライブラリー（ドーピング：７０１０１０１０）
　　９５、９６、９７、９８、９９、１００、１００ａおよび１０２において８残基をド
ープした。
　　９３位（Ａ／Ｓ）および１０１位（Ｄ／Ａ）において生殖系列およびｈ１Ａ１１配列
の間を切り替える。
　　１０９のライブラリーは、４個以下の突然変異残基を有する突然変異体を少なくとも
４．７回サンプリングした。
　　４から５残基を担持する突然変異体を含むライブラリーの大部分を、ドーピングによ
り突然変異させた。
【０３３２】
　ＬＣライブラリー（ドーピング：７０１０１０１０）：
　２８、３０、３１、５０、５３、９２、９３、９４および９６位において９残基をドー
プした。
　２７（Ｑ／Ｅ）、４３（Ａ／Ｓ）、４９（Ｙ／Ｆ）、５２（Ｓ／Ｎ）、７１（Ｆ／Ｓ）
、８７（Ｙ／Ｆ）および９１（Ｓ／Ｙ）の７つの位置において、生殖系列およびｈ１Ａ１
１配列の間で切り替える。
　１０９のライブラリーは、４個以下の突然変異残基を有する突然変異体を少なくとも１
回サンプリングした。
　４から６残基を担持する突然変異体を含むライブラリーの大部分を、ドーピングにより
突然変異させた。
　　　ｒＨＣライブラリー：Ｈ１＋Ｈ２およびＨ３ライブラリーのアウトプットを組み換
える。
　　　ｒＨＣＬＣライブラリー：Ｈ１＋Ｈ２、Ｈ３およびＬＣライブラリーのアウトプッ
トを組み換える。
【０３３３】
　　ＶＨおよびＶＬのフレームワーク両方の生殖系列化は、予測された免疫原性を減少さ
せた。ｈ１Ａ１１ＶＬ．１ａにおける最も望ましい生殖系列化突然変異は、Ｓ４３Ａおよ
びＳ７１Ｆであった。
【０３３４】
　ドープされた残基に関して使用したコドンをここに明記した：
　　プロリンがドープされる場合、抗体配列中のもともとのコドンとは関係なくドーピン
グオリゴはＣ（５－８５－５－５）Ｃ（５－８５－５－５）Ｓコドンを有する。これらの
コドンは、以下の基準に基づいて選択された。
　　　１．非同義変異を増加する
　　　２．突然変異した場合、より多くのアミノ酸の範囲を増加する
　　　３．頻度の高いコドンを使用する
　　　４．ＳＳＳおよびＷＷＷコドンは避ける
　ドーピング順序はＡ－Ｃ－Ｇ－Ｔであった。
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【０３３５】
【化１】



(130) JP 5964249 B2 2016.8.3

10

20

30

40

【０３３６】
　ｈ１Ａ１１．１ライブラリーを酵母細胞に形質転換し、磁気、その後蛍光標識細胞分取
により、低濃度のビオチン化ＤＬＬ４細胞外ドメインに対して選択される細胞表面にディ
スプレイした。結合速度もしくは解離速度または両方の改善のための選択を実施し、親和
性を調節されたｈｕ１Ａ１１クローンの抗体タンパク質配列（表２０および２１、下記）
を、さらなる特徴付けのためのＩｇＧフォーマットに変換し戻すために酵母細胞から回収
した。（表２２中のクローンの要約を参照されたい）。表２３は、フレームワーク領域（
ＦＲ）およびＣＤＲの両方において親和性成熟の選択の間に観察されたアミノ酸を挙げる
。
【０３３７】
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【表２５】
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【０３３８】
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【表２６】
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【０３３９】
【表２７】

【０３４０】
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【表２８】

【０３４１】
　ｈｕ１Ａ１１．１親和性成熟クローン（表２２）を発現させ、精製し、さらにインビト
ロで特徴付けた。それらの抗原結合親和性を、実施例１．１に記載のＢｉａｃｏｒｅ技術
により決定し、表２４および２５（下記）に示す。細胞に結合したＤＬＬ４に対する結合
のそれらの活性および細胞に結合したＤＬＬ４誘導性Ｎｏｔｃｈ活性化の阻害を、実施例
１．３および１．６に記載の方法を使用してさらに検査し、表２６（下記）に要約する。
【０３４２】
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【表２９】

【０３４３】
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【表３０】

【０３４４】
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【表３１】

【０３４５】
　実施例９：ラットハイブリドーマ抗体の分子的同一性および物理化学的特性
　ＤＬＬ４に特異的なモノクローナル抗体の同一性を、下記のように質量分析によって決
定した。
【０３４６】
　ｈ１Ａ１１．１の質量分析
　軽鎖分子量の２３，５０１ダルトンは、理論値とよく一致した。重鎖分子量は理論値と
よく一致した。観察された分子量は５０，１９０ダルトン；５０，３５２ダルトン；およ
び５０，５１４ダルトンであり、差は、異なるグリコシル化の結果として１６２ダルトン
に対応する。
【０３４７】
　ｈ３８Ｈ１２．１１の質量分析
　軽鎖分子量の２３，４０８ダルトンは理論値とよく一致した。重鎖分子量は理論値とよ
く一致した。観察された分子量は５０，３６８ダルトン；５０，５３０ダルトンおよび５
０，６９２ダルトンであり、差は、異なるグリコシル化の結果として１６２ダルトンに対
応する。
【０３４８】
　抗体の溶解度を、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）３０００沈殿によって推定した。
抗体の溶解度はまた直接、すなわち真正溶解度は、特定の溶液および／またはバッファー
中の抗体をＡｍｉｃｏｎ遠心濾過器を用いて濃縮し、その後、２５℃および５℃において
任意の沈殿を観察することによって決定した。安定性を、近紫外－円偏光二色性分光法（
ＵＶ－ＣＤ）および示差走査熱量測定（ＤＳＣ）により推測した。凍結および解凍に対す
る安定性ならびに上昇温度（加速安定性）における安定性を、サイズ排除クロマトグラフ
ィー（ＳＥＣ）により評価した。技術の詳細を実施例１．７に記載し、結果を以下に記載
する。
【０３４９】
　１Ａ１１に関する真正溶解度のスクリーニング結果
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　ｈｕ１Ａ１１．１、ｈｕ１Ａ１１．３、ｈｕ１Ａ１１．９、ｈｕ１Ａ１１．１１および
１Ａ１１組換え体を含む一連の１Ａ１１クローンに関して、それぞれ２ｍｇを、Ａｍｉｃ
ｏｎ遠心濾過器を用いて６０ｍｇ／ｍｌより高く濃縮した。２５℃において、または５℃
において１日保存後に、沈殿または混濁は観察されなかった。それぞれの濃度は、１Ａ１
１．１に関して６３ｍｇ／ｍｌ、１Ａ１１．３に関して７６ｍｇ／ｍｌ、１Ａ１１．９に
関して６３ｍｇ／ｍｌ、１Ａ１１．１１に関して６９ｍｇ／ｍｌおよびキメラの１Ａ１１
に関して７６ｍｇ／ｍｌであった。
【０３５０】
　実施例１０：Ｂｉａｃｏｒｅ技術による抗ＤＬＬ４抗体エピトープのグループ化
　エピトープのグループ化を、Ｂｉａｃｏｒｅ２０００、３０００およびＴ１００器を使
用して実施した。対象となる抗体を、アミノカップリングを介してＣＭ５チップ表面に直
接固定した。同様に固定された無関係なＩｇＧを有するフローセル１は、参照表面として
機能する。まず、固定されたモノクローナル抗体（ｍＡｂ）を、組換え抗原（少なくとも
２００ｎＭの濃度で）に、１２０秒間、５０μｌ／分で結合させた。その後、別の抗体を
、５０μｌ／ｍｌで１２０－２４０秒間注入し、固定されたｍＡｂにすでに結合した抗原
に対して結合するその能力をモニターした。センサーグラムにおける追加の結合応答の不
在は、２種のｍＡｂ（１種はチップ上に固定され、１種は液体相に導入された）のエピト
ープ中において重複を構成した。その後、アッセイの方向を液体相中に存在する抗体を固
定するような方法に転換し、逆もまた同様であった。アッセイの両方の方向において追加
の抗体結合ができなかったｍＡｂのペアを、これらの実験において真に重複するとしてグ
ループ化した。得られた重複するエピトープを有するｍＡｂのグループ化を、以下の表２
７に示す。
【０３５１】
【表３２】

【０３５２】
　実施例１１：インビトロの内皮細胞出芽アッセイにおけるＤＬＬ４抗体の活性
　フィブリンゲルビーズ出芽アッセイを実施し、記載のようにＨＵＶＥＣ（２－３継代、
Ｌｏｎｚａ）のインビトロ血管新生活性を検査した（Ｎａｋａｔｓｕ，Ｍ．Ｎ．ら、２０
０３年Ｍｉｃｒｏｖａｓｃ．Ｒｅｓ．６６、１０２－１１２頁）。簡潔に言うと、フィブ
リノーゲン溶液を、アプロチニン（４ユニット／ｍｌ）およびトロンビン（５０ユニット
／ｍｌ）を用いて再構成した。Ｃｙｔｏｄｅｘ３ビーズ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｐｈａｒｍ
ａｃｉａ　Ｂｉｏｔｅｃｈ）を、３５０－４００ＨＵＶＥＣ／ビーズを用いて一晩コーテ
ィングした。約２０のＨＵＶＥＣ－コーティングしたビーズを、フィブリンクロット／９
６－ウェル組織培養プレートのウェル中に埋め込んだ。８０％集密の正常なヒト線維芽細
胞（ＮＨＬＦ、Ｌｏｎｚａ）由来の馴化培地を、ゲル上部にプレーティングした。ＤＬＬ
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４抗体および対照抗体ＫＬＨを、１５μｇ／ｍｌでウェル上に加えた。１０および１２日
において、画像を、倒立顕微鏡およびＮｉｋｏｎ　ＣＣＤカメラを用いて撮影した。表２
８は、インビトロの内皮細胞出芽を強化するいくつかのＤＬＬ４抗体の活性を要約する（
Ｎａｋａｔｓｕら、「Ａｎｇｉｏｇｅｎｉｃ　ｓｐｒｏｕｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｃａｐｉｌ
ｌａｒｙ　ｌｕｍｅｎ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌｅｄ　ｂｙ　ｈｕｍａｎ　ｕｍ
ｂｉｌｉｃａｌ　ｖｅｉｎ　ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｃｅｌｌｓ（ＨＵＶＥＣ）ｉｎ　
ｆｉｂｒｉｎ　ｇｅｌｓ：ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔｓ　ａｎｄ　
Ａｎｇｉｏｐｏｉｅｔｉｎ－１」Ｍｉｃｒｏｖａｓｃ．Ｒｅｓ．６６、１０２－１１２頁
（２００３年））。
【０３５３】
【表３３】

【０３５４】
　実施例１２：ハイブリドーマ由来抗体のげっ歯類ＰＫ評価
　抗ＤＬＬ４抗体の薬物動態特性を評価するために、ＳＣＩＤ－Ｂｅｉｇｅマウス（ｎ＝
３／抗体）に、抗体の単回腹腔内（ＩＰ）用量を、１、５、１０または３０ｍｇ／ｋｇの
いずれかの濃度で、マウスＤＬＬ４に対する抗体の交差反応性に依存して投与した。長期
的血清試料（ＨＢＳ－ＥＰ＋バッファー／時点中１：５０に希釈された５μｌの全血）を
、各動物から２１日にわたって採取した。血清濃度をＤＬＬ４－特異的Ｂｉａｃｏｒｅプ
ラットフォームを使用して決定した。簡潔に言うと、ヒトＤＬＬ４をセンサーチップに固
定し、試料を、フローセルに５μｌ／分で５分間注入し、得られた結合レベルを測定し、
標準と比較した。血清濃度の時間プロファイルを使用して、Ｃｍａｘ（ピーク血清濃度）
、ＣＬ（クリアランス）およびｔ１／２（抗体半減期）の薬物動態パラメーターを推定し
、以下の表２９に要約した。
【０３５５】
【表３４】

【０３５６】
　実施例１３：ＤＬＬ４抗体処置により、腫瘍成長がインビボで阻害された。
【０３５７】
　腫瘍成長についての抗ＤＬＬ４抗体の効果を、ＳＣＩＤ－Ｂｅｉｇｅマウスに移植され
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た皮下Ｃａｌｕ－６異種移植片腫瘍について評価した。簡潔に言うと、２×１０６細胞を
、雌ＳＣＩＤ－Ｂｅｉｇｅマウスの右後ろ脇腹に皮下接種した。腫瘍を１４－１８日間確
立させ、この時点で、腫瘍体積を電子キャリパー測定を使用して決定した。腫瘍サイズを
、式：Ｌ×Ｗ２／２を使用して計算した。マウスを、動物の各コホートが療法の開始前に
同等の平均腫瘍体積（通常１８０から２５０ｍｍ３の間）を有するように、処置群に割り
当てた（ｎ＝１０／群）。その後、動物に、週に２回を２週間（合計４用量）または週に
１回を４週間（合計４用量）のいずれかで抗ＤＬＬ４抗体を腹腔内に投薬した。腫瘍体積
を、各群の平均腫瘍体積がエンドポイントの≧２，０００ｍｍ３に達するまでの実験期間
、平均で週２回測定した。結果を以下の表３０に示す。
【０３５８】
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【表３５】

【０３５９】
　参照による組み込み
　本出願を通して引用されていると思われるすべての引用文献（参考文献、特許、特許出
願およびウェブサイトを含む）の内容は、文献がその場所に引用されているように、その
全体がいかなる目的に対しても本明細書において参照により明確に組み込まれている。
【０３６０】
　等価物
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              Ｃ１２Ｎ　　　１／２１　　　　
              Ｃ１２Ｎ　　　５／１０　　　　
              Ａ６１Ｋ　　３９／３９５　　　
              Ａ６１Ｐ　　３５／００　　　　
              ＢＩＯＳＩＳ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＷＰＩＤＳ／ＢＩＯＳＩＳ／ＥＭＢＡＳＥ（ＳＴＮ）
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