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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号２のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチド。
【請求項２】
　配列番号４のＤＮＡ配列によってコードされるアミノ酸配列を含む単離ポリペプチド。
【請求項３】
　配列番号８のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２０１３年３月８日に出
願された米国仮特許出願第６１／７７５，４７８号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）組成物および
これらの方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）は、敗血症、髄膜炎、お
よび死亡を引き起こし得るグラム陰性被包性細菌である。髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉ
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ｔｉｄｉｓ）は、化学的かつ抗原的に独特の多糖莢膜に基づいて約１３の血清型に分類す
ることができる。血清型の５種（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｙ、およびＷ１３５）が疾患の大部分の原
因となる。髄膜炎菌性髄膜炎は、抗生物質が利用可能であるにもかかわらず数時間以内に
小児および若年成人を死亡させ得る壊滅的な疾患である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　髄膜炎菌性髄膜炎に対する改善された免疫原性組成物の必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これらおよび他の必要性を満たすために、本発明は、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　
ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）ポリペプチド、および担体ポリペプチドを含む分子、組成物
、および方法に関する。
【０００６】
　一態様では、本発明は、担体ポリペプチドのアミノ酸配列およびＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドのアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、単離ポリペプ
チドは、融合ポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サ
ブファミリーＡポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
サブファミリーＢポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは
、脂質化されている。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されてい
ない。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。一実施形態では
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、Ａ２２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０１で
ある。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０９である。一実施形態では
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、Ｂ１６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２２で
ある。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２４である。一実施形態では
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ４４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、Ａ６２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０４で
ある。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０１である。一実施形態では
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、Ａ０７である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１５で
ある。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１９である。一実施形態では
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２０である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、Ａ２９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０２で
ある。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、配列番号５、１９、および２２
～６５からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。
【０００７】
　一実施形態では、担体ポリペプチドは、サイトリソイド（ｃｙｔｏｌｙｓｏｉｄ）であ
る。一実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔ
ｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポリペプチド、ス
トレプトコッカス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅ
ｄｉｕｓ）由来のインターメディリシンポリペプチド、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セレウス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、リステリア・イ
バノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯポリペプチド、
アルカノバクテリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｐｙｏｇｅｎｅ
ｓ）由来のピオリシンポリペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅ
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ｅｌｉｇｅｒｉ）由来のゼーリゲリオリシン（ｓｅｅｌｉｇｅｒｉｏｌｙｓｉｎ）Ｏポリ
ペプチド、Ｓ．ピオゲネス（Ｓ．ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプ
チド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）由来のス
イリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来のテタ
ノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃ
ｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・エク
イシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌｉｓ）由来のストレプト
リジンＯポリペプチド、Ｓ．カニス（Ｓ．ｃａｎｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリペ
プチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）由来のチューリンギオリシン（ｔｈｕｒｉｎｇｉｏｌｙｓｉｎ）Ｏポリペプチド、Ｂ
．ラテロスポルス（Ｂ．ｌａｔｅｒｏｓｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシン（ｌａｔ
ｅｒｓｐｏｒｏｌｙｓｉｎ）Ｏポリペプチド、ボツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　
ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリノリジンポリペプチド、Ｃ．ショウベイ（Ｃ．ｃｈａ
ｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリシン（ｃｈａｕｖｅｏｌｙｓｉｎ）ポリペプチド、Ｃ．
バイファーメンタンス（Ｃ．ｂｉｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来のバイファーメントリシン
（ｂｉｆｅｒｍｅｎｔｏｌｙｓｉｎ）ポリペプチド、Ｃ．ソルデリイ（Ｃ．ｓｏｒｄｅｌ
ｌｉｉ）由来のソルデリリシンポリペプチド、ヒストリチクム菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕ
ｍ　ｈｉｓｔｉｏｌｙｔｉｃｕｍ）由来のヒストリチコリシンポリペプチド、クロストリ
ジウム・ノビイ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来のノビリシン（ｎｏｖｙｌ
ｙｓｉｎ）ポリペプチド、またはクロストリジウム・セプチカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕ
ｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコリシンＯポリペプチドに由来する。一実施形態で
は、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉ
ａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する。一実施形態では、サイトリソイド
は、配列番号１と少なくとも９０％の配列同一性を有する配列を含む。
【０００８】
　一実施形態では、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して無
毒化されており、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆ
ａｌｃｉｐａｒｕｍ）スポロゾイト周囲（ｃｉｒｃｕｍｓｐｏｒｏｚｉｔｅ）タンパク質
、Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕ
ｅｎｚａｅ）基質ポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球
凝集素、ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎
菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜ポリペプチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソ
イド、肺炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏ
ｖｉｓ）由来の熱ショックポリペプチド、らい菌（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショック
ポリペプチド、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ
）ＳＴ、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺
炎球菌表面ポリペプチドＡ、肺炎球菌アドヘシンポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群または
Ｂ群連鎖球菌由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　
ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）ポリペプチドＤ、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシ
ニアン（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘
導体（ＰＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、および
これらの誘導体、バリアント、または断片からなる群から選択される。一実施形態では、
担体ポリペプチドは、ＣＲＭ１９７でない。
【０００９】
　一実施形態では、ポリペプチドは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列をさらに含む
。一実施形態では、単離ポリペプチドは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含まな
い。
【００１０】
　一実施形態では、単離ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同である髄膜
炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘発する
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。一実施形態では、単離ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同である髄
膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘発す
る。
【００１１】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、担体ポリペプチド、それが作動可能に連結した
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。一実施形態では、融合ポリペプチドは、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチド、それが作動可能に連結した担体ポリペプチドをこの順序で
含む。一実施形態では、担体ポリペプチドは、配列番号１を含み、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、配列番号５を含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、配列番号２を含む
。
【００１２】
　第２の態様では、本発明は、本明細書に記載の本発明のポリペプチドのいずれか１つに
よるポリペプチドをコードする単離ポリヌクレオチドに関する。
【００１３】
　第３の態様では、本発明は、本明細書に記載の本発明のポリペプチドのいずれか１つに
よるポリペプチド、および薬学的に許容できる賦形剤を含む免疫原性組成物に関する。一
実施形態では、免疫原性組成物は、ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉ
ｔｉｄｉｓ）血清型Ａの莢膜多糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｃの莢膜多糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎ
ｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜多糖のコンジュゲ
ート；およびｄ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙ
の莢膜多糖のコンジュゲートから選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含
む。
【００１４】
　第４の態様では、本発明は、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎ
ｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導するための方法に関する。本方法は、哺乳
動物に有効量の本明細書に記載の実施形態のいずれかによる単離ポリペプチドを投与する
ステップを含む。一実施形態では、免疫応答は、殺菌抗体を含む。一実施形態では、免疫
応答は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答に等しい。一実施形態では
、免疫応答は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非
脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より大きい。一実施
形態では、免疫応答は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対
応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１
０％小さい。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプ
チドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免
疫応答より最大で２０％小さい。
【００１５】
　第５の態様では、本発明は、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎ
ｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導するための方法に関する。本方法は、哺乳
動物に有効量の本明細書に記載の免疫原性組成物を投与するステップを含む。一実施形態
では、免疫応答は、殺菌抗体を含む。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評価さ
れるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを
投与される哺乳動物の免疫応答に等しい。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評
価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドを投与される哺乳動物の免疫応答より大きい。一実施形態では、免疫応答は、同一条
件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポ
リペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１０％小さい。一実施形態では、
免疫応答は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質
化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で２０％小さい
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。
【００１６】
　第６の態様では、本発明は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドを含
む免疫原性組成物に関する。一実施形態では、組成物は、コンジュゲートである。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリーＡポリペプチドである。一実
施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリーＢポリペプチドである。一
実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されている。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されていない。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポ
リペプチドは、脂質化されておらず、ピルビン酸化されていない（ｎｏｎ－ｐｙｒｕｖｙ
ｌａｔｅｄ）。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、Ａ２２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
Ｂ０１である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０９である。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、Ｂ１６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
Ｂ２２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２４である。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ４４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、Ａ６２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
Ａ０４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０１である。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、Ａ０７である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
Ａ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１９である。一実施
形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２０である。一実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、Ａ２９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、
Ｂ０２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、配列番号５、１９、お
よび２２～６５からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。
【００１７】
　一実施形態では、担体ポリペプチドは、サイトリソイドである。一実施形態では、サイ
トリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由
来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒ
ｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・インタ
ーメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由来のインター
メディリシンポリペプチド、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来
のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来
のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ
）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、リステリア・イバノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉ
ａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯポリペプチド、アルカノバクテリウム・ピ
オゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のピオリシンポリ
ペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒｉ）由来のゼ
ーリゲリオリシンＯポリペプチド、Ｓ．ピオゲネス（Ｓ．ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のスト
レプトリジンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ｓｕｉｓ）由来のスイリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔ
ｅｔａｎｉ）由来のテタノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓ
ｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリペプチド、ス
トレプトコッカス・エクイシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌ
ｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、Ｓ．カニス（Ｓ．ｃａｎｉｓ）由来のス
トレプトリジンＯポリペプチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔ
ｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）由来のチューリンギオリシンＯポリペプチド、Ｂ．ラテロス
ポルス（Ｂ．ｌａｔｅｒｏｓｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシンＯポリペプチド、ボ
ツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリノリジンポリ
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ペプチド、Ｃ．ショウベイ（Ｃ．ｃｈａｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリシンポリペプチ
ド、Ｃ．バイファーメンタンス（Ｃ．ｂｉｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来のバイファーメン
トリシンポリペプチド、Ｃ．ソルデリイ（Ｃ．ｓｏｒｄｅｌｌｉｉ）由来のソルデリリシ
ンポリペプチド、ヒストリチクム菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｉｏｌｙｔｉｃ
ｕｍ）由来のヒストリチコリシンポリペプチド、クロストリジウム・ノビイ（Ｃｌｏｓｔ
ｒｉｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来のノビリシンポリペプチド、またはクロストリジウム・
セプチカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコリシンＯポリ
ペプチドに由来する。一実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する
。一実施形態では、サイトリソイドは、配列番号１と少なくとも９０％の配列同一性を有
する配列を含む。
【００１８】
　一実施形態では、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して無
毒化されており、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆ
ａｌｃｉｐａｒｕｍ）スポロゾイト周囲タンパク質、Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コア
ポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）基質ポリペプチド、イン
フルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球凝集素、ジフテリアトキソイド、ジフ
テリアトキソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）
外膜ポリペプチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソイド、肺炎球菌毒素ニューモリシン、
ウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）由来の熱ショックポリペプチ
ド、らい菌（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショックポリペプチド、コレラトキソイド、大
腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＳＴ、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎ
ａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺炎球菌表面ポリペプチドＡ、肺炎球菌
アドヘシンポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群またはＢ群連鎖球菌由来のＣ５ａペプチダー
ゼ、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）ポリペプチド
Ｄ、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシニアン（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミ
ン（ＢＳＡ）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘導体（ＰＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌
（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、およびこれらの誘導体、バリアント、または
断片からなる群から選択される。一実施形態では、担体ポリペプチドは、ＣＲＭ１９７で
ある。一実施形態では、担体ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同であ
る。
【００１９】
　一実施形態では、組成物は、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列をさらに含む。一実
施形態では、組成物は、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含まない。
【００２０】
　一実施形態では、組成物は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同であるＯＲＦ２０８６
バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対する殺
菌抗体応答を誘発する。一実施形態では、組成物は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相
同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ
）血清型Ｂ株に対する殺菌抗体応答を誘発する。
【００２１】
　一実施形態では、組成物は、ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉ
ｄｉｓ）血清型Ａの莢膜糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓ
ｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲート；およ
びｄ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの莢膜糖の
コンジュゲートから選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む。一実施形
態では、組成物は、薬学的に許容できる賦形剤をさらに含む。
【００２２】
　第７の態様では、本発明は、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎ
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ｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導するための方法に関する。本方法は、哺乳
動物に有効量の本明細書に記載の組成物を投与するステップを含む。一実施形態では、免
疫応答は、殺菌抗体を含む。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評価されるとき
、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与され
る哺乳動物の免疫応答に等しい。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評価される
とき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投
与される哺乳動物の免疫応答より大きい。一実施形態では、免疫応答は、同一条件下で評
価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１０％小さい。一実施形態では、免疫応答
は、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ
２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で２０％小さい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】融合ポリペプチドの図的説明である。Ａ．Ｐｌｙ－Ａ０５融合物；Ｂ．Ａ０５－
Ｐｌｙ融合物；Ｃ．ＣＲＭ１９７－Ａ０５融合物；Ｄ．Ａ０５－ＣＲＭ１９７融合物；Ｅ
．ＤＴＡ－Ａ０５融合物。
【図２】小規模フラスコ培養における３０℃でのＰｌｙ－Ａ０５融合タンパク質の発現を
示す図である。Ｔ０、誘導前試料；Ｔ３、誘導して３時間後；Ｔ２１、誘導して２１時間
後；Ｓ、可溶性画分；Ｉ、不溶性画分；（－）、誘導の前；（＋）、誘導後
【図３】小規模フラスコ培養における２０℃でのＰｌｙ－Ａ０５融合タンパク質の発現を
示す図である。パネルＡ：誘導の前（０）、ならびに誘導して１７時間後および４１時間
後に集菌した細胞。パネルＢ：誘導して１７時間後のｐＤＤ２０の溶解度評価。レーン：
１．Ｔ０　全細胞溶解産物（ＷＣＬ）；２．Ｔ１７　ＷＣＬ；３．Ｔ１７　ＢＵＧＢＵＳ
ＴＥＲ（商標）上清；４．Ｔ１７　ＢＵＧＢＵＳＴＥＲ（商標）ペレット；５．Ｔ１７　
超音波処理上清；６．Ｔ１７　超音波処理ペレット。
【図４】ｐＤＤ２０／ＢＤ６８６の６つの１リットルフラスコ誘導を示す図である。レー
ン：０、誘導前；１８、誘導後の時間；Ｓ、可溶性画分；Ｉ、不溶性画分。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
配列識別子
　配列番号１は、ニューモリソイドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号２は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＰＬＹ－Ａ０５
）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３は、配列番号１のニューモリソイドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号４は、配列番号２のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号５は、Ａ０５ポリペプチドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号６は、Ａ０５ポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７は、配列番号８のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８は、非脂質化Ａ０５ポリペプチドおよびニューモリソイド（Ａ０５－ＰＬＹ
）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号９は、ＣＲＭ１９７をコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１０は、ＣＲＭ１９７のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１は、ＣＲＭ１９７のアミノ酸残基１～１９３（ＤＴ－Ａ）をコードするＤ
ＮＡ配列を示す。
　配列番号１２は、ＣＲＭ１９７の残基１～１９３（ＤＴ－Ａ）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１３は、配列番号１４のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１４は、ＣＲＭ１９７および非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＣＲＭ１９７－Ａ
０５）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５は、配列番号１６のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１６は、非脂質化Ａ０５ポリペプチドおよびＣＲＭ１９７（Ａ０５－ＣＲＭ１
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９７）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１７は、配列番号１８のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１８は、ＣＲＭ１９７および非脂質化Ａ０５ポリペプチドの断片（ＤＴ－Ａ－
Ａ０５）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１９は、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バ
リアントＡ０５のアミノ酸配列を示す。野生型Ａ０５と比較して、配列番号１９は、最初
のシステイン後のグリシン、およびＮ末端における４個のアミノ酸の欠失を含む。
　配列番号２０は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０１のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２１は、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ
）由来の野生型ニューモリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号２２は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２３は、は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２４は、は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２５は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０１のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２６は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０６のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２７は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０７のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２８は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号２９は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３０は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３１は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２０のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３２は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３３は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０３のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３４は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３５は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３６は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３７は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１６のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３８は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号３９は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４０は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ４４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４１は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉ
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ｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ６２のアミノ酸配列を示す。
【００２５】
Ｎ末端Ｃｙｓが存在しない
　配列番号４２は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０１のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４３は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４４は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４５は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０６のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４６は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０７のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４７は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４８は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号４９は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５０は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２０のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５１は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５２は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５３は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０１のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５４は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５５は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５６は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５７は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１６のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５８は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号５９は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号６０は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ４４のアミノ酸配列を示す。
　配列番号６１は、アミノ酸１位においてＮ末端Ｃｙｓを含まない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ６２のアミノ酸配列を示す。
【００２６】
修飾：
　配列番号６２は、配列番号３５と比較して、Ｎ末端システインが存在せず、配列が追加
のＧｌｙ／Ｓｅｒ領域を含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、
２０８６バリアントＢ０９のアミノ酸配列を示す。
　配列番号６３は、配列番号３８のアミノ酸１位におけるＮ末端Ｃｙｓがグリシンと置き
換えられている、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリ
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アントＢ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号６４は、配列番号２２のアミノ酸１位におけるＮ末端Ｃｙｓがグリシンと置き
換えられている、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリ
アントＡ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号６５は、配列番号３８のアミノ酸１位のＮ末端Ｃｙｓのコドンがグリシンのコ
ドンと置き換えられている、Ｂ２２遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
【００２７】
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをコードする例示的なＤＮＡ配列
　配列番号６６は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０１遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号６７は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２９遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号６８は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０４遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号６９は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０５遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７０は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０６遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７１は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０７遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７２は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１２遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７３は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１５遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７４は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１９遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７５は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２０遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７６は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ２２遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７７は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０１遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７８は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０２遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号７９は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ４４遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８０は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０３遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８１は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ０９遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８２は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１５遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８３は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ１６遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８４は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２２遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８５は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＢ２４遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８６は、配列番号６９と比較して、Ｎ末端システインをコードするコドンが欠
失している、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアン
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トＡ０５遺伝子のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号８７は、Ｎ末端Ｃｙｓをコードするコドンを含む、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ１２－２遺伝子のＤＮＡ配列を示す
。
【００２８】
担体ポリペプチド
　配列番号８８は、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ
）由来の野生型ニューモリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号８９は、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）
由来の野生型ペルフリンゴリシンＯのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９０は、ストレプトコッカス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃ
ｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由来の野生型インターメディリシンのアミノ酸配列を示
す。
　配列番号９１は、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来の野生型
アルベオリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９２は、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来の野生型アン
スロリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９３は、バチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）由来の野生
型の推定上のセレオリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９４は、リステリア・イバノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由
来の野生型イバノリシンＯのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９５は、アルカノバクテリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕ
ｍ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の野生型ピオリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９６は、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒｉ）
由来の野生型ゼーリゲリオリシン（ｓｅｅｌｉｇｅｒｉｏｌｙｓｉｎ）Ｏのアミノ酸配列
を示す。
　配列番号９７は、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由
来の野生型ストレプトリジンＯのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９８は、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉ
ｓ）由来の野生型スイリシンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号９９は、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来の野生型テ
タノリジンのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１００は、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙ
ｔｏｇｅｎｅｓ）由来の野生型リステリオリシンＯのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０１は、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎ
ｇｉｅｎｓｉｓ）由来の野生型チューリンギオリシン（以前にペルフリンゴリシンと注釈
されていた）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０２は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由
来の野生型ニューモリシンの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０３は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来
の野生型ペルフリンゴリシンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０４は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、ストレプトコッカス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ
　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由来の野生型インターメディリシンの領域のアミノ酸配列を
示す。
　配列番号１０５は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来の野生型アル
ベオリシンの領域のアミノ酸配列を示す。
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　配列番号１０６は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来の野生型アンスロ
リシンの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０７は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、バチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）由来の野生型の
推定上のセレオリシンの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０８は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、リステリア・イバノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来の
野生型イバノリシンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１０９は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来
の野生型ペルフリンゴリシンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１０は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒｉ）由来
の野生型ゼーリゲリオリシンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１１は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の
野生型ストレプトリジンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１２は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）
由来の野生型スイリシンの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１３は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来の野生型テタノ
リジンの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１４は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇ
ｅｎｅｓ）由来の野生型リステリオリシンＯの領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１５は、野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応するコンセンサ
ス配列を含む、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅ
ｎｓｉｓ）由来の野生型チューリンギオリシン（以前にペルフリンゴリシンと注釈されて
いた）の領域のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１６は、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ
）由来の野生型ペルフリンゴリシンＯのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１７は、アミノ酸４６０位におけるリシンのアスパラギン酸残基への変異を
含む、ニューモリソイドのバリアントのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１１８は、ニューモリソイドのバリアントのアミノ酸配列を示す。配列番号１
１７と比較したとき、配列番号１１８は、２０８位におけるリシンからアルギニンへのア
ミノ酸変化を有する。
　配列番号１１９は、野生型ニューモリシン配列のアミノ酸３８５位におけるアスパラギ
ン酸の代わりにアスパラギンの置換、ならびにアラニン１４６およびアルギニン１４７の
欠失を含む、例示的なニューモリソイドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１２０は、野生型ニューモリシン配列のアミノ酸４３３位におけるトリプトフ
ァンの代わりにフェニルアラニンの置換を含む、例示的なニューモリソイドのアミノ酸配
列を示す。
【００２９】
コドン最適化配列
　配列番号１２１は、Ｂ４４遺伝子のコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２２は、配列番号８１と比較して、Ｎ末端システインがコードされておらず
、配列が追加のＧｌｙ／Ｓｅｒ領域をコードするコドンを含む、Ｂ０９遺伝子のコドン最
適化ＤＮＡ配列を示す。
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　配列番号１２３は、Ｎ末端システインがコードされていない、Ｂ０９遺伝子のコドン最
適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２４は、Ｎ末端システインがコードされていない、Ｂ０９遺伝子のコドン最
適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２５は、Ａ０５ポリペプチドをコードするコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２６は、Ａ０５ポリペプチドをコードするコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２７は、Ａ２２ポリペプチドをコードするコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２８は、Ａ６２ポリペプチドをコードするコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１２９は、Ａ１２ポリペプチドをコードするコドン最適化ＤＮＡ配列を示す。
【００３０】
追加の配列
　配列番号１３０は、Ｂ２４ポリペプチドのアミノ酸配列を示す。配列番号１３０は、配
列番号３９の１～３位における残基が欠失している配列番号３９と同一である。
　配列番号１３１は、配列番号２２のアミノ酸１位におけるＮ末端Ｃｙｓのコドンがグリ
シンのコドンと置き換えられている、Ａ２２ポリペプチドのＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１３２は、配列番号２２のアミノ酸１位におけるＮ末端Ｃｙｓがグリシンと置
き換えられている、Ａ２２のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１３３は、Ｎ末端システインをコードするコドンが存在しない、Ｂ０９遺伝子
のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１３４は、Ｎ末端システインをコードするコドンが存在しない、Ｂ４４遺伝子
のＤＮＡ配列を示す。
　配列番号１３５は、Ｎ末端システインが存在しない、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔ
ｉｄｉｓ）、血清型Ｂ、２０８６バリアントＡ０５のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１３６は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ａ１２ポリペプチド（ＰＬＹ－Ａ
１２）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１３７は、配列番号１３６の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ニューモリソイドおよび非脂質化Ａ１２ポリペプチド（ＰＬＹ－Ａ１２）のアミノ酸配
列を示す。
　配列番号１３８は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ０１ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ
０１）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１３９は、配列番号１３８の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ０１ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ０１）のアミノ酸配
列を示す。
　配列番号１４０は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ０９ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ
０９）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４１は、配列番号１４０の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ０９ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ０９）のアミノ酸配
列を示す。
　配列番号１４２は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ２４ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ
２４）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４３は、配列番号１４２の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ２４ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ２４）のアミノ酸配
列を示す。
　配列番号１４４は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ４４ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ
４４）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４５は、配列番号１４４の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ニューモリソイドおよび非脂質化Ｂ４４ポリペプチド（ＰＬＹ－Ｂ４４）のアミノ酸配
列を示す。
　配列番号１４６は、ＧＮＡ２０９１ポリペプチドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４７は、配列番号１４６の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
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、ＧＮＡ２０９１ポリペプチドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４８は、ＧＮＡ２０９１および非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＧＮＡ２０９
１－Ａ０５）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１４９は、配列番号１４８の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ＧＮＡ２０９１および非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＧＮＡ２０９１－Ａ０５）のアミ
ノ酸配列を示す
　配列番号１５０は、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）
由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５１は、配列番号１５０の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ＳＣＰのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５２は、ＳＣＰおよび非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＳＣＰ－Ａ０５）のア
ミノ酸配列を示す。
　配列番号１５３は、配列番号１５２の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ＳＣＰおよび非脂質化Ａ０５ポリペプチド（ＳＣＰ－Ａ０５）のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５４は、ＣＲＭ１９７のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５５は、配列番号１５４の１位におけるＮ末端メチオニンが除去されている
、ＣＲＭ１９７のアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５６は、システインが１位に存在する、配列番号５と同様のＡ０５ポリペプ
チドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５７は、システインが２位に存在する、配列番号５と同様のＡ０５ポリペプ
チドのアミノ酸配列を示す。
　配列番号１５８は、システインが６位に存在する、配列番号５と同様のＡ０５ポリペプ
チドのアミノ酸配列を示す。
【００３１】
　本発明者らは、とりわけ、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドを含む
分子および／または組成物を発見した。この分子および／または組成物は、遺伝子融合に
よって、もしくはコンジュゲーションによって作製され得、または合成的に作製され得る
。
【００３２】
　本発明のポリペプチドおよび本発明のコンジュゲートは、驚くべきことに、髄膜炎菌（
Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する広い免疫応答の有効な誘導を可能にする。一部
の実施形態では、本発明の融合ポリペプチドおよびコンジュゲートは、担体ポリペプチド
の非存在下でＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む組成物と比較して、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答の誘導において増強された有効性を呈する。例
えば、本発明者らは、融合ポリペプチドが広い適用範囲をもたらすことができ、例えば、
融合ポリペプチドが１種の髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）株由来のＯＲＦ２
０８６ポリペプチドを含むときでさえ、複数のＬＰ２０８６バリアント株に対する殺菌抗
体を誘発することを発見した。本発明の組成物の増強された有効性は、担体ポリペプチド
の非存在下でＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む組成物と比較して、対象に投与されるＯ
ＲＦ２０８６ポリペプチドの用量または濃度を低減することを可能にし得る。本発明の組
成物の増強された有効性はまた、ワクチン生産のコストを最小限にするのに役立ち、広い
範囲の血清型に効力をもたらす設計を可能にする。
【００３３】
Ａ）単離ポリペプチドおよび融合ポリペプチド
　一態様では、本発明は、担体ポリペプチドのアミノ酸配列およびＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドのアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、単離ポリペプ
チドは、合成的に構築されたポリペプチドである。好適な実施形態では、単離ポリペプチ
ドは、作動可能に連結されたポリペプチドを含む融合ポリペプチドである。所与の単離お
よび／または融合ポリペプチドの少なくとも１種のポリペプチド成分は、担体ポリペプチ
ド、またはその活性バリアントもしくは断片を含み、これは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
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ド、またはその活性バリアントもしくは断片に作動可能に連結している。
【００３４】
　本明細書において、「融合ポリペプチド」または「融合タンパク質」は、少なくとも２
つのポリペプチドのインフレーム遺伝子連結を有するポリペプチドを指す。転写／翻訳後
、単一のポリペプチドが作製される。したがって、複数のポリペプチドまたはこれらの断
片が、単一のポリペプチド中に組み込まれ得る。複数の形態の融合ポリペプチドが、本明
細書に開示されており、以下で詳細に論じられている。
【００３５】
　「作動可能に連結された」は、２つ以上のエレメント間の機能的な連結を指す。例えば
、２つのポリペプチド間の作動可能な連結は、両方のポリペプチドを一緒にインフレーム
で融合して単一の融合ポリペプチドを生じさせることができる。一実施形態では、ＯＲＦ
２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドは、互いにインフレームで融合されている
。
【００３６】
　１）ＯＲＦ２０８６ポリペプチド。単離ポリペプチドは、任意のＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドを含み得る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリーＡ
ポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリー
Ｂポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されて
いる。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されていない。一実施形
態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されておらず、ピルビン酸化されていな
い。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０４である。一実施形態では、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、Ａ０６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０７であ
る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１２である。一実施形態では、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、Ａ１９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２０であ
る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０１である。一実施形態では、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、Ａ２９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０１であ
る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０２である。一実施形態では、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、Ｂ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ１６であ
る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２２である。一実施形態では、
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドは、Ｂ４４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ６２であ
る。好ましくは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。ＯＲＦ２０８６ポリペ
プチドを以下でより詳細に記載する。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＷＯ２０１２０３
２４８９および米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号に記載されており、これら
のそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。ＯＲＦ２０８６ポリ
ペプチドは、ＷＯ２０１３１３２４５２および米国特許公開ＵＳ２０１３０２４３８０７
号にも記載されており、これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込ま
れている。
【００３７】
　２）担体ポリペプチド。単離ポリペプチドは、任意の担体ポリペプチドを含み得る。好
ましくは、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して、無毒化さ
れており、または毒性の低下を呈する。一実施形態では、担体ポリペプチドは、サイトリ
ソイドである。好適な実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ
菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポ
リペプチド、ストレプトコッカス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
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ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由来のインターメディリシンポリペプチド、バチルス・アルベ
イ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セ
レウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、
リステリア・イバノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯ
ポリペプチド、アルカノバクテリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　
ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のピオリシンポリペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔ
ｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒｉ）由来のゼーリゲリオリシンＯポリペプチド、化膿連鎖球
菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のストレプトリジンＯポリペ
プチド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）由来の
スイリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来のテ
タノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏ
ｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・エ
クイシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌｉｓ）由来のストレプ
トリジンＯポリペプチド、Ｓ．カニス（Ｓ．ｃａｎｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリ
ペプチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓ
ｉｓ）由来のチューリンギオリシンＯポリペプチド、Ｂ．ラテロスポルス（Ｂ．ｌａｔｅ
ｒｏｓｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシンＯポリペプチド、ボツリヌス菌（Ｃｌｏｓ
ｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリノリジンポリペプチド、クロストリ
ジウム・ショウベイ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｃｈａｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリ
シンポリペプチド、Ｃ．バイファーメンタンス（Ｃ．ｂｉｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来の
バイファーメントリシンポリペプチド、クロストリジウム・ソルデリイ（Ｃｌｏｓｔｒｉ
ｄｉｕｍ　ｓｏｒｄｅｌｌｉｉ）由来のソルデリリシンポリペプチド、ヒストリチクム菌
（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｉｏｌｙｔｉｃｕｍ）由来のヒストリチコリシンポ
リペプチド、クロストリジウム・ノビイ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来の
ノビリシンポリペプチド、またはクロストリジウム・セプチカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕ
ｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコリシンＯポリペプチドに由来する。
【００３８】
　担体タンパク質の追加の例としては、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐ
ｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）、ナイセリア由来のＧＮ
Ａ２０９１（アクセサリータンパク質９３６としても公知）、およびＣＲＭ１９７がある
。担体タンパク質のさらなる例および説明は、セクションＣにおいて以下で提供されてい
る。
【００３９】
　好適な実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ
　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する。より好適な実
施形態では、サイトリソイドは、配列番号１と少なくとも５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９
％、またはそれより高い配列同一性を有する配列を含む。最も好適な実施形態では、サイ
トリソイドは、配列番号１を含む。
【００４０】
　別の実施形態では、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して
無毒化されており、または毒性の低下を呈し、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫
（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）スポロゾイト周囲タンパク質、Ｂ型肝
炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａ
ｅ）基質ポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球凝集素、
ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．
ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜ポリペプチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソイド、肺
炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）
由来の熱ショックポリペプチド、らい菌（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショックポリペプ
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チド、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＳＴ、
緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺炎球菌表
面ポリペプチドＡ、肺炎球菌アドヘシンポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群またはＢ群連鎖
球菌由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌ
ｕｅｎｚａｅ）ポリペプチドＤ、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシニアン（
ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘導体（Ｐ
ＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、およびこれらの
誘導体、バリアント、または断片からなる群から選択される。
【００４１】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、ＣＲＭ１９７を含まない。担体ポリペプチドは
、以下でより詳細に記載されている。
【００４２】
　３）アセンブリー：融合ポリペプチドは、直接的なもの、すなわち、経験的なリンカー
分子の非存在下におけるものであり得、または融合は、リンカー分子によるものであって
もよい。例えば、融合ポリペプチドは、ポリペプチド成分、例えば、融合ポリペプチドの
ポリペプチド間のリンカーペプチド、または親和性精製のためのペプチドタグ（例えば、
ＮもしくはＣ末端における）などを含み得る。例示的なリンカーペプチドとしては、Ｇｌ
ｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ（ＧＳＧ）リンカーがある。リンカー分子は、１個または複数のアミ
ノ酸残基、典型的には約２～約３０個のアミノ酸残基、好ましくは３～２５個の残基を含
み得る。好適な実施形態では、融合ポリペプチドは、リンカーペプチドを含まない。リン
カーを含まない例示的な融合ポリペプチドは、例えば、配列番号２におけるものなど、担
体ポリペプチドおよびＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む融合ポリペプチドで
ある。追加の例としては、ＰＬＹ－Ａ１２（配列番号１２７）、ＰＬＹ－Ｂ０１（配列番
号１３９）、ＰＬＹ－Ｂ０９（配列番号１４１）、ＰＬＹ－Ｂ２４（配列番号１４３）、
ＰＬＹ－Ｂ４４（配列番号１４５）、ＧＮＡ２０９１－Ａ０５（配列番号１４９）、およ
びＳＣＰ－Ａ０５（配列番号１５３）がある。
【００４３】
　融合ポリペプチドは、様々な組合せでアセンブルされ得る。担体ポリペプチドは、融合
ポリペプチドのＮ末端もしくはＣ末端に存在してもよく、またはこれは、免疫原性細菌ポ
リペプチドに隣接している、例えば、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドに隣接していてもよい
。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、担体ポリペプチドのＮ末端またはＣ末端に融合され得
る。例えば、一実施形態では、融合ポリペプチドは、担体ポリペプチド、それが作動可能
に連結したＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。好適な実施形態では、融合ポ
リペプチドは、担体ポリペプチドがＯＲＦ２０８６ポリペプチドに、前記順序で作動可能
に連結しているとき、リンカーを含まない。このような好適な実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドの天然ストーク領域が、ポリペプチド間のリンカーとして機能を果たし
得る。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのストーク領域は、ＷＯ２０１２０３２４８９および
米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号に記載されており、これらのそれぞれは、
その全体が参照により本明細書に組み込まれている。
【００４４】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド、それが作動可
能に連結した担体ポリペプチドをこの順序で含む。好適な実施形態では、担体ポリペプチ
ドがＯＲＦ２０８６ポリペプチドに、前記順序で作動可能に連結しているとき、リンカー
を含む。
【００４５】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、１つの担体ポリペプチドに連結された１つのＯ
ＲＦ２０８６ポリペプチドを含むが、他のコンホメーションも本発明の射程内である。例
えば、別の実施形態では、融合ポリペプチドは、最大で１、２、３、４、または５つの免
疫原性細菌ポリペプチドを含む。別の実施形態では、融合ポリペプチドは、最大で１、２
、３、４、または５つの担体ポリペプチドを含む。
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【００４６】
　一部の実施形態では、融合ポリペプチドは、第３のまたはさらなるポリペプチドをさら
に含む。第３のまたはさらなるポリペプチドの源として、それだけに限らないが、髄膜炎
菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）を挙げることができる。一実施形態では、第３のポ
リペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドまたは担体ポリペプチドにインフレームで融
合される。別の実施形態では、複数の担体ポリペプチド、またはこれらのバリアントもし
くは断片が融合ポリペプチド中に含まれているとき、第３のポリペプチドは、融合ポリペ
プチドのＮ末端もしくはＣ末端に位置していてもよく、またはこれは、担体タンパク質ポ
リペプチドに隣接しているように、融合ポリペプチド中の内部に位置していてもよい。一
実施形態では、融合ポリペプチドは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含む。別の
実施形態では、融合ポリペプチドは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含まない。
【００４７】
　好ましくは、融合ポリペプチドは、担体ポリペプチドが由来する細菌種と異なる細菌種
に由来するポリペプチドを含む。したがって、一実施形態では、担体タンパク質は、ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチドと、かつ融合ポリペプチド中に含まれる任意の追加のポリペプチ
ドと非相同である。ポリペプチドを参照した「非相同」は、異なるタンパク質および／ま
たは異なる細菌種が起源であるポリペプチドである。
【００４８】
４）例示的な単離および／または融合ポリペプチド
　一態様では、本発明は、ニューモリソイド（例えば、配列番号１など）ならびに非脂質
化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド（例えば、配列番号４２～６１から選択されるアミノ酸配
列を有する任意の１つのポリペプチド、および以下のセクションＤ「ＯＲＦポリペプチド
」に記載した任意の１つのポリペプチドなど）のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに
関する。例えば、一実施形態では、単離ポリペプチドは、ＰＬＹ－Ａ１２（配列番号１３
６）を生成するためのニューモリソイド（配列番号１）および非脂質化Ａ１２（配列番号
４７）を含む。別の実施形態では、単離ポリペプチドは、ＰＬＹ－Ｂ０１（配列番号１３
８）を生成するためのニューモリソイド（配列番号１）および非脂質化Ｂ０１（配列番号
５３）を含む。別の実施形態では、単離ポリペプチドは、ＰＬＹ－Ｂ０９（配列番号１４
０）を生成するためのニューモリソイド（配列番号１）および非脂質化Ｂ０９（配列番号
５５）を含む。別の実施形態では、単離ポリペプチドは、ＰＬＹ－Ｂ２４（配列番号１４
２）を生成するためのニューモリソイド（配列番号１）および非脂質化Ｂ２４（配列番号
５９）を含む。別の実施形態では、単離ポリペプチドは、ＰＬＹ－Ｂ４４（配列番号１４
４）を生成するためのニューモリソイド（配列番号１）および非脂質化Ｂ４４（配列番号
６０）を含む。
【００４９】
　ａ）ＰＬＹおよびＡ０５：一態様では、本発明は、ニューモリソイドおよび非脂質化Ａ
０５ポリペプチドのアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、ニ
ューモリソイドは、配列番号１に示したアミノ酸配列を含む。好ましくは、ニューモリソ
イドは、配列番号３に示したＤＮＡ配列によってコードされる。一実施形態では、Ａ０５
ポリペプチドは、配列番号５に示したアミノ酸配列を含む。一実施形態では、単離ポリペ
プチドは、融合ポリペプチドである。
【００５０】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、担体ポリペプチド、それが作動可能に連結した
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペプ
チドは、配列番号２に示したアミノ酸配列（ＰＬＹ－Ａ０５）を含む。一実施形態では、
融合ポリペプチドは、配列番号４に示したＤＮＡ配列によってコードされる。
【００５１】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド、それが作動可
能に連結した担体ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペ
プチドは、配列番号８に示したアミノ酸配列（Ａ０５－ＰＬＹ）を含む。一実施形態では
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、融合ポリペプチドは、配列番号７に示したＤＮＡ配列によってコードされる。
【００５２】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドは、リンカーペプチドをさらに含む。一実施形態
では、リンカーは、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ（ＧＳＧ）ペプチドを含む。配列番号８に示
したアミノ酸配列を有する融合ポリペプチドは、ＧＳＧリンカーを含む。
【００５３】
　ｂ）ＣＲＭ１９７およびＡ０５：
　一態様では、本発明は、ＣＲＭ１９７（例えば、配列番号１５５など）ならびに非脂質
化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド（例えば、配列番号４２～６１から選択されるアミノ酸配
列を有する任意の１つのポリペプチド、および以下のセクションＤ「ＯＲＦポリペプチド
」に記載した任意の１つのポリペプチドなど）のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに
関する。
【００５４】
　一態様では、本発明は、ＣＲＭ１９７および非脂質化Ａ０５ポリペプチドのアミノ酸配
列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、ＣＲＭ１９７は、配列番号１０に
示したアミノ酸配列を含む。別の実施形態では、ＣＲＭ１９７は、配列番号１５５に示し
たアミノ酸配列を含む。好ましくは、ＣＲＭ１９７は、配列番号９に示したＤＮＡ配列に
よってコードされる。一実施形態では、Ａ０５ポリペプチドは、配列番号５に示したアミ
ノ酸配列を含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、融合ポリペプチドである。
【００５５】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、担体ポリペプチド、それが作動可能に連結した
ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペプ
チドは、配列番号１４に示したアミノ酸配列（ＣＲＭ１９７－Ａ０５）を含む。一実施形
態では、融合ポリペプチドは、配列番号１３に示したＤＮＡ配列によってコードされる。
【００５６】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド、それが作動可
能に連結した担体ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペ
プチドは、配列番号１６に示したアミノ酸配列（Ａ０５－ＣＲＭ１９７）を含む。一実施
形態では、融合ポリペプチドは、配列番号１５に示したＤＮＡ配列によってコードされる
。
【００５７】
　さらなる実施形態では、融合ポリペプチドは、リンカーペプチドをさらに含む。一実施
形態では、リンカーは、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ（ＧＳＧ）ペプチドを含む。配列番号１
６に示したアミノ酸配列を有する融合ポリペプチドは、ＧＳＧリンカーを含む。
【００５８】
　一態様では、本発明は、ＣＲＭ１９７の断片および非脂質化Ａ０５ポリペプチドのアミ
ノ酸配列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、ＣＲＭ１９７の断片（例え
ば、配列番号１０に示したＣＲＭ１９７のアミノ酸残基１～１９３；ＤＴ－Ａ領域）は、
配列番号１２に示したアミノ酸配列を含む。好ましくは、ＣＲＭ１９７の断片は、配列番
号１１に示したＤＮＡ配列によってコードされる。一実施形態では、Ａ０５ポリペプチド
は、配列番号５に示したアミノ酸配列を含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、融
合ポリペプチドである。
【００５９】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、ＣＲＭ１９７の断片、それが作動可能に連結し
たＯＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペ
プチドは、配列番号１８に示したアミノ酸配列（ＤＴ－Ａ－Ａ０５）を含む。一実施形態
では、融合ポリペプチドは、配列番号１７に示したＤＮＡ配列によってコードされる。
【００６０】
　ｃ）ＧＮＡ２０９１およびＡ０５：
　一態様では、本発明は、ＧＮＡ２０９１（例えば、配列番号１４７など）ならびに非脂
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質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド（例えば、配列番号４２～６１から選択されるアミノ酸
配列を有する任意の１つのポリペプチド、および以下のセクションＤ「ＯＲＦポリペプチ
ド」に記載した任意の１つのポリペプチドなど）のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチド
に関する。
【００６１】
　一態様では、本発明は、ＧＮＡ２０９１および非脂質化Ａ０５ポリペプチドのアミノ酸
配列を含む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、ＧＮＡ２０９１は、配列番号１
４７に示したアミノ酸配列を含む。一実施形態では、Ａ０５ポリペプチドは、配列番号５
に示したアミノ酸配列を含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、融合ポリペプチド
である。
【００６２】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、ＧＮＡ２０９１、それが作動可能に連結したＯ
ＲＦ２０８６ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペプチ
ドは、配列番号１４９に示したアミノ酸配列（ＧＮＡ２０９１－Ａ０５）を含む。
【００６３】
　ｄ）ＳＣＰおよびＡ０５：
　一態様では、本発明は、ＳＣＰ（例えば、配列番号１５１など）ならびに非脂質化ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチド（例えば、配列番号４２～６１から選択されるアミノ酸配列を有
する任意の１つのポリペプチド、および以下のセクションＤ「ＯＲＦポリペプチド」に記
載した任意の１つのポリペプチドなど）のアミノ酸配列を含む単離ポリペプチドに関する
。
【００６４】
　一態様では、本発明は、ＳＣＰおよび非脂質化Ａ０５ポリペプチドのアミノ酸配列を含
む単離ポリペプチドに関する。一実施形態では、ＳＣＰは、配列番号１５１に示したアミ
ノ酸配列を含む。一実施形態では、Ａ０５ポリペプチドは、配列番号５に示したアミノ酸
配列を含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、融合ポリペプチドである。
【００６５】
　一実施形態では、融合ポリペプチドは、ＳＣＰ、それが作動可能に連結したＯＲＦ２０
８６ポリペプチドをこの順序で含む。例えば、一実施形態では、融合ポリペプチドは、配
列番号１５３に示したアミノ酸配列（ＳＣＰ－Ａ０５）を含む。
【００６６】
　５）融合ポリペプチドを含む免疫原性組成物：
　一態様では、本発明は、上述した単離および／または融合ポリペプチドを含む免疫原性
組成物に関する。免疫原性組成物は、薬学的に許容できる賦形剤をさらに含む。
【００６７】
　一実施形態では、免疫原性組成物は、ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ａの莢膜糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉ
ａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎ
ｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲー
ト；およびｄ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの
莢膜糖のコンジュゲートから選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む。
髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜糖のこのようなコン
ジュゲートは、当技術分野で公知である。髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）莢
膜糖コンジュゲートおよび多糖コンジュゲートの説明は、以下に記載されている。
【００６８】
　６）免疫応答：一態様では、融合ポリペプチドは、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎ．ｍ
ｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導する。一実施形態では、融合ポリペプ
チドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現する
髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対する殺菌抗体を誘導する。例
えば、担体タンパク質およびＡ０５ポリペプチドを含む融合ポリペプチドは、髄膜炎菌（
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Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ　Ａ０５発現株に対する殺菌抗体を誘導し得る
。別の実施形態では、融合ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同である
ＯＲＦ２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型
Ｂ株に対する殺菌抗体応答を誘導する。例えば、担体タンパク質およびＡ０５ポリペプチ
ドを含む融合ポリペプチドは、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ　Ａ
２２発現株に対する殺菌抗体応答を誘導し得る。
【００６９】
　意外にも、本発明者らは、非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチ
ドを含む融合ポリペプチドが、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在
下で同じＯＲＦ２０８６ポリペプチドの非脂質化形態を含む組成物によって誘導される免
疫応答より良好である哺乳動物における免疫応答を誘導し得ることを発見した。
【００７０】
　一実施形態では、融合ポリペプチドによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価
されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを投与される哺乳動物における免疫応答に等しい。
【００７１】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評
価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを投与される哺乳動物における免疫応答に等しい。
【００７２】
　一実施形態では、融合ポリペプチドによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価
されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを投与される哺乳動物における免疫応答より大きい。例えば、本発明のポリペプチドに
よって誘導される免疫応答は、少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％、４０％
、５０％、またはそれより大きい場合がある。
【００７３】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評
価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを投与される哺乳動物における免疫応答より大きい。例えば、本発明のポリペプチドに
よって誘導される免疫応答は、少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％、４０％
、５０％、またはそれより大きい場合がある。
【００７４】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドに対する免疫応答は、同一条件下で評価されると
き、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与さ
れる哺乳動物における免疫応答より、最大で３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、
または５％小さい。
【００７５】
　さらなる態様では、本発明は、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導するための方法に関する。免疫応答は、
任意の１つの髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型、または髄膜炎菌（Ｎ．
ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型（例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｗ１３５、Ｘ、および／もし
くはＹ）の組合せに対するものであり得る。本方法は、哺乳動物に有効量の記載した単離
ポリペプチドを投与するステップを含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、上述し
た融合ポリペプチドを含む。別の実施形態では、本方法は、哺乳動物に記載した単離およ
び／または融合ポリペプチドを含む有効量の免疫原性組成物を投与するステップを含む。
本方法によって誘導される免疫応答は、殺菌抗体を含み得る。殺菌抗体応答は、以下に記
載されている。
【００７６】
　Ｂ）コンジュゲート
　一態様では、本発明は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドを含む免
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疫原性組成物に関する。一実施形態では、免疫原性組成物は、担体ポリペプチドに連結さ
れたＯＲＦ２０８６ポリペプチドのコンジュゲートを含む。ポリペプチドは、ポリペプチ
ドが生理的条件下で安定であるように、任意の結合を介して連結され得る。一実施形態で
は、ポリペプチドは、共有結合によって連結される。別の実施形態では、ポリペプチドは
、非共有結合によって連結される。コンジュゲートは、当技術分野で公知の方法を使用し
て調製され得る。
【００７７】
　１）ＯＲＦ２０８６ポリペプチド。コンジュゲートは、任意のＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドを含み得る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリーＡポ
リペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、サブファミリーＢ
ポリペプチドである。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されてい
る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されていない。一実施形態
では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化されておらず、ピルビン酸化されていない
。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０４である。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、Ａ０６である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０７である
。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１２である。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、Ａ１９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２０である
。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０１である。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ２２である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、Ａ２９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０１である
。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０２である。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ０９である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、Ｂ１５である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ１６である
。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２２である。一実施形態では、Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ｂ２４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、Ｂ４４である。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ６２である
。好ましくは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、Ａ０５である。ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、以下でより詳細に記載されている。
【００７８】
　好適な実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＷＯ２０１３１３２４５２およ
び米国特許公開第ＵＳ２０１３０２４３８０７号に記載されているように、非ピルビン酸
化非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドであり、これらの文献のそれぞれは、その全体が
参照により本明細書に組み込まれている。用語「非ピルビン酸化」は、ピルビン酸含量を
有さないポリペプチドを指す。ピルビン酸含量を有する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、典型的には、対応する野生型ポリペプチドと比較して＋７０または＋７１の質量
シフトを呈した。一実施形態では、本発明のポリペプチドは、質量分析法によって測定さ
れるとき、対応する野生型非脂質化ポリペプチドと比較して＋７０または＋７１の質量シ
フトを呈さない。別の実施形態では、本発明のポリペプチドは、質量分析法によって測定
されるとき、Ｎ末端の１位において最初のシステインを有する対応する非脂質化ポリペプ
チドと比較して＋７０または＋７１の質量シフトを呈さない。
【００７９】
　２）担体ポリペプチド。コンジュゲートは、任意の担体ポリペプチドを含み得る。好ま
しくは、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して、無毒化され
ており、または毒性の低下を呈する。一実施形態では、担体ポリペプチドは、サイトリソ
イドである。好適な実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ菌
（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポリ
ペプチド、ストレプトコッカス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｉ
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ｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由来のインターメディリシンポリペプチド、バチルス・アルベイ
（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌｖｅｉ）由来のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）由来のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セレ
ウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、リ
ステリア・イバノビイ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯポ
リペプチド、アルカノバクテリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｐ
ｙｏｇｅｎｅｓ）由来のピオリシンポリペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅ
ｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒｉ）由来のゼーリゲリオリシンＯポリペプチド、化膿連鎖球菌
（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプ
チド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）由来のス
イリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来のテタ
ノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃ
ｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・エク
イシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｉｍｉｌｉｓ）由来のストレプト
リジンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・カニス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｃ
ａｎｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）由来のチューリンギオリシンＯポリペプ
チド、ブレビバチルス・ラテロスポルス（Ｂｒｅｖｉｂａｃｉｌｌｕｓ　ｌａｔｅｒｏｓ
ｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシンＯポリペプチド、ボツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒｉ
ｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリノリジンポリペプチド、クロストリジウム
・ショウベイ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｃｈａｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリシンポ
リペプチド、クロストリジウム・バイファーメンタンス（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｉ
ｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来のバイファーメントリシンポリペプチド、クロストリジウム
・ソルデリイ（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｏｒｄｅｌｌｉｉ）由来のソルデリリシンポ
リペプチド、ヒストリチクム菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｉｏｌｙｔｉｃｕｍ
）由来のヒストリチコリシンポリペプチド、クロストリジウム・ノビイ（Ｃｌｏｓｔｒｉ
ｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来のノビリシンポリペプチド、またはクロストリジウム・セプ
チカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコリシンＯポリペプ
チドに由来する。
【００８０】
　好適な実施形態では、サイトリソイドは、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ
　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する。より好適な実
施形態では、サイトリソイドは、配列番号１と少なくとも９０％の配列同一性を有する配
列を含む。
【００８１】
　別の実施形態では、担体ポリペプチドは、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して
無毒化されており、または毒性の低下を呈し、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫
（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）スポロゾイト周囲タンパク質、Ｂ型肝
炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａ
ｅ）基質ポリペプチド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球凝集素、
ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．
ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜ポリペプチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソイド、肺
炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）
由来の熱ショックポリペプチド、らい菌（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショックポリペプ
チド、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＳＴ、
緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺炎球菌表
面ポリペプチドＡ、肺炎球菌アドヘシンポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群またはＢ群連鎖
球菌種由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆ
ｌｕｅｎｚａｅ）ポリペプチドＤ、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシニアン
（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘導体（
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ＰＰＤ）、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来のＰｏｒＢ、およびこれらの
誘導体、バリアント、または断片からなる群から選択される。好適な実施形態では、コン
ジュゲートは、ＣＲＭ１９７を含む。担体ポリペプチドは、以下でより詳細に記載されて
いる。
【００８２】
　担体タンパク質のさらなる例としては、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　
ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）、ナイセリア由来のＧ
ＮＡ２０９１（アクセサリータンパク質９３６としても公知）、およびＣＲＭ１９７があ
る。担体タンパク質のさらなる例および説明は、セクションＣにおいて以下で提供されて
いる。
【００８３】
　３）アセンブリー：一実施形態では、コンジュゲートは、担体ポリペプチドに直接連結
されたＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む。例えば、コンジュゲートのポリペプチドは、
リンカー分子の非存在下でカップリングされている。別の実施形態では、コンジュゲート
は、担体ポリペプチドに間接的に連結されたＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む。例えば
、担体ポリペプチドは、中間体に連結されている場合があり、その中間体は、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドに連結されている。
【００８４】
　一実施形態では、コンジュゲートは、１つの担体ポリペプチドに連結された１つのＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチドを含むが、他のコンホメーションも本発明の射程内である。例え
ば、別の実施形態では、コンジュゲートは、最大で１、２、３、４、または５、６、７、
８、９、または１０個の免疫原性細菌ポリペプチドを含む。一実施形態では、コンジュゲ
ートは、最大で１、２、３、４、５、６、７、８、９、または１０個のＯＲＦ２０８６ポ
リペプチドを含む。別の実施形態では、コンジュゲートは、最大で１、２、３、４、また
は５つの担体ポリペプチドを含む。
【００８５】
　一部の実施形態では、コンジュゲートは、第３または後続のさらなるポリペプチドをさ
らに含む。第３のまたはさらなるポリペプチドの源として、それだけに限らないが、髄膜
炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）を挙げることができる。一実施形態では、第３の
ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドまたは担体ポリペプチドにインフレームで
融合される。一実施形態では、コンジュゲートは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列
を含む。別の実施形態では、コンジュゲートは、肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を
含まない。
【００８６】
　非ピルビン酸化非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質は、ＷＯ２０１３１３２４５２およ
び米国特許公開第ＵＳ２０１３０２４３８０７号に記載されており、これらのそれぞれは
、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク
質の発現後のピルビン酸化（ｐｙｒｕｖｙｌａｔｉｏｎ）修飾の可能性を除去または低減
する方法もこれらの中に記載されている。
【００８７】
　ピルビン酸化を除去するための追加の方法は、硫酸亜鉛でのタンパク質の処理を含む。
【００８８】
　さらに別の方法は、Ｎ末端の１位における最初のシステインを欠失させ、Ｎ末端の任意
のアミノ酸残基をシステイン残基で置き換える、非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質の遺
伝子改変を含む。例えば、一実施形態では、非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質は、対応
する野生型非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質と比較して、システイン残基がＯＲＦ２０
８６タンパク質のＮ末端の１位に存在せず、セリン残基がシステイン残基で置き換えられ
ているアミノ酸配列を含む。
【００８９】
　好ましくは、システイン残基によって置き換えられるアミノ酸残基は、Ｎ末端の最初の
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残基から最大で２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４、１３、１２、１１、１０、
９、８、７、６、または５個のアミノ酸である。
【００９０】
　例えば、一実施形態では、非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質は、対応する野生型非脂
質化ＯＲＦ２０８６タンパク質と比較して、システイン残基がＯＲＦ２０８６タンパク質
のＮ末端の１位に存在せず、２位の残基がシステイン残基で置き換えられているアミノ酸
配列を含む。
【００９１】
　好ましくは、システイン残基によって置き換えられるアミノ酸残基は、Ｎ末端の最初の
残基から最大で２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４、１３、１２、１１、１０、
９、８、７、６、または５個のアミノ酸に位置したセリン残基である。例えば、非脂質化
ＯＲＦ２０８６タンパク質は、対応する野生型非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質と比較
して、システイン残基がＯＲＦ２０８６タンパク質のＮ末端の１位に存在せず、２位のセ
リン残基がシステイン残基で置き換えられているアミノ酸配列を含む。例えば、配列番号
５、配列番号１５６、および配列番号１５７を比較されたい。
【００９２】
　別の実施形態では、非脂質化ＯＲＦ２０８６タンパク質は、対応する野生型非脂質化Ｏ
ＲＦ２０８６タンパク質と比較して、システイン残基がＯＲＦ２０８６タンパク質のＮ末
端の１位に存在せず、６位のセリン残基がシステイン残基で置き換えられているアミノ酸
配列を含む。例えば、配列番号５、配列番号１５６、および配列番号１５８を比較された
い。
【００９３】
　好ましくは、コンジュゲートは、担体ポリペプチドが由来する細菌種と異なる細菌種に
由来するポリペプチドを含む。したがって、一実施形態では、担体タンパク質は、ＯＲＦ
２０８６ポリペプチドと、かつコンジュゲート中に含まれる任意の追加のポリペプチドと
非相同である。ポリペプチドを参照した「非相同」は、異なるタンパク質および／または
異なる細菌種が起源であるポリペプチドである。
【００９４】
　架橋剤を通じてでもよい担体ポリペプチドとＯＲＦ２０８６ポリペプチドとの間のコン
ジュゲーションは、当技術分野で公知の方法に従って行われ得る。好ましくは、担体ポリ
ペプチドとＯＲＦ２０８６ポリペプチドとの間の結合は、求核中心（例えば、タンパク質
のリシンまたはシステイン残基）との反応に適した少なくとも１つの活性化された末端を
有する活性化された担体ポリペプチドを使用して達成される。
【００９５】
　一実施形態では、担体タンパク質は、リシン残基への非特異的ＮＨＳ－エステル反応に
よってマレイミドで活性化されている。次いでＯＲＦ２０８６ポリペプチドの単一のＮ末
端システインが、担体タンパク質のマレイミドにコンジュゲートされる。
【００９６】
　当技術分野で公知であるように、マレイミドは、スルフヒドリル基と反応して安定なチ
オエーテル結合を形成する。Ｎ－エチルマレイミド（ＮＥＭ）は、チオール反応性試薬の
一例である。例えば、ニューモリシンタンパク質は、ＮＥＭでのタンパク質の誘導体化、
その後のＳＭ（ＰＥＧ）４での活性化によってコンジュゲーションのために調製され得る
。
【００９７】
　別の実施形態では、担体ポリペプチドは、スルホスクシンイミジル－４－（Ｎ－マレイ
ミドメチル）シクロヘキサン－１－カルボキシレート（スルホ－ＳＭＣＣ）で活性化され
る。スルホ－ＳＭＣＣは、水溶性アミン－スルフヒドリル架橋剤である。これは、アミン
反応性Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（ＮＨＳエステル）およびスルフヒドリル反応性マ
レイミド基を含有する。一例では、ＳＣＰタンパク質は、スルホ－ＳＭＣＣで活性化され
得る。
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【００９８】
　４）コンジュゲートを含む免疫原性組成物：一態様では、本発明は、上述したコンジュ
ゲートを含む免疫原性組成物に関する。免疫原性組成物は、薬学的に許容できる賦形剤を
さらに含む。
【００９９】
　一実施形態では、免疫原性組成物は、ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ａの莢膜糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉ
ａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎ
ｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲー
ト；およびｄ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの
莢膜糖のコンジュゲートから選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む。
髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜糖のこのようなコン
ジュゲートは、当技術分野で公知である。髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）莢
膜糖コンジュゲートおよび多糖コンジュゲートの説明は、以下に記載されている。
【０１００】
　５）免疫応答：一態様では、コンジュゲートは、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導する。一実施形態では、コンジュゲート
は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同である髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ
）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘導する。例えば、担体タンパク質およびＡ０
５ポリペプチドを含むコンジュゲートは、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血
清型Ｂ　Ａ０５発現株に対する殺菌抗体を誘導し得る。別の実施形態では、コンジュゲー
トは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同である髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄ
ｉｓ）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘導する。例えば、担体タンパク質および
Ａ０５ポリペプチドを含むコンジュゲートは、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ
）血清型Ｂ　Ａ２２発現株に対する殺菌抗体を誘導し得る。
【０１０１】
　一実施形態では、非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドを含む
コンジュゲートは、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で同じＯ
ＲＦ２０８６ポリペプチドの脂質化形態を含む組成物によって誘導される免疫応答と同等
である哺乳動物における免疫応答を誘導し得る。
【０１０２】
　一実施形態では、コンジュゲートによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価さ
れるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
を含む組成物を投与される哺乳動物の免疫応答に等しい。
【０１０３】
　別の実施形態では、コンジュゲートによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価
されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
を含む組成物を投与される哺乳動物の免疫応答に等しい。
【０１０４】
　別の実施形態では、コンジュゲートによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価
されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
を含む組成物を投与される哺乳動物の免疫応答より大きい。例えば、コンジュゲートによ
って誘導される免疫応答は、少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％、４０％、
５０％、またはそれより大きい場合がある。
【０１０５】
　別の実施形態では、コンジュゲートによって誘導される免疫応答は、同一条件下で評価
されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチ
ドを含む組成物を投与される哺乳動物の免疫応答より大きい。例えば、コンジュゲートに
よって誘導される免疫応答は、少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％、４０％
、５０％、またはそれより大きい場合がある。



(27) JP 6446377 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【０１０６】
　さらなる実施形態では、コンジュゲートの免疫応答は、同一条件下で評価されるとき、
担体ポリペプチドの非存在下で対応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む組成物
を投与される哺乳動物の免疫応答より最大で３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、
または５％小さい。
【０１０７】
　別の態様では、本発明は、哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）に対する免疫応答を誘導するための方法に関する。免疫応答は、任意
の１つの髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型、または髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型（例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｗ１３５、Ｘ、および／もしくは
Ｙ）の組合せに対するものであり得る。本方法は、哺乳動物に有効量の記載した単離ポリ
ペプチドを投与するステップを含む。一実施形態では、単離ポリペプチドは、上述したコ
ンジュゲートを含む。別の実施形態では、本方法は、哺乳動物に記載した単離ポリペプチ
ドおよび／またはコンジュゲートを含む有効量の免疫原性組成物を投与するステップを含
む。本方法によって誘導される免疫応答は、殺菌抗体を含み得る。殺菌抗体応答は、以下
に記載されている。
【０１０８】
　Ｃ）担体ポリペプチド
　担体タンパク質またはポリペプチドは、担体ポリペプチドに連結された分子に向けられ
る免疫応答を誘導するポリペプチド実体である。担体ポリペプチドを分子（例えば、ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチド）に連結することによって、抗原性ポリペプチドの免疫原性を増
大させることが可能である。
【０１０９】
　例示的な担体ポリペプチドは、以下のうちの無毒化された形態を含む：破傷風毒素（Ｔ
Ｔ）、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐａｒｕｍ）スポロゾイ
ト周囲タンパク質、Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアタンパク質、インフルエンザ菌（
Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）基質タンパク質、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚ
ａｅ）赤血球凝集素、ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキソイド変異体ＣＲＭ１９７

、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜タンパク質複合体（ＯＭＰＣ）、
サイトリソイド、肺炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉ
ｕｍ　ｂｏｖｉｓ）由来の熱ショックタンパク質、らい菌（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱
ショックタンパク質、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃ
ｏｌｉ）ＳＴ、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素
Ａ、肺炎球菌表面プロテインＡ、肺炎球菌アドヘシンプロテイン（ＰｓａＡ）、Ａ群また
はＢ群連鎖球菌由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ
　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）プロテインＤ、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシ
ニアン（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、ツベルクリンの精製タンパク質誘導
体（ＰＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、およびこ
れらの誘導体、バリアント、または断片。担体ポリペプチドは、好ましくは、担体ポリペ
プチドの対応する野生型より低い毒性を呈する。
【０１１０】
　ジフテリアトキソイド：好適な実施形態では、担体ポリペプチドは、ジフテリアトキソ
イド、またはそのバリアントもしくは断片、より好ましくは、ＣＲＭ１９７である。ＣＲ
Ｍ１９７は、ジフテリア毒素の無毒性バリアント（すなわち、トキソイド）である。一実
施形態では、ＣＲＭ１９７は、カザミノ酸および酵母エキス系培地中で増殖させたジフテ
リア菌（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｄｉｐｈｔｈｅｒｉａｅ）株Ｃ７（β１９７
）の培養物から単離される。別の実施形態では、ＣＲＭ１９７は、米国特許第５，６１４
，３８２号に記載の方法に従って組換えで調製される。一部の実施形態では、ＣＲＭ１９

７は、シュードモナス・フルオレッセンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃ
ｅｎｓ）中で調製される。当技術分野で公知の他のジフテリアトキソイド、例えば、ＣＲ
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Ｍ１７６、ＣＲＭ２２８、ＣＲＭ４５、ＣＲＭ９、ＣＲＭ１０２、ＣＲＭ１０３、および
ＣＲＭ１０７なども使用され得る。
【０１１１】
　ジフテリアトキソイドは、全長ジフテリアトキソイドポリペプチド、その活性バリアン
トもしくは断片、またはジフテリアトキソイドの任意の免疫原性断片を含み得る。例示的
なジフテリアトキソイドとしては、米国特許第４，７０９，０１７号あるいは米国特許第
４，９５０，７４０号に開示された、対応する野生型ジフテリア毒素と比較して、欠失、
あるいはＧｌｕ１４８のＡｓｐ、Ｇｌｎ、もしくはＳｅｒへの、および／またはＡｌａ１
５８のＧｌｙへの変異；米国特許第５，９１７，０１７号または米国特許第６，４５５，
６７３号に開示された残基Ｌｙｓ５１６、Ｌｙｓ５２６、Ｐｈｅ５３０および／またはＬ
ｙｓ５３４のうちの少なくとも１つまたは複数の変異、ならびに他の変異を有するトキソ
イド；あるいは米国特許第５，８４３，７１１号に開示された断片がある。
【０１１２】
　追加の例示的なジフテリアトキソイドは、「ＤＴ－Ａ」領域として公知の、配列番号１
２に示したＣＲＭ１９７のアミノ酸１～１９３を含むＣＲＭの断片を含む。
【０１１３】
　一実施形態では、ＣＲＭ１９７タンパク質は、配列番号１０と少なくとも５０％、６０
％、７０％、８０％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７
％、９８％、９９％、またはそれより高い配列同一性を有する配列を含む。最も好適な実
施形態では、担体タンパク質は、配列番号１０を含む。
【０１１４】
　別の好適な実施形態では、ＣＲＭ１９７タンパク質は、配列番号１５５と少なくとも５
０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９
６％、９７％、９８％、９９％、またはそれより高い配列同一性を有する配列を含む。最
も好適な実施形態では、ＣＲＭ１９７タンパク質は、配列番号１５５を含む。
【０１１５】
　サイトリソイド：別の好適な実施形態では、担体ポリペプチドは、サイトリソイドまた
はそのバリアントもしくは断片である。より好適な実施形態では、担体ポリペプチドは、
無毒化されており、または肺炎球菌毒素ニューモリシンの対応する野生型形態より低い毒
性を呈する肺炎球菌毒素ニューモリシンである。
【０１１６】
　本明細書において、「サイトリソイド」は、修飾細胞溶解素であって、タンパク質の修
飾が、免疫原性活性を保持しながら、サイトリソイドタンパク質の毒性、オリゴマー化、
および／または溶血性を不活化、無毒化、または低減する、修飾細胞溶解素を指す。
【０１１７】
　細胞溶解素は、少なくともクロストリジウム属、連鎖球菌属、リステリア属、バチルス
属、およびアルカノバクテリウム属に由来する様々な種によって生成される孔形成毒素の
ファミリーと関連する。細胞溶解素は、溶血性タンパク質として公知であり得る。例示的
な野生型細胞溶解素のアミノ酸配列は、配列番号８８～１０１に示されている。このよう
な細胞溶解素は、コレステロール結合細胞溶解素である。
【０１１８】
　細胞溶解素タンパク質の毒性の低減（すなわち、毒性、オリゴマー化、および／または
溶血の低減）は、対応する野生型細胞溶解素タンパク質と比較してなど、適切な対照と比
べて、少なくとも１％、５％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０
％、８０％、９０％、またはそれを超える統計的に有意な低下を含む。細胞溶解素活性を
アッセイする方法は、当技術分野で公知である。
【０１１９】
　細胞溶解素の毒性活性（すなわち、オリゴマー化および／または溶血）を不活化または
低減し得る修飾は、当技術分野で公知である。これらの修飾は、アミノ酸置換、欠失、お
よび／または付加であり得る。このような修飾は、当技術分野で公知である。いくつかの
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例としては、それだけに限らないが、野生型ニューモリシンタンパク質の１４４～１６１
由来のアミノ酸残基に対応する領域内に変異（例えば、置換または欠失）を有するサイト
リソイドを開示しているＷＯ２００５／１０８４１９およびＷＯ２００５／１０８５８０
に記載されたものがある。ニューモリシンのこの領域は、細胞溶解素の中で共有されてい
るコンセンサス配列を有する。変異体細胞溶解素は、野生型細胞溶解素と比較してオリゴ
マー化および／または溶血性活性が低減しており、したがって毒性が低い。変異体は、野
生型ニューモリシン配列のアミノ酸１４４～１６１に対応する領域内でアミノ酸残基の１
個または複数の置換または欠失を有し得る。したがって、サイトリソイドは、野生型ニュ
ーモリシンのアミノ酸１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１５０、１５
１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、また
は１６１に対応するアミノ酸残基の１個または複数において変異を有し得る。
【０１２０】
　野生型ニューモリシンの残基１４４～１６１に対応する配列番号８８～１０１によって
記載される細胞溶解素の領域を以下に列挙する。
【０１２１】
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【０１２２】
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【表１－２】

【０１２３】
　ある特定の好適な変異体細胞溶解素タンパク質は、野生型ニューモリシン配列のアミノ
酸残基１４４～１５１に対応する領域内の２つの隣り合ったアミノ酸の置換または欠失に
よって野生型タンパク質と異なる。このような二重変異体の例は、バリン１４４とプロリ
ン１４５、アラニン１４６とアルギニン１４７、メチオニン１４８とグルタミン１４９、
またはチロシン１５０とグルタミン酸１５１に対応するアミノ酸、すなわち、上記表に示
した対応するアミノ酸の置換または欠失を含有するものである。好適な実施形態では、サ
イトリソイドは、対応する野生型細胞溶解素と比較してアラニン１４６とアルギニン１４
７の欠失を含む。
【０１２４】
　変異体は、ペルフリンゴリシンのＹ１８１に対応する残基において置換を有し得る。こ
の残基は、ニューモリシンのＹ１５０に対応する。このような変異体は、ペルフリンゴリ
シン、または他の細胞溶解素タンパク質に由来し得る。
【０１２５】
　溶血活性が低減された細胞溶解素のさらなる変異体は、ＷＯ９０／０６９５１に記載さ
れており、野生型ニューモリシン配列のアミノ酸２５７～２９７、３６７～３９７、また
は４２４～４３７に対応する領域の少なくとも１つにおいて、特に、ニューモリシン配列
のアミノ酸３６７、３８４、３８５、４２８、４３３、および４３５に対応する位置にお
いて少なくとも１つのアミノ酸置換または欠失を含有する。したがって、本明細書に記載
の方法および組成物で使用される細胞溶解素タンパク質は、ニューモリシン配列のアミノ
酸１４４～１６１に対応する領域中の変異に加えて、またはその代わりに１つまたは複数
のこのような変異を含み得る。
【０１２６】
　細胞溶解素タンパク質は、野生型配列と比べて他の変異を含み得る。これらの変異は、
細胞溶解素タンパク質の１つまたは複数の生物活性、例えば、溶血活性、オリゴマー化活
性、もしくは補体を活性化する能力などをそれ自体で低減することができ、またはこれら
は、表現型的にサイレントであり得る。
【０１２７】
　欠失および置換は、毒性が低減された本発明の変異タンパク質をもたらすのに使用され
得る変異の例である。非保存的置換は、変異体の毒性を低減するのに特に適している場合
があり、理由は、非保存的変異を有する変異体は、保存的置換を有するものと比べて野生
型レベルの機能を保持する可能性が低いためである。当技術分野におけるサイトリソイド
の追加の限定されない例は、米国特許出願公開第２００９／０２８５８４６Ａ１号（ＷＯ
２０１２／１３４９７５）および米国特許出願公開第２０１０／０１６６７９５号（ＷＯ
２００７／１４４６４７）に開示されている。
【０１２８】
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　様々なサイトリソイドの活性バリアントまたは断片は、これらが担体ポリペプチド活性
を維持する点で、本明細書に提供されるサイトリソイドポリペプチドと、少なくとも６５
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５
％、９６％、９７％、９８％、９９％、またはそれより高い配列同一性を含み得る。サイ
トリソイドの活性バリアントは、当技術分野で公知である。例えば、配列番号１１７～１
２０および配列番号１を参照。例えば、米国特許出願第２００９／０２８５８４６Ａ１号
および米国特許出願第２０１０／０１６６７９５号も参照。
【０１２９】
　担体ポリペプチド活性を保持する野生型または変異体細胞溶解素タンパク質の断片も使
用され得る。このような断片は、これらが担体ポリペプチド活性を保持する限り、例えば
、長さが少なくとも５０アミノ酸、長さが少なくとも１００アミノ酸、長さが少なくとも
２００アミノ酸、長さが少なくとも３００アミノ酸、または長さが少なくとも４００アミ
ノ酸であり得る。
【０１３０】
　ニューモリソイド：好適な実施形態では、担体ポリペプチドは、ニューモリソイドポリ
ペプチドまたはそのバリアントもしくは断片を含む。ニューモリシンは、孔形成毒素であ
り、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）によって生成
される主要な細胞溶解素である。野生型または天然ニューモリシンのアミノ酸配列は、配
列番号２１に示されている。
【０１３１】
　本明細書において、「ニューモリソイド」は、修飾ニューモリシン（ニューモリシント
キソイド）であって、タンパク質の修飾が、対応する野生型ニューモリシンと比較して、
依然として担体ポリペプチド活性を保持しながら、ニューモリソイドタンパク質の毒性、
オリゴマー化、溶血性および／または補体活性化性を不活化または低減する、修飾ニュー
モリシン（ニューモリシントキソイド）を指す。
【０１３２】
　本明細書に提供される様々な組成物中に用いられ得る例示的なニューモリソイドは、例
えば、ＷＯ２００５／１０８４１９、ＷＯ２００５／１０８５８０、ＷＯ９０／０６９５
１、米国特許出願第２００９／０２８５８４６Ａ１号、および米国特許出願第２０１０／
０１６６７９５号に記載されている。ＷＯ２００５／１０８４１９およびＷＯ２００５／
１０８５８０には、野生型ニューモリシンタンパク質のアミノ酸１４１～１６１の領域内
で変異（例えば、置換または欠失）を有するニューモリソイドが開示されている。これら
の変異体は、野生型ニューモリシンと比較して、毒性、オリゴマー化および／または溶血
活性が低減されており、したがって、毒性が低い。
【０１３３】
　変異体は、野生型ニューモリシン配列１４４～１６１の１個または複数のアミノ酸の置
換または欠失を有し得る。したがって、ニューモリソイドは、野生型ニューモリシンのア
ミノ酸残基１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１５０、１５１、１５２
、１５３、１５４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６０、または１６１の
１個または複数において変異を有し得る。さらに、溶血活性が低減されており、かつ野生
型ニューモリシンのアミノ酸２５７～２９７、３６７～３９７、または４２４～４３７に
対応する領域の少なくとも１つにおいて少なくとも１つのアミン酸置換または欠失を有す
るニューモリソイドが、ＷＯ９０／０６９５１に記載されている。
【０１３４】
　ニューモリソイドのさらなる例としては、配列番号１、またはその活性バリアントもし
くは断片がある。別の例には、対応する野生型ニューモリシン（配列番号２１）と比較し
て、アミノ酸４６０位のリシンのアスパラギン酸残基への変異を有するニューモリソイド
（配列番号１１７）が含まれる。このようなバリアントニューモリソイドは、米国特許出
願第２００９／０２８５８４６Ａ１号に開示されている。配列番号１１７のバリアントは
、本明細書に提供されており、配列番号１１８に示されている。活性バリアントは、配列
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番号１１７と比較したとき、２０８位のリシンからアルギニンへのアミノ酸変化を含む。
【０１３５】
　配列番号１１９に示したニューモリソイド、またはその活性バリアントもしくは断片は
、野生型ニューモリシン配列のアミノ酸３８５位のアスパラギン酸の代わりにアスパラギ
ンの置換、ならびにアラニン１４６およびアルギニン１４７の欠失を含む。配列番号１１
９に示したこのニューモリソイドは、溶血性および補体活性化の両方を欠乏している場合
があり、米国特許出願第２０１０／０１６６７９５号に開示されている。
【０１３６】
　配列番号１２０に示したニューモリソイド、またはその活性バリアントもしくは断片は
、野生型ニューモリシン配列のアミノ酸４３３位のトリプトファンの代わりにフェニルア
ラニンのアミノ酸置換を含む。配列番号１２０に示したこのニューモリソイドは、溶血性
を欠乏している場合があり、米国特許第６７１６４３２号に開示されている。
【０１３７】
　最も好適な実施形態では、融合ポリペプチドは、配列番号１を有するニューモリソイド
、またはその活性バリアントもしくは断片を含む。配列番号１のポリペプチドは、野生型
ニューモリソイドと比較してＡ１４６Ｒ１４７欠失を含む。
【０１３８】
　したがって、ニューモリソイドの活性バリアントまたは断片が本明細書に提供されてい
る。このような活性バリアントは、配列番号８８～１２０または配列番号２１と少なくと
も６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％
、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、またはそれより高い配列同一性を含み得る
。ニューモリシンの活性バリアントは、参照により本明細書に組み込まれている、例えば
、ＵＳ２０１０／０１６６７９５およびＵＳ２００９／０２８５８４６Ａ１にも記載され
ている。当技術分野では、本明細書の他の箇所で記載されているように、このようなバリ
アントの調製に関するガイダンスが提供されている。したがって、一実施形態では、融合
ポリペプチドは、配列番号８８～１０１、配列番号２１、もしくは配列番号１に示したア
ミノ酸配列のいずれか１つに示したニューモリソイド、または配列番号２１のアミノ酸配
列と少なくとも８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９
６％、９７％、９８％、９９％の配列同一性を有するその活性バリアントを含む。
【０１３９】
　一実施形態では、担体タンパク質は、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐ
ｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）に由来する。好適な実施
形態では、担体タンパク質は、配列番号１５１と少なくとも５０％、６０％、７０％、８
０％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９
９％、またはそれより高い配列同一性を有する配列を含む。最も好適な実施形態では、担
体タンパク質は、配列番号１５１を含む。
【０１４０】
　一実施形態では、担体タンパク質は、ＧＮＡ２０９１に由来する。好適な実施形態では
、担体タンパク質は、配列番号１４７と少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９
０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、ま
たはそれより高い配列同一性を有する配列を含む。最も好適な実施形態では、担体タンパ
ク質は、配列番号１４７を含む。
【０１４１】
Ｄ）ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
　用語「ＯＲＦ２０８６」は、本明細書において、ナイセリア種細菌由来のオープンリー
ディングフレーム２０８６を指す。ナイセリアＯＲＦ２０８６、それからコードされるタ
ンパク質、これらのタンパク質の断片、およびこれらのタンパク質を含む免疫原性組成物
は、当技術分野で公知であり、例えば、ＷＯ２００３／０６３７６６に、ならびに米国特
許出願公開第ＵＳ２００６０２５７４１３、同第ＵＳ２００９０２０２５９３号、ＷＯ２
０１２０３２４８９、および米国特許出願公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号に記載さ
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れており、これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。Ｏ
ＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＷＯ２０１３１３２４５２および米国特許公開第ＵＳ２０
１３０２４３８０７号にも記載されており、これらのそれぞれは、その全体が参照により
本明細書に組み込まれている。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドの例としては、配列番号５、
１９、２２～６５に示したアミノ酸配列のいずれか１つなどの配列番号２２～８７に示し
た配列のいずれか１つを有するポリペプチドがある。
【０１４２】
　用語「Ｐ２０８６」は一般に、ＯＲＦ２０８６にコードされるタンパク質を指す。「２
０８６」の前の「Ｐ」は、「タンパク質」の略語である。本発明のＰ２０８６タンパク質
は、脂質化されていても、脂質化されていなくてもよい。「ＬＰ２０８６」および「Ｐ２
０８６」は典型的には、それぞれ２０８６タンパク質の脂質化および非脂質化形態を指す
。本発明のＰ２０８６タンパク質は、組換え体であり得る。「ｒＬＰ２０８６」および「
ｒＰ２０８６」は典型的には、それぞれ組換え２０８６タンパク質の脂質化および非脂質
化形態を指す。「２０８６」は、Ｈ因子結合タンパク質（ｆＨＢＰ）としても公知である
。
【０１４３】
　用語「野生型非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチド」または「野生型非脂質化２０８６
ポリペプチド」または「野生型非脂質化ポリペプチド」は、本明細書において、自然にお
いて見つかる対応する成熟脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのアミノ酸配列と同一であ
るアミノ酸配列を有するＯＲＦ２０８６ポリペプチドを指す。非脂質化分子と脂質化分子
との間の唯一の差異は、野生型非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＮ末端システイン
においてトリパルミトイル脂質尾部で脂質化されていないことである。
【０１４４】
　用語「Ｎ末端システイン」は、ポリペプチドのＮ末端またはＮ末端尾部におけるシステ
イン（Ｃｙｓ）残基を指す。より具体的には、「Ｎ末端システイン」は、本明細書におい
て、当技術分野で公知であるように、ＬＰ２０８６リポタンパク質がリパルミトイル脂質
尾部で脂質化されているＮ末端システインを指す。
【０１４５】
　一実施形態では、本発明のポリペプチドおよび組成物は、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
を含み、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ末端でシステ
イン残基を含まない。Ｎ末端システインが存在しないＯＲＦ２０８６ポリペプチドの例と
しては、配列番号４２～６５および配列番号１３１～１３４に記載のポリペプチドがある
。
【０１４６】
　一実施形態では、単離ポリペプチドは、システインがＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ
末端において存在しないＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む。
【０１４７】
　別の実施形態では、融合ポリペプチドは、システインがＯＲＦ２０８６ポリペプチドの
Ｎ末端において存在しないＯＲＦ２０８６ポリペプチドを含む。
【０１４８】
　さらに別の実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド－担体ポリペプチドコンジュゲ
ート中のＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ末端において
システインを含まない。
【０１４９】
　用語「Ｇｌｙ／Ｓｅｒストーク」は、本明細書において、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド
のＮ末端における連続したＧｌｙおよびＳｅｒ残基を指す。Ｇｌｙ／Ｓｅｒストーク中に
、少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、または
１５個のＧｌｙおよびＳｅｒ残基、好ましくは５から１２個の間のＧｌｙおよびＳｅｒ残
基が存在し得る。一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、少なくとも２個およ
び最大で１５個の連続したＧｌｙおよび／またはＳｅｒ残基を含む。ＯＲＦ２０８６ポリ
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ペプチドバリアントの天然Ｇｌｙ／Ｓｅｒストークは、ＷＯ２０１２０３２４８９および
米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号の図２Ａ～２Ｃ中の下線が引かれた配列に
よって表され、これらの文献のそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込まれ
ている。
【０１５０】
　一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＧｌｙ／Ｓｅｒストークは、野生型ま
たは天然ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと比較して、修飾を含む。ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドの天然Ｇｌｙ／Ｓｅｒストークへの修飾の例としては、Ｇｌｙおよび／またはＳｅｒ
残基の欠失、ＧｌｙのＳｅｒ残基との置換、またはＳｅｒ残基のＧｌｙ残基との置換、Ｇ
ｌｙおよび／もしくはＳｅｒ残基の付加、ならびにこれらの任意の組合せがある。天然Ｇ
ｌｙ／Ｓｅｒストーク領域の修飾を含むＯＲＦ２０８６ポリペプチドの例としては、例え
ば、配列番号６２～６５および配列番号１３１～１３４によって記載されるポリペプチド
がある。
【０１５１】
　当技術分野で公知であるように、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドの非脂質化形態は、元の
リーダー配列を欠いている場合があり、または宿主細胞内での脂肪酸アシル化の部位を指
定しない配列の部分で置き換えられたリーダー配列を含み得る。例えば、ＷＯ２００３／
０６３７６６、米国特許第８１０１１９４号、ＷＯ２０１２０３２４８９、および米国特
許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号を参照。これらのそれぞれは、その全体が参照に
より本明細書に組み込まれている。非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドの例としては、
配列番号２２～６５に示した配列のいずれか１つを有するポリペプチドがある。好適な実
施形態では、非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドとしては、配列番号４２～６５に示し
た配列のいずれか１つを有するポリペプチドがある。
【０１５２】
　一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、配列番号６６～８７に示したポリヌ
クレオチド配列のいずれか１つによってコードされる。好適な実施形態では、ＯＲＦ２０
８６ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ末端またはアミノ酸残基１位にお
いてシステインをコードしない配列によってコードされる。例示的なポリヌクレオチド配
列としては、配列番号１３１～１３４がある。
【０１５３】
　別の好適な実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、配列番号６６～８７に示し
たポリヌクレオチド配列のいずれか１つのコドン最適化配列によってコードされる。ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチドをコードするコドン最適化配列は、ＷＯ２０１２０３２４８９、
米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号、ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５１７９１、
および米国特許出願第１３／７８７５９４号に記載されており、これらのそれぞれは、そ
の全体が参照により本明細書に組み込まれている。例示的なコドン最適化配列は、配列番
号１２１～１２９に示したポリヌクレオチド配列を含む。
【０１５４】
　ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉ
ｄｉｓ）（血清型Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｗ－１３５、Ｘ、Ｙ、Ｚ、および２９Ｅ）、淋菌（Ｎ
ｅｉｓｓｅｒｉａ　ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅ）、およびナイセリア・ラクタミカ（Ｎｅｉ
ｓｓｅｒｉａ　ｌａｃｔａｍｉｃａ）の株を含めたナイセリア属種、ならびに前記タンパ
ク質の免疫原性部分および／または生物学的等価物に由来し得る。
【０１５５】
　ＯＲＦ２０８６ポリペプチドとしては、サブファミリーＡタンパク質、およびサブファ
ミリーＢタンパク質、これらの免疫原性部分、および／またはこれらの生物学的等価物が
ある。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドまたはこれらの等価物などは、脂質化されていても、
脂質化されていなくてもよい。好ましくは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、脂質化され
ていない。代わりに、免疫原性組成物は、脂質化および非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドの組合せを含み得る。
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【０１５６】
　ＯＲＦ２０８６サブファミリーＡタンパク質およびサブファミリーＢポリペプチドは、
当技術分野で公知である。ＷＯ２００３／０６３７６６および米国特許第８１０１１９４
号を参照。これらは、２０８６サブファミリーＡのタンパク質に関連するアミノ酸配列を
代表するものとして、その中で配列番号２６０～２７８を開示している。さらに、ＷＯ２
００３／０６３７６６および米国特許第８１０１１９４号に開示の配列番号２７９～２９
９は、２０８６サブファミリーＢのタンパク質に関連するアミノ酸配列を代表する。ＷＯ
２００３／０６３７６６および米国特許第８１０１１９４号はそれぞれ、その全体が参照
により本明細書に組み込まれている。ＯＲＦ２０８６サブファミリーＡおよびサブファミ
リーＢポリペプチドは、ＷＯ２０１２０３２４８９、米国特許公開第ＵＳ２０１２００９
３８５２号、ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５１７９１、現在、ＷＯ２０１３１３２４５２、
および米国特許出願第１３／７８７５９４号、現在、公開第ＵＳ２０１３０２４３８０７
号にも開示されており、これらのそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込ま
れている。
【０１５７】
　一実施形態では、非脂質化ポリペプチドは、対応する脂質化ポリペプチドをコードする
配列と少なくとも約６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、８６％、８７％
、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％
、９８％、９９％、または１００％同一であるアミノ酸配列を含む。
【０１５８】
　一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ末
端において少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４
、または１５個の連続したセリンおよび／またはグリシン残基を含む。好ましくは、ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドのＮ末端において少なくとも３
、４、５、６、７、８、９、または１０個、および最大で１５、１４、１３、１２、１１
、または１０個の連続したセリンおよび／またはグリシン残基を含む。このような残基の
存在は、融合ポリペプチドの構築を容易にすることができる。
【０１５９】
　例示的な実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、そのそれぞれの天然Ｇｌｙ／
Ｓｅｒストーク領域を含む。例えば、Ｂ４４ポリペプチドは、ＷＯ２０１２０３２４８９
および米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号の図２Ｃ中で下線を引いて示された
ストーク領域を含み、これらの文献のそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み
込まれている。例えば、配列番号４０の残基２～１２および配列番号６０の残基１～１１
を参照。別の例として、Ａ１２ポリペプチドは、ＷＯ２０１２０３２４８９および米国特
許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２号の図２Ａ中に下線を引いて示されたストーク領域
を含み、これらの文献のそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み込まれている
。例えば、配列番号２８の残基２～７および配列番号４７の残基１～６を参照。
【０１６０】
　一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、少なくとも約２００、２１０、２２
０、２３０、２４０、２５０、２５５、または２６０個の連続したアミノ酸、および最大
で約２７０、２６９、２６８、２６７、２６６、２６５、２６４、２６３、２６０、２５
９、２５８、２５７、２５６、または２５５個の連続したアミノ酸を含む。任意の最小値
を任意の最大値と組み合わせて範囲を定義することができる。より好ましくは、ポリペプ
チドは、少なくとも２５４または２６２個の連続したアミノ酸を有する。一部の実施形態
では、ポリペプチドは、最大で２５４個の連続したアミノ酸を有する。他の実施形態では
、ポリペプチドは、最大で２６２個の連続したアミノ酸を有する。一実施形態では、ＯＲ
Ｆ２０８６ポリペプチドは、対応するＯＲＦ２０８６ポリペプチドをコードする配列と少
なくとも約６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、８６％、８７％、８８％
、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％同一であるアミノ酸配列を含む。例えば、例示的な実施形態で
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は、Ａ６２ポリペプチドは、配列番号４１と少なくとも約６０％、６５％、７０％、７５
％、８０％、８５％、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３
％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％同一であるアミ
ノ酸配列を含む。
【０１６１】
　本明細書において、用語「ピルビン酸化されていない」は、ピルビン酸含量をまったく
有さないポリペプチドを指す。ピルビン酸含量を有する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプ
チドは、典型的には、対応する野生型ポリペプチドと比較して、＋７０の質量シフトを呈
した。一実施形態では、本発明のポリペプチドは、質量分析法によって測定される場合、
対応する野生型非脂質化ポリペプチドを比較して＋７０の質量シフトを呈さない。非ピル
ビン酸化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、ＷＯ２０１２０３２４８９、米国特許公開第Ｕ
Ｓ２０１２００９３８５２号、ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０５１７９１、および米国特許出
願第１３／７８７５９４号にも記載されており、これらのそれぞれは、その全体が参照に
より本明細書に組み込まれている。
【０１６２】
Ｅ）ポリヌクレオチド
　一態様では、本発明は、本明細書に記載の単離ポリペプチドのいずれか１つをコードす
る単離ポリヌクレオチドに関する。一態様では、本発明は、本明細書に記載の融合ポリペ
プチドのいずれか１つをコードする単離ポリヌクレオチドに関する。一実施形態では、単
離ポリヌクレオチド配列は、コドン最適化配列である。
【０１６３】
　一実施形態では、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、コドン最適化ポリヌクレオチド配列
によってコードされる。ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをコードするコドン最適化配列の例
としては、配列番号１２１～１２９に示した配列がある。好適な実施形態では、単離ポリ
ペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをコードするコドン最適化ポリヌクレオチド配
列を含むポリヌクレオチド配列によってコードされる。より好適な実施形態では、融合ポ
リペプチドは、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドをコードするコドン最適化ポリヌクレオチド
配列を含むポリヌクレオチド配列によってコードされる。別の好適な実施形態では、担体
－ＯＲＦ２０８６ポリペプチドコンジュゲート中のＯＲＦ２０８６ポリペプチドは、コド
ン最適化ポリヌクレオチド配列によってコードされる。
【０１６４】
Ｆ）ポリヌクレオチドおよびポリペプチドの断片
　開示したポリヌクレオチドおよびポリペプチドの活性バリアントおよび断片も、本明細
書に記載されている。「バリアント」は、実質的に同様の配列を指す。本明細書において
、「バリアントポリペプチド」は、天然タンパク質の任意の位置における１個または複数
のアミノ酸残基の修飾によって天然タンパク質に由来するポリペプチドを指す。修飾とし
て、天然タンパク質のＮ末端および／もしくはＣ末端における１個もしくは複数のアミノ
酸残基の欠失（いわゆる、トランケーション）、天然タンパク質中の１つもしくは複数の
内部部位における１個もしくは複数のアミノ酸残基の欠失および／もしくは付加、または
天然タンパク質中の１つもしくは複数の部位における１個もしくは複数のアミノ残基の置
換を挙げることができる。バリアントポリペプチドは、天然ポリペプチドの所望の生物活
性を保有し続け、すなわち、これらは、免疫原性である。本明細書に開示のポリペプチド
またはポリヌクレオチド配列のバリアントは、典型的には、参照配列と少なくとも約６５
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５
％、９６％、９７％、９８％、９９％、またはそれより高い配列同一性を有することにな
る。
【０１６５】
　用語「断片」は、指定数の連続したアミノ酸またはヌクレオチド残基を含むアミノ酸ま
たはヌクレオチド配列の部分を指す。特定の実施形態では、本明細書に開示のポリペプチ
ドの断片は、完全長ポリペプチドの生物活性を保持することができ、したがって免疫原性
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であり得る。ポリヌクレオチドの断片は、タンパク質の生物活性を保持するタンパク質断
片をコードすることができ、したがって免疫原性であり得る。代わりに、ＰＣＲプライマ
ーとして有用であるポリヌクレオチドの断片は一般に、生物活性を保持するタンパク質断
片をコードしない。したがって、本明細書に開示のヌクレオチド配列の断片は、少なくと
も約１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１１０、１２０
、１３０、１４０、１５０、１７５、２００、２２５、２５０、３００、４００、５００
、６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４０
０、もしくは１５００個の連続したヌクレオチド、または最大で全長ポリヌクレオチドに
及びうる。本明細書に開示のポリペプチド配列の断片は、少なくとも１０、１５、２０、
２５、３０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１１０、１２０、１３０、１４０
、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０、２００、２２５、２５０、２７５、３００
、３２５、３５０、３７５、４００、４２５、４５０、４７５、もしくは５００個の連続
したアミノ酸、または最大で完全長ポリペプチド中に存在するアミノ酸の総数を含み得る
。
【０１６６】
Ｇ）髄膜炎菌コンジュゲート
　一実施形態では、免疫原性組成物は、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉ
ｔｉｄｉｓ）血清型Ａの莢膜糖のコンジュゲート；髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒ
ｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲート；および髄
膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの莢膜糖のコンジュ
ゲートからなる群から選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む。
【０１６７】
　好適な実施形態では、免疫原性組成物は、髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜多糖のコンジュゲート、および担体タンパク質を含む。好ましく
は、糖コンジュゲート中の担体タンパク質は、細菌毒素、例えば、ジフテリアもしくは破
傷風毒素など、またはトキソイド、あるいはこれらの変異体である。最も好ましくは、担
体タンパク質は、ＣＲＭ１９７である。例えば、一実施形態では、組成物は、（ａ）血清
型Ａ髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜多糖およびＣＲＭ１９７のコンジ
ュゲート；（ｂ）血清型Ｃ髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜多糖および
ＣＲＭ１９７のコンジュゲート；（ｃ）血清型Ｗ１３５髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔ
ｉｄｉｓ）の莢膜多糖およびＣＲＭ１９７のコンジュゲート；ならびに（ｄ）血清型Ｙ髄
膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の莢膜多糖およびＣＲＭ１９７のコンジュゲー
トから選択される少なくとも１種のコンジュゲートを含む。
【０１６８】
　血清型Ａ、Ｃ、Ｗ１３５、およびＹの莢膜糖は、特徴付けられており、当技術分野で公
知であり、ＷＯ２０１２０３２４８９および米国特許公開第ＵＳ２０１２００９３８５２
号に記載されており、これらの文献のそれぞれは、その全体が参照により本明細書に組み
込まれている。
【０１６９】
Ｈ）殺菌免疫応答
　別の態様では、本明細書に記載の単離ポリペプチドおよび組成物は、血清型Ｂ髄膜炎菌
（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来のＯＲＦ２０８６ポリペプチドに対して、哺乳動
物において殺菌免疫応答を誘発する。本組成物は、哺乳動物に投与された後、殺菌性抗髄
膜炎菌抗体を誘導する能力を有し、好適な実施形態では、それぞれのサブファミリー由来
のＬＰ２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の株に
対して殺菌性である抗体を誘導することができる。殺菌応答に対するさらなる情報を以下
に示す。
【０１７０】
　一実施形態では、本明細書に記載の単離ポリペプチドおよび／または組成物は、ＯＲＦ



(39) JP 6446377 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

２０８６ポリペプチドと相同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．
ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対して殺菌免疫応答を誘発する。好適な実施形
態では、サブファミリーＡポリペプチドを含む組成物は、相同サブファミリーＡ　ＬＰ２
０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂの株に
対して殺菌免疫応答を誘発する。別の好適な実施形態では、サブファミリーＡポリペプチ
ドを含む組成物は、非相同サブファミリーＡ　ＬＰ２０８６バリアントを発現する髄膜炎
菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂの株に対して殺菌免疫応答を誘発する。
【０１７１】
　別の好適な実施形態では、本明細書に記載の単離ポリペプチドおよび／または組成物は
、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現する髄膜
炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対して殺菌免疫応答を誘発する。
【０１７２】
　一実施形態では、本組成物は、非相同サブファミリーＬＰ２０８６バリアントを発現す
る髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂの株に対して殺菌免疫応答を誘発
する。例えば、サブファミリーＡポリペプチドを含む組成物は、サブファミリーＡまたは
サブファミリーＢ　ＬＰ２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔ
ｉｄｉｓ）血清型Ｂの株に対して殺菌免疫応答を誘発し得る。
【０１７３】
　さらなる態様では、本明細書に記載の単離ポリペプチドおよび組成物は、髄膜炎菌（Ｎ
．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の血清型Ａ、血清型Ｂ、血清型Ｃ、血清型Ｗ１３５、血清
型Ｘ、および／または血清型Ｙの株のうちの少なくとも１種に対して殺菌免疫応答を誘発
する。好適な実施形態では、本組成物は、少なくとも髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉ
ｄｉｓ）の血清型Ｂ、血清型Ｃ、および血清型Ｙに対して殺菌免疫応答を誘発する。
【０１７４】
　殺菌抗体は、ヒトにおける保護の指標であり、前臨床研究は、サロゲートとして機能を
果たす。本明細書に記載の任意の新しい免疫原性組成物候補が好ましくは、これらの機能
的な抗体を誘発する。
【０１７５】
　一実施形態では、殺菌抗体の免疫応答および／または誘導は、血清殺菌アッセイ（ＳＢ
Ａ）によって測定される。例示的なＳＢＡは、以下に記載されている。
【０１７６】
　好適な実施形態では、本発明のポリペプチドおよび／または組成物は、哺乳動物におい
て免疫応答を誘導し、応答は、本発明のポリペプチドおよび／または組成物の非存在下で
の哺乳動物における免疫応答より、少なくとも１倍の上昇、２倍の上昇、少なくとも３倍
の上昇、もしくは好ましくは少なくとも４倍の上昇であり、またはそれより高い。例えば
、一実施形態では、本発明のポリペプチドおよび／または組成物は、哺乳動物において免
疫応答を誘導し、応答は、本発明のポリペプチドおよび／または組成物を投与する前の哺
乳動物における免疫応答より、少なくとも１倍の上昇、２倍の上昇、３倍の上昇、もしく
は好ましくは少なくとも４倍の上昇であり、またはそれより高い。例示的な実施形態では
、配列番号２を含む単離ポリペプチドは、哺乳動物における免疫応答を誘導し、応答は、
ポリペプチドの非存在下での哺乳動物における免疫応答より、少なくとも１倍、２倍、３
倍、または好ましくは少なくとも４倍大きい。
【０１７７】
一般的な記載
　用語「哺乳動物」は、本明細書において、任意の哺乳動物、例えば、ヒト、マウス、ウ
サギ、または非ヒト霊長類などを指す。好適な実施形態では、哺乳動物は、ヒトである。
【実施例】
【０１７８】
（実施例１）
Ａ０５を含む融合ポリペプチドのクローニングおよび発現
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　使用したｆＨＢＰ　Ａ０５遺伝子を配列番号６（発現コンストラクトｐＥＢ０４２）に
示す。
【０１７９】
ＰＬＹ融合物の設計
　これらの研究で使用したニューモリシンのバージョン（ＰＬＹ）をデルタ６（Δ６ＰＬ
Ｙ）と呼んだ。これは、アミノ酸残基の欠失Ａ１４６Ｒ１４７を含有する。結果として生
じる遺伝子は、１４１０ｂｐ（配列番号３）および４７０アミノ酸（配列番号１）である
。Ａ０５への２種のΔ６ＰＬＹ融合物を設計した。１つは、融合ポリペプチドのＮ末端に
おいてΔ６ＰＬＹを有していた（配列番号４、ＤＮＡおよび配列番号２、タンパク質；図
１Ａ）。Ａ０５のストーク領域は、タンパク質同士間の可動性リンカーとして機能を果た
した。第２の融合物では、Ａ０５を、Ｎ末端に配置し、その後、Ｇｌｙ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ
リンカー（ＧＳＧ）を配置し、その後、ＰＬＹ遺伝子を配置した（配列番号７、ＤＮＡ；
配列番号８、タンパク質、図１Ｂ）。
【０１８０】
　いくつかの追加のニューモリシン融合タンパク質コンストラクトを作製し、発現につい
て検証した。これらの追加のコンストラクトは、可動性リンカーとしてそれぞれのｆＨＢ
Ｐバリアントのストーク領域を使用する。これらとしては、ＰＬＹ－Ａ１２（配列番号１
３６）、ＰＬＹ－Ｂ０１（配列番号１３８）、ＰＬＹ－Ｂ０９（配列番号１４０）、ＰＬ
Ｙ－Ｂ２４（配列番号１４２）、ＰＬＹ－Ｂ４４（配列番号１４４）がある。
【０１８１】
ＣＲＭ１９７－Ａ０５融合物の設計
　ＣＲＭ１９７を、全長タンパク質（５３６アミノ酸、配列番号９、ＤＮＡ；配列番号１
０、タンパク質）またはＤＴ－Ａ領域（ＣＲＭ１９７のアミノ酸１～１９３；配列番号１
１、ＤＮＡ；配列番号１２、タンパク質）の両方として使用した。全長ＣＲＭ１９７を使
用して２種のＡ０５融合物、すなわち、（ｉ）Ａ０５に融合したＮ末端ＣＲＭ１９７（配
列番号１３、ＤＮＡ；配列番号１４、タンパク質、図１Ｃ）、ならびに（ｉｉ）Ｎ末端Ａ
０５、その後のＧＳＧリンカー、および次いでＣＲＭ１９７（配列番号１５、ＤＮＡ；配
列番号１６；タンパク質、図１Ｄ）を作製した。一バージョンのＤＴ－Ａ－Ａ０５融合物
を作製した：Ｃ末端でＡ０５に融合したＮ末端ＤＴ－Ａ（配列番号１７、ＤＮＡ；配列番
号１８、タンパク質、図１Ｅ）。
【０１８２】
代替のタンパク質担体を使用するＡ０５融合タンパク質コンストラクトの設計
　追加のコンストラクトを設計して、Ａ０５　ｆＨＢＰバリアントと融合した代替のタン
パク質担体を査定した。これらのタンパク質担体としては、（ｉ）髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎ
ｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来のＧＮＡ２０９１、および（ｉｉ）化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐ
ｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）が
ある。前者の場合における融合タンパク質は、タンパク質同士間の可動性リンカーとして
Ａ０５のストーク領域を使用して、Ｃ末端でＡ０５に融合したＮ末端におけるＧＮＡ２０
９１（配列番号１４６）由来の１８０アミノ酸から構成されている（ＧＮＡ２０９１－Ａ
０５　配列番号１４８）。第２の例は、タンパク質同士間の可動性リンカーとしてＡ０５
のストーク領域を使用して、Ｃ末端でＡ０５に融合したＮ末端におけるＳＣＰ（配列番号
１５０）由来の９５０アミノ酸から構成されている（ＳＣＰ－Ａ０５　配列番号１５２）
。
【０１８３】
これらの研究で使用した発現ベクター
　最初の融合タンパク質を、ＩｎＦｕｓｉｏｎ（登録商標）（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）反応を
介してＮｄｅＩ－ＢａｍＨＩ部位でｐＥＴ３０ａ中にクローニングした。融合物を６ベク
ターのパネル中に引き続きクローニングして異なるプロモーターを査定することによって
、タンパク質発現を最適化した（ｒｈａＴ、ｌａｃ、およびアラビノースプロモーター）
。ベクターは、翻訳開始を促進するシャインダルガーノ配列（Ｓｈｉｎｅ　Ｄｅｌｇａｒ
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ｎｏ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）の強度の点でも異なった。ベクターは、ｐＥＴ３０ａ骨格に基
づき、Ｔ７プロモーターおよび調節遺伝子をこれらの特定のエレメントの代わりにする。
【０１８４】
細胞系統および発現
　すべての発現プラスミドを大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）中に形質転換した。発現株を、３０
℃でＨｙＳｏｙ＋０．５％グルコースおよび５０μｇ／ｍｌカナマイシン中で一晩増殖さ
せた。一晩培養物を、１：５０の希釈で新鮮なＨｙＳｏｙ培地＋５０μｇ／ｍｌカナマイ
シン中に播種した。細胞を３０℃または２０℃で増殖させた。ＯＤ６００約１．０で、培
養物を適切な誘導因子で誘導し、同じ温度で一晩インキュベートした。細胞を集菌し、Ｂ
ＵＧＢＵＳＴＥＲ（商標）（ＥＭＤ）試薬の添加によって、または超音波処理、その後の
遠心分離によって、試料を溶解度について評価した。全細胞溶解産物および可溶性／不溶
性画分をＴｒｉｓ－Ｂｉｓ４～１２％ゲル上で走らせ、クマシー染色で染色した。
【０１８５】
結果
　表１は、ＣＲＭ１９７－Ａ０５（配列番号１４）融合クローニングの結果を示す。一般
に、ＣＲＭ１９７－Ａ０５クローンは、オープンリーディングフレーム内で複数の変異を
有する生成物を与えた。すべての融合クローンが、１００％不溶性である組換えタンパク
質を生成した。ＤＴ－Ａ－Ａ０５（配列番号１８）融合コンストラクトも、不溶性タンパ
ク質を生成した。
【０１８６】
　表２は、Ｐｌｙ－Ａ０５融合タンパク質の結果を示す。３０℃でｐＥＴ３０ａからＰｌ
ｙ－Ａ０５またはＡ０５－Ｐｌｙを発現させると、不溶性融合タンパク質が生成された一
方、代替のベクターは、部分的に可溶性のタンパク質を生成した。特に、３０℃でｐＲＨ
ＡＭ（ｐＤＤ１８）、ｐＲＡＭＥ（ｐＤＤ２１）、およびｐＤＫ３４７（ｐＤＤ２０）か
ら発現されたＰｌｙ－Ａ０５融合タンパク質は、概ね可溶性であった（図２）。ｐＤＤ１
８を発酵のために選択したが、使用した条件（Ａｐｏｌｌｏｎ培地、３０℃増殖、０．２
％ラムノース誘導）により、不溶性タンパク質が生成された。ｐＤＤ１８、ｐＤＤ２０、
およびｐＤＤ２１の小規模振盪フラスコ培養物を２０℃で増殖させて、より低い温度が融
合タンパク質の溶解度を増強し得るか否かを判定した。ｐＤＤ２０と異なり、ｐＤＤ１８
およびｐＤＤ２１培養物は、２０℃で検出可能な量のＰｌｙ－Ａ０５タンパク質を発現し
なかった（図３）。したがって、ｐＤＤ２０の６つの１リットルフラスコ培養物を、タン
パク質精製のために生成させた（図４）。ｐＤＤ２０から発現される融合タンパク質は、
融合タンパク質のニューモリシン部分中に単一のアミノ酸変化（Ｌ３２Ｆ）を有する。
【０１８７】
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【表２】

【０１８８】

【表３】

【０１８９】
（実施例２）
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血清殺菌アッセイ
　機能的抗体価を、ワクチン中に含有されるものと相同または非相同の配列を有するＬＰ
２０８６バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉ
ｓ）株に対する血清殺菌アッセイ（ＳＢＡ）によって判定した。
【０１９０】
　ＯＲＦ２０８６ワクチンで免疫されたマカクまたはウサギ由来の血清中の殺菌抗体を、
ヒト補体を用いたＳＢＡを使用して検出した。ウサギ免疫血清またはマカク免疫血清を熱
不活化して内因性の補体活性を除去し、引き続き、９６ウェルマイクロタイタープレート
内のＣａ２＋およびＭｇ２＋を含むダルベッコＰＢＳ（Ｄ－ＰＢＳ）中で１：２に連続的
に希釈して、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）株に対する血清殺菌活性につい
て試験した。アッセイで使用した細菌を、Ｋｅｌｌｏｇｇサプリメントを補充したＧＣ培
地（ＧＣＫ）および４．２％　ＮａＨＣＯ３中で増殖させ、６５０ｎｍでの光学密度によ
って監視した。０．５０～０．６０の最終的なＯＤ６５０で、アッセイで使用するために
細菌を集菌し、Ｄ－ＰＢＳ中で希釈し、１０００～３０００ＣＦＵを、２０％ヒト補体を
含むアッセイ混合物中に添加した。
【０１９１】
　検出可能な殺菌活性をまったく有さないヒト血清を外因性補体源として使用した。それ
ぞれの個々の髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）試験株に対する適性について補
体源を試験した。補体源は、免疫血清を添加しない対照反応で生存する細菌の数が投入量
の５０％超であった場合のみ使用した。
【０１９２】
　５％　ＣＯ２とともに、３７℃にてシェーカー上で７００ｒｐｍで撹拌しながら３０分
インキュベートした後、Ｄ－ＰＢＳを反応混合物に添加し、アリコートを５０％　ＧＣＫ
培地で満たされたマイクロフィルタープレートに移した。マイクロフィルタープレートを
濾過し、５％　ＣＯ２とともに３７℃で一晩インキュベートし、微小コロニーを染色し、
定量化した。血清殺菌力価は、これらのアッセイ条件を使用して、免疫血清を含まない対
照ウェル中のコロニー形成単位（ＣＦＵ）と比較してＣＦＵの５０％の低減を生じた補間
された血清希釈率の逆数（ｒｅｃｉｐｒｏｃａｌ　ｓｅｒｕｍ　ｄｉｌｕｔｉｏｎ）とし
て定義した。免疫前の血清と比べたＯＲＦ２０８６免疫血清での殺傷に対する感受性の増
強は、ＳＢＡ力価の４倍またはそれより高い上昇があった場合、記録した。出発希釈率に
おいてアッセイ株に対して陰性であった血清は、アッセイの検出限界の半分の力価（すな
わち、４）を割り当てた。
【０１９３】
（実施例３）
融合ポリペプチド（配列番号２）の免疫原性
　ｆＨＢＰタンパク質対立遺伝子の非脂質化バージョンで免疫されたマウス由来の血清試
料の殺菌活性は、一般に、脂質化ｆＨＢＰ対応物で免疫されたマウス由来の血清試料より
低い。同様に、２種の別個のサブファミリーＡ　ｆＨＢＰバリアント（Ａ０５およびＡ２
２）を発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）株に対するＳＢＡ応答は、非
脂質化Ａ０５（配列番号４４）より、脂質化Ａ０５（配列番号１９）で非ヒト霊長類（Ｎ
ＨＰ）を免疫した後でより大きい（表３）。
【０１９４】
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【表４】

【０１９５】
　非脂質化タンパク質の組合せを使用して適用範囲を規定するために、追加の組成物を査
定した。この調査では、本発明者らは、免疫原性が、担体タンパク質に遺伝的に融合され
たｆＨＢＰの非脂質化バリアントから構成される組換えタンパク質で増強され得ることを
実証する。同じ知見を、担体タンパク質にコンジュゲートされているｆＨＢＰバリアント
に拡張することもできる。
【０１９６】
　本実施例では、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）ｆＨＢＰ　Ａ０５バリアン
ト（配列番号５）に遺伝的に融合された弱毒肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ
　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）ニューモリシン（Δ６ＰＬＹ）から構成される組換え融合タン
パク質（配列番号２）を試験する。
【０１９７】
　弱毒Δ６ＰＬＹ（配列番号１）は、部位特異的変異誘発によって生成される。具体的に
は、免疫原性Δ６ＰＬＹバリアント（Ａ１４６Ｒ１４７ジペプチドの欠失）は、野生型Ｐ
ＬＹ（配列番号２１）の特性である孔形成細胞溶解活性および炎症促進性表現型の両方を
排除する。
【０１９８】
　弱毒Δ６ＰＬＹが非脂質化Ａ０５の免疫原性を安定化させ、したがって増強することが
できるか否かを探索するために、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）ｆＨＢＰバ
リアントＡ０５に遺伝的に融合された肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒ．ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）Δ
６ＰＬＹから構成される組換えタンパク質を、試験のために構築した（配列番号２）。本
実施例では、非ヒト霊長類（ＮＨＰ）を、Δ６ＰＬＹ－Ａ０５融合タンパク質（配列番号
２）または脂質化された二価のＡ０５（配列番号１９）／Ｂ０１（配列番号２０）組成物
で免疫化し、４週目および８週目にブーストした。１０週間（投薬後３、ＰＤ３）に採取
した動物由来の血清を、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の株を発現するＡ０
５に対する殺菌活性について査定した。両処置群からのＰＤ３試料中のＳＢＡ力価は、ワ
クチン接種前力価と比較して上昇した（表４）。Δ６ＰＬＹ－Ａ０５（配列番号２）に対
する免疫応答は、脂質化Ａ０５（配列番号１９）／Ｂ０１（配列番号２０）組成物に対す
る応答と同様に強かった。
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【０１９９】
【表５】

【０２００】
　Δ６ＰＬＹ－Ａ０５（配列番号２）でワクチン接種されたＮＨＰ由来のＰＤ３血清試料
も、ｆＨＢＰ　Ａ２２（配列番号２２）バリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）の株に対して強い殺菌活性を有していた（表４）。髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）のＡ２２標的株を使用してＳＢＡ力価が４倍以上上昇して応答す
る動物の百分率は、二価の脂質化ｆＨＢＰ処置群よりΔ６ＰＬＹ－Ａ０５で処置されたＮ
ＨＰにおいてより大きかった。要約すると、非脂質化Δ６ＰＬＹ－Ａ０５融合タンパク質
でワクチン接種されたＮＨＰ由来の血清を使用する、２種の別個のサブファミリーＡ　ｆ
ＨＢＰバリアントを発現する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）株に対する機能
的な殺菌活性は、脂質化された二価のｒＬＰ２０８６処置群からの活性と少なくとも同じ
ぐらい強い。
【０２０１】
　非脂質化Ａ０５の免疫原性に対する他の担体タンパク質と比べた肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒ
．ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）Δ６ＰＬＹのインパクトをさらに探索するために、ｆＨＢＰバ
リアントＡ０５と融合された髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来のＧＮＡ２
０９１から構成される組換えタンパク質を、試験のために調製した。さらに、ｆＨＢＰバ
リアントＡ０５（配列番号５）とカップリングされた、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の組換え発現された連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（
ＳＣＰ）の化学的コンジュゲート（亜鉛処理した、実施例４を参照）も、免疫原性評価の
ために調製した。本実施例では、非ヒト霊長類（ＮＨＰ）を、それぞれのＡ０５融合タン
パク質、ＳＣＰ－Ａ０５化学的コンジュゲート、脂質化された二価のＡ０５（配列番号１
９）／Ｂ０１（配列番号２０）組成物、または非脂質化Ａ０５（配列番号５）で免疫化し
、４週目および８週目でブーストした。抗原用量は、Ａ０５　１０ｍｃｇの等価物が各ワ
クチン接種で投与されるように調整した。１０週間（投薬後３、ＰＤ３）に採取した動物
由来の血清を、髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）の株を発現するＡ０５に対す
る殺菌活性について査定した。ＰＬＹ－Ａ０５（配列番号２）処置群からのＰＤ３試料中
のＳＢＡ力価は、（ｉ）ワクチン接種前力価と比較して上昇しており、（ｉｉ）脂質化さ
れた二価のＡ０５／Ｂ０１組成物に対する応答と同等であり、（ｉｉｉ）非脂質化Ａ０５
およびＧＮＡ２０９１－Ａ０５（配列番号１４９）融合タンパク質抗原の両方に対する免
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疫応答より優れていた（表５）。ＳＣＰ－Ａ０５化学的コンジュゲートでワクチン接種さ
れた動物は、抗原に対して確かに応答したが、免疫応答の規模は、ＰＬＹ－Ａ０５融合タ
ンパク質処置群において検出されたものほどロバストではなかった。
【０２０２】
【表６】

【０２０３】
（実施例４）
翻訳後修飾除去
　ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ中のシステインがアミノ末端に位置している場合（配列
番号１５６）、かなりの量のタンパク質が発酵中にピルビン酸化される。このピルビン酸
化修飾を、硫酸亜鉛で処理することによってタンパク質から除去した。質量スペクトルに
より、ピルビン酸化ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ（配列番号１５６）は、硫酸亜鉛で処
理されたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓタンパク質と比較して、＋７１Ｄａの質量シフト
を呈するとして特徴付けられ、この硫酸亜鉛で処理されたタンパク質は、対応するピルビ
ン酸化ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓと比較して、＋７１の質量シフトを呈さなかった。
【０２０４】
　システイン残基をタンパク質中の他の位置に移動させると（例えば、システインの２位
または６位への移動、それぞれ配列番号１５７および配列番号１５８を参照）、ピルビン
酸化問題が排除される。これらのコンストラクトの説明は、実施例９に提供されている。
【０２０５】
　標準的なクロマトグラフィー技法に加えて、ブロック化されたチオールを含有するタン
パク質から天然ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓを分離するために、チオール反応性樹脂（
Ｔｈｉｏｐｒｏｐｌｙ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　６Ｂ）を使用した。この技法では、天然ｒ
Ｐ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓがカラムに結合し、ブロック化されたｒＰ２０８６－Ａ０５
－ｃｙｓがフロースルーで溶出される。次いで天然ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓが、還
元剤（好ましくはＤＴＴ）を使用してカラムから溶出される。
【０２０６】
　以下の実施例で使用するように、用語「ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ」は、どのよう
にしてピルビン酸化修飾が存在しないか、例えば、発酵中に天然に、硫酸亜鉛処理によっ
て、Ｎ末端の１位における最初のシステインを欠失し、２位または６位のセリン残基をシ
ステイン残基で置き換えるためのタンパク質への遺伝子改変によって、にかかわらず、非
ピルビン酸化非脂質化ｒＰ２０８５　Ａ０５タンパク質を指す。
【０２０７】
　以下に記載のプロセスのいずれも最適化されていない。したがって、記載したもの以外
のタンパク質濃度、タンパク質比、反応時間、および温度も、ｒＰ２０８６－Ａ０５コン
ジュゲートを生成するのに使用することができる。
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【０２０８】
（実施例５）
可溶性ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）スペーサーアームとともにアミン－スルフヒド
リル架橋剤を使用する、ニューモリシンのｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓへのコンジュゲ
ーション
ＳＭ（ＰＥＧ）４－活性化ニューモリシン－ＮＥＭ中間体の調製：
　リン酸緩衝溶液中約１０ｍｇ／ｍｌのニューモリシンタンパク質を、Ｎ－エチルマレイ
ミド（ＮＥＭ）を用いたタンパク質の誘導体化、その後のＳＭ（ＰＥＧ）４を用いた活性
化によるコンジュゲーションのために調製する。１０倍モル過剰のＮＥＭを、２０～２５
℃のニューモリシン（ｐｎｅｍｏｌｙｓｉｎ）および１ｍＭ　ＥＤＴＡとともに、ニュー
モリシンスルフヒドリルを完全にブロックするのに十分な時間にわたってインキュベート
する。典型的には、２０分がニューモリシン－ＮＥＭ中間体を調製するのに十分である。
１００ｍＭの濃度を有する溶液から得られ、ジメチルスルホキシド溶媒中に溶解したＳＭ
（ＰＥＧ）４リンカーを、ニューモリシン－ＮＥＭ中間体に対して１０倍モル過剰で３０
分間インキュベートする。活性化反応を、Ｓｅｐｈａｄｅｘ　Ｇ２５樹脂で充填されたカ
ラムを使用してサイズ排除クロマトグラフィーによって終わらせる。ＳＭ（ＰＥＧ）４－
活性化ニューモリシン－ＮＥＭ中間体を含有するクロマトグラフィー画分は、－８０℃で
貯蔵することができ、または還元されたＭｎＢ　２０８６　Ａ０５システインステム（Ｃ
ｙｓｔｅｉｎｅ－ｓｔｅｍ）変異タンパク質中間体に直ちにコンジュゲートすることがで
きる。
【０２０９】
　ＮＥＭ修飾を使用して、ニューモリシン中のシステイン残基を、これがＳＭ（ＰＥＧ）
リンカーと反応しないようにブロックする。
【０２１０】
（実施例６）
還元されたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓの調製：
　リン酸緩衝溶液中の約１．３ｍｇ／ｍｌのｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓを、ＭｎＢタ
ンパク質のスルフヒドリル（ｓｕｌｆｈｙｄｙｌ）を完全に還元するのに十分な量の定着
固定化されたＴＣＥＰ樹脂および１ｍＭ　ＥＤＴＡとともにインキュベートする。典型的
には、等体積の定着した樹脂および１ｍＭ　ＥＤＴＡを用いたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃ
ｙｓの３０分のインキュベーションが、スルフヒドリルを完全に還元するのに十分である
。還元されたＭｎＢタンパク質中間体を、０．２ミクロンポリエーテルスルホン膜に通し
て濾過することによって回収し、コンジュゲーションのために直ちに使用する。
【０２１１】
（実施例７）
ＳＭ（ＰＥＧ）４－活性化ニューモリシン－ＮＥＭ中間体のｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙ
ｓへのコンジュゲーション：
　還元されたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ中間体をＳＭ（ＰＥＧ）４－活性化ニューモ
リシン－ＮＥＭ中間体と組み合わせて、それぞれおよそ１．２および０．６ｍｇ／ｍＬの
タンパク質濃度で４：１のモル比を実現する。反応を２０～２５℃で２時間進行し、シス
テアミン－ＨＣｌの２ｍＭの最終濃度まで反応溶液にシステアミン－ＨＣｌ、ｐＨ５．５
を添加することによって終わらせる。コンジュゲーション反応生成物であるｒＰ２０８６
－Ａ０５－ｃｙｓ　ＳＭ（ＰＥＧ）４ニューモリシン－ＮＥＭコンジュゲート反応生成物
を、Ｎｉｃｋｅｌ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ６ファーストフロー樹脂を使用して固定化金属ア
フィニティークロマトグラフィー（ＩＭＡＣ）によって非コンジュゲートＳＭ（ＰＥＧ）

４－活性化ニューモリシン－ＮＥＭ中間体からクロマトグラフィーで精製する。反応生成
物は、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．７から構成される緩衝液中で
結合し、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．７、４０ｍＭイミダゾール
中で溶出される。コンジュゲートのさらなる精製を、Ｑ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　ＨＰ樹脂
を使用してイオン交換クロマトグラフィーによって、還元されたＭｎＢ　２０８６　Ａ０
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５システインステム変異タンパク質中間体を除去することによって実現する。反応生成物
は、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、ｐＨ７．７中で結合し、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５Ｍ　Ｎａ
Ｃｌ、ｐＨ７．７の塩勾配溶出で回収する。コンジュゲートを含有するＱ画分を、Ｓｅｐ
ｈａｄｅｘ　Ｇ２５樹脂を充填されたカラムを使用してサイズ排除クロマトグラフィーに
よって緩衝液交換し、滅菌濾過する。
【０２１２】
（実施例８）
シクロヘキサンスペーサーアームとともにアミン－スルフヒドリル架橋剤を使用するＳＣ
ＰのｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓへのコンジュゲーション
ＳＭＣＣ－活性化ＳＣＰ中間体の調製：
　リン酸緩衝溶液中約１２．６ｍｇ／ｍｌのＳＣＰタンパク質を、２５℃で、２０倍モル
過剰のスルホスクシンイミジル－４－（Ｎ－マレイミドメチル）シクロヘキサン－１－カ
ルボキシレートリンカー（スルホ－ＳＭＣＣ；１０ｍＭリン酸ナトリウム、ｐＨ６．８中
で調製した２０ｍＭ原料から得られる）および１ｍＭ　ＥＤＴＡとともに１時間インキュ
ベートする。活性化反応を、Ｓｅｐｈａｄｅｘ　Ｇ２５樹脂を充填されたカラムを使用し
てサイズ排除クロマトグラフィーによって終わらせる。ＳＭＣＣ－活性化ＳＣＰ中間体を
含有するクロマトグラフィー画分は、－８０℃で貯蔵することができ、または還元された
ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ中間体に直ちにコンジュゲートすることができる。
【０２１３】
還元されたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓ中間体の調製：
　リン酸緩衝溶液中約３．８ｍｇ／ｍｌのｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓを、ＭｎＢタン
パク質のスルフヒドリルを完全に還元するのに十分な４ｍＭ　ＴＣＥＰおよび１ｍＭ　Ｅ
ＤＴＡとともにインキュベートする。典型的には、ＭｎＢタンパク質のＴＣＥＰおよび１
ｍＭ　ＥＤＴＡとの１時間のインキュベーションが、スルフヒドリルを完全に還元するの
に十分である。還元されたＭｎＢタンパク質をコンジュゲーションのために直ちに使用す
る。
【０２１４】
ＳＭＣＣ－活性化ＳＣＰ中間体のｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓへのコンジュゲーション
：
　還元されたｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓをＳＭＣＣ－活性化ＳＣＰ中間体と組み合わ
せて、それぞれおよそ２．６ｍｇ／ｍｌおよび２．６ｍｇ／ｍＬのタンパク質濃度で、等
重量比（４：１のモル比）を実現する。反応を２５℃で２．５時間進行し、システアミン
－ＨＣｌの２ｍＭの最終濃度まで反応溶液にシステアミン－ＨＣｌ、ｐＨ５．５を添加す
ることによって終わらせる。コンジュゲーション反応生成物であるＭｎＢ　２０８６　Ａ
０５システイン－変異タンパク質ＳＭＣＣ－ＳＣＰコンジュゲート反応生成物を、Ｎｉｃ
ｋｅｌ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ６ファーストフロー樹脂を使用して固定化金属アフィニティ
ークロマトグラフィー（ＩＭＡＣ）によって非コンジュゲートＳＭＣＣ－ＳＣＰ活性化中
間体からクロマトグラフィーで精製する。反応生成物は、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５Ｍ
　ＮａＣｌ、ｐＨ７．７から構成される緩衝液中で結合し、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５
Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．７、４０ｍＭイミダゾール中で溶出される。コンジュゲートのさ
らなる精製を、Ｑ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　ＨＰ樹脂を使用してイオン交換クロマトグラフ
ィーによって、還元されたＭｎＢ　２０８６　Ａ０５システイン変異タンパク質中間体を
除去することによって実現する。反応生成物は、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、ｐＨ７．７中で結
合し、２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ、０．５Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．７の塩勾配溶出で回収する。
コンジュゲートを含有するＱ画分を、Ｓｅｐｈａｄｅｘ　Ｇ２５樹脂を充填されたカラム
を使用してサイズ排除クロマトグラフィーによって緩衝液交換し、滅菌濾過する。
【０２１５】
（実施例９）
ｒＰ２０８６－Ａ０５－ｃｙｓストーク変異体の作製
　Ａ０５の非脂質化コンストラクトを設計して脂質化シグナルを除去し、Ｎ末端でシステ
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インを有する組換えタンパク質を生成した。タンパク質は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）内で
強く発現された。生成物関連バリアントの形成を監視する手段をもたらすために、四重極
飛行時間型質量分析計（ＱＴＯＦ－ＭＳ）とインターフェースした逆相高速液体クロマト
グラフィー（ＲＰ－ＨＰＬＣ）を使用して精製タンパク質を分析した。
【０２１６】
　システインをＡ０５のセリングリシンストーク領域内に移動させることにより、これを
コンジュゲーションに利用可能に保ちながらシステイン上の修飾が低減されるか否かを評
価するために、Ａ０５の２種のバリアント、すなわち、Ｎ末端システインが成熟タンパク
質の２位に、この位置のセリン残基に置き代わって移動したもの（配列番号１５７を参照
）、およびシステインが成熟タンパク質の６位に、この位置のセリン残基に置き代わって
移動したもの（配列番号１５８を参照）を構築した。これは、遺伝子の増幅に使用される
５’プライマー中にコドン変化を組み込むことによって達成した。Ａ０５を増幅するよう
に設計された５’および３’プライマーはともに、ＮｄｅＩおよびＢａｍＨＩで切断され
るｐＥＴ３０ａと相同性を伴って１５の塩基伸長を有していた。Ａ０５およびベクターを
、Ｃｌｏｎｔｅｃｈ　ＩｎＦｕｓｉｏｎ（登録商標）キットを使用してライゲーションし
た。形質転換後、コロニーをインサートについてスクリーニングし、インサートを含有す
るものが、ＤＮＡ配列決定によってアミノ酸置換を含有することが検証された。
【０２１７】
　以下の条項は、本発明の追加の実施形態を記載するものである：
Ｃ１．担体ポリペプチドのアミノ酸配列およびＯＲＦ２０８６ポリペプチドのアミノ酸配
列を含む単離ポリペプチド。
Ｃ２．単離ポリペプチドが融合ポリペプチドである、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、サブファミリーＡポリペプチドである、条項Ｃ１
に記載のポリペプチド。
Ｃ４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、サブファミリーＢポリペプチドである、条項Ｃ１
に記載のポリペプチド。
Ｃ５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、脂質化されている、条項Ｃ１に記載のポリペプチ
ド。
Ｃ６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、脂質化されていない、条項Ｃ１に記載のポリペプ
チド。
Ｃ７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０５である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ８．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１２である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ９．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２２である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０１である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１１．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０９である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１２．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ１５である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ１６である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ２２である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ２４である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ４４である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ６２である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１８．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０４である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ１９．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０１である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０６である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２１．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０７である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２２．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１５である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１９である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２０である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２９である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０２である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
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Ｃ２７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、配列番号５、１９、２２～６５からなる群から
選択されるアミノ酸配列を含む、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２８．担体ポリペプチドがサイトリソイドである、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ２９．サイトリソイドが、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏ
ｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ
　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポリペプチド、ストレプトコッ
カス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由
来のインターメディリシンポリペプチド、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌ
ｖｅｉ）由来のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａ
ｃｉｓ）由来のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｃｅｒｅｕｓ）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、リステリア・イバノビイ（Ｌ
ｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯポリペプチド、アルカノバク
テリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のピ
オリシンポリペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒ
ｉ）由来のゼーリゲリオリシンＯポリペプチド、Ｓ．ピオゲネス（Ｓ．ｐｙｏｇｅｎｅｓ
）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）由来のスイリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉ
ｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来のテタノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲ
ネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリ
ペプチド、ストレプトコッカス・エクイシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕ
ｉｓｉｍｉｌｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、Ｓ．カニス（Ｓ．ｃａｎｉ
ｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）由来のチューリンギオリシンＯポリペプチド、
Ｂ．ラテロスポルス（Ｂ．ｌａｔｅｒｏｓｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシンＯポリ
ペプチド、ボツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリ
ノリジンポリペプチド、Ｃ．ショウベイ（Ｃ．ｃｈａｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリシ
ンポリペプチド、Ｃ．バイファーメンタンス（Ｃ．ｂｉｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来のバ
イファーメントリシンポリペプチド、Ｃ．ソルデリイ（Ｃ．ｓｏｒｄｅｌｌｉｉ）由来の
ソルデリリシンポリペプチド、ヒストリチクム菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｉ
ｏｌｙｔｉｃｕｍ）由来のヒストリチコリシンポリペプチド、クロストリジウム・ノビイ
（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来のノビリシンポリペプチド、またはクロス
トリジウム・セプチカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコ
リシンＯポリペプチドに由来する、条項Ｃ２８に記載のポリペプチド。
Ｃ３０．サイトリソイドが、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏ
ｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する、条項２９に記載のポリペプチ
ド。
Ｃ３１．サイトリソイドが、配列番号１と少なくとも９０％の配列同一性を有する配列を
含む、条項Ｃ３０に記載のポリペプチド。
Ｃ３２．担体ポリペプチドが、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して無毒化されて
おり、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐ
ａｒｕｍ）スポロゾイト周囲タンパク質、Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアポリペプチ
ド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）基質ポリペプチド、インフルエンザ
菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球凝集素、ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキ
ソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜ポリペ
プチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソイド、肺炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核
菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）由来の熱ショックポリペプチド、らい菌
（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショックポリペプチド、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．
ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＳＴ、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅ
ｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺炎球菌表面ポリペプチドＡ、肺炎球菌アドヘシン
ポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群またはＢ群連鎖球菌由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフ
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ルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）ポリペプチドＤ、オボア
ルブミン、キーホールリンペットヘモシニアン（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ
）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘導体（ＰＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、およびこれらの誘導体、バリアント、または断片からな
る群から選択される、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ３３．担体ポリペプチドがＣＲＭ１９７である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ３４．担体ポリペプチドがＣＲＭ１９７でない、条項Ｃ３２に記載のポリペプチド。
Ｃ３５．担体ポリペプチドが、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅ
ｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）である、条項Ｃ１に記載のポリペ
プチド。
Ｃ３６．担体ポリペプチドがＧＮＡ２０９１である、条項Ｃ１に記載のポリペプチド。
Ｃ３７．肺炎球菌に由来するポリペプチド配列をさらに含む、条項Ｃ１に記載のポリペプ
チド。
Ｃ３８．肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含まない、条項Ｃ１に記載のポリペプチ
ド。
Ｃ３９．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同である髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄ
ｉｓ）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘発する、条項Ｃ１に記載のポリペプチド
。
Ｃ４０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同である髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉ
ｄｉｓ）血清型Ｂバリアントに対する殺菌抗体を誘発する、条項Ｃ１に記載のポリペプチ
ド。
Ｃ４１．融合ポリペプチドが、担体ポリペプチド、それが作動可能に連結したＯＲＦ２０
８６ポリペプチドをこの順序で含む、条項Ｃ２に記載のポリペプチド。
Ｃ４２．融合ポリペプチドが、ＯＲＦ２０８６ポリペプチド、それが作動可能に連結した
担体ポリペプチドをこの順序で含む、条項Ｃ２に記載のポリペプチド。
Ｃ４３．担体ポリペプチドが配列番号１を含み、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが配列番号
５を含む、条項Ｃ２に記載のポリペプチド。
Ｃ４４．単離ポリペプチドが配列番号２を含む、条項Ｃ４３に記載のポリペプチド。
Ｃ４５．条項Ｃ１～Ｃ４４のいずれか一項に記載のポリペプチドをコードする単離ポリヌ
クレオチド。
Ｃ４６．条項Ｃ１～Ｃ４４のいずれか一項に記載のポリペプチドおよび薬学的に許容でき
る賦形剤を含む免疫原性組成物。
Ｃ４７．ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ａの莢
膜糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ
）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎ
ｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲート；およびｄ）髄膜炎菌（Ｎｅ
ｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの莢膜糖のコンジュゲートから選
択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む、条項Ｃ４６に記載の組成物。
Ｃ４８．哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）
に対する免疫応答を誘導するための方法であって、哺乳動物に有効量の条項Ｃ１～Ｃ４４
のいずれか一項に記載の単離ポリペプチドを投与するステップを含む、方法。
Ｃ４９．免疫応答が殺菌抗体を含む、条項Ｃ４８に記載の方法。
Ｃ５０．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答に等しい、条項
Ｃ４８に記載の方法。
Ｃ５１．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より大きい、
条項Ｃ４８に記載の方法。
Ｃ５２．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１０



(52) JP 6446377 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

％小さい、条項Ｃ４８に記載の方法。
Ｃ５３．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で２０
％小さい、条項Ｃ４８に記載の方法。
Ｃ５４．哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）
に対する免疫応答を誘導するための方法であって、哺乳動物に有効量の条項Ｃ４６～Ｃ４
７のいずれか一項に記載の免疫原性組成物を投与するステップを含む、方法。
Ｃ５５．免疫応答が殺菌抗体を含む、条項Ｃ５４に記載の方法。
Ｃ５６．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答に等しい、条項
Ｃ５４に記載の方法。
Ｃ５７．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より大きい、
条項Ｃ５４に記載の方法。
Ｃ５８．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１０
％小さい、条項Ｃ５４に記載の方法。
Ｃ５９．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対応
する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で２０
％小さい、条項Ｃ５４に記載の方法。
Ｃ６０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドおよび担体ポリペプチドを含む免疫原性組成物。
Ｃ６１．コンジュゲートである、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ６２．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、サブファミリーＡポリペプチドである、条項Ｃ
６０に記載の組成物。
Ｃ６３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、サブファミリーＢポリペプチドである、条項Ｃ
６０に記載の組成物。
Ｃ６４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、脂質化されている、条項Ｃ６０に記載の組成物
。
Ｃ６５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、脂質化されていない、条項Ｃ６０に記載の組成
物。
Ｃ６６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、脂質化されておらず、ピルビン酸化されていな
い、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ６７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０５である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ６８．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１２である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ６９．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２２である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０１である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７１．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０９である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７２．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ１５である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ１６である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ２２である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ２４である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ４４である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ６２である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７８．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０４である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ７９．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０１である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８０．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０６である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８１．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ０７である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８２．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１５である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８３．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ１９である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８４．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２０である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
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Ｃ８５．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＡ２９である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８６．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドがＢ０２である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８７．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドが、配列番号５、１９、２２～６５からなる群から
選択されるアミノ酸配列を含む、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８８．担体ポリペプチドがサイトリソイドである、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ８９．サイトリソイドが、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏ
ｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチド、ウェルシュ菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ
　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）由来のペルフリンゴリシンＯポリペプチド、ストレプトコッ
カス・インターメディウス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）由
来のインターメディリシンポリペプチド、バチルス・アルベイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｌ
ｖｅｉ）由来のアルベオリシンポリペプチド、炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａ
ｃｉｓ）由来のアンスロリシンポリペプチド、バチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｃｅｒｅｕｓ）由来の推定上のセレオリシンポリペプチド、リステリア・イバノビイ（Ｌ
ｉｓｔｅｒｉａ　ｉｖａｎｏｖｉｉ）由来のイバノリシンＯポリペプチド、アルカノバク
テリウム・ピオゲネス（Ａｒｃａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来のピ
オリシンポリペプチド、リステリア・ゼーリゲリ（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｅｅｌｉｇｅｒ
ｉ）由来のゼーリゲリオリシンＯポリペプチド、Ｓ．ピオゲネス（Ｓ．ｐｙｏｇｅｎｅｓ
）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、ストレプトコッカス・スイス（Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｕｉｓ）由来のスイリシンポリペプチド、破傷風菌（Ｃｌｏｓｔｒｉ
ｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉ）由来のテタノリジンポリペプチド、リステリア・モノサイトゲ
ネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）由来のリステリオリシンＯポリ
ペプチド、ストレプトコッカス・エクイシミリス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕ
ｉｓｉｍｉｌｉｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、Ｓ．カニス（Ｓ．ｃａｎｉ
ｓ）由来のストレプトリジンＯポリペプチド、バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）由来のチューリンギオリシンＯポリペプチド、
Ｂ．ラテロスポルス（Ｂ．ｌａｔｅｒｏｓｐｏｒｕｓ）由来のラテルスポロリシンＯポリ
ペプチド、ボツリヌス菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉｎｕｍ）由来のボツリ
ノリジンポリペプチド、Ｃ．ショウベイ（Ｃ．ｃｈａｕｖｏｅｉ）由来のショウベオリシ
ンポリペプチド、Ｃ．バイファーメンタンス（Ｃ．ｂｉｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ）由来のバ
イファーメントリシンポリペプチド、Ｃ．ソルデリイ（Ｃ．ｓｏｒｄｅｌｌｉｉ）由来の
ソルデリリシンポリペプチド、ヒストリチクム菌（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｈｉｓｔｉ
ｏｌｙｔｉｃｕｍ）由来のヒストリチコリシンポリペプチド、クロストリジウム・ノビイ
（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｎｏｖｙｉ）由来のノビリシンポリペプチド、またはクロス
トリジウム・セプチカム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｅｐｔｉｃｕｍ）由来のセプチコ
リシンＯポリペプチドに由来する、条項Ｃ８８に記載の組成物。
Ｃ９０．サイトリソイドが、肺炎連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏ
ｎｉａｅ）由来のニューモリシンポリペプチドに由来する、条項Ｃ８９に記載の組成物。
Ｃ９１．サイトリソイドが、配列番号１と少なくとも９０％の配列同一性を有する配列を
含む、条項Ｃ９０に記載の組成物。
Ｃ９２．担体ポリペプチドが、対応する野生型担体ポリペプチドと比較して無毒化されて
おり、破傷風毒素（ＴＴ）、熱帯熱マラリア原虫（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ　ｆａｌｃｉｐ
ａｒｕｍ）スポロゾイト周囲タンパク質、Ｂ型肝炎表面抗原、Ｂ型肝炎核コアポリペプチ
ド、インフルエンザ菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）基質ポリペプチド、インフルエンザ
菌（Ｈ．ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）赤血球凝集素、ジフテリアトキソイド、ジフテリアトキ
ソイド変異体ＣＲＭ１９７、Ｂ群髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）外膜ポリペ
プチド複合体（ＯＭＰＣ）、サイトリソイド、肺炎球菌毒素ニューモリシン、ウシ型結核
菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）由来の熱ショックポリペプチド、らい菌
（Ｍ．ｌｅｐｒａｅ）由来の熱ショックポリペプチド、コレラトキソイド、大腸菌（Ｅ．
ｃｏｌｉ）ＬＴ、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＳＴ、緑膿菌（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅ
ｒｕｇｉｎｏｓａ）由来の外毒素Ａ、肺炎球菌表面ポリペプチドＡ、肺炎球菌アドヘシン
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ポリペプチド（ＰｓａＡ）、Ａ群またはＢ群連鎖球菌由来のＣ５ａペプチダーゼ、インフ
ルエンザ菌（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）ポリペプチドＤ、オボア
ルブミン、キーホールリンペットヘモシニアン（ＫＬＨ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ
）、ツベルクリンの精製ポリペプチド誘導体（ＰＰＤ）、ＰｏｒＢ（髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅ
ｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）由来）、およびこれらの誘導体、バリアント、または断片からな
る群から選択される、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ９３．担体ポリペプチドがＣＲＭ１９７である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ９４．担体ポリペプチドがＣＲＭ１９７である、条項Ｃ９２に記載の組成物。
Ｃ９５．担体ポリペプチドが、化膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅ
ｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペプチダーゼ（ＳＣＰ）である、条項Ｃ６０に記載の組成
物。
Ｃ９６．担体ポリペプチドがＧＮＡ２０９１である、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ９７．担体ポリペプチドが、ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同である、条項Ｃ６０
に記載の組成物。
Ｃ９８．肺炎球菌に由来するポリペプチド配列をさらに含む、条項Ｃ６０に記載の組成物
。
Ｃ９９．肺炎球菌に由来するポリペプチド配列を含まない、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ１００．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと相同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現す
る髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対する殺菌抗体応答を誘発す
る、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ１０１．ＯＲＦ２０８６ポリペプチドと非相同であるＯＲＦ２０８６バリアントを発現
する髄膜炎菌（Ｎ．ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｂ株に対する殺菌抗体応答を誘発
する、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ１０２．ａ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ａの
莢膜糖のコンジュゲート；ｂ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉ
ｓ）血清型Ｃの莢膜糖のコンジュゲート；ｃ）髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉ
ｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｗ１３５の莢膜糖のコンジュゲート；およびｄ）髄膜炎菌（Ｎ
ｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ）血清型Ｙの莢膜糖のコンジュゲートから
選択される少なくとも１種のコンジュゲートをさらに含む、条項Ｃ６０に記載の組成物。
Ｃ１０３．薬学的に許容できる賦形剤をさらにふくむ条項Ｃ６０～Ｃ１０２のいずれか一
項に記載の組成物。
Ｃ１０４．哺乳動物における髄膜炎菌（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓ
）に対する免疫応答を誘導するための方法であって、哺乳動物に有効量の条項Ｃ６０～Ｃ
１０３のいずれか一項に記載の組成物を投与するステップを含む、方法。
Ｃ１０５．免疫応答が殺菌抗体を含む、条項１０４に記載の方法。
Ｃ１０６．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対
応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答に等しい、条
項Ｃ１０４に記載の方法。
Ｃ１０７．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対
応する非脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より大きい
、条項Ｃ１０４に記載の方法。
Ｃ１０８．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対
応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で１
０％小さい、条項Ｃ１０４に記載の方法。
Ｃ１０９．免疫応答が、同一条件下で評価されるとき、担体ポリペプチドの非存在下で対
応する脂質化ＯＲＦ２０８６ポリペプチドを投与される哺乳動物の免疫応答より最大で２
０％小さい、条項Ｃ１０４に記載の方法。
Ｃ１１０．配列番号２を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１１．配列番号８を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１２．配列番号１４を含む単離ポリペプチド。
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Ｃ１１３．配列番号１６を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１４．配列番号１８を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１５．配列番号１３７を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１６．配列番号１３９を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１７．配列番号１４１を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１８．配列番号１４３を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１１９．配列番号１４５を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１２０．配列番号１４９を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１２１．配列番号１５３を含む単離ポリペプチド。
Ｃ１２２．配列番号４２～配列番号６１に示したいずれか１つの配列に作動可能に連結さ
れた配列番号１を含む融合ポリペプチド。
Ｃ１２３．配列番号４２～配列番号６１に示したいずれか１つの配列に作動可能に連結さ
れた配列番号１４７を含む融合ポリペプチド。
Ｃ１２４．配列番号４２～配列番号６１に示したいずれか１つの配列に作動可能に連結さ
れた配列番号１５１を含む融合ポリペプチド。
Ｃ１２５．配列番号４２～配列番号６１に示したいずれか１つの配列に作動可能に連結さ
れた配列番号１０を含む融合ポリペプチド。
Ｃ１２６．配列番号４２～配列番号６１に示したいずれか１つの配列に作動可能に連結さ
れた配列番号１５５を含む融合ポリペプチド。
Ｃ１２７．配列番号１５６のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートした化
膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペ
プチダーゼ（ＳＣＰ）を含む組成物。
Ｃ１２８．配列番号１５７のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートした化
膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペ
プチダーゼ（ＳＣＰ）を含む組成物。
Ｃ１２９．配列番号１５８のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートした化
膿連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ）由来の連鎖球菌Ｃ５ａペ
プチダーゼ（ＳＣＰ）を含む組成物。
Ｃ１３０．配列番号１５６のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートしたニ
ューモリソイドを含む組成物。
Ｃ１３１．配列番号１５７のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートしたニ
ューモリソイドを含む組成物。
Ｃ１３２．配列番号１５８のアミノ酸配列を有するポリペプチドにコンジュゲートしたニ
ューモリソイドを含む組成物。
Ｃ１３３．非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ａ０５に作動可能に連結されたニューモリソイドを
含む第１の融合ポリペプチド、および非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ｂ０１に作動可能に連結
されたニューモリソイドを含む第２の融合ポリペプチドを含む組成物。
Ｃ１３４．配列番号２のアミノ酸配列を含む第１の融合ポリペプチド、および配列番号１
３９のアミノ酸配列を含む第２の融合ポリペプチドを含む組成物。
Ｃ１３５．非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ｂ０１に作動可能に連結されたニューモリソイドを
含む第１の融合ポリペプチド、および非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ｂ２４に作動可能に連結
されたニューモリソイドを含む第２の融合ポリペプチドを含む組成物。
Ｃ１３６．非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ｂ０９に作動可能に連結されたニューモリソイドを
含む第１の融合ポリペプチド、および非脂質化ＯＲＦ２０８６　Ｂ４４に作動可能に連結
されたニューモリソイドを含む第２の融合ポリペプチドを含む組成物。
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