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(57)【要約】
本発明は、免疫刺激ヌクレオチド（すなわち、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６）と
組み合わせた、抗ＣＴＬＡ－４抗体（特に、ヒトＣＴＬＡ－４に対するヒト抗体（例えば
、抗体３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．
３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、１２
．９．１．１、およびＭＤＸ－０１０のアミノ酸配列を有する抗体）の癌の処置のための
投与に関する。本発明は、癌のネオアジュバント療法、アジュバント療法、第一選択療法
、第二選択療法、および第三選択療法として、癌が局在化していようと転移していようと
、連続したこの疾患の任意の時点で（例えば、癌の任意の段階で）、抗ＣＴＬＡ－４抗体
とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との組み合わせを投与することに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
癌の処置を必要とする患者における、癌の処置のための方法であって、該方法は、該患者
に、治療的に有効な量の抗ＣＴＬＡ－４抗体またはその抗原結合部分を、治療的に有効な
量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と組み合わせて投与する工程を包含する、方法
。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、ここで、前記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、
毎日、２日毎に、週２回、または週１回投与される、方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の方法であって、ここで、前記処置は、ネオアジュバント療法、
アジュバント療法、第一選択療法、第二選択療法、および第三選択療法からなる群から選
択される治療である、方法。
【請求項４】
請求項１、２または３に記載の方法であって、ここで、前記治療的に有効な量の前記ヒト
抗ＣＴＬＡ－４抗体は、約０．１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍｇ／ｋｇの範囲にわたる、方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法であって、ここで、前記治療的に有効な量の前記ヒト抗ＣＴＬＡ－
４抗体は、約０．３ｍｇ／ｋｇ～２０ｍｇ／ｋｇの範囲にわたる、方法。
【請求項６】
請求項５に記載の方法であって、ここで、前記治療的に有効な量の前記ヒト抗ＣＴＬＡ－
４抗体は、少なくとも１ｍｇ／ｋｇ、少なくとも３ｍｇ／ｋｇ、少なくとも６ｍｇ／ｋｇ
、少なくとも１０ｍｇ／ｋｇ、および少なくとも１５ｍｇ／ｋｇからなる群から選択され
る、方法。
【請求項７】
請求項１～５または６に記載の方法であって、ここで、前記癌は、乳癌、前立腺癌、卵巣
癌、膵臓癌、メラノーマ、肺癌、急性骨髄性白血病、結腸直腸癌、腎細胞癌、皮膚Ｔ細胞
リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、胃癌、頭頸部癌、肝臓癌、子宮頸癌、脳の癌、および肉
腫からなる群から選択される、方法。
【請求項８】
請求項１～６または７に記載の方法であって、ここで、前記抗ＣＴＬＡ－４抗体またはそ
の抗原結合部分は、以下：
（ａ）約１０－８以上のＣＴＬＡ－４結合親和性を有しかつＣＴＬＡ－４とＢ７－１との
間の結合、およびＣＴＬＡ－４とＢ７－２との間の結合を阻害する、ヒト抗体；
（ｂ）４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．
１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、１２．９．１．１
、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体に由来するＣＤＲ配列に対応する少なく
とも１つのヒトＣＤＲ配列を含むアミノ酸配列を有する、ヒト抗体；
（ｃ）４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．
１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１．、１２．３．１．１、１２．９．１．
１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体の重鎖および軽鎖のアミノ酸配列を有
する、ヒト抗体；
（ｄ）ＣＴＬＡ－４との結合を、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１
、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．
１．１、１２．９．１．１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体のアミノ酸配
列を有する少なくとも１つの抗体と競合する、抗体またはその抗原結合部分；ならびに
（ｅ）ＣＴＬＡ－４との結合を、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１
、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．
１．１、１２．９．１．１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体のアミノ酸を
有する少なくとも１つの抗体と交差競合する、抗体またはその抗原結合部分
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からなる群から選択される少なくとも１つの抗体である、方法。
【請求項９】
請求項１～７または８に記載の方法であって、ここで、前記抗体は、４．１．１、４．１
３．１、１１．２．１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体のアミノ酸配列を
有するヒト抗体である、方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の方法であって、ここで、前記抗体またはその抗原結合部分は、重鎖およ
び軽鎖を含み、ここで、該重鎖の重鎖可変ドメインのアミノ酸配列および該軽鎖の軽鎖可
変ドメインのアミノ酸配列は、以下：
（ａ）配列番号３のアミノ酸配列および配列番号９のアミノ酸配列；
（ｂ）配列番号１５のアミノ酸配列および配列番号２１のアミノ酸配列；
（ｃ）配列番号２７のアミノ酸配列および配列番号３３のアミノ酸配列；
（ｄ）配列番号１の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列および配列番号７の核酸配
列によりコードされるアミノ酸配列；
（ｅ）配列番号１３の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列および配列番号１９の核
酸配列によりコードされるアミノ酸配列；
（ｆ）配列番号２５の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列および配列番号３１の核
酸配列によりコードされるアミノ酸配列；ならびに
（ｇ）抗体１０Ｄ１の可変ドメインのアミノ酸配列
からなる群から選択される、方法。
【請求項１１】
請求項９に記載の方法であって、ここで、前記抗体またはその抗原結合部分は、以下：
（ａ）配列番号４、配列番号５、配列番号６、配列番号１０、配列番号１１および配列番
号１２に示されているアミノ酸配列を含む抗体；
（ｂ）配列番号１６、配列番号１７、配列番号１８、配列番号２２、配列番号２３および
配列番号２４に示されているアミノ酸配列を含む抗体；ならびに
（ｃ）配列番号２８、配列番号２９、配列番号３０、配列番号３４、配列番号３５および
配列番号３６に示されているアミノ酸配列を含む抗体
からなる群から選択される抗体である、方法。
【請求項１２】
請求項９に記載の方法であって、ここで、前記抗体またはその抗原結合部分は、配列番号
２７に示されているアミノ酸配列を有する重鎖可変領域および配列番号３３に示されてい
るアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む、方法。
【請求項１３】
請求項９に記載の方法であって、ここで、前記抗体は、以下：
（ａ）配列番号２および配列番号８に示されているアミノ酸配列を含む抗体；
（ｂ）配列番号１４および配列番号２０に示されているアミノ酸配列を含む抗体；ならび
に
（ｃ）配列番号２６および配列番号３２に示されているアミノ酸配列を含む抗体
からなる群から選択される、方法。
【請求項１４】
請求項１～１２または１３に記載の方法であって、ここで、前記抗体は、前記ＣｐＧ　Ｏ
ＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の投与の１～７日前に投与される、方法。
【請求項１５】
請求項１～１３または１４に記載の方法であって、ここで、前記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６は、前記抗体の約１～１００日後に投与される、方法。
【請求項１６】
請求項１～１４または１５に記載の方法であって、ここで、前記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６は、皮下に投与される、方法。
【請求項１７】
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請求項１～１５または１６に記載の方法であって、ここで、前記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６は、１日当たり１ｍｇ～５０ｍｇの量で投与される、方法。
【請求項１８】
癌の処置のための薬学的組成物であって、該組成物は、治療的に有効な量の抗ＣＴＬＡ－
４抗体またはその抗原結合部分、および治療的に有効な量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６、および薬学的に受容可能なキャリアを含む、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本出願は、「ＡＮＴＩ－ＣＴＬＡ－４　ＡＮＴＩＢＯＤＹ　ＡＮＤ　ＣｐＧ－ＭＯＴＩ
Ｆ－ＣＯＮＴＡＩＮＩＮＧ　ＳＹＮＴＨＥＴＩＣ　ＯＬＩＧＯＤＥＯＸＹＮＵＣＬＥＯＴ
ＩＤＥ　ＣＯＭＢＩＮＡＴＩＯＮ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＦＯＲ　ＣＡＮＣＥＲ　ＴＲＥＡＴ
ＭＥＮＴ」という題がついている、２００５年７月７日に出願された、本明細書中に参考
文献としてその全内容が援用されている米国仮出願第６０／６９７０８２号に対する優先
権を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、ＣｐＧオリゴヌクレオチドと組み合わせた抗ＣＴＬＡ－４抗体の、癌の処置
のための使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　癌治療に対する代替的なアプローチは、腫瘍それ自体を標的とすることよりもむしろお
よび／またはこのことに加えて、免疫系を標的とすること（「免疫治療」）である。免疫
治療の潜在的な利益は、正常細胞に対する有害な影響を最小にする一方、腫瘍に対する患
者自身の免疫反応を増大させることにより、改善された効力を提供することである。
【０００４】
　細胞傷害性Ｔリンパ球関連抗原４（ＣＴＬＡ－４；ＣＤ１５２）は、活性化されたＴ細
胞上に発現される細胞表面レセプターである。ＣＴＬＡ－４に対する天然のリガンドは、
抗原提示細胞（ＡＰＣ、樹状細胞、活性化されたＢ細胞、および単球が挙げられる）上に
存在する、Ｂ７．１（ＣＤ８０）およびＢ７．２（ＣＤ８６）である。ＣＴＬＡ－４は、
Ｔ細胞の活性化をダウンレギュレートし、そして免疫学的恒常性を維持するように作用す
る、タンパク質の免疫グロブリン（Ｉｇ）スーパーファミリーのメンバーである。特に、
ＣＤ２８およびＣＴＬＡ－４は、抗原に対する反応を決定する際にＴ細胞により統合され
た相反するシグナルを伝達すると考えられる。抗原によるＴ細胞レセプターの刺激の結果
は、ＣＤ２８共刺激シグナル、およびＣＴＬＡ－４由来の抑制シグナルにより調節される
。この結果はまた、Ｔ細胞上のＣＤ２８またはＣＴＬＡ－４と抗原提示細胞上に発現され
るＢ７分子との相互作用により決定される。
【０００５】
　実験による証拠は、ＣＴＬＡ－４に対するＢ７の結合が、負の調節シグナルをＴ細胞に
伝達すること、ならびにこの負のシグナルを遮断することが、動物モデルにおいて、増大
したＴ細胞免疫機能および抗腫瘍活性をもたらすことを示す（非特許文献１；非特許文献
２）。いくつかの研究は、抗マウスＣＴＬＡ－４遮断ｍＡｂを用いたマウスの処置が、様
々なマウス固形腫瘍（確立された腫瘍を含む）のＴ細胞媒介性殺傷を著しく増大させ、そ
して抗腫瘍免疫を誘導し得ることを明らかにしてきた（非特許文献３；非特許文献４；非
特許文献５；非特許文献６；Ｈａｎｓｏｎらの特許文献１）。さらに、ヒトにおけるＣＴ
ＬＡ－４の多型性は、自己免疫疾患（例えば、関節リウマチおよびＩ型糖尿病）の増加し
た危険性と関連してきた。
【０００６】
　さらに、Ａｌｌｉｓｏｎらの特許文献２は、腫瘍細胞増殖を減少させるためのＣＴＬＡ
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－４遮断薬の投与に言及する。特許文献３（２０００年６月２９日に公開された）は、ヒ
ト抗ＣＴＬＡ－４抗体、および癌の処置におけるそれらの抗体の使用に言及する。特許文
献４（２００１年３月１日に公開された）は、さらなるヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体、および
癌の処置におけるこのような抗体の使用に言及する。特許文献５（１９９３年１月７日に
公開された）は、ＣＴＬＡ－４－Ｉｇ融合タンパク質に反応性のモノクローナル抗体によ
る細胞相互作用の調節に言及する。特許文献６（２０００年６月８日に公開された）は、
Ｔ細胞を刺激するためのＣＴＬＡ－４遮断薬と腫瘍ワクチンとの組み合わせに言及する。
特許文献７は、ＣＴＬＡ－４抗体を用いて記憶反応を促進する方法に言及する。従って、
抗腫瘍反応を増大および／または延期するためにＣＴＬＡ－４の結合を阻害することを含
む、治療薬の開発に対する可能性が、当該分野において明らかにされてきた。
【０００７】
　細菌ＤＮＡは、Ｂ細胞およびナチュラルキラー細胞を活性化する免疫刺激効果を有する
（非特許文献７；非特許文献８；非特許文献９；そして非特許文献１０に概説されている
）。細菌ＤＮＡの免疫刺激効果は、特定の塩基の関係（ＣｐＧモチーフ）中にメチル化さ
れていないＣｐＧジヌクレオチドが存在することの結果であり、このＣｐＧモチーフは、
細菌ＤＮＡにおいて共通であるが、脊椎動物ＤＮＡにおいてはメチル化されており、十分
には提示されていない（非特許文献１１；非特許文献１２）。細菌ＤＮＡの免疫刺激効果
は、これらのＣｐＧモチーフを含む合成オリゴデオキシヌクレオチド（ＯＤＮ）を用いて
模倣され得る。このようなＣｐＧ　ＯＤＮは、ヒトおよびマウスの白血球に対して高度の
刺激効果を有し、このような効果としては、Ｂ細胞の増殖、サイトカインおよび免疫グロ
ブリンの分泌、ナチュラルキラー（ＮＫ）細胞の溶解活性、ＩＦＮ－γの分泌、ならびに
共刺激分子を発現しかつサイトカイン（特に、Ｔｈ１様Ｔ細胞反応の進展を促す点で重要
であるＴｈ１様サイトカイン）を分泌する樹状細胞（ＤＣ）および他の抗原提示細胞の活
性化が挙げられる。天然のホスホジエステル骨格であるＣｐＧ　ＯＤＮの免疫刺激効果は
、このＣｐＧモチーフが、メチル化されるか、ＧｐＣに変化されるか、または別の方法で
除去もしくは改変される場合に、この効果が劇的に低下するという点で、高度にＣｐＧ特
異的である（非特許文献１１；非特許文献１３）。
【０００８】
　以前は、上記免疫刺激効果が、プリン－プリン－ＣｐＧ－ピリミジン－ピリミジン配列
という関係でＣｐＧモチーフを必要とすると考えられていた（非特許文献１１；非特許文
献１４；非特許文献１５；非特許文献１６）。しかしながら、今では、マウスリンパ球が
、この関係ではない関係で、ホスホジエステルＣｐＧモチーフに対してとてもよく反応し
（非特許文献１７）、そしてヒトＢ細胞および樹状細胞についても同じことが当てはまる
ことは、明らかである（非特許文献１３；非特許文献１８）。
【０００９】
　ＣｐＧ　ＯＤＮの１つのクラスは、Ｂ細胞を活性化することに対して効力があるが、Ｉ
ＦＮ－αを誘導することおよびＮＫ細胞の活性化の点で相対的に弱い；このクラスは、Ｂ
クラスと呼ばれてきた。このＢクラスＣｐＧオリゴヌクレオチドは、典型的に、十分に安
定化され、そして一定の好ましい塩基関係の範囲内で、メチル化されていないＣｐＧジヌ
クレオチドを含む。例えば、特許文献８；特許文献９；特許文献１０；特許文献１１；特
許文献１２；および特許文献１３を参照のこと。
【特許文献１】米国特許第６，６８２，７３６号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８１１，０９７号明細書
【特許文献３】国際公開第ＷＯ　００／３７５０４号パンフレット
【特許文献４】国際公開第ＷＯ　０１／１４４２４号パンフレット
【特許文献５】国際公開第ＷＯ　９３／００４３１号パンフレット
【特許文献６】国際公開第ＷＯ　００／３２２３１号パンフレット
【特許文献７】国際公開第ＷＯ　０３／０８６４５９号パンフレット
【特許文献８】米国特許第６，１９４，３８８号明細書
【特許文献９】米国特許第６，２０７，６４６号明細書
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【特許文献１０】米国特許第６，２１４，８０６号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，２１８，３７１号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，２３９，１１６号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，３３９，０６８号明細書
【非特許文献１】ＴｈｏｍｐｓｏｎおよびＡｌｌｉｓｏｎ，Ｉｍｍｕｎｉｔｙ，１９９７
年，７，ｐ．４４５－４５０
【非特許文献２】ＭｃＣｏｙおよびＬｅＧｒｏｓ，Ｉｍｍｕｎｏｌ．＆　Ｃｅｌｌ　Ｂｉ
ｏｌ．１９９９年，７７，ｐ．１－１０
【非特許文献３】Ｌｅａｃｈら，Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９６年，２７１，ｐ．１７３４－
１７３６
【非特許文献４】Ｋｗｏｎら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，１９９
７年，９４，ｐ．８０９９－８１０３
【非特許文献５】Ｋｗｏｎら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，１９９
９年，９６，ｐ．１５０７４－１５０７９
【非特許文献６】Ｙａｎｇら，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１９９７年，５７，ｐ．４０３６
－４０４１
【非特許文献７】Ｔｏｋｕｎａｇａ，Ｔ．ら，Ｊｐｎ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１９
８８年，７９，ｐ．６８２－６８６
【非特許文献８】Ｔｏｋｕｎａｇａ，Ｔ．ら，ＪＮＣＩ，１９８４年，７２，ｐ．９５５
－９６２
【非特許文献９】Ｍｅｓｓｉｎａ，Ｊ．Ｐ．ら，Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１９９１年，１４
７，ｐ．１７５９－１７６４
【非特許文献１０】Ｋｒｉｅｇ，Ｉｎ：Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄ
ｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＣＡ．ＳｔｅｉｎおよびＡ．Ｍ．Ｋｒｉｅｇ（編集），Ｊｏ
ｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，１９９８年
，ｐ．４３１－４４８
【非特許文献１１】Ｋｒｉｅｇら，Ｎａｔｕｒｅ，１９９５年，３７４，ｐ．５４６－５
４９
【非特許文献１２】Ｋｒｉｅｇ，Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ，１９９９
年，９３３２１，ｐ．１－１０
【非特許文献１３】Ｈａｒｔｍａｎｎら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳ
Ａ，１９９９年，９６，ｐ．９３０５－１０
【非特許文献１４】Ｐｉｓｅｔｓｋｙ，Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１９９６年，１５６，ｐ．
４２１－４２３
【非特許文献１５】Ｈａｃｋｅｒら，ＥＭＢＯ　Ｊ．１９９８年，１７，ｐ．６２３０－
６２４０
【非特許文献１６】Ｌｉｐｆｏｒｄら，Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．１９
９８年，６，ｐ．４９６－５００
【非特許文献１７】Ｙｉら，Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１９９８年，１６０，ｐ．５８９８－
５９０６
【非特許文献１８】Ｌｉａｎｇ，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．１９９６年，９８，ｐ．
１１１９－１１２９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　抗腫瘍反応を誘導するための抗ＣＴＬＡ－４抗体またはＯＤＮの個々での使用は、癌の
処置における大きな見込みを保有するが、このような免疫治療のアプローチで、腫瘍（特
に、固形腫瘍）を処置するための新規の治療薬を開発する必要性が、依然として存在する
。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　（発明の要旨）
　新しい治療レジメンの開発（特に、現在の化学療法の細胞傷害の副作用を減少させるが
、患者の免疫系の抗腫瘍活性を増大させるかまたは増強する能力を有するレジメン）が、
必要である。本発明は、このようなレジメンを提供する。
【００１２】
　従って、一実施形態において、本発明は、癌の処置を必要とする患者における、癌の処
置のための方法を提供し、この方法は、この患者に、治療的に有効な量の抗ＣＴＬＡ－４
抗体またはその抗原結合部分を、治療的に有効な量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７
６（ＣｐＧ　７９０９（ＰｒｏＭｕｎｅとしても公知）；ＴＣＧ　ＴＣＧ　ＴＴＴ　ＴＧ
Ｔ　ＣＧＴ　ＴＴＴ　ＧＴＣ　ＧＴＴ；配列番号３７）と組み合わせて投与する工程を包
含する。一実施形態において、上記方法は、非ワクチン方法である。
【００１３】
　一実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、毎日、２日毎に、週２回、または週１回
投与される。
【００１４】
　一実施形態において、上記処置は、ネオアジュバント（ｎｅｏａｄｊｕｖａｎｔ）療法
、アジュバント療法、第一選択療法（ｆｉｒｓｔ－ｌｉｎｅ　ｔｈｅｒａｐｙ）、第二選
択療法（ｓｅｃｏｎｄ－ｌｉｎｅ　ｔｈｅｒａｐｙ）、および第三選択療法（ｔｈｉｒｄ
－ｌｉｎｅ　ｔｈｅｒａｐｙ）からなる群から選択される治療である。
【００１５】
　上記実施形態に依存して、上記癌は、脳の癌、乳癌、子宮頸癌、結腸直腸癌、皮膚Ｔ細
胞リンパ腫、胃癌、頭頸部癌、肝臓癌、肺癌、メラノーマ、急性骨髄性白血病、非ホジキ
ンリンパ腫、卵巣癌、膵臓癌、前立腺癌、腎細胞癌、および肉腫からなる群から選択され
る。
【００１６】
　一実施形態において、上記治療的に有効な量の上記ヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体は、約０．
１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍｇ／ｋｇ、または約０．３ｍｇ／ｋｇ～２０ｍｇ／ｋｇの範囲にわ
たる（少なくとも１ｍｇ／ｋｇ、少なくとも３ｍｇ／ｋｇ、少なくとも６ｍｇ／ｋｇ、少
なくとも１０ｍｇ／ｋｇ、および少なくとも１５ｍｇ／ｋｇからなる群から選択される治
療的に有効な量の上記ヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体が挙げられるが、これらに限定されない）
。
【００１７】
　一実施形態において、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体またはその抗原結合部分は、以下：（ａ
）約１０－８以上のＣＴＬＡ－４結合親和性を有しかつＣＴＬＡ－４とＢ７－１との間の
結合、およびＣＴＬＡ－４とＢ７－２との間の結合を阻害する、ヒト抗体；（ｂ）４．１
．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２
．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、１２．９．１．１、および１０
Ｄ１からなる群から選択される抗体に由来するＣＤＲ配列に対応する少なくとも１つのヒ
トＣＤＲ配列を含むアミノ酸配列を有する、ヒト抗体；（ｃ）４．１．１、４．８．１、
４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１
、１１．７．１．、１２．３．１．１、１２．９．１．１、および１０Ｄ１からなる群か
ら選択される抗体の重鎖および／または軽鎖のアミノ酸配列を有する、ヒト抗体；（ｄ）
ＣＴＬＡ－４との結合を、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．
１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１
、１２．９．１．１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体のアミノ酸配列を有
する少なくとも１つの抗体と競合する（ｃｏｍｐｅｔｅ）、抗体またはその抗原結合部分
；ならびに（ｅ）ＣＴＬＡ－４との結合を、４．１．１、４．８．１、４．１０，２、４
．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、
１２．３．１．１、１２．９．１．１、および１０Ｄ１からなる群から選択される抗体の
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アミノ酸を有する少なくとも１つの抗体と交差競合する（ｃｒｏｓｓ－ｃｏｍｐｅｔｅ）
、抗体またはその抗原結合部分からなる群から選択される、少なくとも１つの抗体である
。
【００１８】
　別の実施形態において、上記抗体は、４．１．１、４．１３．１、１１．２．１、およ
び１０Ｄ１からなる群から選択される抗体のアミノ酸配列を有するヒト抗体である。関連
する実施形態において、上記抗体またはその抗原結合部分は、重鎖および軽鎖を含み、こ
こで、この重鎖の重鎖可変ドメインのアミノ酸配列およびこの軽鎖の軽鎖可変ドメインの
アミノ酸配列は、（ａ）配列番号３のアミノ酸配列および配列番号９のアミノ酸配列；（
ｂ）配列番号１５のアミノ酸配列および配列番号２１のアミノ酸配列；（ｃ）配列番号２
７のアミノ酸配列および配列番号３３のアミノ酸配列；（ｄ）配列番号１の核酸配列によ
りコードされるアミノ酸配列および配列番号７の核酸配列によりコードされるアミノ酸配
列；（ｅ）配列番号１３の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列および配列番号１９
の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列；（ｆ）配列番号２５の核酸配列によりコー
ドされるアミノ酸配列および配列番号３１の核酸配列によりコードされるアミノ酸配列；
ならびに（ｇ）抗体１０Ｄ１の可変ドメインのアミノ酸配列からなる群から選択される。
【００１９】
　別の関係する実施形態において、上記抗体またはその抗原結合部分は、（ａ）配列番号
４、配列番号５、配列番号６、配列番号１０、配列番号１１および配列番号１２に示され
ているアミノ酸配列を含む抗体；（ｂ）配列番号１６、配列番号１７、配列番号１８、配
列番号２２、配列番号２３および配列番号２４に示されているアミノ酸配列を含む抗体；
ならびに（ｃ）配列番号２８、配列番号２９、配列番号３０、配列番号３４、配列番号３
５および配列番号３６に示されているアミノ酸配列を含む抗体からなる群から選択される
抗体である。
【００２０】
　さらなる別の関係する実施形態において、上記抗体またはその抗原結合部分は、配列番
号２７に示されているアミノ酸配列を有する重鎖可変領域および配列番号３３に示されて
いるアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を含む。
【００２１】
　さらなる別の関係する実施形態において、上記抗体は、（ａ）配列番号２および配列番
号８に示されているアミノ酸配列を含む抗体；（ｂ）配列番号１４および配列番号２０に
示されているアミノ酸配列を含む抗体；ならびに（ｃ）配列番号２６および配列番号３２
に示されているアミノ酸配列を含む抗体からなる群から選択される。
【００２２】
　一実施形態において、上記抗体は、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の投与の
１～７日前に投与される。この実施形態および他の実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤ
Ｎは、上記抗体の約１～１００日後に投与される。
【００２３】
　一実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、皮下に投与される。
【００２４】
　別の実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、１日当たり１ｍｇ～５０ｍｇの量で投
与される。
【００２５】
　別の局面において、本発明は、癌の処置のための薬学的組成物を提供し、この組成物は
、治療的に有効な量の抗ＣＴＬＡ－４抗体またはその抗原結合部分、および治療的に有効
な量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、および薬学的に受容可能なキャリアを含む
。
【００２６】
　本発明のこれらの実施形態および他の実施形態は、本明細書中に、より詳細に記載され
ている。
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【００２７】
　本発明の限定の各々は、本発明の様々な実施形態を含み得る。従って、任意の１つの要
素または要素の組み合わせを含む本発明の限定の各々は、本発明の各局面において含まれ
得ることが、予期される。本発明は、以下の記載において示されているかまたはその図面
において説明されている構成の詳細および構成要素の配置に本発明を適用することにおい
て限定されない。本発明は、他の実施形態が可能であり、様々な方法で実施または実行さ
れることが可能である。
【００２８】
　本明細書中に用いられている語句および専門用語は、説明の目的のためであり、限定と
みなされるべきではない。「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉ
ｎｇ）」、または「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含む（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、「
含む（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、およびその変形物の本明細書中の使用は、その後に挙げ
られている項目およびその均等物ならびにさらなる項目を含むことを意味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　上記の要旨、および下記の発明の詳細な説明は、添付される図面に関連して読まれる場
合に、よりよく理解される。説明の目的のために、本発明の図面は、現在好ましい実施形
態を示す。しかしながら、本発明は、示されている正確な配置および手段に限定されない
ことが、理解されるべきである。
【００３０】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、抗ＣＴＬＡ－４抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ（すなわち、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６）との組み合わせを共投与する（ｃｏ－ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｎｇ）工
程を包含する、癌の処置のための新規の治療方法に関する。本発明に従って処置される癌
としては、膀胱癌、脳腫瘍、乳癌、子宮頸癌、結腸直腸癌、胃腸の癌、頭頸部癌、肝細胞
癌、ホジキン病、カポジ肉腫、急性白血病および慢性白血病、皮膚Ｔ細胞白血病、骨髄性
白血病およびリンパ球性白血病、肺癌（非小細胞肺癌が挙げられる）、メラノーマ、非ホ
ジキンリンパ腫、卵巣癌、膵臓癌、前立腺癌、腎細胞癌、皮膚の扁平上皮癌、甲状腺癌、
ならびに多くの他の癌のうちの他の型の癌および肉腫（例えば、脂肪肉腫、骨肉腫）が挙
げられるが、これらに限定されない。様々な実施形態において、上記方法は、癌のための
ネオアジュバント療法、アジュバント療法、第一選択療法、第二選択療法、または第三選
択療法のための抗体と組み合わせて、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を投与する工
程を包含する。
【００３１】
　本発明において使用できる抗体、およびそれらを生成する方法は、ＷＯ　００／３７５
０４として２０００年６月２９日に公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ９９／３０８９５
号、２００２年４月１２日に公開された欧州特許出願第ＥＰ　１２６２１９３　Ａ１号、
米国特許第６，６８２，７３６号として現在発行されている米国特許出願第０９／４７２
，０８７号、米国特許出願公開第２００２／００８６０１４号として現在公開されている
米国特許出願第０９／９４８，９３９号（例えば、ＭＤＸ－０１０，Ｍｅｄａｒｅｘ，Ｐ
ｒｉｎｃｅｔｏｎ，ＮＪ）において記載されており、これらの各々は、参考文献として本
明細書中に全体が援用されている。これらの抗体に関するアミノ酸配列および核酸配列に
ついての情報が本明細書中に提供されているが、さらなる情報は、米国特許第６，６８２
，７３６号、ならびに公開されている出願であるＷＯ　００／３７５０４、ＥＰ　１２６
２１９３、およびＵＳ２００２／００８６０１４において見出され得る；これらの出願に
おいて示されている配列は、本明細書によって本明細書中に参考文献として援用されてい
る。
【００３２】
　様々な癌を処置するためのこれらの抗体についての一定の使用は、全体が本明細書中に
示されている、参考文献として援用されている米国特許出願公開第２００３／００８６９
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３０号として現在公開されている米国特許出願第１０／１５３，３８２号において議論さ
れた。
【００３３】
　本発明において用いられるＣｐＧ免疫刺激オリゴヌクレオチドは、ＢクラスＣｐＧ免疫
刺激オリゴヌクレオチドである。ＢクラスＣｐＧ免疫刺激オリゴヌクレオチドは、各々、
２００１年２月２７日および２００１年５月２９日に発行されたＵＳＰ６，１９４，３８
８　Ｂ１および同６，２３９，１１６　Ｂ１において記載されてきた。本発明のＣｐＧ免
疫刺激オリゴヌクレオチドは、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と呼ばれ、そして以
下のヌクレオチド配列により定義される：
５’　ＴＣＧ　ＴＣＧ　ＴＴＴ　ＴＧＴ　ＣＧＴ　ＴＴＴ　ＧＴＣ　ＧＴＴ　３’（配列
番号３７）。
【００３４】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、ヒトＢ細胞を強く活性化し、インターフェロ
ン－αの誘導において最小の効果を有する。本明細書中に、より詳しく記載されているよ
うに、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、同種またはキメラの骨格（ホスホジエス
テル骨格結合およびホスホロチオエート骨格結合が挙げられるが、これらに限定されない
）を有し得る。
【００３５】
　別の実施形態において、上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせ
は、少なくとも１つのさらなる治療剤（例えば、ＣＴＬＡ－４に対して指向性でない他の
モノクローナル抗体（例えば、ＡＶＡＳＴＩＮ（ベバシズマブ）、ＭＹＥＬＯＴＡＲＧ（
ゲムツズマブ）、ＢＥＸＸＡＲ（トシツモマブ）、ＲＩＴＵＸＡＮ（リツキシマブ）、Ｈ
ＥＲＣＥＰＴＩＮ（トラスツズマブ））、または類似の効果を有するタンパク質リガンド
；抗原提示細胞（樹状細胞、マクロファージ、Ｂ細胞、単球）を活性化する薬剤（１型イ
ンターフェロン（例えば、インターフェロンαおよびβ）が挙げられる）；インターフェ
ロンγ；ＢＣＧ；任意の、および、全ての形態で腫瘍抗原を提供する薬剤（タンパク質抗
原、ペプチド抗原、細胞全体の溶解産物およびそれらの誘導体が挙げられる）；遺伝的に
コードされた抗原（例えば、アデノウイルスにコードされた抗原）；免疫性を増大させる
ためにインビボまたはエクスビボのいずれかで改変されてきた免疫系の細胞構成成分（例
えば、自己由来の樹状細胞、リンパ球、熱ショックタンパク質など）；化学療法剤（多数
の化学療法剤の中で、例えば、シクロホスファミド、メトトレキサート、エトポシド、ア
ドリアマイシン、タキサン類（ｔａｘａｎｅｓ）、フルオロウラシル、シトシン　アラビ
ノシド（ＡｒａＣ）、および白金含有薬剤が挙げられるが、これらに限定されない）が挙
げられるが、これらに限定されない）と共に投与される。抗原の例としては、ＰＳＡ抗原
（例えば、ＰＲＯＳＴＶＡＣ／ＴＲＩＣＯＭ）およびメラノーマ由来のｇｐ１００抗原が
挙げられる。上記組み合わせはまた、サイトカインまたは増殖因子（例えば、ＧＭ－ＣＳ
Ｆが挙げられるが、これに限定されない）と組み合わせて投与され得る。
【００３６】
　一実施形態において、上記処置の方法は、非ワクチン方法である。本明細書中に用いら
れている、非ワクチン方法は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗
体との組み合わせが、抗原に対する免疫反応を刺激するために、内因性抗原と共に用いら
れないことを意味する。しかしながら、非ワクチン方法は、内因性抗原に対する免疫反応
を刺激する工程を包含し得る。内因性抗原は、インビボで癌細胞または集団により発現、
放出または脱離される（ｓｈｅｄ）抗原を含む。
【００３７】
　（Ｉ．定義）
　本明細書中にそうでないことが定義されない限り、本発明に関して用いられている科学
用語および専門用語は、当業者により一般的に理解されている意味を有する。さらに、文
脈によりそうでないことが必要とされない限り、単数形は、複数形を含むものとし、そし
て、複数形は、単数形を含むものとする。一般的に、本明細書中に記載されている細胞お
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よび組織の培養、分子生物学、免疫学、微生物学、遺伝学ならびにタンパク質および核酸
の化学ならびにハイブリダイゼーションに関して用いられている命名法、ならびにこれら
の技術は、当該分野において周知であり、かつ、一般的に用いられているものである。
【００３８】
　本発明の方法および技術は、一般的に、当該分野において周知の方法に従って、そして
、そうでないことが示されていない限り、本明細書を通じて引用および議論されている様
々な一般的な参考文献およびより特定の参考文献において記載されているように行われる
。このような参考文献としては、例えば、本明細書中に参考文献として援用されているＳ
ａｍｂｒｏｏｋおよびＲｕｓｓｅｌｌ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅ
ｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ（２００１）、Ａｕｓｕｂｅｌら，
Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｊ
ｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，ＮＹ（２００２）、ならびにＨａｒｌｏｗ　ａｎｄ
　Ｌａｎｅ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌ
ｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐ
ｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ（１９９０）が挙げられる。酵素反応および精製技術は、
製造者の説明書に従って、当該分野において達成されているかまたは本明細書中に記載さ
れているように行われる。本明細書中に記載されている分析化学、合成有機化学、ならび
に医薬品化学および薬化学に関して用いられている命名法、ならびにこれらの実験室用手
順および技術は、当該分野において周知であり、かつ、一般的に用いられているものであ
る。標準的な技術は、化学合成、化学的分析、薬剤の調製、処方および送達、ならびに患
者の処置のために用いられる。
【００３９】
　本明細書中に用いられている、以下の用語の各々は、この項において、それと関連付け
られている意味を有する。
【００４０】
　冠詞「ａ」および「ａｎ」は、この冠詞の文法上の目的語について１つ以上（すなわち
、少なくとも１つ）であることを示すために本明細書中に用いられている。例として、「
ａｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ」は、１つの要素または１より多い要素を意味する。
【００４１】
　本明細書中に用いられている、２０個の従来のアミノ酸およびそれらの省略形は、従来
の使用法に従う。本明細書中に参考文献として援用されているＩｍｍｕｎｏｌｏｇｙ－Ａ
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（第２版，Ｅ．Ｓ．Ｇｏｌｕｂ　および　Ｄ．Ｒ．Ｇｒｅｎ編集，
Ｓｉｎａｕｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｓｕｎｄｅｒｌａｎｄ，Ｍａｓｓ．（１９９１
））を参照のこと。
【００４２】
　従来の表記は、ポリペプチド配列を表すために、本明細書中に用いられている：ポリペ
プチド配列の左側の端は、アミノ末端であり；ポリペプチド配列の右側の端は、カルボキ
シル末端である。
【００４３】
　「保存的なアミノ酸置換」は、アミノ酸残基が、類似の化学的性質（例えば、電荷また
は疎水性）を有する側鎖Ｒ基を有する別のアミノ酸残基により置換される、置換である。
一般的に、保存的なアミノ酸置換は、実質的に、タンパク質の機能的な性質を変えない。
２つ以上のアミノ酸配列が、保存的置換により、互いに異なる場合、配列同一性の％また
は類似性の程度は、この置換の保存的な性質について修正するために上側に調節され得る
。この調節をするための方法は、当業者にとって周知である。例えば、Ｐｅａｒｓｏｎ，
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２４３：３０７－３１（１９９４）を参照のこと。
【００４４】
　類似の化学的性質を有する側鎖を有するアミノ酸のグループの例としては、１）脂肪族
側鎖：グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、およびイソロイシン；２）脂肪族ヒドロ
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キシル側鎖：セリンおよびスレオニン；３）アミドを含む側鎖：アスパラギンおよびグル
タミン；４）芳香族側鎖：フェニルアラニン、チロシン、およびトリプトファン；５）塩
基性側鎖：リジン、アルギニン、およびヒスチジン；６）酸性側鎖：アスパラギン酸およ
びグルタミン酸；ならびに７）硫黄を含む側鎖：システインおよびメチオニンが挙げられ
る。好ましい保存的なアミノ酸置換のグループは、以下：バリン－ロイシン－イソロイシ
ン、フェニルアラニン－チロシン、リジン－アルギニン、アラニン－バリン、グルタメー
ト－アスパルテート、およびアスパラギン－グルタミンである。
【００４５】
　あるいは、保存的置換は、本明細書中に参考文献として援用されているＧｏｎｎｅｔら
，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５６：１４４３－４５（１９９２）に開示されているＰＡＭ２５０
　ｌｏｇ－ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　ｍａｔｒｉｘにおける正の値を有する、任意の変化で
ある。「中程度に保存的な」置換は、上記ＰＡＭ２５０　ｌｏｇ－ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ
　ｍａｔｒｉｘにおける負ではない値を有する、任意の変化である。
【００４６】
　好ましいアミノ酸置換は、（１）タンパク質分解に対する感受性を減少させる置換、（
２）酸化に対する感受性を減少させる置換、（３）タンパク質複合体を形成する結合親和
性を変える置換、および（４）このようなアナログの他の生理化学的性質または機能的性
質を付与または改変する置換である。置換、欠失、および／または挿入を含むアナログは
、天然に存在するペプチド配列を除く配列の様々なムテインを含み得る。例えば、単一ま
たは多数のアミノ酸置換（好ましくは、保存的なアミノ酸置換）は、天然に存在する配列
において（好ましくは、分子間接触を形成するドメインの外側のポリペプチド部分におい
て）作製され得る。保存的なアミノ酸置換は、親配列の構造的特徴を実質的に変えるべき
でない（例えば、アミノ酸置換は、親配列内に生じるへリックスを壊す傾向を有するべき
でないし、親配列を特徴づける他の型の二次構造を壊す傾向を有するべきでもない）。当
該分野で認められているポリペプチドの二次構造および三次構造の例は、各々が本明細書
中に参考文献として援用されているＰｒｏｔｅｉｎｓ，Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ（Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，Ｅｄ．，Ｗ．Ｈ．Ｆ
ｒｅｅｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８４））；Ｉｎｔｒｏ
ｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｃ．Ｂｒａｎｄｅｎ　お
よび　Ｊ．Ｔｏｏｚｅ編集，Ｇａｒｌａｎｄ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
，Ｎ．Ｙ．（１９９１））；ならびにＴｈｏｒｎｔｏｎら，Ｎａｔｕｒｅ　３５４：１０
５（１９９１）において記載されている。
【００４７】
　配列同一性とも呼ばれる、ポリペプチドについての配列類似性は、典型的に、配列解析
ソフトウェアを用いて測定される。タンパク質解析ソフトウェアは、様々な置換、欠失お
よび他の改変（保存的なアミノ酸置換を含む）に割り当てられた類似性の程度を用いて、
類似の配列をマッチさせる。例えば、ＧＣＧは、近縁関係のポリペプチド（例えば、異な
る種の生物体に由来する相同なポリペプチド）間の配列相同性もしくは配列同一性または
野生型タンパク質とそのムテインとの間の配列相同性もしくは配列同一性を決定するため
に、デフォルトパラメーターを用いて用いられ得る、プログラム（例えば、「Ｇａｐ」お
よび「Ｂｅｓｔｆｉｔ」）を含む。例えば、ＧＣＧ版６．１を参照のこと。ポリペプチド
配列はまた、デフォルトパラメーターまたは推奨されたパラメーターを用いたＦＡＳＴＡ
を用いて比較され得、ＧＣＧ版６．１．ＦＡＳＴＡ（例えば、ＦＡＳＴＡ２およびＦＡＳ
ＴＡ３）におけるプログラムは、クエリ配列と検索配列との間の最良なオーバーラップ領
域についてのアラインメントおよび配列同一性の％を提供する（Ｐｅａｒｓｏｎ，Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１８３：６３－９８（１９９０）；Ｐｅａｒｓｏｎ，Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．１３２：１８５－２１９（２０００））。本発明の配列を
異なる生物体に由来する多数の配列を含むデータベースと比較する場合の、別の好ましい
アルゴリズムは、デフォルトパラメーターを用いたコンピュータープログラムのＢＬＡＳ
Ｔ（特に、ｂｌａｓｔｐまたはｔｂｌａｓｔｎ）である。例えば、本明細書中に参考文献
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として援用されているＡｌｔｓｃｈｕｌら，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２１５：４０３－４
１０（１９９０）；Ａｌｔｓｃｈｕｌら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２５：
３３８９－４０２（１９９７）を参照のこと。
【００４８】
　完全な「抗体」は、ジスルフィド結合により相互に結合されている、少なくとも２つの
重（Ｈ）鎖および２つの軽（Ｌ）鎖を含む。一般的に、Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｉｍｍ
ｕｎｏｌｏｇｙ，第７章（Ｐａｕｌ，Ｗ．編集，第２版．Ｒａｖｅｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．
Ｙ．（１９８９））（参考文献として全体が全ての目的のために援用されている）を参照
のこと。各重鎖は、重鎖可変領域（ＨＣＶＲまたはＶＨ）および重鎖定常領域（ＣＨ）か
ら構成される。上記重鎖定常領域は、３つのドメイン（ＣＨ１、ＣＨ２およびＣＨ３）か
ら構成される。各軽鎖は、軽鎖可変領域（ＬＣＶＲまたはＶＬ）および軽鎖定常領域から
構成される。上記軽鎖定常領域は、１つのドメインＣＬから構成される。上記ＶＨ領域お
よびＶＬ領域はさらに、フレームワーク領域（ＦＲ）と呼ばれるより保存的な領域に散在
した、相補性決定領域（ＣＤＲ）と呼ばれる超可変領域に細分され得る。各ＶＨおよびＶ

Ｌは、以下の順序：ＦＲ１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、ＣＤＲ２、ＦＲ３、ＣＤＲ３、ＦＲ４で
アミノ末端からカルボキシル末端へと配置されている３つのＣＤＲおよび４つのＦＲから
構成される。各ドメインに対するアミノ酸のアラインメントは、Ｋａｂａｔ，Ｓｅｑｕｅ
ｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅ
ｓｔ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ，Ｂｅｔｈｅｓｄ
ａ，ＭＤ（１９８７　および　１９９１）），またはＣｈｏｔｈｉａ　＆　Ｌｅｓｋ，Ｊ
．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．１９６：９０１－９１７（１９８７）；Ｃｈｏｔｈｉａら，Ｎａｔ
ｕｒｅ　３４２：８７８－８８３（１９８９）の定義に従う。
【００４９】
　上記重鎖および軽鎖の可変領域は、抗原と相互作用する結合ドメインを含む。上記抗体
の定常領域は、宿主の組織または因子（免疫系の様々な細胞（例えば、エフェクター細胞
）および古典的補体系の最初の構成成分（Ｃ１ｑ）が挙げられる）に対する免疫グロブリ
ンの結合を媒介し得る。
【００５０】
　用語「抗体」は、完全な抗体の抗原（例えば、ＣＴＬＡ－４）に特異的に結合する能力
を保持する、完全な抗体の抗原結合部分を含み得る。抗原結合部分は、組換えＤＮＡ技術
によるかまたは完全な抗体の酵素的切断もしくは化学的切断により生成され得る。
【００５１】
　抗原結合部分の例としては、（ｉ）ＶＬドメイン、ＶＨドメイン、ＣＬドメインおよび
ＣＨ１ドメインからなる一価フラグメントである、Ｆａｂフラグメント；（ｉｉ）ヒンジ
領域でジスルフィド架橋により結合されている２つのＦａｂフラグメントを含む二価フラ
グメントである、Ｆ（ａｂ’）２フラグメント；（ｉｉｉ）ＶＨドメインおよびＣＨ１ド
メインからなるＦｄフラグメント；（ｉｖ）抗体の１本のアームのＶＬドメインおよびＶ
ＨドメインからなるＦｖフラグメント、（ｖ）Ｗａｒｄら，Ｎａｔｕｒｅ　３４１：５４
４－５４６（１９８９）において記載されている、ＶＨドメインからなる単一ドメイン抗
体（「ｄＡｂ」）；ならびに（ｖｉ）単離された相補性決定領域（ＣＤＲ）が挙げられる
。さらに、Ｆｖフラグメントの２つのドメインであるＶＨおよびＶＬは、別々の遺伝子に
よりコードされているが、これらのドメインは、これらのドメインが、ＶＨ領域およびＶ

Ｌ領域が対になって一価分子を形成する単一タンパク質鎖（（ｓｃＦｖ）として公知；例
えば、Ｂｉｒｄら．Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２：４２３－４２６（１９８８）；および　Ｈ
ｕｓｔｏｎら．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８５：５８７９－５８
８３（１９８８）を参照のこと）として作製されることを可能にする合成リンカーにより
、組換え方法を用いて結合され得る。このような単一鎖抗体は、参考文献により上記「抗
体」に含まれている。
【００５２】
　「二重特異性抗体」は、２つの異なる結合特異性を有する（例えば、米国特許第５，９
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２２，８４５号および米国特許第５，８３７，２４３号；Ｚｅｉｌｄｅｒ　Ｊ．Ｉｍｍｕ
ｎｏｌ．１６３：１２４６－１２５２（１９９９）；Ｓｏｍａｓｕｎｄａｒａｍ　Ｈｕｍ
．Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　９：４７－５４（１９９９）；Ｋｅｌｅｒ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒ
ｅｓ．５７：４００８－４０１４（１９９７）を参照のこと）。例えば、本発明は、細胞
表面抗原（例えば、ヒトＣＴＬＡ－４）に対する１つの結合部位、およびエフェクター細
胞の表面上のＦｃレセプターに対する第二の結合部位を有する二重特異性抗体を提供する
。本発明はまた、少なくとも３つの結合部位を有する多重特異性抗体を提供する。
【００５３】
　用語「二重特異性抗体」はさらに、「ダイアボディ（ｄｉａｂｏｄｉｅｓ）」を含む。
「ダイアボディ」は、二価の二重特異性抗体であり、この抗体において、ＶＨドメインお
よびＶＬドメインは単一ポリペプチド鎖に発現しているが、同一鎖における２つのドメイ
ン間で対になることが不可能である程短いリンカーを用いることにより、これらのドメイ
ンが別の鎖の相補的なドメインと対になることが強制され、そして２つの抗原結合部位が
生成される（例えば、Ｈｏｌｌｉｇｅｒら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
ＳＡ　９０：６４４４－６４４８（１９９３）；Ｐｏｌｊａｋら，Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　
２：１１２１－１１２３（１９９４）を参照のこと）。
【００５４】
　本明細書中に交換可能に用いられている、用語「ヒト抗体」または「ヒト配列抗体」は
、（存在する場合）ヒト生殖細胞系の免疫グロブリン配列由来の可変領域および定常領域
を有する抗体を含む。本発明のヒト配列抗体は、ヒト生殖細胞系の免疫グロブリン配列に
よりコードされていないアミノ酸残基（例えば、インビトロでの無作為の突然変異誘発も
しくは部位特異的な突然変異誘発によるかまたはインビボでの体細胞変異により導入され
る変異）を含み得る。しかしながら、本明細書中に用いられている、用語「ヒト抗体」は
、別の哺乳動物種（例えば、マウス）の生殖細胞系由来のＣＤＲ配列が、ヒトフレームワ
ーク配列内に移植された「キメラ」抗体（すなわち、「ヒト化」抗体またはＰＲＩＭＡＴ
ＩＺＥＤＴＭ抗体）を含まないことを意図される。
【００５５】
　本明細書中に用いられている用語「キメラ抗体」は、２つ以上の異なる抗体由来の領域
を含む抗体を意味する。一実施形態において、１つ以上のＣＤＲは、ヒト抗ＣＴＬＡ－４
抗体に由来する。別の実施形態において、全てのＣＤＲは、ヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体に由
来する。別の実施形態において、１つより多いヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体由来のＣＤＲは、
キメラヒト抗体において組み合わせられる。例えば、キメラ抗体は、第一のヒト抗ＣＤ４
０抗体の軽鎖由来のＣＤＲ１、第二のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体の軽鎖由来のＣＤＲ２およ
びＣＤＲ３および第三のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体の軽鎖由来のＣＤＲ３を含み得、そして
その重鎖由来のＣＤＲは、１つ以上の他の抗ＣＤ４０抗体に由来し得る。さらに、上記フ
レームワーク領域は、１つの同じ抗ＣＴＬＡ－４抗体または１人以上の異なるヒトに由来
し得る。
【００５６】
　さらに、以前に本明細書中に議論された、キメラ抗体は、１つより多い種の生殖細胞系
配列に由来する部分を含む抗体を含む。
【００５７】
　抗体に関して本明細書中に用いられている、用語「競合する」により、第一の抗体また
はその抗原結合部分が、第二の抗体またはその抗原結合部分との結合について競合し、こ
こで、この第一抗体とその同種のエピトープとの結合は、この第二抗体の不在下でのこの
第一抗体の結合と比較して、この第二抗体の存在下で検出可能に減少することが意味され
る。上記第二抗体のそのエピトープに対する結合もまた、上記第一抗体の存在下で検出可
能に減少するという選択肢は、あり得るが、必ずしもこの場合にあてはまらない。換言す
れば、第二抗体がその各々のエピトープに対する第一抗体の結合を阻害することなく、こ
の第一抗体が、そのエピトープに対する第二抗体の結合を阻害し得るということである。
しかしながら、同一物に対してより多い程度であろうとより少ない程度であろうと、各抗
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体が、検出可能に、他の抗体とその同種のエピトープまたはリガンドとの結合を阻害する
場合の抗体は、各々のエピトープの結合について互いに「交差競合する」と言われる。例
えば、交差競合する抗体は、本発明の抗体（例えば、３．１．１、４．１．１、４．８．
１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６
．１、１１．７．１、１２．３．１．１、および１２．９．１．１）が結合するエピトー
プまたはこのエピトープの一部分に結合し得る。競合する抗体および交差競合する抗体の
両者は、本発明により含まれる。このような競合または交差競合が生じる機構（例えば、
立体障害、コンフォメーションの変化、または共通のエピトープまたはその一部分に対す
る結合など）にかかわらず、本明細書中に提供されている教示に基づいて、当業者は、こ
のような競合する抗体および／または交差競合する抗体が含まれており、そして本明細書
中に開示されている方法に有用であり得ることを認める。
【００５８】
　用語「エピトープ」は、免疫グロブリンまたはＴ細胞レセプターに対する特異的結合が
可能である任意のタンパク質決定基を含む。エピトープの決定基は、通常、分子の化学的
に活性な表面基（例えば、アミノ酸または糖の側鎖）からなり、そして、通常、三次元構
造の性質、および特定の電荷の性質を有する。コンフォメーションエピトープおよび非コ
ンフォメーションエピトープは、後者ではなくて前者に対する結合が、変性剤の存在下で
失われるという点で、識別される。
【００５９】
　本明細書中に用いられている、「特異的に結合する」という句により、特定の分子を認
識し、そしてこれらの分子に結合するが、実質的に、試料中の他の分子を認識しないかま
たは結合しない化合物（例えば、タンパク質、核酸、抗体など）が意味される。例えば、
試料中の同種のリガンドを認識し、そしてこれに結合するが、実質的に、この試料中の他
の分子を認識せず結合もしない、抗体またはペプチドインヒビター（例えば、同種の抗原
ＣＴＬＡ－４に結合する抗ＣＴＬＡ－４抗体）。従って、示されているアッセイ条件の下
で、特定された結合部分（例えば、抗体またはその抗原結合部分）は、好ましくは、特定
の標的分子に結合し、試験試料中に存在する他の構成成分に対して有意な量で結合しない
。様々なアッセイフォーマットは、目的の分子に特異的に結合する抗体を選択するために
用いられ得る。例えば、固相ＥＬＩＳＡ免疫アッセイ、免疫沈降、ＢＩＡｃｏｒｅおよび
ウェスタンブロット解析は、ＣＴＬＡ－４と特異的に反応する抗体を同定するために用い
られる。特異的反応または選択的反応は、典型的に、バックグラウンドシグナルまたはノ
イズの少なくとも２倍であり、そしてより典型的には、バックグランドの１０倍より高く
、なお一層より具体的には、抗体は、平衡解離定数（ＫＤ）が≦１μＭ、好ましくは≦１
００ｎＭ、そして最も好ましくは≦１０ｎＭである場合に、抗原に対して「特異的に結合
する」と言われる。
【００６０】
　用語「ＫＤ」は、特定の抗体－抗原相互作用の平衡解離定数を指す。
【００６１】
　本明細書中に用いられている、「実質的に純粋な」は、対象種が、存在する優勢的な種
であり（すなわち、モル基準で、この対象種は、その組成物中の他のあらゆる個々の種よ
りも豊富である）、そして好ましくは、実質的に純粋な画分が、対象種（例えば、抗ＣＴ
ＬＡ－４抗体）が、存在する全高分子種のうちの（モル基準で）少なくとも約５０％を構
成する組成物であることを意味する。一般的に、実質的に純粋な組成物は、上記組成物中
に存在する全高分子種のうちの約８０％よりも多く、より好ましくは、約８５％、９０％
、９５％、および９９％よりも多くを構成する。最も好ましくは、上記対象種は、本質的
に均質（通常の検出方法により、夾雑物質種は、その組成物中に検出され得ない）になる
まで精製され、ここで、この組成物は、本質的に、単一の高分子種からなる。
【００６２】
　本明細書中に用いられている、用語「有効量」、または「治療的に有効な量」により、
哺乳動物（好ましくは、ヒト）に投与される場合に、その化合物の不在下で検出される反
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応と比較して検出可能な治療反応を媒介する量が意味される。治療反応（例えば、腫瘍増
殖の阻害および／または減少した腫瘍増殖（腫瘍サイズの停止が挙げられる）、腫瘍サイ
ズ、転移などが挙げられるが、これらに限定されない）は、極めて多くの当該分野で認め
られている方法（例えば、本明細書中に開示されているそのような方法が挙げられる）に
より、容易に評価され得る。
【００６３】
　当業者は、本明細書中の投与される化合物または組成物の有効量が、変化し、そして、
多数の因子（例えば、処置される疾患または状態、この疾患の段階、処置される哺乳動物
の齢ならびに健康状態および身体状態、この疾患の重症度、投与される特定の化合物など
）に基づいて、容易に決定され得ることを理解する。
【００６４】
　「治療的に有効な量」または「有効量」は、腫瘍形成障害の以下のうちの１つ以上の症
状を、ある程度まで検出可能に減少させるために必要とされる薬剤の量をいうことを意図
する：１）癌細胞の数の減少；２）腫瘍サイズの減少；３）周辺の器官への癌細胞の浸潤
の阻害（すなわち、ある程度まで遅らせること、好ましくは停止すること）；３）腫瘍の
転移の阻害（すなわち、ある程度まで遅らせること、好ましくは停止すること）；４）あ
る程度までの腫瘍増殖の阻害；５）この障害に関連する１つ以上の症状を緩和することも
しくはある程度まで減少させること；および／または６）抗癌剤の投与に関連する副作用
を緩和することもしくは減少させることが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６５】
　本明細書中に提供されている教示と組み合わせて、様々な活性化合物の中から選択し、
そして因子（例えば、効力、相対的バイオアベイラビリティ、患者の体重、有害な副作用
の重症度および好ましい投与様式）を評価することにより、実質的な毒性を引き起こさず
、そして依然として特定の被験体を処置するために完全に有効である、有効な予防的処置
または治療的処置のレジメンが、計画され得る。任意の特定の適用のための有効量は、因
子（例えば、処置される疾患または状態、この疾患または状態の重症度、ならびに上記被
験体の健康およびサイズ）に依存して、変化し得る。当業者は、極めて多くの実験を必要
とすることなく、経験的に、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、抗ＣＴＬＡ－４抗体
、および／または他の治療剤の有効量を決定し得る。
【００６６】
　単独もしくは合わせたＯＤＮおよび／または抗体の治療的に有効な量は、最初に動物モ
デルから決定され得る。治療的に有効な用量はまた、特定のＯＤＮおよび／もしくは特定
の抗体についてのヒトデータまたは同様の薬理学的活性を示すことが公知の他の化合物に
ついてのヒトデータから決定され得る。より高度の用量は、非経口投与のために必要とさ
れ得る。用いられる用量は、その投与された化合物の相対的バイオアベイラビリティおよ
び効力に基づいて調節され得る。上記の方法および当該分野において周知である他の方法
に基づいて、最大の効力を達成するように用量を調節することは、完全に、当業者の能力
の範囲内である。
【００６７】
　本明細書中に用いられている用語、「指示書」は、本明細書中に列挙されている様々な
疾患または障害に作用するか、これらを緩和または処置するためのキットにおける、本発
明の化合物、組み合わせ、および／または組成物の有用性を伝えるために用いられ得る、
出版物、記録、図、または任意の他の表現媒体を含む。必要に応じて、または代替的に、
上記指示書は、細胞、組織、または哺乳動物における上記疾患または障害を緩和する１つ
以上の方法（本明細書中の他の場所で開示されている方法を含む）を記載し得る。
【００６８】
　上記キットの指示書は、例えば、本発明の化合物および／または組成物を含む容器に添
付されても、この化合物および／または組成物を含む容器と共に輸送されてもよい。ある
いは、受容者が上記指示書と上記化合物とを協同して用いることを意図して、上記指示書
は、本発明の容器とは別々に輸送され得る。
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【００６９】
　本発明のＯＤＮおよび／または抗体は、薬剤取り出し容器において提供され得る。薬剤
取り出し容器は、多数の薬剤保管区画を規定するパッケージであり、各区画は、個々の薬
剤単位を収容するためのものである。薬剤の処置過程全体は、多数の薬剤保管区画におい
て収容されている。
【００７０】
　多数の薬剤保管区画を規定するパッケージは、個々の区画において薬剤を保有する、任
意の型の使い捨ての薬学的パッケージまたはカードであり得る。例えば、上記パッケージ
は、カードから構成されている、堅い紙原料から作製され得るブリスターパッケージ、ブ
リスターシートおよびバッキングシートである。このようなカードは、当業者に周知であ
る。
【００７１】
　例として、薬剤取り出し容器は、薬剤の処置過程全体を収容し得る。上記取り出し容器
は、個々の薬剤単位がいずれの日に摂取されるべきであるかを示すための日の印を含み得
る。これらは、上記薬剤パッケージの第一側面に沿って印をつけられ得る。この用量の印
はまた、例えば、上記薬剤パッケージの第一側面と垂直の上記薬剤パッケージの第二側面
に沿って、印をつけられ得、それによって、薬剤の個々の単位が摂取されるべき時間を示
し得る。上記単位用量は、ブリスターパックである取り出し容器中に含まれ得る。
【００７２】
　記載されている場合を除いて、用語「患者」または「被験体」は、交換可能に用いられ
、そして哺乳動物（例えば、ヒト患者および非ヒト患者、ならびに獣医学の被験体（例え
ば、ウサギ、ラット、およびマウス））、および他の動物を示す。好ましくは、患者は、
ヒトを示す。
【００７３】
　本明細書中に用いられている、「処置」することは、疾患の症状（すなわち、腫瘍増殖
および／もしくは転移、または免疫細胞の数および／もしくは活性により媒介される他の
影響など）が患者により経験される頻度を減少させることを意味する。この用語は、疾患
の症状、合併症、もしくは生化学的兆候の発症（例えば、前立腺癌におけるＰＳＡレベル
の上昇）を予防するかまたは遅らせて、この症状を緩和し、あるいは上記疾患、状態、も
しくは障害のさらなる進行を停止または阻害するための本発明の化合物または薬剤の投与
を含む。処置は、（上記疾患の発症を予防もしくは遅らせるため、またはその臨床的症状
もしくは準臨床的（ｓｕｂｃｌｉｎｉｃａｌ）症状の発現を予防するための）予防的抑止
または治療的抑止またはこの疾患の発現後の症状の緩和であり得る。
【００７４】
　「組み合わせ治療」は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６とＣＴＬＡ－４抗体との
共作用に由来する有益な効果を提供することが意図されている特定の処置レジメンの一部
分としての、これらの治療剤の投与を含む。上記組み合わせの有益な効果としては、上記
治療剤の組み合わせに起因する薬物速度論的共作用または薬理学的共作用が挙げられるが
、これらに限定されない。これらの組み合わせた治療剤の投与は、典型的に、規定された
期間（通常、選択された組み合わせに依存して、分、時間、日または週）にわたり実行さ
れる。「組み合わせ治療」は一般的に、偶然に、かつ、任意に本発明の組み合わせをもた
らす別々の一治療レジメンの一部分としての、これらの治療剤の２つ以上の投与を含まな
いことを意図される。
【００７５】
　「組み合わせ治療」は、これらの治療剤の連続した様式での投与（すなわち、ここで、
各治療剤は、異なる時間に投与される）、およびこれらの治療剤または少なくとも２つの
治療剤の実質的に同時に行われる様式での投与を含む。実質的に同時に行われる投与は、
例えば、被験体に、固定された比率の各治療剤を有する単一のカプセルを投与するかまた
は各治療剤についての単一のカプセルを複数投与することにより、達成され得る。各治療
剤の連続した投与または実質的に同時の投与は、任意の適切な経路（経口経路、静脈内経
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路、筋肉内経路、皮下経路、および粘膜組織を介した直接的吸収が挙げられるが、これら
に限定されない）により達成され得る。上記治療剤は、同じ経路または異なる経路により
投与され得る。例えば、第一の治療剤（例えば、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６）
は、皮下注射により投与され得、第二の薬剤（例えば、抗ＣＴＬＡ－４抗体）は、静脈内
に投与され得る。さらに、この組み合わせの他の治療剤は、経口的に投与され得るが、上
記選択された組み合わせの第一の治療剤は、静脈内注射により投与され得る。あるいは、
例えば、両方の上記治療剤が経口的に投与されてもよく、または両方の治療剤が静脈内注
射により投与されてもよい。
【００７６】
　「組み合わせ治療」はまた、他の生物学的に活性な成分（例えば、第二の、かつ、異な
る抗腫瘍剤、樹状細胞ワクチン（ｄｅｎｄｒｉｔｉｃ　ｖａｃｃｉｎｅ）または他の腫瘍
ワクチンが挙げられるが、これらに限定されない）および非薬物療法（例えば、外科手術
または放射線処置が挙げられるが、これらに限定されない）とのさらなる組み合わせにお
ける上記の治療剤の投与を含み得る。上記組み合わせ治療が放射線処置をさらに含む場合
、この放射線処置は、上記治療剤と放射線処置との組み合わせの共作用に由来する有益な
効果が達成される限り、任意の適切な時期に行われ得る。例えば、適切な場合、上記放射
線処置が一時的に（おそらく数日間または数週間でさえありうる）上記治療剤の投与から
除去される場合に、上記有益な効果は、依然として達成される。
【００７７】
　（ＩＩ．抗ＣＴＬＡ－４抗体）
　本明細書中の他の場所に上記の、好ましい抗ＣＴＬＡ－４抗体は、ヒトＣＴＬＡ－４に
特異的に結合するヒト抗体である。例示的なヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体は、２０００年６月
２９日にＷＯ　００／３７５０４として公開された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ９９／３０８
９５号、２００２年４月１２日に公開された欧州特許出願第ＥＰ　１２６２１９３　Ａ１
号、および、Ｈａｎｓｏｎらの米国特許第６，６８２，７３６号として現在発行されてい
る米国特許出願第０９／４７２，０８７号、ならびにＵＳ２００２／００８６０１４とし
て公開されている米国特許出願第０９／９４８，９３９号において詳細に記載されており
、それらの全体の開示は、本明細書中により参考文献として援用されている。このような
抗体としては、３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４
．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．
１、および１２．９．１．１、ならびにＭＤＸ－０１０が挙げられるが、これらに限定さ
れない。ヒト抗体は、ヒト患者における非ヒト抗体の使用と関連している免疫原性反応お
よびアレルギー反応を最小にすることが期待されるので、本発明の処置方法における実質
的な利点を提供する。
【００７８】
　本発明の有用なヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体の特徴は、ＷＯ　００／３７５０４、ＥＰ　１
２６２１９３、および米国特許第６，６８２，７３６号ならびに米国特許出願公開第ＵＳ
２００２／００８６０１４号および同第ＵＳ２００３／００８６９３０号において、広範
囲に議論されており、そこに示されているアミノ酸配列および核酸配列は、参考文献とし
て本明細書中に全体が援用されている。簡単に言うと、本発明の抗体は、抗体（例えば、
抗体３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３
、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、１２．
９．１．１、およびＭＤＸ－０１０が挙げられるが、これらに限定されない）のアミノ酸
配列を有する抗体を含む。本発明はまた、上記に引用された出願において記載されている
、これらの抗体の重鎖および軽鎖のＣＤＲのアミノ酸配列を有する抗体、ならびにこのＣ
ＤＲ領域における変化を有する抗体に関する。本発明はまた、それらの抗体の重鎖および
軽鎖の可変領域を有する抗体に関する。別の実施形態において、上記抗体は、抗体３．１
．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．
１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、および１２．９．
１．１、ならびにＭＤＸ－０１０の重鎖および軽鎖の全長、可変領域、またはＣＤＲのア
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ミノ酸配列を有する抗体から選択される。
【００７９】
　一実施形態において、本発明は、米国特許出願公開第２００２／００８６０１４号とし
て公開されている米国特許出願第０９／９４８，９３９号、および同第２００３／００８
６９３０号、ならびにそこに引用されている参考文献に開示されているヒト抗ＣＴＬＡ－
４抗体（ＭＡｂ　１０Ｄ１（ＭＤＸ－０１０，Ｍｅｄａｒｅｘ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，Ｎ
Ｊ）が挙げられるが、これに限定されない）を含む抗体治療剤の組み合わせを含む。なお
一層より好ましくは、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、ＭＤＸ－０１０である。あるいは、上
記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、１１．２．１（Ｔｉｃｉｌｉｍｕｍａｂ；ＣＰ－６７５，２０
６）である。
【００８０】
　別の実施形態において、上記ＶＨのアミノ酸配列は、配列番号３に示されているアミノ
酸配列、１５に示されているアミノ酸配列および２７に示されているアミノ酸配列を含む
。さらなる別の実施形態において、上記ＶＬは、配列番号９に示されているアミノ酸配列
、２１に示されているアミノ酸配列および３３に示されているアミノ酸配列を含む。より
好ましくは、上記ＶＨおよびＶＬは、各々、配列番号３に示されているアミノ酸配列（Ｖ

Ｈ　４．１．１）および配列番号９に示されているアミノ酸配列（ＶＬ　４．１．１）；
各々、配列番号１５に示されているアミノ酸配列（ＶＨ　４．１３．１）および配列番号
２１に示されているアミノ酸配列（ＶＬ　４．１３．１）；ならびに、各々、配列番号２
７に示されているアミノ酸配列（ＶＨ　１１．２．１）および配列番号３３に示されてい
るアミノ酸配列（ＶＬ　１１．２．１）を含む。
【００８１】
　さらなる別の実施形態において、上記重鎖のアミノ酸配列は、配列番号１、配列番号１
３、および配列番号２５に示されている核酸配列を含む核酸によりコードされるアミノ酸
配列を含む。さらなる別の実施形態において、上記軽鎖は、配列番号７、配列番号１９お
よび配列番号３１に示されている核酸配列を含む核酸によりコードされるアミノ酸配列を
含む。より好ましくは、上記重鎖および軽鎖は、各々、配列番号１に示されている核酸配
列（重鎖　４．１．１）および配列番号７に示されている核酸配列（軽鎖４．１．１）；
各々、配列番号１３に示されている核酸配列（重鎖　４．１３．１）および配列番号１９
に示されている核酸配列（軽鎖　４．１３．１）；ならびに、各々、配列番号２５に示さ
れている核酸配列（重鎖　１１．２．１）および配列番号３１に示されている核酸配列（
軽鎖　１１．２．１）を含む核酸によりコードされるアミノ酸を含む。
【００８２】
　さらに、上記抗体は、ＶＨ３－３０もしくは３－３３の遺伝子に由来するヒトＣＤＲの
アミノ酸配列、またはそれに関する保存的置換もしくは体細胞変異を含む重鎖のアミノ酸
配列を含み得る。上記抗体はまた、Ａ２７遺伝子またはＯ１２遺伝子に由来するその軽鎖
におけるＣＤＲ領域（すなわち、５未満、または１０未満の個数のこのような変異）を含
み得る。上記抗体はまた、それらの遺伝子由来のフレームワーク領域（５未満または１０
未満の個数のアミノ酸が異なるフレームワーク領域が挙げられる）を含み得る。また含ま
れているのは、原型の生殖細胞系配列を反映するように変異した、本明細書中に記載され
ているフレームワーク領域を有する抗体である。
【００８３】
　本発明の他の実施形態において、上記抗体は、ＣＴＬＡ－４と、Ｂ７－１、Ｂ７－２、
またはこれらの両方との間の結合を阻害する。好ましくは、上記抗体は、約１００ｎＭ以
下、より好ましくは、約１０ｎＭ以下（例えば、約５ｎＭ以下、なお一層より好ましくは
、約２ｎＭ以下、またはなお一層より好ましくは、例えば、約１ｎＭ以下）のＩＣ５０で
、Ｂ７－１との結合を阻害し得る。同様に、上記抗体は、約１００ｎＭ以下、より好まし
くは、１０ｎＭ以下（例えば、なお一層より好ましくは、約５ｎＭ以下、さらにより好ま
しくは、約２ｎＭ以下、またはなお一層より好ましくは、約１ｎＭ以下）のＩＣ５０で、
Ｂ７－２との結合を阻害し得る。
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【００８４】
　さらに、別の実施形態において、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、約１０－８以上の親和性
、より好ましくは、約１０－９以上の親和性、より好ましくは、約１０－１０以上の親和
性、およびなお一層より好ましくは、約１０－１１以上の親和性である、ＣＴＬＡ－４結
合親和性を有する。
【００８５】
　上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、４．１．１、６．１．１、１１．２．１、４．１３．１お
よび４．１４．３からなる群から選択される抗体の重鎖および軽鎖のアミノ酸配列を有す
る抗体との結合について競合し得る。さらに、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、ＭＤＸ－０１
０抗体との結合について競合し得る。
【００８６】
　別の実施形態において、上記抗体は、好ましくは、抗体４．１．１、４．１３．１、４
．１４．３、６．１．１．、または１１．２．１の重鎖および軽鎖の配列、可変重鎖およ
び可変軽鎖の配列、ならびに／または重鎖ＣＤＲおよび軽鎖ＣＤＲの配列を有する抗体と
交差競合する。例えば、上記抗体は、４．１．１、４．１３．１、４．１４．３、６．１
．１、または１１．２．１からなる群から選択される抗体の重鎖および軽鎖のアミノ酸配
列、可変配列ならびに／またはＣＤＲの配列を有する抗体が結合するエピトープに結合し
得る。別の実施形態において、上記抗体は、ＭＤＸ－０１０の重鎖および軽鎖の配列、ま
たは抗原結合配列を有する抗体と交差競合する。
【００８７】
　別の実施形態において、本発明は、３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．
２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７
．１、１２．３．１．１、および１２．９．１．１からなる群から選択される抗体のＣＤ
Ｒ－１、ＣＤＲ－２、およびＣＤＲ－３のアミノ酸配列を含む重鎖、ならびにこれらの抗
体のＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２、およびＣＤＲ－３軽鎖、または保存的な変化（ここで、こ
の保存的な変化は、他の非極性残基による非極性残基の置換、他の極性非荷電残基による
極性荷電残基の置換、他の極性荷電残基による極性荷電残基の置換、および構造的に類似
の残基の置換からなる群から選択される）；非保存的な置換（ここで、この非保存的な置
換は、極性荷電残基による極性非荷電残基の置換および非極性残基による極性残基の置換
、付加および欠失からなる群から選択される）からなる群から選択されるこれらのＣＤＲ
配列からの変化を有する配列を含む、抗ＣＴＬＡ－４抗体を用いて実施される。
【００８８】
　本発明のさらなる実施形態において、上記抗体は、上記フレームワーク領域またはＣＤ
Ｒ領域における生殖細胞系配列からの１０、７、５、または３未満の個数のアミノ酸変化
を含む。別の実施形態において、上記抗体は、上記フレームワーク領域における５未満の
個数のアミノ酸変化および上記ＣＤＲ領域における１０未満の個数の変化を含む。好まし
い一実施形態において、上記抗体は、上記フレームワーク領域における３未満の個数のア
ミノ酸変化および上記ＣＤＲ領域における７未満の個数の変化を含む。好ましい実施形態
において、上記フレームワーク領域における変化は、保存的であり、上記ＣＤＲ領域にお
ける変化は、体細胞変異である。
【００８９】
　別の実施形態において、上記抗体は、その重鎖および軽鎖のＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２お
よびＣＤＲ－３の配列にわたって、抗体３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０
．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．
７．１、１２．３．１．１、および１２．９．１．１のＣＤＲの配列との、少なくとも８
０％、より好ましくは、少なくとも８５％、なお一層より好ましくは、少なくとも９０％
、さらにより好ましくは、少なくとも９５％、より好ましくは、少なくとも９９％の配列
同一性を有する。なお一層より好ましくは、上記抗体は、その重鎖および軽鎖のＣＤＲ－
１、ＣＤＲ－２およびＣＤＲ－３にわたって、抗体３．１．１、４．１．１、４．８．１
、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．
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１、１１．７．１、１２．３．１．１、および１２．９．１．１の配列と、１００％の配
列同一性を共有する。
【００９０】
　さらなる別の実施形態において、上記抗体は、その重鎖および軽鎖の可変領域の配列に
わたって、抗体３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４
．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．
１、および１２．９．１．１の可変領域の配列と、少なくとも８０％、より好ましくは、
少なくとも８５％、なお一層より好ましくは、少なくとも９０％、さらにより好ましくは
、少なくとも９５％、より好ましくは、少なくとも９９％の配列同一性を有する。なお一
層より好ましくは、上記抗体は、その重鎖および軽鎖の可変領域の配列にわたって、抗体
３．１．１、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６
．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、および１２
．９．１．１の配列と、１００％の配列同一性を共有する。
【００９１】
　本明細書中で以前に議論された抗ＣＴＬＡ－４抗体が好適であり得るが、当業者は、本
明細書中に提供されている開示に基づいて、本発明が、広範囲の抗ＣＴＬＡ－４抗体を含
み、これらの特定の抗体に限定されないことを認める。特に、ヒト抗体が好ましいが、本
発明は、決してヒト抗体に限定されない；むしろ、本発明は、起源となる種にかかわらず
、有用な抗体を含み、そして他の抗体のうち、キメラのヒト化抗体および／または霊長類
化抗体を含む。また、本明細書中に例示されている抗体は、トランスジェニック動物（例
えば、ヒト免疫レパートリーを含むマウス）を用いて得られたが、当業者は、本明細書中
に提供されている開示に基づいて、本発明が、この方法または任意の他の特定の方法によ
り生成される抗体に限定されないことを理解する。その代わりに、本発明は、任意の方法
（当該分野において公知の方法（例えば、ファージディスプレイライブラリーをスクリー
ニングすることなど）または本発明の抗ＣＴＬＡ－４抗体を生成するために将来開発され
る方法が挙げられるが、これらに限定されない）により生成される抗ＣＴＬＡ－４抗体を
含む。本明細書中、ならびに、例えば、Ｂｅｄｉａｎらの米国特許第６，６８２，７３６
号、および米国特許出願公開第２００２／００８８０１４号において提供されている広範
な開示に基づいて、当業者は、本明細書中に開示されている新規の方法を用いて、治療剤
と組み合わせた、乳癌の処置に有用な抗体を、容易に、生成および同定し得る。
【００９２】
　本発明は、ＨａｎｓｏｎらのＵ．Ｓ．６，６８２，７３６において開示されているトラ
ンスジェニック非ヒト哺乳動物（すなわち、ＸｅｎｏＭｏｕｓｅＴＭ（Ａｂｇｅｎｉｘ，
Ｉｎｃ．，Ｆｒｅｍｏｎｔ，ＣＡ））を用いて生成される、ヒト抗体を含む。
【００９３】
　「ヒト」抗体の生成のための別のトランスジェニックマウス系は、「ＨｕＭＡｂ－Ｍｏ
ｕｓｅＴＭ」（Ｍｅｄａｒｅｘ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，ＮＪ）と呼ばれており、これは、
再配置されていないヒトの重鎖（μおよびγ）免疫グロブリンおよびκ軽鎖免疫グロブリ
ンの配列をコードするヒト免疫グロブリン　ミニ遺伝子座（ｇｅｎｅ　ｍｉｎｉｌｏｃｉ
）を、内因性のμ鎖遺伝子座およびκ鎖遺伝子座を不活性化する標的化された変異と共に
含む（Ｌｏｎｂｅｒｇら，Ｎａｔｕｒｅ　３６８：８５６－８５９（１９９４），および
米国特許第５，７７０，４２９号）。
【００９４】
　しかしながら、本発明は、任意のトランスジェニック動物（例えば、Ｔｏｍｉｚｕｋａ
ら，Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９７：７２２（２０００）；Ｋｕ
ｒｏｉｗａら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　１８：１０８６（２０００）；Ｍ
ｉｋａｙａｍａらの米国特許出願公開第２００４／０１２０９４８号において記載されて
いる、Ｋｉｒｉｎ　ＴＣ　ＭｏｕｓｅＴＭ（Ｋｉｒｉｎ　Ｂｅｅｒ　Ｋａｂｕｓｈｉｋｉ
　Ｋａｉｓｈａ，Ｔｏｋｙｏ，Ｊａｐａｎ）；ならびに前出のＨｕＭＡｂ－ＭｏｕｓｅＴ

Ｍ（Ｍｅｄａｒｅｘ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ，ＮＪ）およびＸｅｎｏＭｏｕｓｅＴＭ（Ａｂ



(22) JP 2009-500412 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

ｇｅｎｉｘ，Ｉｎｃ．，Ｆｒｅｍｏｎｔ，ＣＡ）が挙げられるが、これらに限定されない
）を用いて生成されるヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体を用いる。従って、本発明は、任意のトラ
ンスジェニック動物または他の非ヒト動物を用いて生成される抗ＣＴＬＡ－４抗体を用い
ることを含む。
【００９５】
　さらに、ヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体を生成する好ましい方法は、ヒト免疫レパートリーを
含む非ヒトトランスジェニック哺乳動物を用いた抗体の生成を含むが、本発明は、決して
このアプローチに限定されない。むしろ、いったん、本明細書中に提供されている開示を
与えられれば、当業者により認められるように、本発明は、任意の当該分野において公知
の方法または目的の抗原に特異的に結合する抗体の生成のために将来開発される方法に従
って生成される、ＣＴＬＡ－４に対して特異的な、ヒト抗体または任意の他の抗体を生成
するための任意の方法を用いることを含む。
【００９６】
　ヒト抗体は、ファージディスプレイ抗体ライブラリーの使用が挙げられるが、これに限
定されない方法により開発され得る。これらの技術を用いて、抗体は、ＣＴＬＡ－４発現
細胞、ＣＴＬＡ－４それ自体、ＣＴＬＡ－４の形態、そのエピトープまたはペプチド、お
よびそれに対する発現ライブラリー（例えば、米国特許第５，７０３，０５７号を参照の
こと）に対して生成され得、その後、上記の活性に対してスクリーニングされ得る。
【００９７】
　別の実施形態において、本発明の方法において用いられる抗体は、完全なヒト抗体では
なくて、「ヒト化」抗体である。特に、マウス抗体または他の種由来の抗体は、当該分野
において周知の技術を用いて、「ヒト化」または「霊長類化」され得る。例えば、Ｗｉｎ
ｔｅｒ　および　Ｈａｒｒｉｓ，Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｔｏｄａｙ　１４：４３－４６（１９
９３），Ｗｒｉｇｈｔら，Ｃｒｉｔ．Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．１２：１
２５－１６８（１９９２），およびＣａｂｉｌｌｙらの米国特許第４，８１６，５６７号
，ならびに，Ｍａｇｅ　ａｎｄ　Ｌａｍｏｙｉ　ｉｎ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉ
ｂｏｄｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ｐｐ．７９－９７，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ
，ＮＹ（１９８７）を参照のこと。
【００９８】
　本明細書中に提供されている開示に基づいて認められる、本発明における使用のための
抗体は、トランスジェニック非ヒト哺乳動物、およびそれに由来するハイブリドーマから
得られ得、そしてハイブリドーマ以外の細胞株において発現され得る。
【００９９】
　発現のための宿主として利用可能な哺乳動物細胞株は、当該分野において周知であり、
そしてＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ
）から得られる多くの不死化された細胞株を含む（チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ
）細胞、ＮＳ０、ＨｅＬａ細胞、仔ハムスター腎臓（ＢＨＫ）細胞、サル腎臓細胞（ＣＯ
Ｓ）、およびヒト肝細胞癌細胞（例えば、Ｈｅｐ　Ｇ２）が挙げられるが、これらに限定
されない）。非哺乳動物の原核細胞および真核細胞（細菌細胞、酵母細胞、昆虫細胞、お
よび植物細胞が挙げられる）もまた、用いられ得る。
【０１００】
　当該分野において周知の様々な発現系（例えば、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　および　
Ｒｕｓｓｅｌｌ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ａ
ｐｐｒｏａｃｈ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐ
ｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ（２００１），ならびにＡｕｓｕｂｅｌら，Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，ＮＹ（２００２）に記載されている発現系が挙げられるが、これ
らに限定されない）が、用いられ得る。これらの発現系は、多くの他の発現系のうち、ジ
ヒドロ葉酸レダクターゼ（ＤＨＦＲ）に基づいた系を含む。グルタミンシンテターゼ発現
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系は、欧州特許第ＥＰ　２１６　８４６号、同第ＥＰ　２５６　０５５号、および同第Ｅ
Ｐ　３２３　９９７号ならびに欧州特許出願第８９３０３９６４号に関する全体または一
部において議論されている。一実施形態において、用いられる抗体は、グルタミンシンテ
ターゼ系（ＧＳ－ＮＳ０）を用いて、ＮＳ０細胞において作製される。別の実施形態にお
いて、上記抗体は、ＤＨＦＲ系を用いて、ＣＨＯ細胞において作製される。両方の系は、
当該分野において周知であり、他の参考文献のうち、Ｂａｒｎｅｓら，Ｂｉｏｔｅｃｈ　
＆　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　７３：２６１－２７０（２００１），およびそこに
引用されている参考文献において記載されている。
【０１０１】
　グリコシル化を除去するための上記抗体のＣＨ２ドメインの部位特異的変異誘発は、非
ヒトグリコシル化に起因する免疫原性、薬物速度論、および／またはエフェクター機能の
いずれかにおける変化を防ぐために好まれ得る。さらに、上記抗体は、酵素的方法（例え
ば、Ｔｈｏｔａｋｕｒａら，Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．１３８：３５０（１９８７）を
参照のこと）および／または化学的方法（例えば、Ｈａｋｉｍｕｄｄｉｎら，Ａｒｃｈ．
Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．２５９：５２（１９８７）を参照のこと）により脱グ
リコシル化され得る。
【０１０２】
　さらに、本発明は、変化されたグリコシル化パターンを含む抗ＣＴＬＡ－４抗体を用い
ることを含む。当業者は、本明細書中に提供されている開示に基づいて、抗ＣＴＬＡ－４
抗体が、天然に存在する抗体と比較して、さらに、より少ないグリコシル化部位、または
異なるグリコシル化部位を含むように改変され得ることを認める。このような改変は、例
えば、米国特許出願公開第２００３／０２０７３３６号、および同第２００３／０１５７
１０８号、ならびに国際特許公開第ＷＯ　０１／８１４０５号および同第００／２４８９
３号において記載されている。
【０１０３】
　さらに、本発明は、グリコフォーム（ｇｌｙｃｏｆｏｒｍ）が上記抗体に存在する場合
、このグリコフォームにかかわらず、抗ＣＴＬＡ－４抗体を用いることを含む。さらに、
糖タンパク質に存在するグリコフォームの形を広範囲に変化させるための方法は、当該分
野において周知であり、例えば、国際特許公開第ＷＯ　０３／０３１４６４号、同第ＷＯ
　９８／５８９６４号、および同第ＷＯ　９９／２２７６４号、ならびに米国特許出願公
開第２００４／００６３９１１号、同第２００４／０１３２６４０号、同第２００４／０
１４２８５６号、同第２００４／００７２２９０号、ならびにＵｍａｎａらの米国特許第
６，６０２，６８４号において記載されている方法が挙げられる。
【０１０４】
　さらに、本発明は、任意の当該分野で公知の共有結合修飾および非共有結合修飾（例え
ば、例えば、米国特許出願公開第２００３／０２０７３４６号および同第２００４／０１
３２６４０号、ならびに米国特許第４，６４０，８３５号；同第４，４９６，６８９号；
同第４，３０１，１４４号；同第４，６７０，４１７号；同第４，７９１，１９２号；同
第４，１７９，３３７号において示されている様式で、ポリペプチドを、様々な非タンパ
ク質様重合体（例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、またはポ
リオキシアルキレン）のうちの１つに結合することが挙げられるが、これらに限定されな
い）を有する抗ＣＴＬＡ－４抗体を用いることを含む。
【０１０５】
　さらに、本発明は、抗ＣＴＬＡ－４抗体またはその抗原結合部分である、キメラタンパ
ク質（例えば、ヒト血清アルブミンポリペプチドまたはそのフラグメントが挙げられる）
を用いることを含む。上記キメラタンパク質が、組換え方法を用いて（例えば、このキメ
ラタンパク質をコードするキメラ核酸のクローニングにより）生成されようと、その２つ
のペプチド部分の化学的結合により生成されようと、いったん、本明細書中に提供されて
いる教示を与えられれば、このようなキメラタンパク質が、当該分野において周知であり
、そして所望の生物学的性質（例えば、本発明の抗体についての増加した安定性および血
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清半減期が挙げられるが、これらに限定されない）を付与し得、従って、このような分子
が、本明細書中に含まれていることを、当業者は理解する。
【０１０６】
　本発明における使用のために生成される抗体は、最初に、特定の所望のアイソタイプを
所有することを必要としない。むしろ、生成される上記抗体は、任意のアイソタイプを所
有し得、そして、その後に通常の技術を用いて変更されるアイソタイプであり得る。この
ような技術としては、直接組換え技術（例えば、米国特許第４，８１６，３９７号を参照
のこと）、および細胞－細胞融合技術（例えば、米国特許第５，９１６，７７１号を参照
のこと）が挙げられる。
【０１０７】
　本発明の抗体のエフェクター機能は、様々な治療上の使用のために、ＩｇＧ１、ＩｇＧ
２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＤ、ＩｇＡ、ＩｇＥ、またはＩｇＭへのアイソタイプスイ
ッチングにより変更され得る。さらに、細胞殺傷についての補体における依存性は、例え
ば、二重特異性、免疫毒素、または放射標識の使用により妨げられ得る。
【０１０８】
　従って、本発明において用いられる好ましい抗体は、３．１．１、４．１．１、４．８
．１、４．１０．２、４．１３．１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．
６．１、１１．７．１、１２．３．１．１、１２．９．１．１、およびＭＤＸ－０１０の
アミノ酸配列、または例えば、そのＶ領域もしくはＣＤＲの配列を有する抗体により例示
されているが、本発明は、決して、これらの抗体または任意の他の特定の抗体を用いるこ
とに限定されない。本発明は、本発明の任意の抗ＣＴＬＡ－４抗体と少なくとも１つのホ
ルモン性治療剤との投与を組み合わせることを含む。好ましくは、上記抗体は、４．１．
１、４．１３．１、１１．２．１、および／またはＭＤＸ－０１０である。しかしながら
、本明細書中のどこか他の場所に記載されているか、または当該分野において公知である
か、または将来開発される任意の抗ＣＴＬＡ－４抗体またはその抗原結合部分は、本発明
の方法において用いられ得る。特に、ヒト化キメラ抗体である、任意の種由来の抗ＣＴＬ
Ａ－４抗体（例えば、Ｃａｓｔｅｒｍａｎ　および　Ｈａｍｅｒｓの米国特許第５，７５
９，８０８号および同第６，７６５，０８７号において記載されている、ラクダ科の動物
から得られる単鎖抗体が挙げられる）および任意のヒト抗体は、本明細書中に開示されて
いる新規の方法を実施するために、治療剤と組み合わせられ得る。
【０１０９】
　本発明はまた、多くの他の抗体のうち、例えば、特に、国際特許公開第ＷＯ　００／３
７５０４号（２０００年６月２９日に公開された）；同第ＷＯ　０１／１４４２４号（２
００１年３月１日に公開された）；同第ＷＯ　９３／００４３１号（１９９３年１月７日
に公開された）；および同第ＷＯ　００／３２２３１号（２０００年６月８日に公開され
た）において開示された抗体を含む。
【０１１０】
　抗体４．１．１、４．１３．１および１１．２．１は、ＩｇＧ２抗体であり、そしてこ
れらの抗体の可変領域の配列は、本明細書中に提供されており（図１～３）、そして本明
細書中に参考文献として引用および援用されている出願および特許において提供されてい
るが、本明細書中のどこか他の場所でより十分に議論されているアイソタイプにかかわら
ず、これらの抗体の全長配列、および配列番号１～３６に示されている配列を含み、そし
てさらに任意の定常領域を含む任意の抗体の使用は、本明細書中に含まれていることが、
理解される。さらに、ＭＤＸ－０１０の全長配列を含む任意の抗体、またはその任意の部
分（ＭＤＸ－０１０の抗原結合部分をコードする配列が挙げられる）は、少なくとも２つ
のホルモン性治療剤と組み合わせて投与され得、それによって、前立腺癌を処置し得る。
【０１１１】
　従って、当業者は、本明細書中に提供されている教示を提供されれば、本発明の抗ＣＴ
ＬＡ－４抗体－治療剤の組み合わせが、極めて広範な抗ＣＴＬＡ－４抗体を含み得ること
を容易に認める。
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【０１１２】
　さらに、当業者は、本明細書中に提供されている開示に基づいて、本発明が、単一の抗
体のみの投与に限定されず；むしろ、本発明が、治療剤と組み合わせて、少なくとも１つ
の抗ＣＴＬＡ－４抗体（例えば、４．１．１、４．１３．１および１１．２．１）を投与
することを含むことを理解する。さらに、本発明は、任意の公知の抗ＣＴＬＡ－４抗体の
任意の組み合わせを投与すること（例えば、４，１．１、４．１３．１、１１．２．１お
よびＭＤＸ－０１０と組み合わせて、治療剤を投与することが挙げられるが、これらに限
定されない）を含む。従って、抗ＣＴＬＡ－４抗体の任意の組み合わせは、少なくとも１
つの治療剤と組み合わせられ得、本発明は、任意のこのような組み合わせおよびその順列
を含む。
【０１１３】
　（ＩＩＩ．　ＣｐＧ　ＯＤＮ）
　ＣｐＧオリゴヌクレオチドは、免疫反応を誘発することが見出されている特異的配列を
含む。これらの特異的配列は、「免疫刺激モチーフ」と呼ばれており、そして免疫刺激モ
チーフを含むオリゴヌクレオチドは、「免疫刺激オリゴヌクレオチド分子」、および均等
に「免疫刺激オリゴヌクレオチド」と呼ばれている。免疫刺激オリゴヌクレオチドは、少
なくとも１つの免疫刺激モチーフを含み、好ましくは、このモチーフは、内部のモチーフ
である。用語「内部の免疫刺激モチーフ」は、このモチーフ配列より（５’端および３’
端の両方で）少なくとも１ヌクレオチド長いオリゴヌクレオチド配列内のモチーフ配列の
位置を指す。
【０１１４】
　ＣｐＧオリゴヌクレオチドは、少なくとも１つのメチル化されていないＣｐＧジヌクレ
オチドを含む。少なくとも１つのメチル化されていないＣｐＧジヌクレオチドを含むオリ
ゴヌクレオチドは、シトシン－グアニンジヌクレオチド配列（すなわち、「ＣｐＧ　ＤＮ
Ａ」、またはホスファート結合により３’グアニンに結合された５’シトシンを含むＤＮ
Ａ）を含み、そして免疫系を活性化する、オリゴヌクレオチド分子である。ＣｐＧオリゴ
ヌクレオチドの全体がメチル化されていなくてもよく、その一部分がメチル化されていな
くてもよいが、少なくとも５’ＣＧ３’のＣは、メチル化されていないものでなければな
らない。
【０１１５】
　上記ＢクラスのＣｐＧオリゴヌクレオチドは、以下の式：
５’Ｘ１ＣＧＸ２３’
により表され、ここで、Ｘ１およびＸ２は、ヌクレオチドである。いくつかの実施形態に
おいて、Ｘ１は、アデニン、グアニン、もしくはチミジンであり得、および／またはＸ２

は、シトシン、アデニン、もしくはチミジンであり得る。
【０１１６】
　上記ＢクラスのＣｐＧオリゴヌクレオチドはまた、以下の式：
５’Ｘ１Ｘ２ＣＧＸ３Ｘ４３’
により表され、ここで、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、およびＸ４は、ヌクレオチドである。Ｘ２は
、アデニン、グアニン、またはチミジンであり得る。Ｘ３は、シトシン、アデニン、また
はチミジンであり得る。
【０１１７】
　上記ＢクラスのＣｐＧオリゴヌクレオチドは、少なくとも以下の式：
５’Ｎ１Ｘ１Ｘ２ＣＧＸ３Ｘ４Ｎ２３’により表されるオリゴヌクレオチドを含み、ここ
で、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、およびＸ４は、ヌクレオチドであり、Ｎは、任意のヌクレオチド
であり、Ｎ１およびＮ２は、各々、約０～２５の個数のＮから構成されるオリゴヌクレオ
チド配列である。Ｘ１Ｘ２は、ＧｐＴ、ＧｐＧ、ＧｐＡ、ＡｐＡ、ＡｐＴ、ＡｐＧ、Ｃｐ
Ｔ、ＣｐＡ、ＣｐＧ、ＴｐＡ、ＴｐＴ、およびＴｐＧからなる群から選択されるジヌクレ
オチドであり得；そしてＸ３Ｘ４は、ＴｐＴ、ＡｐＴ、ＴｐＧ、ＡｐＧ、ＣｐＧ、ＴｐＣ
、ＡｐＣ、ＣｐＣ、ＴｐＡ、ＡｐＡ、およびＣｐＡからなる群から選択されるジヌクレオ
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チドであり得る。
【０１１８】
　上記ＢクラスのＣｐＧオリゴヌクレオチドは、ＰＣＴ公開された特許出願であるＰＣＴ
／ＵＳ９５／０１５７０およびＰＣＴ／ＵＳ９７／１９７９１、ならびに各々、２００１
年２月２７日および２００１年５月２９日に発行されたＵＳＰ　６，１９４，３８８　Ｂ
１およびＵＳＰ　６，２３９，１１６　Ｂ１において開示されている。
【０１１９】
　上記免疫刺激オリゴヌクレオチド分子は、同種の骨格（例えば、完全にホスホジエステ
ルまたは完全にホスホロチオエート）を有しても、キメラの骨格を有してもよい。本発明
の目的のために、キメラの骨格は、部分的に安定化された骨格を表し、ここで、少なくと
も１つのヌクレオチド間結合は、ホスホジエステル結合またはホスホジエステル様結合で
あり、ここで、少なくとも１つの他のヌクレオチド間結合は、安定化されたヌクレオチド
間結合であり、ここで、この少なくも１つのホスホジエステル結合またはホスホジエステ
ル様結合とこの少なくとも１つの安定化された結合とは、異なる。ボラノホスホネート（
ｂｏｒａｎｏｐｈｏｓｐｈｏｎａｔｅ）結合は、ホスホジエステル結合と比較して安定化
されることが報告されてきたので、上記骨格のキメラの性質の目的により、ボラノホスホ
ネート結合は、この関係に依存して、ホスホジエステル様結合または安定化された結合の
いずれかに分類され得る。例えば、本発明に従ったキメラの骨格は、一実施形態において
、少なくとも１つのホスホジエステル（ホスホジエステルまたはホスホジエステル様）結
合および少なくとも１つのボラノホスホネート（安定化された）結合を含み得る。別の実
施形態において、本発明に従ったキメラの骨格は、ボラノホスホネート（ホスホジエステ
ルまたはホスホジエステル様）結合およびホスホロチオエート（安定化された）結合を含
み得る。「安定化されたヌクレオチド間結合」は、ホスホジエステルヌクレオチド間結合
と比較した場合に、インビボでの（例えば、エキソヌクレアーゼまたはエンドヌクレアー
ゼを介した）分解に対して相対的に抵抗性であるヌクレオチド間結合を意味する。好まし
い安定化されたヌクレオチド間結合としては、ホスホロチオエート、ホスホロジチオエー
ト、メチルホスホネートおよびメチルホスホロチオエートが挙げられるが、これらに限定
されない。他の安定化されたヌクレオチド間結合としては、ペプチド結合、アルキル結合
、脱リン酸型結合、および上記の他の結合が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２０】
　改変された骨格（例えば、ホスホロチオエート）は、ホスホルアミデート化学またはＨ
－ホスホネート化学のいずれかを用いた自動化された技術を用いて、合成され得る。アリ
ール－ホスホネートおよびアルキル－ホスホネートは、例えば、米国特許第４，４６９，
８６３号に記載されているように作製され得；例えば、米国特許第５，０２３，２４３号
および欧州特許第０９２，５７４号において記載されている、アルキルホスホトリエステ
ル（その荷電された酸素部分は、アルキル化されている）は、市販の試薬を用いた自動化
された固相合成により調製され得る。他のＤＮＡ骨格の改変および置換を作製するための
方法が、記載されてきた（Ｕｈｌｍａｎｎ　Ｅら（１９９０）Ｃｈｅｍ　Ｒｅｖ　９０：
５４４；Ｇｏｏｄｃｈｉｌｄ　Ｊ（１９９０）Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ　１
：１６５）。キメラのオリゴヌクレオチドを調製するための方法もまた、公知である。例
えば、発行されたＵｈｌｍａｎｎらの特許は、このような技術を記載している。
【０１２１】
　混合された改変型骨格のＯＤＮは、市販のＤＮＡシンセサイザーおよび標準ホスホルア
ミダイト化学を用いて合成され得る（Ｆ．Ｅ．Ｅｃｋｓｔｅｉｎ，「Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌ
ｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅｓ－Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａ
ｃｈ」ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，ＵＫ，１９９１，ならびにＭ．Ｄ．Ｍａｔｔ
ｅｕｃｃｉ　および　Ｍ．Ｈ．Ｃａｒｕｔｈｅｒｓ，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ
．２１．７１９（１９８０））。結合後、ＰＳ結合は、Ｂｅａｕｃａｇｅ試薬（Ｒ．Ｐ．
Ｉｙｅｒ，Ｗ．Ｅｇａｎ，Ｊ．Ｂ．Ｒｅｇａｎ　および　Ｓ．Ｌ．Ｂｅａｕｃａｇｅ，Ｊ
．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１２，１２５３（１９９０））（アセトニトリル中０．０
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７５Ｍ）またはフェニルアセチルジスルフィド（ＰＡＤＳ）を用いた硫化、次いで、テト
ラヒドロフラン中の酢酸無水物、２，６－ルチジン（８：１：１；ｖ：ｖ：ｖ）とＮ－メ
チルイミダゾール（テトラヒドロフラン中１６％）とを結合することにより導入される。
ホスホロチオエート結合が配置されるべき位置での望ましくないホスホジエステル（ＰＯ
）結合の形成を最小にするために、この結合工程は、上記硫化反応の後に行われる。（例
えば、ＣｐＧジヌクレオチドでの）ホスホジエステル結合の導入の場合、中間体のリン（
ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｕｓ）－ＩＩＩは、水／ピリジン中ヨウ素の溶液での処理により酸化
される。この固体支持体からの切断および濃アンモニアでの処理による最終的な脱保護（
５０℃で１５時間）の後、このＯＤＮは、ＮａＣｌグラジエント（例えば、緩衝液Ａ：ア
セトニトリル／水（＝１：４／ｖ：ｖ）中の１０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４ｐＨ６．８；緩衝
液Ｂ：アセトニトリル／水（＝１：４／ｖ：ｖ）中の１０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、１．５
Ｍ　ＮａＣｌ；１ｍｌ／分にて３０分で５～６０％のＢ）を用いたＧｅｎ－Ｐａｋ　Ｆａ
ｘ　ｃｏｌｕｍｎ（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ－Ｗａｔｅｒｓ）でのＨＰＬＣによるかまたはキ
ャピラリーゲル電気泳動により解析される。上記ＯＤＮは、ＨＰＬＣによるかまたはＳｏ
ｕｒｃｅ　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅカラム（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｐｈａｒｍａ
ｃｉａ）でのＦＰＬＣにより精製され得る。ＨＰＬＣ均質画分は、Ｃ１８カラムを介する
かまたは限外濾過により合わせられ、そして脱塩される。上記ＯＤＮは、ＭＡＬＤＩ－Ｔ
ＯＦ質量分析により解析されて、その算出された質量を確認した。
【０１２２】
　本発明のオリゴヌクレオチドはまた、他の改変を含み得る。これらは、非イオン性ＤＮ
Ａアナログ（例えば、アルキル－ホスフェートおよびアリール－ホスフェート（ここで、
荷電されたホスフェート酸素は、アルキル基またはアリール基により置換されている）、
ホスホジエステルならびにアルキルホスホトリエステル（ここで、荷電された酸素部分は
、アルキル化されている））を含む。いずれかの末端または両方の末端の、ジオール（例
えば、テトラエチレングリコールまたはヘキサエチレングリコール）を含むオリゴヌクレ
オチドはまた、ヌクレアーゼ分解に対して実質的に抵抗性であることが示されてきた。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、上記オリゴヌクレオチドは、ソフト（ｓｏｆｔ）オリゴ
ヌクレオチドまたはセミソフト（ｓｅｍｉ－ｓｏｆｔ）オリゴヌクレオチドであり得る。
ソフトオリゴヌクレオチドは、部分的に安定化された骨格を有する免疫刺激オリゴヌクレ
オチドである（ここで、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様
ヌクレオチド間結合は、専ら、少なくとも１つの内部のピリミジン－プリン　ジヌクレオ
チド（ＹＺ）の内およびこれに直接隣接して存在する）。好ましくは、ＹＺは、ＹＧ、ピ
リミジン－グアノシン（ＹＧ）ジヌクレオチドである。この少なくとも１つの内部のＹＺ
ジヌクレオチド自体は、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様
ヌクレオチド間結合を有する。上記少なくとも１つの内部のＹＺジヌクレオチドに直接隣
接して存在する、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレ
オチド間結合は、上記少なくとも１つの内部のＹＺジヌクレオチドに対して、５’、３’
、または５’と３’の両方であり得る。
【０１２４】
　特に、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチド間
結合は、「内部ジヌクレオチド」を含む。一般的な内部ジヌクレオチドは、ヌクレオチド
間結合により結合されている隣接したヌクレオチドの任意の対を意味する（ここで、この
ヌクレオチド対におけるどちらのヌクレオチドも、末端のヌクレオチドでない（すなわち
、このヌクレオチド対におけるどちらのヌクレオチドも、オリゴヌクレオチドの５’端ま
たは３’端を規定するヌクレオチドでない））。従って、ｎヌクレオチド長である線形オ
リゴヌクレオチドは、合計ｎ－１個のジヌクレオチドおよびｎ－３個のみの内部ジヌクレ
オチドを有する。内部ジヌクレオチドにおける各ヌクレオチド間結合は、内部ヌクレオチ
ド間結合である。従って、ｎヌクレオチド長である線形オリゴヌクレオチドは、合計ｎ－
１個のヌクレオチド間結合およびｎ－３個のみの内部ヌクレオチド間結合を有する。従っ
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て、戦略的に配置されたホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様
ヌクレオチド間結合は、そのオリゴヌクレオチド配列における任意のヌクレオチド対の間
に位置されている、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌク
レオチド間結合を指す。いくつかの実施形態において、上記ホスホジエステルヌクレオチ
ド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチド間結合は、その５’端または３’端に最
も接近したいずれかのヌクレオチド対の間に位置されていない。
【０１２５】
　好ましくは、上記少なくとも１つの内部ＹＺジヌクレオチドに対して直接隣接して存在
する、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチド間結
合は、それ自体が内部ヌクレオチド間結合である。従って、配列Ｎ１ＹＺＮ２に関して（
ここで、Ｎ１およびＮ２は、各々、他のものとは独立して、任意の単一ヌクレオチドであ
る）、このＹＺジヌクレオチドは、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジ
エステル様ヌクレオチド間結合を有し、そしてさらに（ａ）Ｎ１が内部のヌクレオチドで
ある場合、Ｎ１およびＹは、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステ
ル様ヌクレオチド間結合により結合されており、（ｂ）Ｎ２が内部のヌクレオチドである
場合、ＺおよびＮ２は、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様
ヌクレオチド間結合により結合されており、（ｃ）Ｎ１が内部のヌクレオチドである場合
、Ｎ１およびＹは、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌク
レオチド間結合により結合されており、そしてＮ２が内部のヌクレオチドである場合、Ｚ
およびＮ２は、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオ
チド間結合により結合されている。
【０１２６】
　本発明に従ったソフトオリゴヌクレオチドは、完全に安定化されたオリゴヌクレオチド
と比較して、ヌクレアーゼ切断を相対的に受けやすいと考えられる。特定の理論または機
構に拘束されることを意図していないが、本発明のソフトオリゴヌクレオチドは、切断さ
れて、全長のソフトオリゴヌクレオチドと比較して相対的に減少した免疫刺激活性を有す
るフラグメントまたは免疫刺激活性を全く有さないフラグメントを生じやすいと考えられ
る。少なくとも１つのヌクレアーゼ感受性ヌクレオチド間結合の組み込み（特に、オリゴ
ヌクレオチドの中央の近く）は、このオリゴヌクレオチドの最大の免疫刺激活性の持続期
間を短縮するために、オリゴヌクレオチドの薬物速度論を変化させる「オフスイッチ」を
提供することが、考えられる。この組み込みは、慢性局所炎症または免疫刺激（例えば、
腎臓）に関係する損傷を妨げることが望ましい、組織および臨床的適用において、特に価
値があり得る。
【０１２７】
　セミソフトオリゴヌクレオチドは、部分的に安定化された骨格を有する免疫刺激オリゴ
ヌクレオチドである（ここで、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエス
テル様ヌクレオチド間結合は、少なくとも１つの内部のピリミジン－プリン（ＹＺ）ジヌ
クレオチド内にのみ存在する）。セミソフトオリゴヌクレオチドは、一般的に、対応する
完全に安定化された免疫刺激オリゴヌクレオチドと比較して相対的に増加した免疫刺激効
力を有する。このセミソフトオリゴヌクレオチドのより強い効力に起因して、セミソフト
オリゴヌクレオチドは、いくつかの場合に、より低い有効濃度で用いられ得、そして所望
された生物学的効果を達成するために、従来の完全に安定化された免疫刺激オリゴヌクレ
オチドよりも低い有効用量を有する。
【０１２８】
　一般的に、ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチ
ド間結合（内部のＹＺジヌクレオチドを含む）の「用量」を増加させるにつれて、セミソ
フトオリゴヌクレオチドの上記の性質は増すと考えられる。従って、例えば、一般的に、
４つの内部のＹＺジヌクレオチドを有する所定のオリゴヌクレオチド配列に関して、４つ
の内部のホスホジエステルＹＺヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ＹＺヌクレ
オチド間結合を有するオリゴヌクレオチドは、３つの内部のホスホジエステルＹＺヌクレ
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オチド間結合またはホスホジエステル様ＹＺヌクレオチド間結合を有するオリゴヌクレオ
チドよりも免疫刺激性である（これは次に、２つの内部のホスホジエステルＹＺヌクレオ
チド間結合またはホスホジエステル様ＹＺヌクレオチド間結合を有するオリゴヌクレオチ
ドよりも免疫刺激性であり、これは次に、１つの内部のホスホジエステルＹＺヌクレオチ
ド間結合またはホスホジエステル様ＹＺヌクレオチド間結合を有するオリゴヌクレオチド
よりも免疫刺激性である）と考えられる。重要なことに、１つですら内部のホスホジエス
テルＹＺヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ＹＺヌクレオチド間結合を含むこ
とは、しばしば、内部のホスホジエステルＹＺヌクレオチド間結合またはホスホジエステ
ル様ＹＺヌクレオチド間結合を全く含まないことより有利であり得る。上記ホスホジエス
テルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチド間結合の数に加えて、こ
のオリゴヌクレオチドの長さ方向での位置もまた、効力に影響し得る。
【０１２９】
　上記ソフトオリゴヌクレオチドおよびセミソフトオリゴヌクレオチドは、一般的に、好
ましい内部の位置での上記ホスホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル
様ヌクレオチド間結合に加えて、分解に対して抵抗性である５’端および３’端を含む。
このような分解抵抗性の端は、対応する改変されていない端にわたる、エキソヌクレアー
ゼ切断に対する増加した抵抗性をもたらす、任意の適切な改変を含み得る。例えば、この
５’端および３’端は、上記骨格についての少なくとも１つのホスフェート改変を含むこ
とにより安定化され得る。好ましい実施形態において、各端での上記骨格についての上記
少なくとも１つのホスフェート改変は、独立して、ホスホロチオエートヌクレオチド間結
合、ホスホロジチオエートヌクレオチド間結合、メチルホスホネートヌクレオチド間結合
、またはメチルホスホロチオエートヌクレオチド間結合である。別の実施形態において、
上記分解抵抗性の端は、ペプチド結合またはアミド結合により、３’端で結合されている
１つ以上のヌクレオチド単位を含む。
【０１３０】
　ホスホジエステルヌクレオチド間結合は、天然に見出されるオリゴヌクレオチドに特徴
的な結合の型である。上記ホスホジエステルヌクレオチド間結合は、２つの架橋する酸素
原子に接しており、そしてまた２つのさらなる酸素原子（１つは荷電しており、もう１つ
は荷電していない）により結合されているリン原子を含む。上記オリゴヌクレオチドの組
織半減期を短縮することが重要である場合、ホスホジエステルヌクレオチド間結合は、特
に好ましい。
【０１３１】
　ホスホジエステル様ヌクレオチド間結合は、化学的におよび／またはジアステレオマー
としてホスホジエステルに類似である、リン含有架橋基である。ホスホジエステルに対す
る類似性の基準としては、ヌクレアーゼ切断に対する感受性およびＲＮａｓｅ　Ｈを活性
化する能力が挙げられる。従って、例えば、ホスホジエステルオリゴヌクレオチドおよび
ホスホロチオエートオリゴヌクレオチドの両者は、ＲＮＡｓｅ　Ｈを活性化するが、ホス
ホジエステルオリゴヌクレオチドは、ヌクレアーゼ切断に対して感受性であるが、ホスホ
ロチオエートオリゴヌクレオチドはそうではない。好ましい実施形態において、上記ホス
ホジエステル様ヌクレオチド間結合は、ボラノホスフェート（または均等に、ボラノホス
ホネート）結合である。米国特許第５，１７７，１９８号；米国特許第５，８５９，２３
１号；米国特許第６，１６０，１０９号；米国特許第６，２０７，８１９号；Ｓｅｒｇｕ
ｅｅｖら，（１９９８）Ｊ　Ａｍ　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ　１２０：９４１７－２７。別の好
ましい実施形態において、上記ホスホジエステル様ヌクレオチド間結合は、ジアステレオ
マーとして純粋なＲｐホスホロチオエートである。ジアステレオマーとして純粋なＲｐホ
スホロチオエートは、混合されたＳｐホスホロチオエートまたはジアステレオマーとして
純粋なＳｐホスホロチオエートよりも、ヌクレアーゼ切断に対して感受性であり、そして
ＲＮＡｓｅ　Ｈを活性化するという点で優れていることが、考えられる。ＣｐＧオリゴヌ
クレオチドの構造異性体は、公開されたＰＣＴ出願であるＰＣＴ／ＵＳ９９／１７１００
（ＷＯ　００／０６５８８）の主題である。本発明の目的のために、用語「ホスホジエス
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テル様ヌクレオチド間結合」が、特異的に、ホスホロジチオエートヌクレオチド間結合お
よびメチルホスホネートヌクレオチド間結合を除外することは、注意されなければならな
い。
【０１３２】
　上記の、本発明のソフトオリゴヌクレオチドおよびセミソフトオリゴヌクレオチドは、
ＣとＧとの間の結合のようなホスホジエステルを有し得る。ホスホジエステル様結合の一
例は、Ｒｐコンフォメーションにおけるホスホロチオエート結合である。オリゴヌクレオ
チドのｐキラリティーは、活性が測定される時点に依存して、ＣｐＧオリゴヌクレオチド
の免疫活性における見かけ上反対の影響を有し得る（Ｋｒｉｅｇら，２００３，Ｏｌｉｇ
ｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，１３（６）：４９１－４９９）。４０分という初期の時点で
、ホスホロチオエートＣｐＧオリゴヌクレオチドのＲｐ立体異性体はマウス脾臓細胞内の
ＪＮＫのリン酸化を誘導するが、そのＳｐ立体異性体は誘導しない。対照的に、４４時間
という後期の時点でアッセイされる場合、上記Ｓｐ立体異性体は脾臓細胞の増殖を促進す
るが、上記Ｒｐ立体異性体は促進しないという点で活性である。上記Ｒｐ立体異性体とＳ
ｐ立体異性体との速度論および生物活性についてのこの違いは、細胞の取り込みにおける
違いには全く起因せず、むしろ、上記ｐキラリティーの２つの反対の生物学的役割に起因
する可能性が最も高い。第一に、初期の時点で免疫細胞を刺激する上記Ｓｐと比較して、
上記Ｒｐ立体異性体の増大された活性は、上記Ｒｐが、ＣｐＧレセプター、ＴＬＲ９と反
応するか、またはその下流シグナル経路を誘導するという点でより有効であり得ることを
示す。一方、上記Ｒｐ　ＰＳオリゴヌクレオチドが上記Ｓｐと比較してより速く分解され
ることは、より一層短いシグナリング期間をもたらし、その結果、より後期の時点で試験
される場合、上記Ｓｐ　ＰＳオリゴヌクレオチドは、生物学的により活性であるようであ
る。
【０１３３】
　驚くほどに強い影響は、ＣｐＧジヌクレオチド自体でのｐキラリティーにより達成され
る。Ｓｐ結合物を含む同種物は、脾臓細胞の増殖を誘導することについてほとんど不活性
であったが、ステレオ－ランダムＣｐＧオリゴヌクレオチドと比較して、単一のＣｐＧジ
ヌクレオチドがＲｐにおいて結合された同種物は、僅かにより活性であった。
【０１３４】
　従って、上記オリゴヌクレオチドは、骨格の組成物において不均質であり得、それによ
って、共に結合されている重合体単位の任意の可能な組み合わせを含む。
【０１３５】
　用語「オリゴヌクレオチド」はまた、（例えば、糖において）置換または改変を有する
オリゴヌクレオチドを含む。例えば、このオリゴヌクレオチドは、２’位でのヒドロキシ
ル基および５’位でのホスファート基またはヒドロキシル基以外にも低分子量の有機性基
に共有結合している、骨格の糖を有するオリゴヌクレオチドを含む。従って、改変された
オリゴヌクレオチドは、２’－Ｏ－アルキル化リボース基を含み得る。さらに、改変され
たオリゴヌクレオチドは、糖（例えば、リボースの代わりに、アラビノースまたは２’－
フルオロアラビノース）を含み得る。
【０１３６】
　本発明の免疫刺激オリゴヌクレオチドは、天然のＲＮＡおよびＤＮＡと比較して、様々
な化学的な改変および置換（ホスホジエステルヌクレオチド間架橋、またはβ－Ｄ－リボ
ース単位が挙げられる）を含み得る。化学的改変の例は、当業者に公知であり、そして、
例えば、Ｕｈｌｍａｎｎ　Ｅら（１９９０）Ｃｈｅｍ　Ｒｅｖ　９０：５４３；「Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌｓ　ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｓ」
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　＆　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎ
ｄ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｓ．Ａｇｒａｗａｌ編集，Ｈｕｍａ
ｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｔｏｔｏｗａ，ＵＳＡ　１９９３；Ｃｒｏｏｋｅ　ＳＴら，（１９９
６）Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｔｏｘｉｃｏｌ　３６：１０７－１２９；
およびＨｕｎｚｉｋｅｒ　Ｊら（１９９５）Ｍｏｄ　Ｓｙｎｔｈ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　７：
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３３１－４１７において記載されている。本発明に従ったオリゴヌクレオチドは、１つ以
上の改変を含み得、ここで、各改変は、天然のＤＮＡまたはＲＮＡから構成される同じ配
列のオリゴヌクレオチドと比較して、特定のホスホジエステルヌクレオチド間架橋および
／または特定のβ－Ｄ－リボース単位に位置している。
【０１３７】
　例えば、本発明は、１つ以上の改変を含み得るオリゴヌクレオチドに関し、ここで、各
改変は、独立して以下から選択される：
ａ）改変されたヌクレオチド間架橋による、ヌクレオチドの３’端および／または５’端
に位置しているホスホジエステルヌクレオチド間架橋の置換、ならびに
ｂ）脱リン酸架橋による、ヌクレオチドの３’端および／または５’端に位置しているホ
スホジエステル架橋の置換、
ｃ）別の単位による、糖ホスフェート骨格由来の糖ホスフェート単位の置換、ならびに
ｄ）改変された糖単位による、β－Ｄ－リボース単位の置換。
【０１３８】
　オリゴヌクレオチドの化学的改変についてのより詳細な例は、以下である：
　ヌクレオチドの３’端および／または５’端に位置している、ホスホジエステルヌクレ
オチド間架橋は、改変されたヌクレオチド間架橋により置換され得、ここで、この改変さ
れたヌクレオチド間架橋は、例えば、ホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、ＮＲ
１Ｒ２－ホスホルアミデート、ボラノホスフェート、α－ヒドロキシベンジルホスホネー
ト、ホスホネート－（Ｃ１－Ｃ２１）－Ｏ－アルキルエステル、ホスホネート－［（Ｃ６

－Ｃ１２）アリール－（Ｃ１－Ｃ２１）－Ｏ－アルキル］エステル、（Ｃ１－Ｃ８）アル
キルホスホネートおよび／または（Ｃ６－Ｃ１２）アリールホスホネート架橋、（Ｃ７－
Ｃ１２）－□－ヒドロキシメチル－アリール（例えば、ＷＯ　９５／０１３６３において
開示されている）から選択され、ここで、（Ｃ６－Ｃ１２）アリール、（Ｃ６－Ｃ２０）
アリールおよび（Ｃ６－Ｃ１４）アリールは、必要に応じて、ハロゲン、アルキル、アル
コキシ、ニトロ、シアノにより置換され、そして、Ｒ１およびＲ２は、互いに独立的に、
水素、（Ｃ１－Ｃ１８）－アルキル、（Ｃ６－Ｃ２０）－アリール、（Ｃ６－Ｃ１４）－
アリール－（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、好ましくは水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、好
ましくは（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルおよび／またはメトキシエチルであるか、あるいはＲ

１およびＲ２は、これらのＲ１およびＲ２を運搬する窒素原子と共に、さらに、Ｏ、Ｓお
よびＮの基由来のさらなるヘテロ原子を含み得る、５～６員の複素環式環を形成する。
【０１３９】
　脱リン酸架橋による、ヌクレオチドの３’端および／または５’端に位置しているホス
ホジエステル架橋の置換（脱リン酸架橋は、例えば、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ」，第２０巻，「Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏ
ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｓ」における、Ｕｈｌｍａｎｎ　Ｅ　お
よび　Ｐｅｙｍａｎ　Ａ，Ｓ．Ａｇｒａｗａｌ編集，Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｔｏｔ
ｏｗａ　１９９３，第１６章，ｐｐ．３５５ｆｆにおいて記載されている）、ここで、脱
リン酸架橋は、例えば、ホルムアセタール基、３’－チオホルムアセタール基、メチルヒ
ドロキシルアミン基、オキシム基、メチレンジメチル－ヒドラゾ基、ジメチレンスルホン
基および／またはシリル基の脱リン酸架橋から選択される。
【０１４０】
　糖ホスフェートの骨格由来の（すなわち、糖ホスフェートの骨格は、糖ホスフェート単
位から構成されている）糖ホスフェート単位（すなわち、共に糖ホスフェート単位を形成
する、β－Ｄ－リボースおよびホスホジエステルヌクレオチド間架橋）は、別の単位によ
り置換され得、ここで、この別の単位は、（例えば、Ｓｔｉｒｃｈａｋ　ＥＰら（１９８
９）Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　Ｒｅｓ　１７：６１２９－４１において、記載
されているように）例えば、「モルホリノ誘導体」オリゴマーを構築するために適切であ
る、すなわち、例えば、誘導体単位による置換；または（「ＰＮＡ」；例えば、Ｎｉｅｌ
ｓｅｎ　ＰＥら（１９９４）Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇ　Ｃｈｅｍ　５：３－７において、記載
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されているように）ポリアミドオリゴヌクレオチドを構築するために適切である、すなわ
ち、例えば、ＰＮＡ骨格単位による（例えば、２－アミノエチルグリシンによる）置換。
【０１４１】
　β－リボース単位またはβ－Ｄ－２’－デオキシリボース単位は、改変された糖単位に
より置換され得、ここで、この改変された糖単位は、例えば、β－Ｄ－リボース、α－Ｄ
－２’－デオキシリボース、Ｌ－２’－デオキシリボース、２’－Ｆ－２’－デオキシリ
ボース、２’－Ｆ－アラビノース、２’－Ｏ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－リボース（好ま
しくは、２’－Ｏ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル－リボースは、２’－Ｏ－メチルリボースで
ある）、２’－Ｏ－（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル－リボース、２’－［Ｏ－（Ｃ１－Ｃ６）
アルキル－Ｏ－（Ｃ１－Ｃ６）アルキル］－リボース、２’－ＮＨ２－２’－デオキシリ
ボース、β－Ｄ－キシロ－フラノース、α－アラビノフラノース、２，４－ジデオキシ－
β－Ｄ－エリスロ－ヘキソ－ピラノース、ならびにカルボン酸アナログ（例えば、Ｆｒｏ
ｅｈｌｅｒ　Ｊ（１９９２）Ａｍ　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ　１１４：８３２０において記載さ
れている）および／または開いた鎖の糖アナログ（例えば、Ｖａｎｄｅｎｄｒｉｅｓｓｃ
ｈｅら（１９９３）Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　４９：７２２３において記載されている）
および／または二環式糖アナログ（例えば、Ｔａｒｋｏｖ　Ｍら（１９９３）ＨｅＩｖ　
Ｃｈｉｍ　Ａｃｔａ　７６：４８１において記載されている）から選択される。
【０１４２】
　いくつかの実施形態において、上記糖は、特に、１つまたは両方のヌクレオチドが、ホ
スホジエステルヌクレオチド間結合またはホスホジエステル様ヌクレオチド間結合により
結合されている、２’－Ｏ－メチルリボースである。
【０１４３】
　本明細書中に記載されている特定の配列において、一組の改変された塩基が、規定され
ている。例えば、文字Ｙは、シトシンまたは改変されたシトシンを含むヌクレオチドを指
すために用いられる。本明細書中に用いられている、改変されたシトシンは、オリゴヌク
レオチドの免疫刺激活性を減ずることなく、この塩基を置換し得る、天然に存在するシト
シンのピリミジン塩基アナログまたは非天然に存在するシトシンのピリミジン塩基アナロ
グである。改変されたシトシンとしては、５－置換型シトシン（例えば、５－メチル－シ
トシン、５－フルオロ－シトシン、５－クロロ－シトシン、５－ブロモ－シトシン、５－
ヨード－シトシン、５－ヒドロキシ－シトシン、５－ヒドロキシメチル－シトシン、５－
ジフルオロメチル－シトシン、および非置換型または置換型の５－アルキニル－シトシン
）、６－置換型シトシン、Ｎ４－置換型シトシン（例えば、Ｎ４－エチル－シトシン）、
５－アザ－シトシン、２－メルカプト－シトシン、イソシトシン、偽イソシトシン、縮合
環系を有するシトシンアナログ（例えば、Ｎ，Ｎ’－プロピレン　シトシンまたはフェノ
キサジン）、ならびにウラシルおよびその誘導体（例えば、５－フルオロ－ウラシル、５
－ブロモ－ウラシル、５－ブロモビニル－ウラシル、４－チオ－ウラシル、５－ヒドロキ
シ－ウラシル、５－プロピニル－ウラシル）が挙げられるが、これらに限定されない。い
くつかの好ましいシトシンとしては、５－メチル－シトシン、５－フルオロ－シトシン、
５－ヒドロキシ－シトシン、５－ヒドロキシメチル－シトシン、およびＮ４－エチル－シ
トシンが挙げられる。本発明の別の実施形態において、上記シトシン塩基は、ユニバーサ
ル塩基（例えば、３－ニトロピロール、Ｐ－塩基）、芳香族環系（例えば、フルオロベン
ゼンまたはジフルオロベンゼン）または水素原子（ｄＳｐａｃｅｒ）により置換される。
【０１４４】
　文字Ｚは、グアニン塩基または改変されたグアニン塩基を指すために用いられる。本明
細書中に用いられている、改変されたグアニンは、オリゴヌクレオチドの免疫刺激活性を
減ずることなく、この塩基を置換し得る、天然に存在するグアニンのプリン塩基アナログ
または非天然に存在するグアニンのプリン塩基アナログである。改変されたグアニンとし
ては、７－デアザグアニン、７－デアザ－７－置換型グアニン（例えば、７－デアザ－７
－（Ｃ２－Ｃ６）アルキニルグアニン）、７－デアザ－８－置換型グアニン、ヒポキサン
チン、Ｎ２－置換型グアニン（例えば、Ｎ２－メチル－グアニン）、５－アミノ－３－メ
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チル－３Ｈ，６Ｈ－チアゾロ［４，５－ｄ］ピリミジン－２，７－ジオン、２，６－ジア
ミノプリン、２－アミノプリン、プリン、インドール、アデニン、置換型アデニン（例え
ば、Ｎ６－メチル－アデニン、８－オキソ－アデニン）　８－置換型グアニン（例えば、
８－ヒドロキシグアニンおよび８－ブロモグアニン）、および６－チオグアニンが挙げら
れるが、これらに限定されない。本発明の別の実施形態において、上記グアニン塩基は、
ユニバーサル塩基（例えば、４－メチル－インドール、５－ニトロ－インドール、および
Ｋ－塩基）、芳香族環系（例えば、ベンズイミダゾールまたはジクロロ－ベンズイミダゾ
ール、１－メチル－１Ｈ－［１，２，４］トリアゾール－３－カルボン酸アミド）または
水素原子（ｄＳｐａｃｅｒ）により置換される。
【０１４５】
　上記オリゴヌクレオチドは、１つ以上の接近し易い５’端を有し得る。２つのこのよう
な５’端を有する改変されたオリゴヌクレオチドを生成することが、可能である。このこ
とは、例えば、３’－３’結合により２つのオリゴヌクレオチドを結合させて、１つまた
は２つの接近し易い５’端を有するオリゴヌクレオチドを生成することにより、達成され
得る。この３’３’結合は、ホスホジエステル、ホスホロチオエートまたは任意の他の改
変されたヌクレオチド間架橋であり得る。このような結合を達成するための方法は、当該
分野において公知である。例えば、このような結合は、Ｓｅｌｉｇｅｒ，Ｈ．；ら，Ｏｌ
ｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ａｎａｌｏｇｓ　ｗｉｔｈ　ｔｅｒｍｉｎａｌ　３’－３
’－　ａｎｄ　５’－５’－ｉｎｔｅｒｎｕｃｌｅｏｔｉｄｉｃ　ｌｉｎｋａｇｅｓ　ａ
ｓ　ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ　ｏｆ　ｖｉｒａｌ　ｇｅｎｅ　ｅｘｐ
ｒｅｓｓｉｏｎ，Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　＆　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ（１９９１），
１０（１－３），４６９－７７およびＪｉａｎｇら，Ｐｓｅｕｄｏ－ｃｙｃｌｉｃ　ｏｌ
ｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ：ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ａｎｄ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｐｒｏｐ
ｅｒｔｉｅｓ，Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ　＆　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（
１９９９），７（１２），２７２７－２７３５において記載されてきた。
【０１４６】
　さらに、３’末端のヌクレオチドの間の結合が、ホスホジエステル、ホスホロチオエー
トまたは他の改変された架橋でない、３’３’結合型オリゴヌクレオチドは、さらなるス
ペーサー（例えば、トリ－またはテトラ－エチレングリコールホスフェート部分）を用い
て調製され得る（Ｄｕｒａｎｄ，Ｍ．ら，Ｔｒｉｐｌｅ－ｈｅｌｉｘ　ｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ｂｙ　ａｎ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　ｏｎｅ　（
ｄＡ）１２　ａｎｄ　ｔｗｏ　（ｄＴ）１２　ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｂｒｉｄｇｅｄ　ｂ
ｙ　ｔｗｏ　ｈｅｘａｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　ｃｈａｉｎｓ，Ｂｉｏｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ（１９９２），３１（３８），９１９７－２０４，米国特許第５６５８７３８
号，および米国特許第５６６８２６５号）。あるいは、非ヌクレオチドリンカーは、標準
ホスホルアミダイト化学を用いて、エタンジオール、プロパンジオールに由来しても、無
塩基のデオキシリボース（ｄＳｐａｃｅｒ）単位に由来してもよい（Ｆｏｎｔａｎｅｌ，
Ｍａｒｉｅ　Ｌａｕｒｅｎｃｅら，Ｓｔｅｒｉｃａｌ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｂｙ　
Ｔ４　ｐｏｌｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｋｉｎａｓｅ　ｏｆ　ｎｏｎ－ｎｕｃｌｅｏｓｉ
ｄｉｃ　ｍｏｉｅｔｉｅｓ　５’－ａｔｔａｃｈｅｄ　ｔｏ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅｓ；Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（１９９４），２２（
１１），２０２２－７）。上記非ヌクレオチドリンカーは、結合される２つのＯＤＮの３
’端の間の任意の所望の距離を許容するように、１回または多数回組み込まれ得るか、ま
たは互いに組み合わせられ得る。
【０１４７】
　上記オリゴヌクレオチドは、分解に対して部分的に抵抗性である（例えば、安定化され
ている）。「安定化されたオリゴヌクレオチド分子」は、（例えば、エキソヌクレアーゼ
またはエンドヌクレアーゼを介した）インビボでの分解に対して相対的に抵抗性である、
オリゴヌクレオチドを意味する。オリゴヌクレオチドの安定化は、骨格の改変を介して達
成され得る。ホスホロチオエート結合を有するオリゴヌクレオチドは、最大の活性を提供
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し、そして、細胞内のエキソヌクレアーゼおよびエンドヌクレアーゼによる分解から、オ
リゴヌクレオチドを保護する。他の改変されたオリゴヌクレオチドとしては、ホスホジエ
ステルを改変されたオリゴヌクレオチド、ホスホジエステルオリゴヌクレオチドとホスホ
ロチオエートオリゴヌクレオチドとの組み合わせ、メチルホスホネートオリゴヌクレオチ
ド、メチルホスホロチオエートオリゴヌクレオチド、ホスホロジチオエートオリゴヌクレ
オチド、ｐ－エトキシオリゴヌクレオチド、およびそれらの組み合わせが挙げられる。い
ずれかの末端または両方の末端でジオール（例えば、テトラエチレングリコールまたはヘ
キサエチレングリコール）を含むオリゴヌクレオチドはまた、実質的にヌクレアーゼ分解
に対して抵抗性であることが示されてきた。
【０１４８】
　上記免疫刺激オリゴヌクレオチドはまた、ヌクレオチドまたはヌクレオチドアナログ部
分との間の１つ以上の通常でない結合を含み得る。通常のヌクレオシド間結合は、３’５
’結合である。全ての他の結合は、通常でないヌクレオシド間結合（例えば、２’５’結
合、５’５’結合、３’３’結合、２’２’結合、２’３’結合）であると考えられる。
この２’～５’の命名は、リボースの炭素原子に従って選択される。しかしながら、通常
でない糖部分（例えば、環を拡張された糖アナログ（例えば、ヘキサノース、シクロヘキ
センもしくはピラノース）または二環式糖アナログもしくは三環式糖アナログ）が用いら
れる場合、その場合は、この命名が、単量体の命名に従って変化する。３’－デオキシ－
β－Ｄ－リボピラノースアナログ（ｐ－ＤＮＡとも呼ばれる）において、そのモノヌクレ
オチドは、例えば、４’２’結合を介して連結されている。
【０１４９】
　上記オリゴヌクレオチドが、１つの３’３’結合を含む場合、このオリゴヌクレオチド
は、２つの結合されていない５’端を有し得る。同様に、上記オリゴヌクレオチドが、１
つの５’５’結合を含む場合、このオリゴヌクレオチドは、２つの結合されていない３’
端を有し得る。ヌクレオチドの結合されていない端の接近し易さは、それらのレセプター
によってより接近し易くあり得る。両方の型の通常でない結合（３’３’および５’５’
）は、Ｒａｍａｌｈｏ　Ｏｒｔｉｇａｏら（Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａ
ｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（１９９２）２，１２９－４６）により記載され、それに
よって、３’３’結合を有するオリゴヌクレオチドは、ヌクレアーゼによる切断に対する
増大した安定性を示すことが報告された。
【０１５０】
　異なる型の結合はまた、１つの分子において組み合わせられ得、これは、分岐したオリ
ゴマーに至り得る。上記オリゴヌクレオチドの一部分が、３’端で３’３’結合を介して
第二オリゴヌクレオチド部分に連結されており、２’端で２’３’結合を介してこの分子
の第三部分に連結されている場合、このオリゴヌクレオチドは、例えば、３つの５’端を
有する分岐したオリゴヌクレオチド（３’３’分岐、２’３’分岐）をもたらす。
【０１５１】
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【化１】

【０１５２】
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【化２】

　（ＩＶ．　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体との組み合わせ
治療）
　本発明は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体（好ましくは、
他の抗体のうち、抗体　４．１．１、４．１３．１、および１１．２．１、１０Ｄ１（Ｍ
ＤＸ－０１０）の抗原結合部分を含む抗体）とを共投与することを含む、組み合わせ治療
に関する。一実施形態において、抗ＣＴＬＡ－４抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６
７６との組み合わせは、癌を処置するために、共に、患者に投与される。
【０１５３】
　（癌のタイプ）
　抗ＣＴＬＡ－４抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との組み合わせは、一次性
癌および二次性（すなわち、転移性）癌の処置のために有用である。特に、多くの可能性
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のある処置の選択肢のうち、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４との
組み合わせ治療は、多くの他の癌のうち、腎細胞癌、乳癌、結腸直腸癌、卵巣癌、非小細
胞肺癌、メラノーマ、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、ならびにＮＨＬ（進行の遅いＮＨＬおよび進
行性ＮＨＬを含む）を処置するために用いられ得る。これらの癌が好ましいが、本発明は
、広範囲の悪性細胞増殖障害（癌および肉腫が挙げられるが、これらに限定されない）の
処置に関する。さらなる例としては、カポジ肉腫、滑膜肉腫、赤芽球腫（ｅｒｙｔｈｒｏ
ｂｌａｓｔｏｍａ）、中皮腫、肝胆管（肝臓および胆管の）癌、一次性もしくは二次性の
脳腫瘍、肺癌（ＮＳＣＬＣ　および　ＳＣＬＣ）、骨癌、皮膚癌、頭頸部癌、皮膚もしく
は眼内のメラノーマ、骨癌、肛門領域の癌、胃癌、胃腸（胃、結腸直腸、および十二指腸
の）癌、結腸癌、子宮癌、卵管の癌、子宮内膜の癌、子宮頸部の癌、膣の癌、外陰部の癌
、ホジキン病、食道の癌、小腸の癌、内分泌系の癌、甲状腺の癌、上皮小体の癌、副腎の
癌、軟性組織の肉腫、尿道の癌、前立腺癌、陰茎の癌、精巣癌、慢性もしくは急性の骨髄
性白血病、慢性もしくは急性のリンパ球性白血病、リンパ球性リンパ腫、膀胱の癌、腎臓
もしくは子宮の癌、腎盂の癌、膵臓癌、中枢神経系（ＣＮＳ）の新生物（一次性もしくは
二次性のＣＮＳ腫瘍、一次性のＣＮＳリンパ腫、脊髄腫瘍、脳幹グリオーム、髄膜腫が挙
げられる）、筋原細胞腫、星状細胞腫、下垂体腺腫、副腎皮質癌、胆嚢癌、多発性骨髄腫
、胆管癌、線維肉腫、神経芽腫、網膜芽腫、または１つ以上の上記の癌の組み合わせが挙
げられる。
【０１５４】
　処置される癌は、難治性の癌であり得る。本明細書中に用いられている、難治性の癌は
、処方される通常の医療標準に対して抵抗性である癌である。これらの癌は、最初は処置
に対して反応性である（次いで、再発する）ようであり得るか、またはこの処置に対して
完全に非反応性であり得る。上記通常の医療標準は、癌のタイプ、および被験体における
進行の程度に依存して変化する。上記通常の医療標準は、化学療法、免疫治療、外科手術
、もしくは放射線療法、またはその組み合わせであり得る。当業者は、これらの医療標準
を認識している。従って、難治性の癌のために本発明に従って処置されている被験体は、
既に、それらの癌のための処置を受けていた可能性がある。あるいは、（例えば、癌細胞
の解析または被験体の病歴を考慮すれば）癌が難治性であり得る場合、その場合は、被験
体が、別の処置を受けていなかった可能性がある。
【０１５５】
　難治性の癌の例としては、白血病、メラノーマ、腎細胞癌、結腸癌、肝臓（肝）癌、膵
臓癌、非ホジキンリンパ腫、および肺癌が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５６】
　（治療のタイプ）
　当業者は、いったん、本明細書中に開示されている教示を提供されれば、本発明が、癌
を処置するための、抗ＣＴＬＡ－４抗体を組み合わせたＣｐＧ　ＯＤＮの治療、あるいは
逐次的に（上記または下記の）外科手術、放射線療法、または両方を組み合わせたこの治
療を含むことを認める。すなわち、いったん、本明細書中に提供されている教示を与えら
れれば、当業者により理解されるように、様々な処置は、抗ＣＴＬＡ－４抗体－ＣｐＧ　
ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６組み合わせ治療と組み合わせられ得る。
【０１５７】
　他の場合において、本発明は、これらの状態を処置するための既存の治療の効力を改善
するという点で有用であるが、特定の場合における本発明の方法は、既存の外科的手順ま
たは薬物療法を置換するために有用であり得る。従って、組み合わせ治療は、特に、癌の
ための処置を受けているかまたはこれを受ける被験体を処置するために用いられ得る。例
えば、薬剤は、被験体に、別の抗増殖性（例えば、抗癌）治療と組み合わせて投与され得
る。適切な抗癌治療としては、腫瘍の塊を除去するための外科的手順、化学療法または局
在化した放射線療法が挙げられる。他の抗増殖性治療は、本発明のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ
３５１２６７６／抗ＣＴＬＡ－４抗体の組み合わせを用いた処置の前、同時、または後に
投与され得る。上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６／抗ＣＴＬＡ－４抗体の組み合
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わせは、他の処置の前または後に投与され得るので、数時間、数日の遅延、ある場合には
、異なる処置の投与の間の数週間の遅延がまた、存在し得る。本発明はさらに、外科手術
、放射線療法または化学療法の前および後の、癌被験体における、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　
ＰＦ３５１２６７６／抗ＣＴＬＡ－４抗体の組み合わせの使用を企図する。
【０１５８】
　従って、本発明は、癌のための寛解誘導療法または維持療法における、ネオアジュバン
ト処置、アジュバント処置、第一選択処置、第二選択療法および／または第三選択療法と
しての、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を組み合わせた抗ＣＴＬＡ－４抗体の使用
を含む。すなわち、一実施形態において、上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７
６の組み合わせは、例えば（例えば、腫瘍（例えば、前立腺癌、乳癌および肺癌）の）外
科的切除の前のネオアジュバント療法として、共投与され得る。別の実施形態において、
上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせは、ネオアジュバント療法
（すなわち、外科手術の前）と、さらに外科的手術の後のアジュバント療法の両方として
投与され得る。この組み合わせは、別の薬剤（例えば、インターフェロン－α）の代わり
に、第一選択処置として用いられ得る。
【０１５９】
　本発明の方法および組成物は、処置されていない患者において有用であるだけでなく、
また、他の抗癌治療（例えば、単独で（もしくは別の抗癌剤と組み合わせて）投与される
ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６または単独で（もしくは別の抗癌剤と組み合わせて
）投与される抗ＣＴＬＡ－４抗体が挙げられるが、これらに限定されない）に対して、部
分的または完全に非反応性である患者の処置において有用である。様々な実施形態におい
て、本発明は、難治性もしくは治療に対して非反応性であることが示されている患者また
は難治性もしくは治療に対して非反応性であり得る患者における疾患または障害の処置の
ために有用な方法および組成物を提供し、この方法および組成物は、抗ＣＴＬＡ－４抗体
および／もしくはＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６のいずれかまたは両方の投与（こ
こで、処置は、増大した免疫反応により改善される）を含む。一実施形態において、上記
方法は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体（好ましくは、抗体
　４．１．１、抗体　４．１３．１、抗体　１１．２．１、抗体　ＭＤＸ－０１０、また
はその任意の組み合わせ）とを組み合わせる工程を包含する。
【０１６０】
　従って、例えば、上記組み合わせは、多くの他の治療のうち、サイトカイン治療無反応
性患者における第二選択治療として、進行の遅いＮＨＬについてリツキシマブとのさらな
る組み合わせにおける第二選択治療として、ならびに進行性のＮＨＬについてＣＨＯＰ－
Ｒ（リツキシマブと合わせたシクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、お
よびプレドニゾロン）における第二選択治療として、転移性腎細胞癌を処置するために用
いられ得る。上記抗ＣＴＬＡ－４抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わ
せが共投与される、これらの治療の組み合わせはまた、本発明において含まれている（例
えば、この組み合わせがネオアジュバント療法、アジュバント療法、第一選択療法、第二
選択療法、および第三選択療法、またはその任意の組み合わせのために用いられる、治療
の組み合わせが、挙げられるが、これらに限定されない）。
【０１６１】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、寛解誘導のための（上記の）抗ＣＴＬＡ－４
抗体と共に用いられ得、維持療法のための単独のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６が
後に続き得る。従って、寛解誘導療法は、１つ以上の繰り返し周期の、組み合わせ　Ｃｐ
Ｇ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６／抗ＣＴＬＡ－４抗体の治療を必要とし得る。しかしな
がら、（医療従事者に明らかであるように）いったん、寛解が観察されれば、被験体は、
維持療法にその立場を置かれ得る。このような維持療法は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６を用いる単一治療を含み得る。維持療法の目的のために、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ
３５１２６７６は、週１回もしくは２回、または隔週に、好ましくは皮下に投与され得る
。
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【０１６２】
　本発明は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体との共投与を含
む組み合わせを投与する工程を包含する、アジュバント療法、第一選択療法、第二選択療
法および／または第三選択療法に関する方法により例示されているが、当業者は、本明細
書中に提供されている教示を与えられれば、本発明が、任意の特定の治療に限定されない
ことを理解する。むしろ、組み合わせたＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬ
Ａ－４抗体との治療を含む方法は、疾患および処置の連続の全体に沿った、この組み合わ
せの使用を包含する。特に、本明細書中に開示されている新規の方法は、上記抗体が免疫
反応（治療により媒介される任意の反応およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６によ
り媒介される任意の反応が挙げられる）を増大し得るという点で、転移の前および後の治
療上の利益、ならびに化学療法剤に対して治療無反応性になった患者に対する治療上の利
益を提供し得る。
【０１６３】
　従って、本発明は、単独でネオアジュバント療法のための本発明の組み合わせの使用に
限定されない；その代わりに、本発明は、全処置スペクトルを含む（癌のためのアジュバ
ント療法、第一選択療法、第二選択療法および／または第三選択療法が挙げられるが、こ
れらに限定されない）。これは、本明細書中に開示されているデータが、抗ＣＴＬＡ－４
抗体を含む免疫治療は、任意の処置期間の時点で、単独または少なくとも１つのさらなる
薬剤と組み合わせのいずれかで治療上の利益を提供し得ることを示唆するという理由のた
めである。すなわち、腫瘍特異的抗原の放出を媒介する方法（例えば、細胞毒性治療（例
えば、放射線療法、化学療法など）であり、このような抗原は、免疫系に曝されている）
の効力は、本発明の抗ＣＴＬＡ－４抗体の投与により増大され得る。実際、本明細書中に
開示されているデータはさらに、相乗効果が、癌（特に、多くの癌のうち、前立腺癌、乳
癌、ＣＲＣ、メラノーマ、膵臓癌、肺癌、ＮＳＣＬＣ、ＮＨＬ、ＲＣＣ）の処置のための
上記抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６とを組み合わせた投与により媒介される
ことを示唆する。従って、本発明は、癌の処置のための重要な新規の治療（この治療によ
って、患者の免疫系が、抗腫瘍効果を提供するように増進される）を提供する。
【０１６４】
　別の実施形態において、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体と
の組み合わせは、腫瘍に対する免疫反応を増大および／または延長するために、共投与さ
れる。これは、いずれかの薬剤単独よりも効果的な抗腫瘍効果をもたらす、（特に、ＴＬ
Ｒ９アゴニストとしての）ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の抗腫瘍効果と、本発明
の抗ＣＴＬＡ－４抗体に媒介されるＣＴＬＡ－４／Ｂ７シグナリングの遮断との間の相互
作用が存在し得るという理由のためである。従って、任意の特定の理論により拘束される
ことを望まないが、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体との
組み合わせは、腫瘍内で、予想されるよりも強い免疫学的反応を誘導し得る。任意の特定
の理論により拘束されることを望まないが、例えば、Ｂリンパ球の活性化および改善され
た抗原提示細胞（例えば、ＤＣ）の機能およびＴＬＲ９の活性化により媒介される他の免
疫増大効果により媒介される、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の抗腫瘍効果により
媒介される腫瘍抗原の放出は、抗ＣＴＬＡ－４の免疫治療上の効果を増大させ得る（この
ような抗原に対する免疫寛容性を減少または破壊することを含む）。このことは、抗体を
用いたＣＴＬＡ－４遮断およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６による免疫活性化が
寛容を破壊し（例えば、腫瘍抗原に対するアネルギーまたは寛容化を逆向きにするかまた
はこれらを防ぎ）、それによって、腫瘍細胞を免疫攻撃に対してより感受性にすることが
、示されてきたという点で、可能性がある。逆に、部分的にＣＴＬＡ－４に依存する調節
性Ｔ細胞（Ｔｒｅｇ）由来の阻害効果は、ＣｐＧ免疫治療の有効性を限定し得、そのため
、抗ＣＴＬＡ－４　Ａｂを用いてこれらの効果を遮断することは、ＣｐＧの効力を改善す
るべきである。従って、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体
との組み合わせは、強力な潜在的な相加作用または相乗作用を提供し得、それによって、
癌のための重要な新規の治療上の処置を提供し得る。
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【０１６５】
　一実施形態において、本発明は、抗ＣＴＬＡ－４抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２
６７６の組み合わせを用いて、抗腫瘍反応を生成または増加する組成物および方法（ここ
で、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、単独で用いられる場合に、同じレベルの抗
腫瘍反応を誘導するために異なる方法で最適未満である抗体の量により、抗腫瘍反応を増
大する）を提供する。特定の実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７
６が、抗腫瘍反応を誘発するために、抗体と共に用いられない場合、ＣｐＧ　ＯＤＮ　Ｐ
Ｆ３５１２６７６を単独で投与することは、この抗腫瘍反応を生成または増加しない。代
替的な実施形態において、単独および／または組み合わせて投与される場合に、上記Ｃｐ
Ｇ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と上記抗ＣＴＬＡ－４抗体との両者は、抗腫瘍反応を誘
発し得る。
【０１６６】
　特定の実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、抗ＣＴＬＡ－
４抗体の効果を（逆もまた同じ）相加的な様式で増大し得る。好ましい実施形態において
、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体の効果を（逆も
また同じ）相乗的な様式で増大する。別の実施形態において、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は
、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の効果を相加的な様式で増大する。好ましくは、
この効果は、相乗的な様式で増大される。従って、特定の実施形態において、本発明は、
ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６単独の投与および抗ＣＴＬＡ－４抗体単独の投与よ
りも優れた治療のプロフィールを提供する、疾患の処置または予防の方法を含む。
【０１６７】
　本発明により含まれているのは、所望されていない作用または有害作用を減少または回
避するが、相加的な効力または相加的な治療効果を有する、組み合わせ治療である。本発
明はまた、所望されていない作用または有害作用が減少または回避されるが、治療効果が
相加的な治療効果よりも大きい、相乗的な組み合わせを含む。特定の実施形態において、
本発明の方法は、疾患および障害の処置または予防（ここで、処置は、処置の効力を維持
するかまたは増大させ、好ましくは、患者のコンプライアンスを上昇させ、治療を改善し
、そして／あるいは所望されていない作用または有害作用を減少するが、上記抗ＣＴＬＡ
－４抗体そして／またはＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６単独の投与により引き起こ
される所望されていない効果または有害効果の発生数を減少させるために、処置は、より
低用量および／またはより低頻度の用量回数の抗ＣＴＬＡ－４抗体および／またはＣｐＧ
　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を用いて増大された抗腫瘍反応により改善される）を可能
にする。
【０１６８】
　（Ｖ．さらなる組み合わせ治療）
　本明細書中に提供されている開示（抗ＣＴＬＡ－４抗体を患者に投与することの免疫増
強効果、およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と組み合わせてこのような抗体を共
投与することの組み合わせた相加効果または相乗効果を含む）に基づいて、本発明は、多
数の組み合わせ治療（ここで、この抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、患者
に、少なくとも１つの他の治療剤と組み合わせて投与され、それによって、治療上の利益
を提供する）を含むことが、当業者により認められる。本明細書中に提供されている教示
が与えられれば、多くのこのような組み合わせは、当業者にとって容易に明らかであるが
、いくつかの組み合わせは、現在議論されている。しかしながら、本発明は決して、単に
説明の目的のために本明細書中に示されているこれらの組み合わせに限定されない。
【０１６９】
　上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６とさらなる治療剤との共投与（組み合
わせ治療）は、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の両方と
１つ以上のさらなる治療剤を共投与することを含み、そしてまた、２つ以上の別々の薬学
的組成物（１つは、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体を含み、他方は、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ
３５１２６７６を含み、その他は、少なくとも１つのさらなる治療剤を含む）を共投与す
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ることも含む。さらに、共投与または組み合わせ（共）治療は、一般的に、上記抗体、Ｃ
ｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、およびさらなる治療剤が、互いに同時に投与される
ことを意味するが、これらの共投与または組み合わせ（共）治療は、また、処置の個々の
構成成分の同時投薬、連続投薬または別々の投薬も含む。さらに、抗体が、静脈内に投与
され、抗癌剤が、経口的に（例えば、化学療法剤）または皮下注射もしくは筋肉内注射に
より投与される場合、上記組み合わせは、好ましくは、２つ、３つ以上の別々の薬学的組
成物として投与されることが、理解される。
【０１７０】
　哺乳動物がさらなる化学療法を受ける場合、当該分野において周知の化学療法剤が、抗
ＣＴＬＡ－４とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との組み合わせにおいて用いられ得
る。さらに、多くの治療剤のうち、増殖因子インヒビター、生物反応修飾物質、アルキル
化剤、インターカレート型抗生物質、ビンカアルカロイド、タキサン類、選択的エストロ
ゲンレセプター調節剤（ＳＥＲＭ）、血管新生インヒビター（これらのうちのいくつかは
、下に記載されている）が、用いられ得る。
【０１７１】
　（血管新生インヒビター）
　抗ＣＴＬＡ－４抗体を組み合わせた血管新生インヒビターの使用は、上記に、本明細書
中の他の場所で議論されている。さらに、血管新生インヒビターとしては、ベバシズマブ
（ＡＶＡＳＴｌＮ；Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）（ＶＥＧＦに対するヒト化抗体）が挙げられる
が、これに限定されない。血管新生インヒビターは、５ＦＵとの組み合わせにおいて用い
られ得、結腸または直腸の転移性癌を有する患者の第一選択処置として示されている。血
管新生因子またはそれらのレセプターを直接的に標的化する薬剤は、オートクラインレセ
プターのシグナリングを妨害することにより、レセプターコンピテント血液悪性疾患（ｒ
ｅｃｅｐｔｏｒ－ｃｏｍｐｅｔｅｎｔ　ｈｅｍａｔｏｌｏｇｉｃ　ｍａｌｉｇｎａｎｃｙ
）におけるより大きな活性の可能性を提供する。ベバシズマブは、循環性ＶＥＧＦの持続
した中和を生じ、そして、骨髄異形成症候群（ＭＤＳ）、リンパ腫、急性骨髄性白血病（
ＡＭＬ）、および固形腫瘍の処置のために有用であり得る。レセプターチロシンキナーゼ
（ＲＴＫＩ）（ＰＴＫ７８７／ＺＫ２２２５８４（Ｎｏｖａｒｔｉｓ）が挙げられる）は
、ＡＭＬ、および他のレセプターコンピテント血液悪性疾患を処置するために評価されて
いる。本発明はまた、抗ＣＴＬＡ－４抗体およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、
ならびに少なくとも１つのさらなる血管新生インヒビター（例えば、当該分野において周
知であるかまたは将来開発され得るインヒビター）の組み合わせを用いた、癌（例えば、
腎癌、乳癌、非ホジキンリンパ腫、結腸直腸癌など）の処置を含む。
【０１７２】
　従って、抗血管新生剤（例えば、ＭＭＰ－２（マトリックスメタロプロテイナーゼ２）
インヒビター、ＭＭＰ－９（マトリックスメタロプロテイナーゼ９）インヒビター、およ
びＣＯＸ－ＩＩ（シクロオキシゲナーゼＩＩ）インヒビター）は、本発明の抗体－ＣｐＧ
　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせと共に用いられ得る。有用なＣＯＸ－ＩＩイ
ンヒビターの例としては、ＣＥＬＥＢＲＥＸＴＭ（セレコキシブ）、バルデコキシブ、ロ
フェコキシブ、パレコキシブ、デラコキシブ、ＳＤ－８３８１、ＡＢＴ－９６３、エトリ
コキシブ、ルミラコキシブ、ＢＭＳ－３４７０７０、ＮＳ－３９８、ＲＳ　５７０６７、
メロキシカムが挙げられる。有用なマトリックスメタロプロテイナーゼインヒビターの例
は、国際特許公開第ＷＯ　９６／３３１７２号；同第ＷＯ　９６／２７５８３号；同第Ｗ
Ｏ　９８／０７６９７号、同第ＷＯ　９８／０３５１６号、同第ＷＯ　９８／３４９１８
号、同第ＷＯ　９８／３４９１５号、同第ＷＯ　９８／３３７６８号、同第ＷＯ　９８／
３０５６６号、同第ＷＯ　９０／０５７１９号、同第ＷＯ　９９／５２９１０号、同第Ｗ
Ｏ　９９／５２８８９号、同第ＷＯ　９９／２９６６７号、欧州特許出願第７８０３８６
号（１９９７年６月２５日に公開された）、同第９７３０４９７１．１号（１９９７年７
月８日に出願された）、同第９９３０８６１７．２号（１９９９年１０月２９日に出願さ
れた）、同第６０６０４６号（１９９４年７月１３日に公開された）、同第９３１７８８
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号（１９９９年７月２８日に公開された）、同第９９３０２２３２．１号（１９９９年３
月２５日に出願された）、国際出願第ＰＣＴ／ＩＢ９８／０１１１３号（１９９８年７月
２１日に出願された）、英国特許出願第９９１２９６１．１号（１９９９年６月３日に出
願された）、米国仮特許出願第６０／１４８，４６４号（１９９９年８月１２日に出願さ
れた）、ならびに米国特許第５，８６３，９４９号、および同第５，８６１，５１０号に
おいて記載されている。
【０１７３】
　好ましいＭＭＰ－２インヒビターおよびＭＭＰ－９インヒビターは、ＭＭＰ－１を阻害
する活性をほとんど有さないかまたは全く有さないインヒビターである。より好ましいＭ
ＭＰ－２インヒビターおよびＭＭＰ－９インヒビターは、他のマトリックスメタロプロテ
イナーゼ（すなわち、ＭＭＰ－１、ＭＭＰ－３、ＭＭＰ－４、ＭＭＰ－５、ＭＭＰ－６、
ＭＭＰ－７、ＭＭＰ－８、ＭＭＰ－１０、ＭＭＰ－１１、ＭＭＰ－１２、およびＭＭＰ－
１３）と比較してＭＭＰ－２および／またはＭＭＰ－９を選択的に阻害するインヒビター
である。
【０１７４】
　（シグナル伝達インヒビター）
　本明細書中に記載されている処置はまた、シグナル伝達インヒビター（例えば、ＥＧＦ
Ｒ（上皮増殖因子レセプター）反応を阻害し得る薬剤（例えば、ＥＧＦＲ抗体、ＥＧＦ抗
体、およびＥＧＦＲインヒビターである分子）；ＶＥＧＦ（血管内皮増殖因子）インヒビ
ター（例えば、ＶＥＧＦを阻害し得るＶＥＧＦレセプターおよび分子）；ならびにｅｒｂ
Ｂ２レセプターインヒビター（例えば、このｅｒｂＢ２レセプターに結合する有機分子ま
たは抗体（例えば、ＨＥＲＣＥＰＴＩＮ（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｆｒ
ａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ）））と共に用いられ得る。
【０１７５】
　ＥＧＦＲインヒビターは、例えば、国際特許公開第ＷＯ　９５／１９９７０号、同第Ｗ
Ｏ　９８／１４４５１号、同第ＷＯ　９８／０２４３４号、および米国特許第５，７４７
，４９８号において記載されており、このような物質は、本明細書中に記載されているよ
うに、本発明において用いられ得る。ＥＧＦＲを阻害する薬剤としては、モノクローナル
抗体Ｃ２２５、抗ＥＧＦＲ　２２Ｍａｂ（ＩｍＣｌｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．，
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ）、およびＡＢＸ－ＥＧＦ（Ａｂｇｅｎｉｘ　Ｉｎｃ．，ｒｅｍ
ｏｎｔ，ＣＡ）、化合物ＺＤ－１８３９（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）、ＢＩＢＸ－１３８
２（Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｇｅｉｈｅｉｍ）、ＭＤＸ－４４７（Ｍｅｄａｒｅｘ，
Ｉｎｃ．，Ａｎｎａｎｄａｌｅ，ＮＪ）、およびＯＬＸ－１０３（Ｍｅｒｃｋ　＆　Ｃｏ
．，Ｗｈｉｔｅｈｏｕｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ，ＮＪ）、ＶＲＣＴＣ－３１０（Ｖｅｎｔｅ
ｃｈ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）ならびにＥＧＦ融合毒素（Ｓｅｒａｇｅｎ　Ｉｎｃ．，Ｈｏｐ
ｋｉｎｔｏｎ，ＭＡ）が挙げられるが、これらに限定されない。これらのＥＧＦＲを阻害
する薬剤および他のＥＧＦＲを阻害する薬剤は、本発明において用いられ得る。
【０１７６】
　上皮増殖因子レセプター（ＥＧＦＲ）チロシンキナーゼ（ＴＫ）の阻害に対して指向性
の化合物は、本発明の方法において有用である相対的に新しいクラスの抗腫瘍剤を代表す
る。多くのヒトの癌は、細胞表面上にＥＧＦＲファミリーのメンバーを発現する。リガン
ドがＥＧＦＲに結合したとき、このリガンドは、増加した細胞分裂をもたらし、そして癌
の発症および進行に関する他の局面（血管新生、転移の拡散、およびアポトーシスの阻害
が挙げられる）に影響を与える、細胞反応のカスケードを作動させ始める。ＥＧＦＲ－Ｔ
Ｋインヒビターは、ＥＧＦＲファミリー（ＥＧＦＲ（ＨＥＲ１またはＥｒｂＢ－１として
も公知）、ＨＥＲ２／ｎｅｕ（ＥｒｂＢ－２としても公知）、ＨＥＲ３（ＥｒｂＢ－３と
しても公知）、またはＨＥＲ４（ＥｒｂＢ－４としても公知））のメンバーのうちの１つ
を選択的に標的化しても、このＥＧＦＲファミリーのメンバーのうちの２つ以上を標的化
してもよい。本発明における使用のために適切なＥＧＦＲ－ＴＫインヒビターとしては、
ゲフィチニブ（ＩＲＥＳＳＡ）、エルロチニブ（ＴＡＲＣＥＶＡ）、ＣＩ－１０３３（Ｐ
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ｆｉｚｅｒ）、ＧＷ２０１６（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、ＥＫＢ－５６９（Ｗ
ｙｅｔｈ）、ＰＫＩ－１６６（Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ＣＰ－７２４，７１４（Ｐｆｉｚｅ
ｒ）、およびＢＩＢＸ－１３８２（Ｂｏｅｒｉｎｇｅｒ－Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ）が挙げら
れる。さらなるＥＧＦＲ－ＴＫインヒビターは、２００１年６月１８日に出願された米国
特許出願第０９／８８３，７５２号において記載されている。
【０１７７】
　ＳＵ１１２４８（Ｓｕｇｅｎ　Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ）に加え
て、ＶＥＧＦインヒビターはまた、上記抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との
組み合わせにおいて用いられ得る。ＶＥＧＦインヒビターは、例えば、国際特許出願第Ｐ
ＣＴ／ＩＢ９９／００７９７号（１９９９年５月３日に出願された）、国際特許公開第Ｗ
Ｏ　９９／２４４４０号；同第ＷＯ　９５／２１６１３号；同第ＷＯ　９９／６１４２２
号；同第ＷＯ　９８／５０３５６号；同第ＷＯ　９９／１０３４９号；同第ＷＯ　９７／
３２８５６号；同第ＷＯ　９７／２２５９６号；同第ＷＯ　９８／５４０９３号；同第Ｗ
Ｏ　９８／０２４３８号；同第ＷＯ　９９／１６７５５号；同第ＷＯ　９８／０２４３７
号；米国特許第５，８３４，５０４号；同第５，８８３，１１３号；同第５，８８６，０
２０号；および同第５，７９２，７８３号において記載されている。本発明において有用
ないくつかの特定のＶＥＧＦインヒビターの他の例は、ＩＭ８６２（Ｃｙｔｒａｎ　Ｉｎ
ｃ．，Ｋｉｒｋｌａｎｄ，ＷＡ）；Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃ
ｉｓｃｏ，ＣＡのＩＭＣ－１Ｃ１１　Ｉｍｃｌｏｎｅ抗体、抗ＶＥＧＦモノクローナル抗
体；ならびにＲｉｂｏｚｙｍｅ（Ｂｏｕｌｄｅｒ，ＣＯ）およびＣｈｉｒｏｎ（Ｅｍｅｒ
ｙｖｉｌｌｅ，ＣＡ）からの合成リボザイムのアンジオザイム（ａｎｇｉｏｚｙｍｅ）で
ある。
【０１７８】
　ＥｒｂＢ２レセプターインヒビター（例えば、ＧＷ－２８２９７４（Ｇｌａｘｏ　Ｗｅ
ｌｌｃｏｍｅ　ｐｌｃ）、ならびにそのモノクローナル抗体ＡＲ－２０９（Ａｒｏｎｅｘ
　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．，Ｗｏｏｄｌａｎｄｓ，ＴＸ）および２Ｂ
－１（Ｃｈｉｒｏｎ））はさらに、上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組
み合わせと、組み合わせられ得る（例えば、国際特許公開第ＷＯ　９８／０２４３４号；
同第ＷＯ　９９／３５１４６号；同第ＷＯ　９９／３５１３２号；同第ＷＯ　９８／０２
４３７号；同第ＷＯ　９７／１３７６０号；同第ＷＯ　９５／１９９７０号；米国特許第
５，５８７，４５８号、および同第５，８７７，３０５号において示されている組み合わ
せ）。本発明において有用なＥｒｂＢ２レセプターインヒビターはまた、ＥＰ　１０２９
８５３（２０００年８月２３日に公開された）および国際特許公開第ＷＯ　００／４４７
２８号（２０００年８月３日に公開された）において記載されている。上記のＰＣＴ出願
、米国特許、および米国仮出願において記載されているｅｒｂＢ２レセプターインヒビタ
ーの化合物および物質、ならびにこのｅｒｂＢ２レセプターを阻害する他の化合物および
物質は、本発明に従って、抗体と共に用いられ得る。
【０１７９】
　本発明の処置はまた、異常な細胞増殖または癌を処置するという点で有用な他の薬剤（
抗腫瘍免疫反応を増大する能力を有する他の薬剤（例えば、さらなる異なるＣＴＬＡ４抗
体、および、またＣＴＬＡ４を阻害する能力を有する他の薬剤）；ならびに抗腫瘍剤（例
えば、ファルネシルタンパク質トランスフェラーゼインヒビター（例えば、ＢＭＳ　２１
４６６２）、およびαｖβ３インヒビター（例えば、αｖβ３抗体　ＶＩＴＡＸＩＮ）、
αｖβ５インヒビター、ｐ５３インヒビターなど）が挙げられるが、これらに限定されな
い）と共に用いられ得る。
【０１８０】
　本発明の抗体が、別の免疫調節剤と組み合わせて投与される場合、この免疫調節剤は、
例えば、樹状細胞アクチベーター、および抗原提示のエンハンサー、Ｔ細胞向性（ｔｒｏ
ｐｉｓｍ）のエンハンサー、腫瘍関連免疫抑制因子（例えば、ＴＧＦ－β（トランスホー
ミング増殖因子β）、およびＩＬ－１０）のインヒビターからなる群から選択され得る。
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【０１８１】
　（ＩＧＦ－１Ｒインヒビター）
　本発明は、さらに、さらなる薬剤および治療を組み合わせた、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６と免疫治療（抗ＣＴＬＡ－４）との組み合わせを含む方法を含む。すなわち
、当業者は、本明細書中に提供されている開示に基づいて、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６治療と抗ＣＴＬＡ－４抗体との組み合わせ治療がさらに、患者を処置するための
広範囲の極めて多くの治療、外科的治療、放射線療法、および他の治療と組み合わせられ
得ることを認める。治療剤は、多数であり、例えば、多くの他の参考文献のうち、米国特
許出願公開第２００４／０００５３１８号、同第２００３／００８６９３０号、同第２０
０２／００８６０１４号、および国際公開第ＷＯ　０３／０８６４５９号（これらの全て
は、参考文献として本明細書中に援用されている）において記載されてきた。このような
治療剤としては、トポイソメラーゼＩインヒビター；他の抗体（リツキシマブ、トラスツ
ズマブなど）；化学療法剤（例えば、イマチニブ（ＧＬＥＥＶＥＣ、ＧＬＩＶＥＣ、また
はＳＴＩ５７１；Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ソラフェニブ（ＢＡＹ　４３－９００６；Ｂａｙ
ｅｒ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ　Ｃｏｒｐ．／Ｏｎｙｘ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ
ｉｃａｌｓ）が挙げられるが、これらに限定されない）、レセプターチロシンキナーゼイ
ンヒビター、選択的エストロゲンレセプター調節剤（ＳＥＲＭ）、タキサン類、ビンカア
ルカロイド、テモゾロミド、血管新生インヒビター、ＥＧＦＲインヒビター、ＶＥＧＦイ
ンヒビター、ＥｒｂＢ２レセプターインヒビター、抗増殖剤（例えば、ファルネシルタン
パク質トランスフェラーゼインヒビター、およびαｖβ３インヒビター、αｖβ５インヒ
ビター、ｐ５３インヒビターなど）、免疫調節剤、サイトカイン、腫瘍ワクチン；腫瘍特
異的抗原；樹状細胞治療および幹細胞治療；アルキル化剤、フォレート（ｆｏｌａｔｅ）
アンタゴニスト；ピリミジンアンタゴニスト；アントラサイクリン抗体；白金化合物；共
刺激分子（例えば、ＣＤ４、ＣＤ２５、ＰＤ－１、Ｂ７－Ｈ３、４－１ＢＢ、ＯＸ４０、
ＩＣＯＳ、ＣＤ３０、ＨＬＡ－ＤＲ、ＭＨＣＩＩ、およびＬＦＡ）が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【０１８２】
　（放射線療法）
　放射線療法は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６／抗ＣＴＬＡ－４抗体の組み合わ
せ治療と共に共投与され得る。放射線療法は、乳癌の処置のための周知の放射線療法の方
法に従って投与される。放射線療法の用量およびレジメンは、当業者により容易に決定さ
れ得、そして疾患の段階および当該分野において周知の他の因子に基づいている。
【０１８３】
　（緩和剤）
　本発明はまた、第一成分および第二成分に加えて、１つ以上のこれらの成分と同時また
は連続してのいずれかでの、他の治療剤の投与を含む。このような治療剤としては、鎮痛
薬、癌ワクチン、抗血管剤、抗増殖剤、制吐剤、および止痢剤が挙げられる。好ましい制
吐剤としては、塩酸オンダンセトロン、塩酸グラニセトロン、およびメトクロプラミドが
挙げられる。好ましい止痢剤としては、ジフェノキシラートおよびアトロピン（ＬＯＭＯ
ＴＩＬ）、ロペラミド（ＩＭＭＯＤＩＵＭ）、およびオクトレオチド（ＳＡＮＤＯＳＴＡ
ＴＩＮ）が挙げられる。
【０１８４】
　（幹細胞に基づいた治療）
　本明細書中に開示されている抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６治療の組み合
わせは、癌に冒されている患者に対する治療上の利益を提供するために、幹細胞移植と組
み合わせられ得る。幹細胞移植は、当該分野において公知の方法に従って行われ得る。い
くつかのこのような方法は、本明細書により本明細書中に参考文献として援用されている
、Ａｐｐｅｌｂａｕｍ　ｉｎ　Ｈａｒｒｉｓｏｎ’ｓ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，第１４章，Ｂｒａｕｎｗａｌｄら編集，第１５版，
ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（２００１）において記載されてい
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る。従って、本発明の方法は、幹細胞移植を受けている哺乳動物における癌の処置に関す
る。この方法は、ある量のこのヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体を、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６と組み合わせて、哺乳動物に投与する工程を包含し、この抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ
　ＰＦ３５１２６７６治療の組み合わせが、幹細胞移植とのさらなる組み合わせにおいて
癌を処置する際に有効である。
【０１８５】
　上記方法が幹細胞移植を含む場合、上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６治
療剤の組み合わせの第一用量は、哺乳動物の免疫系が移植によって回復した後、例えば、
移植後約１～１２ヶ月の期間内に投与され得る。特定の実施形態において、上記第一用量
は、移植後１～３ヶ月、または１～４ヶ月の期間内に投与される。患者は、幹細胞治療お
よび予備的処置を受け得る。
【０１８６】
　本発明はまた、（ｉ）哺乳動物において幹細胞移植を行う工程、および（ｉｉ）有効量
のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と組み合わせて、有効量のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗
体を投与する工程を包含する、哺乳動物における癌の処置のための方法に関する。好まし
くは、哺乳動物は、ヒトである。幹細胞移植は、同種異系幹細胞移植または自系幹細胞移
植であり得る。さらに、細胞移植は、同じ患者および／またはＨＬＡ適合したドナーのい
ずれかからのリンパ球の養子転移を含む。
【０１８７】
　さらに、本発明は、放射線療法および幹細胞移植、ならびに本明細書中に記載されてい
るか、当該分野において公知であるか、または将来開発される任意の処置の任意の組み合
わせと、組み合わせられ得る。
【０１８８】
　上記で本明細書中の他の場所で指摘されているように、抗ＣＴＬＡ－４抗体が、標準の
癌処置（例えば、特に、化学療法レジメン）と組み合わせられる場合、投与される化学療
法剤の用量を減少させることが、可能であり得る（Ｍｏｋｙｒ，Ｍ．ら，Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ　５８：５３０１－５３０４（１９９８））。これは、癌の処置につい
て本明細書中に開示されている抗ＣＴＬＡ－４抗体と免疫を増進させるヌクレオチド（例
えば、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６）とを組み合わせた使用が、細胞死を媒介し
得るか、または別の方法で、このＣＴＬＡ－４遮断とこのヌクレオチドのＴＬＲ９アゴニ
スト作用との間の相乗効果を提供し得るという理由による。任意の特定の理論により拘束
されることを望まないが、抗ＣＴＬＡ－４抗体、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、
またはその組み合わせにより増大または延長された免疫反応により媒介される腫瘍細胞死
は、この抗原提示経路における上昇したレベルの腫瘍特異的抗原をもたらし得、この抗Ｃ
ＴＬＡ－４抗体は、それにに対する増大した免疫反応を媒介する結果、ＣｐＧ　ＯＤＮ　
ＰＦ３５１２６７６とこの抗体との共投与は、この腫瘍抗原に対して指向性の免疫反応に
おける相加的または相乗的な増大を媒介する。腫瘍特異的抗原の細胞死発現を介して、抗
ＣＴＬＡ－４－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の免疫反応増大を伴う相乗効果をも
たらし得る、他の組み合わせ治療は、放射線療法、外科手術、化学療法、ならびに多くの
他の抗腫瘍剤のうち、当該分野において周知のおよび本明細書中に例示されている広範囲
の抗腫瘍剤の投与である。これらのプロトコール、および本明細書中の他の場所に記載さ
れている他のプロトコールのうちの各々は、宿主抗原提示経路内に腫瘍抗原を供給し得る
腫瘍細胞死により、この宿主において、腫瘍特異的抗原の供給源をもたらす。従って、本
明細書中に開示されている組み合わせ治療は、腫瘍特異的抗原の増加した供給源を提供し
得、それによって、順番に患者に対する治療上の利益を提供する、腫瘍に対する増加した
免疫反応を提供し得る。
【０１８９】
　（ＶＩ．投薬レジメン）
　投薬レジメンは、最適の所望の反応を提供するように調節され得る。例えば、単一のボ
ーラスが投与されてもよく、いくつかの分割された用量が時間をかけて投与されてもよく
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、または用量が、治療状態の必要性により示されている通りに、比例して減少もしくは増
加されてもよい。投与の容易さおよび投薬の均一性のために、投薬単位形態において、非
経口的組成物を処方することは、特に有利である。本明細書中に用いられている、投薬単
位形態は、哺乳動物被験体が処置されるのに適した１まとまりの投薬としての物理的に別
々の単位を指し；各単位は、必要とされる薬学的キャリアと共に、所望の治療効果を生じ
るように算出された予め決定された量の活性化合物を含む。本発明の投薬単位形態に対す
る詳細は、（ａ）上記抗体の特有の性質および達成される特定の治療効果または予防効果
、ならびに（ｂ）個体における感受性の処置のためのこのような活性化合物を混ぜ合わせ
ることに関する当該分野における固有の限界により規定され、そして直接的にこれらに依
存している。
【０１９０】
　従って、当業者は、本明細書中に提供されている開示に基づいて、上記用量および投与
レジメンが、上記の治療分野において周知の方法に従って調節されることを認める。すな
わち、最大の許容可能用量は、容易に確立され得、そして、患者に対する検出可能な治療
上の利益を提供するための、各薬剤を投与するための一時的な必要条件が、決定され得る
のと同様に、患者に対する検出可能な治療上の利益を提供する有効量もまた、決定され得
る。従って、特定の用量および投与レジメンが、本明細書中に例示されているが、これら
の例は決して、本発明を実施する際に患者に提供され得る用量および投与レジメンを限定
しない。さらに、当業者は、いったん、本明細書中に提供されている教示を与えられれば
、治療上の利益（例えば、多くの他のパラメーターのうち、腫瘍サイズおよび／または転
移の検出可能な縮小、および再発までの延長された時間が挙げられるが、これらに限定さ
れない）が、癌の処置の効力を評価するための当該分野において公知の広範囲の方法によ
り評価され得ること、ならびにこれらの方法および将来開発される方法が、本明細書中に
含まれていることを理解する。
【０１９１】
　投薬量の値が、緩和される状態の型および重症度と共に変化し得、そして単一用量また
は多数の用量を含み得ることは、注意されるべきである。さらに、任意の特定の被験体の
ための特定の投薬レジメンは、個々の必要性、および組成物を投与する人または組成物の
投与を監督する人の専門的判断に従って、時間をかけて、調節されるべきであること、な
らびに本明細書中に示されている投薬範囲は、例示のみであり、請求されている組成物の
範囲または実施を限定しないことを意図することが、理解される。例えば、用量は、臨床
的効果を含み得る薬物速度論パラメーターまたは薬理学的パラメーター（例えば、毒性効
果および／または実験室の値）に基づいて、調節され得る。従って、本発明は、当業者に
より決定される、患者内の用量の段階的上昇を含む。上記抗体の投与のために適切な投薬
およびレジメンを決定することは、関連する技術において周知であり、そして、いったん
、本明細書中に開示されている教示を提供されれば、当業者により、含まれていることが
理解される。
【０１９２】
　（ＯＤＮの投与）
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、当該分野において周知の標準の投与レジメン
に従って、投与され得る。粘膜送達または局所送達のためのＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６の被験体用量は、典型的に、投与１回当り約１μｇ～１００ｍｇの範囲にわたり
、そしてこの被験体用量は、適用に依存して、毎日、週１回、または月１回およびその間
の任意の他の期間で与えられ得る。特に、粘膜用量または局所用量は、投与１回当り約１
００μｇ～５０ｍｇの範囲にわたり、最も典型的に、約１～１０ｍｇの範囲にわたり、２
～４回の投与は、何日間かまたは何週間の期間をあけられる。
【０１９３】
　全身性免疫反応を誘導する目的のための非経口的送達のための本明細書中に記載されて
いる化合物の被験体用量は、典型的に、有効な粘膜用量よりも２～１，０００倍高く、よ
り典型的に、２～１００倍高く、最も典型的に、５～５０倍高くあり得る。
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【０１９４】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６が、他の治療剤（例えば、本発明の抗体）と組み
合わせて、または特定化された送達ビヒクルにおいて投与される場合に、免疫反応を誘導
するための非経口的（皮下が挙げられる）送達のためのＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６
７６の用量は、典型的に、投与１回当り約１０μｇ～１０００ｍｇの範囲にわたり、そし
てこの被験体用量は、適用に依存して、毎日、週１回、または月１回およびその間の任意
の他の時間で与えられ得る。より典型的に、これらの目的のための非経口的用量は、投与
１回当り約１～５００ｍｇの範囲にわたり、最も典型的に、約５～１００ｍｇの範囲にわ
たり、２～４回の投与は、何日間かまたは何週間の期間があけられる。しかしながら、い
くつかの実施形態において、これらの目的のための非経口的用量は、上記の典型的用量よ
りも５～１０，０００倍高い範囲で用いられ得る。
【０１９５】
　いくつかの実施形態において、上記ＯＤＮは、１週１回、全体で１０～４０ｍｇの範囲
にわたる量で投与される。ＯＤＮは、各々５または１０ｍｇの用量で投与され得、それに
よって、投与される全量に依存して、多数のボーラス（ｂｏｌｉ）または注射物をもたら
し得る。例えば、投与される全量が１０ｍｇである場合、これは、例えば、２×５ｍｇ注
射用量で投与され得る。別の例として、投与される全量が４０ｍｇである場合、これは、
例えば、４×１０ｍｇ注射用量で投与され得る。
【０１９６】
　（抗体の投与）
　本発明に従って投与される抗体の治療的に有効な量についての、例示的な、非限定的範
囲は、少なくとも約０．１ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約０．３ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約１
ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約５ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約６ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約１０
ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約１５ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約２０ｍｇ／ｋｇ、少なくとも約
３０ｍｇ／ｋｇ、または少なくとも約５０ｍｇ／ｋｇである。例えば、抗体の治療的に有
効な量は、約０．１～３０ｍｇ／ｋｇ、または例えば約０．３～２５ｍｇ／ｋｇ、または
例えば約１～２０ｍｇ／ｋｇ、または例えば約３～２０ｍｇ／ｋｇ、または例えば約５～
２０ｍｇ／ｋｇ、または例えば約１０～２０ｍｇ／ｋｇ、または約３～１５ｍｇ／ｋｇ、
または約５～１５ｍｇ／ｋｇ、または約１０～１５ｍｇ／ｋｇの範囲にわたり得る。
【０１９７】
　別の実施形態において、上記抗体は、少なくとも０．３ｍｇ／ｋｇ、好ましくは、少な
くとも１ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは、少なくとも３ｍｇ／ｋｇ、なお一層より好ましく
は、少なくとも５ｍｇ／ｋｇ、好ましくは、少なくとも６ｍｇ／ｋｇ、なお一層より好ま
しくは、少なくとも１０ｍｇ／ｋｇ、なお一層より好ましくは、少なくとも１５ｍｇ／ｋ
ｇ、およびなお一層より好ましくは、少なくとも２０ｍｇ／ｋｇの用量で投与される。
【０１９８】
　さらに、上記抗体は、約０．１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは、約０．
３ｍｇ／ｋｇ～２０ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは、約１ｍｇ／ｋｇ～１５ｍｇ／ｋｇ、な
お一層より好ましくは、約３ｍｇ／ｋｇ～１５ｍｇ／ｋｇ、なお一層より好ましくは、約
６ｍｇ／ｋｇ～１５ｍｇ／ｋｇの範囲にわたる用量で、ｉ．ｖ．注入により投与される。
一実施形態において、上記抗体は、適切な緩衝液系中に約５～２０ｍｇ／ｍｌを含む滅菌
水溶液として、静脈内処方で投与される。
【０１９９】
　さらに、例示的な用量の段階的上昇のプロトコールは、最大許容用量（ＭＴＤ）を決定
するために、用量を限定する毒性（ＤＬＴ）を評価するために用いられ得、存在する場合
、抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせ治療などと関連して、増加す
る用量（約０．１ｍｇ／ｋｇ、０．３ｍｇ／ｋｇ、１ｍｇ／ｋｇ、３ｍｇ／ｋｇ、６ｍｇ
／ｋｇ、７ｍｇ／ｋｇ、１０ｍｇ／ｋｇ、１２ｍｇ／ｋｇ、１５ｍｇ／ｋｇ以上、または
その任意の組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない）を投与することを含み、
より好ましくは、０．１ｍｇ／ｋｇ、０．３ｍｇ／ｋｇ、１ｍｇ／ｋｇ、３ｍｇ／ｋｇ、
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６ｍｇ／ｋｇ、１０ｍｇ／ｋｇ、１５ｍｇ／ｋｇまたは２０ｍｇ／ｋｇの連続する用量が
、投与され、そして患者は、他のパラメーターのうち、毒性について、存在する場合、処
置の効力についても評価される。用量レジメンの毒性および効力を決定するためのこのよ
うな研究は、当該分野において周知である。
【０２００】
　（投与のタイミング）
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、本発明の抗ＣＴＬＡ－４抗体と共に、実質的
に同時にまたは連続して投与され得る。投与が同時である場合、上記ＯＤＮおよび上記抗
体は、同時に投与されるが、同じ処方物中または別々の処方物中に存在し得る。用語「実
質的に同時に」は、上記化合物が、互いに何分か以内に（例えば、互いに１０分以内に）
投与され、そして連結投与および連続した投与を含むことを意図するが、この投与が連続
的である場合、これらの投与は、ほんの短い間、時間が隔てられる（例えば、医療従事者
が２つの化合物を別々に投与するのにかかる時間）ことを意味する。本明細書中に用いら
れる、同時投与および実質的に同時の投与は、交換可能に用いられる。連続した投与は、
上記ＯＤＮおよび上記抗体の時間的に隔てられた投与を指す。これらの化合物の投与間の
時間の分離は、２つの医薬を別々に、順々に、遅延を意図しないで投与するのにかかる時
間よりも、故意に長い。従って、共投与は、上記抗体と上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６との投与の任意の時間的な組み合わせを含み、その結果、これらの２つの投与は
、他方が不在の場合のいずれかの薬剤の投与よりも検出可能に大きい、患者に対する治療
上の利益を媒介する。
【０２０１】
　上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、上記抗体の投与の前、同時、もしくは後に（またはその任意の
組み合わせで）投与され得、逆もまた同じである。上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、毎日（１日当
り１回以上の投与を含む）、２日毎に、３日毎に、４日毎に、５日毎に、６日毎に、また
は週１回、月１回、２ヶ月毎に、３ヶ月毎に、４ヶ月毎に、５ヶ月毎に、６ヶ月毎に、ま
たは年１回投与され得る。上記抗体は、毎日、２日毎に、３日毎に、４日毎に、５日毎に
、６日毎に、週１回、２週間毎に、月１回、または２０日毎に、２５日毎に、２８日毎に
、３０日毎に、４０日毎に、５０日毎に、２ヶ月毎に、７０日毎に、８０日毎に、３ヶ月
毎に、６ヶ月毎に、または年１回投与され得る。上記抗体の単一用量または多数用量が、
投与され得る。あるいは、少なくとも１つの用量、または少なくとも３つ、６つまたは１
２個の用量が、投与され得る。例えば、上記用量が、投与され得る。上記ＯＤＮおよび抗
体の投与は、交互であり得る。
【０２０２】
　一実施形態において、上記用量の一部分は、静脈内ボーラスにより投与され、残りは、
上記抗体処方物の注入により投与される。例えば、上記抗体の静脈内注射は、ボーラスと
して与えられ得、予め決定された抗体用量の残りは、静脈内注射により投与され得る。上
記抗体の予め決定された用量は、例えば、約１時間３０分から約５時間までの期間にわた
り投与され得る。
【０２０３】
　一実施形態において、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６および上記抗体は、ＣｐＧ
　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６が、本明細書中に説明されている用量で、好ましくは非経
口的に（例えば、皮下経路またはＩＶ経路により）投与されるという点で、共投与される
。別の実施形態において、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体は、上記ＣｐＧ　ＯＤＮの効力を限定
する阻害効果を遮断するために、最初に投与される。この実施形態において、上記抗ＣＴ
ＬＡ－４抗体は、好ましくは、上記ＣｐＧ　ＯＤＮの１週間～１日前に、最も好ましくは
、上記ＣｐＧ　ＯＤＮの２～３日前に与えられる。
【０２０４】
　別の実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、免疫系をプライム（ｐｒｉｍｅ）して
、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体および任意の他の免疫治療またはこれと共に与えられ得る他の
治療（例えば、腫瘍ワクチンなど）に対するよりよい免疫活性化反応を有するように、最
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初に与えられる。この実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮは、好ましくは、上記抗Ｃ
ＴＬＡ－４抗体の１週間～１日前に、最も好ましくは、上記抗ＣＴＬＡ－４抗体の２～３
日前に与えられる。
【０２０５】
　任意の適切な休止期間が、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と抗ＣＴＬＡ－４抗体
との投与の間に用いられ得るが、本発明は、待機期間を必要とせず、上記抗体およびＣｐ
Ｇ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、実質的に同時に共投与され得る。従って、一実施形
態において、上記抗体は、単一注射として投与され、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７
６は、上記抗体の約１～７日前または約１～７日後のいずれかに投与される。
【０２０６】
　上記抗体または抗体フラグメントは、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と共に
、複数日周期または複数週周期で投与され得る。上記複数日周期は、２、３、４、５、６
、７、８、９、１０日以上の周期、または２、３、４週以上の周期であり得る。上記抗体
またはそのフラグメントは、このような周期の最初の日に投与され得、次いで、上記Ｃｐ
Ｇ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、複数週周期の各週の最初の日に、投与され得る。例
えば、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、３週周期の１日目、７日目および１
４日目に投与され得る。上記３週周期は、１回、２回、３回以上繰り返され得る。上記の
全処置は、例えば、免疫系をプライムするためにまたは被験体を次の治療に対してより反
応性にするために、上記ＯＤＮまたは上記抗体単独のいずれかの投与により先行され得る
。
【０２０７】
　抗体およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６のさらなる周期は、当該分野で認めら
れている方法により決定されるように、提供され得る。しかしながら、本発明は、抗ＣＴ
ＬＡ－４抗体を組み合わせて、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を投与するための、
これらもしくは任意の特定の投薬レジメンまたは投与レジメンに限定されない。むしろ、
上記抗体およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の投与のための最適用量、経路およ
びレジメンは、関連する技術の当業者により、周知の方法を用いて容易に決定され得る。
【０２０８】
　上記抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせは、腫瘍細胞を感作する
ためにまたは別の点で患者に対する治療上の利益を付与するために、外科手術の前のネオ
アジュバント療法、放射線療法、または任意の他の処置として投与され得る。さらに、上
記組み合わせは、ネオアジュバント療法、次いで、局所化された処置（例えば、外科手術
、放射線療法、またはその両方）として共投与され得る。
【０２０９】
　さらに、上記組み合わせは、第二選択療法（例えば、いったん、任意の第一選択療法が
失敗した場合が挙げられるが、これに限定されない）として投与され得る。あるいは、上
記組み合わせは、第一選択療法と同時に、および／または第一選択療法の間の任意の時点
で投与され得、第一選択療法は、最初の処置に次いで投与され得る。
【０２１０】
　これは、いったん、第一選択療法が失敗した場合、いったん、全身性アジュバント療法
が失敗した場合などに、抗ＣＴＬＡ－４抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との
組み合わせが、治療上の利益を提供し得るという理由のためである。従って、本発明は、
本明細書中に提供されている開示に基づいて当業者により認められる、さらなる治療（ホ
ルモン治療（例えば、抗アンドロゲン、アロマターゼインヒビターなど）、放射線療法、
および任意のさらなる治療剤（他の治療のうち、化学療法、シグナル阻害治療）などが挙
げられるが、これらに限定されない）を組み合わせたまたは組み合わせていない、抗体お
よびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の投与を含む。
【０２１１】
　（ＶＩＩ．薬学的組成物）
　本発明はまた、癌を処置するために有効な量（例えば、少なくとも１ｍｇ／ｋｇ、少な
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くとも３ｍｇ／ｋｇ、少なくとも５ｍｇ／ｋｇ、少なくとも１０ｍｇ／ｋｇ、少なくとも
１５ｍｇ／ｋｇ、または少なくとも２０ｍｇ／ｋｇ）のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体および治
療的に有用な量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を含む、製品（例えば、ｉ．ｖ．
投与のために適合された投薬形態）に関する。特定の実施形態において、上記製品は、ヒ
ト抗ＣＴＬＡ－４抗体、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６、ならびにラベルおよび／
または癌を処置することについての使用説明書を含む容器を含む。
【０２１２】
　本発明は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を組み合わせたおよび組み合わせてい
ない活性成分としての本発明のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体を含む、薬学的組成物の調製およ
び使用を含む。これらの薬学的組成物は、被験体への投与のために適切な形態の、少なく
とも１つの活性成分（例えば、有効量の抗ＣＴＬＡ－４、有効量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ
３５１２６７６）の組み合わせとしての、単独の各活性成分からなり得るか、あるいは、
この薬学的組成物は、この活性成分ならびに１つ以上の薬学的に受容可能なキャリア、１
つ以上のさらなる（活性および／もしくは不活性）成分、またはこれらのいくつかの組み
合わせを含み得る。
【０２１３】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、被験体に直接的に投与されてもよく、または
核酸送達複合体と共に投与されてもよい。核酸送達複合体は、標的化手段（例えば、標的
細胞に対するより高い親和性の結合をもたらす分子）と結合した（例えば、標的化手段に
イオン結合もしくは共有結合した；または標的化手段内にカプセル化された）核酸分子を
意味する。核酸送達複合体の例としては、ステロール（例えば、コレステロール）、脂質
（例えば、陽イオン性脂質、ビロソーム（ｖｉｒｏｓｏｍｅ）もしくはリポソーム）、ま
たは標的細胞特異的結合因子（例えば、標的細胞特異的レセプターにより認識されるリガ
ンド）と結合したオリゴヌクレオチドが挙げられる。好ましい複合体は、標的細胞による
内在化の前の顕著な結合解離を防ぐために、インビボで十分に安定であり得る。しかしな
がら、上記複合体は、核酸が、機能性形態で放出されるように、細胞内での適切な条件下
で切断可能であり得る。
【０２１４】
　抗原およびオリゴヌクレオチドを表面に送達するための送達ビヒクルまたは送達デバイ
スが、記載されてきた。上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６および／または上記抗
原および／または他の治療薬は、単独で（例えば、食塩水もしくは緩衝液中で）または当
該分野において公知の任意の送達ビヒクルを用いて投与され得る。例えば、以下の送達ビ
ヒクル：コクリエート（ｃｏｃｈｌｅａｔｅ）；エマルソーム、ＩＳＣＯＭ；リポソーム
；生菌ベクター（例えば、サルモネラ属、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ、Ｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｃａｌｍａｔｔｅ－ｇｕｅｒｉｎ、赤痢菌属、乳酸桿菌属）；生ウイルスベク
ター（例えば、ワクシニア、アデノウイルス、単純ヘルペス）；ミクロスフェア；オリゴ
ヌクレオチドワクチン；重合体；重合体の環；プロテオソーム；フッ化ナトリウム；トラ
ンスジェニック植物；ビロソーム；ウイルス様粒子、および陽イオン性脂質、ペプチド、
または多価陰イオン性オリゴヌクレオチドとの電荷相互作用を有する他のキャリアが、記
載されてきた。当該分野において公知の他の送達ビヒクルおよびいくつかのさらなる例は
、ベクターの議論において下記に提供されている。
【０２１５】
　一実施形態において、上記ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、皮下注射により投
与されるが、上記抗体は、非経口的に（例えば、静脈内に）水溶液で投与される。上記Ｃ
ｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の好ましい処方および投薬は、開示が本明細書中に参
考文献として全体が援用されている、米国特許出願公開第ＵＳ２００４／０１９８６８０
号において記載されている。しかしながら、当業者は、本明細書中に提供されている開示
に基づいて、本発明が、これらまたは任意の他の処方、用量、投与経路などに限定されな
いことを理解する。むしろ、本発明は、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を組み合わ
せて抗体を投与する任意の処方または方法（各薬剤を別々に異なる処方で異なる投与経路
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を介して投与すること（例えば、多くの他の処方または方法のうち、ＣｐＧ　ＯＤＮ　Ｐ
Ｆ３５１２６７６を皮下で共投与するが、抗ＣＴＬＡ－４抗体をｉ．ｖ．で投与すること
）が挙げられるが、これに限定されない）を含む。従って、以下の議論は、ＣｐＧ　ＯＤ
Ｎ　ＰＦ３５１２６７６を組み合わせた任意の抗ＣＴＬＡ－４抗体の投与を含む、本発明
の方法を実施するための様々な処方を記載するが、本発明は、これらの処方に限定されず
に、いったん、本明細書中に本発明の方法における使用のために提供されている教示を与
えられれば、当業者により容易に決定され得る、任意の処方を含む。
【０２１６】
　本発明において用いられる抗体は、被験体への投与のための適切な薬学的組成物に組み
込まれ得る。典型的に、上記薬学的組成物は、上記抗体および薬学的に受容可能なキャリ
アを含む。本明細書中に用いられている、「薬学的に受容可能なキャリア」は、生理的に
適合可能である、任意の、かつ、全ての溶媒、分散媒、コーティング、抗菌剤および抗真
菌剤、等張性剤および吸収遅延剤などを含む。薬学的に受容可能なキャリアの例としては
、１つ以上の水、食塩水、リン酸緩衝化食塩水、デキストロース、トレハロース、グリセ
ロール、エタノールなど、およびそれらの組み合わせが挙げられる。多くの場合において
、上記組成物中に、等張性剤（例えば、糖、ポリアルコール（例えば、マンニトール、ソ
ルビトール）、または塩化ナトリウム）を含むことが、好ましい。上記抗体または抗体部
分の貯蔵寿命を延長するかまたは有効性を高める、薬学的に受容可能な物質（例えば、湿
潤性物質または少量の補助的物質（例えば、湿潤剤または乳化剤）、保存剤または緩衝剤
）。
【０２１７】
　上記抗体は、様々な形態であり得る。これらの形態としては、例えば、液体、半固体お
よび固体の投薬形態（例えば、液状溶液（例えば、注射可能な溶液および注入可能な溶液
）、分散物または懸濁物、錠剤、丸剤、粉剤、リポソームおよび坐剤）が挙げられる。好
ましい形態は、投与および治療適用についての意図された様式に依存する。典型的な好ま
しい組成物は、注射可能な溶液または注入可能な溶液の形態（例えば、他の抗体を含むヒ
トの受動免疫のために用いられる組成物に類似の組成物）である。好ましい投与の様式は
、非経口的（例えば、静脈内、皮下、腹膜内、筋肉内）である。好ましい実施形態におい
て、上記抗体は、静脈内の注入または注射により投与される。別の好ましい実施形態にお
いて、上記抗体は、筋肉内注射または皮下注射により投与される。
【０２１８】
　治療的組成物は、典型的に、製造および保管の条件下で、無菌でかつ安定でなければな
らない。上記組成物は、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
薬物濃度に対して適切な他の規則正しい構造として処方され得る。無菌の注射可能な溶液
は、（必要とされる場合、上に列挙されている成分のうちの１つまたは組み合わせを含む
）適切な溶媒に、必要とされる量の上記抗体を組み込み、次いで、濾過滅菌することによ
り調製され得る。一般的に、分散物は、基本分散媒と、上に列挙されている成分に由来す
る必要とされる他の成分とを含む滅菌ビヒクルに、上記化合物を組み込むことにより調製
される。無菌の注射可能な溶液の調製のための無菌パウダーの場合、好ましい調製の方法
は、上記活性成分と予め滅菌濾過されたその溶液に由来する任意のさらなる所望の成分と
の粉末を生じる、吸引乾燥および凍結乾燥である。溶液の適切な流動性は、例えば、コー
ティング（例えば、レシチン）の使用により、分散物の場合、必要とされる粒子サイズの
維持により、および表面活性剤の使用により維持され得る。注射可能な組成物の延長され
た吸収は、吸収を遅延する薬剤（例えば、モノステアラート塩およびゼラチン）を上記組
成物中に含むことにより、引き起こされ得る。
【０２１９】
　上記抗体および／またはＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６は、当該分野において公
知の様々な方法（経口の、非経口的な、粘膜の、吸入による、局所的な、頬の、鼻の、お
よび直腸の方法が挙げられるが、これらに限定されない）により投与され得る。多くの治
療適用に関して、好ましい投与の経路／様式は、皮下、筋肉内、静脈内または注入である
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。所望される場合、針を用いない注射が、用いられ得る。当業者により認められる、投与
の経路および／または様式は、所望される結果に依存して変化する。
【０２２０】
　投薬レジメンは、最適の所望の反応を提供するように調節され得る。例えば、単一のボ
ーラスが投与されてもよく、いくつかの分割された用量が、時間をかけて投与されてもよ
く、または用量が、治療状態の必要性により示されている通り、比例して減少もしくは増
加されてもよい。投与の容易さおよび投薬の均一性のために、投薬単位形態において、非
経口的組成物を処方することは、特に有利である。本明細書中に用いられている、投薬単
位形態は、哺乳動物被験体が処置されるのに適した１まとまりの投薬としての物理的に別
々の単位を指し；各単位は、必要とされる薬学的キャリアと共に、所望の治療効果を生じ
るように算出された予め決定された量の活性化合物を含む。本発明の投薬単位形態に対す
る詳細は、（ａ）上記抗体の特有の性質および達成される特定の治療効果または予防効果
、ならびに（ｂ）個体における感受性の処置のためにこのような活性化合物を混ぜ合わせ
ることに関する当該分野における固有の限界により規定され、そして直接的にこれらに依
存している。
【０２２１】
　投薬量の値が、緩和される状態の型および重症度と共に変化し得、そして単一用量また
は多数の用量を含み得ることは、注意されるべきである。さらに、任意の特定の被験体の
ための特定の投薬レジメンは、個々の必要性、および組成物を投与する人または組成物の
投与を監督する人の専門的判断に従って、時間をかけて、調節されるべきであること、な
らびに本明細書中に示されている投薬範囲は、例示のみであり、請求されている組成物の
範囲または実施を限定しないことを意図することが、理解される。
【０２２２】
　一実施形態において、上記抗体は、約５～６の範囲にわたるｐＨで、酢酸ナトリウム、
ポリソルベート８０、および塩化ナトリウムと共に、５または１０ｍｇ／ｍｌの抗体を含
む滅菌水溶液として、静脈内処方で投与される。好ましくは、上記静脈内処方は、ｐＨ　
５．５で、２０ｍＭの酢酸ナトリウム、０．２ｍｇ／ｍｌのポリソルベート８０、および
１４０ｍＭの塩化ナトリウムと共に、５または１０ｍｇ／ｍｌの抗体を含む滅菌水溶液で
ある。
【０２２３】
　一実施形態において、上記用量の一部分は、静脈内ボーラスにより投与され、残りは、
上記抗体処方の注入により投与される。例えば、上記抗体の０．０１ｍｇ／ｋｇの静脈内
注射は、ボーラスとして与えられ得、予め決定された抗体用量の残りは、静脈内注射によ
り投与され得る。上記抗体の予め決定された用量は、例えば、１時間３０分から２時間～
５時間までの期間にわたり投与され得る。
【０２２４】
　本明細書中に記載されている薬学的組成物の処方物は、薬理学の分野における任意の公
知の方法または今後開発される方法により調製され得る。一般的に、このような調製方法
は、上記活性成分をキャリアまたは１つ以上の他の補助的成分と関連させる工程、次いで
、必要または所望である場合、この産物を所望の単一用量単位もしくは多数用量単位とし
て形作るかまたは包装する工程を包含する。
【０２２５】
　本発明の薬学的組成物は、単一単位用量として、または多数の単一単位用量として、調
製、包装またはバルクで販売され得る。本明細書中に用いられている、「単位用量」は、
予め決定された量の上記活性成分を含む上記薬学的組成物の別々の量である。上記活性成
分の量は、一般的に、被験体に投与される上記活性成分の用量またはこのような用量の便
利な一部分（例えば、このような用量の１／２または１／３）に等しい。
【０２２６】
　本発明の薬学的組成物における活性成分、薬学的に受容可能なキャリア、および任意の
さらなる成分の相対的な量は、独自性、サイズ、および処置される被験体の状態に依存し
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て、さらに、この組成物が投与される経路に依存して変化する。例として、上記組成物は
、０．１％と１００％（ｗ／ｗ）との間の活性成分を含み得る。
【０２２７】
　上記活性成分に加えて、本発明の薬学的組成物はさらに、１つ以上のさらなる薬学的に
活性な薬剤を含み得る。特に企図されるさらなる薬剤としては、制吐剤、止痢剤、化学療
法剤、サイトカインなどが挙げられる。
【０２２８】
　本発明の薬学的組成物の制御型放出処方物または持続型放出処方物は、通常の技術を用
いて作製され得る。
【０２２９】
　本明細書中に用いられている、薬学的組成物の「非経口的投与」は、被験体の組織の物
理的な切り裂きにより特徴付けられる投与およびこの組織における裂け目を通じたこの薬
学的組成物の投与の任意の経路を含む。従って、非経口的投与としては、上記組成物の注
射、外科的切除による上記組成物の適用、組織透過性非外科的傷害による上記組成物の適
用による薬学的組成物の投与などが挙げられるが、これらに限定されない。特に、非経口
的投与としては、皮下注射、腹膜内注射、筋肉内注射、胸骨内注射、および腎臓透析注入
の技術が挙げられるが、これらに限定されないことが、企図される。
【０２３０】
　非経口的投与のために適切な薬学的組成物の処方物は、薬学的に受容可能なキャリア（
例えば、滅菌水または滅菌等張性食塩水）を組み合わせた活性成分を含む。このような処
方は、ボーラス投与または連続投与のために適切な形態で調製、包装、または販売され得
る。注射可能な処方物は、単位投薬形態で（例えば、保存剤を含むアンプルまたは多数用
量容器において）調製、包装、または販売され得る。非経口的投与のための処方としては
、油性ビヒクルまたは水性ビヒクルにおける懸濁物、溶液、エマルジョン、パスタ、およ
び下記に議論されている移植可能な持続型放出または生分解性の処方が挙げられるが、こ
れらに限定されない。このような処方物はさらに、１つ以上のさらなる成分（懸濁剤、安
定化剤、または分散剤が挙げられるが、これらに限定されない）を含み得る。非経口的投
与のための処方物の一実施形態において、上記活性成分は、再構成された組成物を非経口
的投与する前に適切なビヒクル（例えば、発熱物質を含まない滅菌水）を用いて再構成す
るための乾燥（すなわち、パウダーまたは顆粒）形態で提供されている。
【０２３１】
　本発明の組成物は、当該分野において公知の様々な方法により投与され得る。上記投与
の経路および／または様式は、所望される結果に依存して変化する。上記活性化合物は、
この化合物を速い放出から保護するキャリアと共に調製され得る（例えば、インプラント
、経皮性パッチ、および微小カプセル化された送達系を含む制御型放出処方物）。生分解
性の、生物適合性重合体（例えば、エチレン酢酸ビニル、多価無水物、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）が、用いられ得る。このような処
方物の調製のための多くの方法は、例えば、Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｊ．Ｒ．Ｒ
ｏｂｉｎｓｏｎ編集，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，（１
９７８）により記載されている。薬学的組成物は、好ましくはＧＭＰ条件下で製造される
。
【０２３２】
　上記薬学的組成物は、無菌の注射可能な水性もしくは油性の懸濁物または溶液の形態で
、調製、包装、または販売され得る。この懸濁物または溶液は、公知技術に従って処方さ
れ得、上記活性成分に加えて、さらなる成分（例えば、本明細書中に記載されている上記
分散剤、湿潤剤、または懸濁剤）を含み得る。このような無菌の注射可能な処方は、非毒
性の非経口的に受容可能な賦形剤または溶媒（例えば、水または１，３－ブタン　ジオー
ル）を用いて調製され得る。他の受容可能な賦形剤および溶媒としては、リンゲル溶液、
等張性の塩化ナトリウム溶液、および固定油（例えば、合成のモノグリセリドまたはジグ
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リセリド）が挙げられるが、これらに限定されない。有用である他の非経口的に投与可能
な処方物は、上記活性成分を、微結晶性形態で、リポソーム処方物において、または生分
解性重合体系の構成成分として含む、処方物である。持続型放出またはインプラントのた
めの組成物は、薬学的に受容可能な重合体物質または疎水性物質（例えば、エマルジョン
、イオン交換樹脂、わずかに溶ける（ｓｐａｒｉｎｇｌｙ　ｓｏｌｕｂｌｅ）重合体、ま
たはわずかに溶ける塩）を含み得る。
【０２３３】
　本発明の抗ＣＴＬＡ－４抗体／ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の活性成分の組み
合わせは、動物、好ましくはヒトに投与され得る。しかし、各活性成分の投与される正確
な用量は、多くの因子（動物の型および処置されている疾患状態の型、動物の齢および投
与の経路が挙げられるが、これらに限定されない）に依存して変化する。
【０２３４】
　本発明の抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせは、多数の他の化合
物（多くの他の化合物のうち、抗ホルモン性治療剤、サイトカイン、化学療法薬および／
または抗ウイルス薬）と共に共投与され得る。あるいは、上記化合物は、上記抗体－Ｃｐ
Ｇ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６の組み合わせ、またはその任意の順列の１時間、１日、
１週、１月以上前に投与され得る。さらに、上記化合物は、放射線の投与、幹細胞移植、
もしくは任意の治療剤（例えば、サイトカイン、化学療法の化合物など）の投与、または
その任意の並び替えの１時間後、１日後、１週間後もしくはそれより後でさえも投与され
得る。この頻度および投与レジメンは、当業者にとって直ちに明らかであり、そして多く
の因子（処置されている疾患のタイプおよび重症度、動物の齢および健康状態、上記化合
物または投与されている化合物の同一性、様々な化合物の投与経路などが挙げられるが、
これらに限定されない）に依存する。癌を処置するための抗体－ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３
５１２６７６を共投与する方法を実証するいくつかの有益な例が、提供されているが、本
発明は、本発明により含まれている方法を単に説明する役目をするこれらの例に決して限
定されない。
【０２３５】
　（ＶＩＩＩ．キット）
　本発明は、癌の処置のための様々なキットを含む。上記キットは、治療的に有効な量の
本発明のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体および治療的に有効な量のＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１
２６７６を、本発明の方法を実施するためのアプリケーターおよびこの組み合わせの使用
を記載する説明書と共に、含む。例示的なキットは下記に記載されているが、他の有用な
キットの内容は、本開示に照らして当業者にとって明らかである。これらのキットのうち
の各々は、本発明内に含まれている。
【０２３６】
　本発明は、腎細胞癌の処置の必要性のある患者におけるその処置のためのキットを含む
。上記キットは、本発明のヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体およびＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２
６７６を含む。上記キットはさらに、アプリケーター（患者に対するこのキットの構成要
素の投与のためのシリンジが挙げられるが、これに限定されない）を含む。さらに、上記
キットは、患者において乳癌を処置するためのこのキットの使用のための適切な情報を示
す説明書を含む。
【０２３７】
　より好ましくは、上記キットは、４．１．１、４．８．１、４．１０．２、４．１３．
１、４．１４．３、６．１．１、１１．２．１、１１．６．１、１１．７．１、１２．３
．１．１、１２．９．１．１、およびＭＤＸ－０１０から選択される少なくとも１つの抗
ＣＴＬＡ－４抗体を含み、なお一層より好ましくは、上記抗体は、４．１３．１、１１．
２．１、およびＭＤＸ－０１０である。
【０２３８】
　本発明は、抗ＣＴＬＡ－４抗体とＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６との任意の組み
合わせを含むキットを含む。このようなキットが好ましいが、本発明は、この特定の組み
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合わせに限定されない。さらに、上記キットは、癌の処置のための広範囲のさらなる薬剤
を含み得る。このような薬剤は、以前に示されており、多くの他の薬剤のうち、化学療法
の化合物、癌ワクチン、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６以外のＴＬＲアゴニスト、
他のＣｐＧ　ＯＤＮ、レセプターチロシンキナーゼインヒビター（例えば、ＳＵ１１２４
８が挙げられるが、これに限定されない）、異常な細胞増殖または癌を処置する際に有用
な薬剤、ＩＧＦ－１Ｒに結合することにより腫瘍の増殖を阻害する抗体または他のリガン
ド、化学療法剤（他の多くの化学療法剤のうち、タキサン類、ビンカアルカロイド、白金
化合物、インターカレート型抗生物質）、およびサイトカイン、ならびに例えば、処置の
間に生じる任意の毒性を処置するための緩和剤（例えば、止痢剤、制吐剤などが挙げられ
るが、これらに限定されない）を含む。
【０２３９】
　本発明はさらに、詳細に参考として以下の実験の実施例に記載されている。これらの実
施例は、説明の目的のためにのみ提供されており、反対の意味で規定されない限り、限定
されないことが意図される。従って、本発明は、以下の実施例に決して限定されないと解
釈されるべきであり、むしろ、本明細書中に提供されている教示の結果として明らかとな
る、任意の、かつ、全ての改変を含むと解釈されるべきである。
【実施例】
【０２４０】
　（実施例１：乳癌の処置のための、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６と組み合わせ
た抗ＣＴＬＡ－４抗体）
　存在する場合、外科手術／放射線療法に従って、従来のＣＴスキャンにより、またはス
パイラルＣＴスキャンにより正確に二次元で測定し得る、少なくとも１つの病巣を有する
転移性乳癌を有する患者に、確立されたプロトコールでＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６
７６を与える。簡単に言うと、ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を、皮下またはＩＶ
で、０．０２または２０ｍｇ／ｋｇの用量で、最も好ましくは、ＳＣとして約０．２ｍｇ
／ｋｇおよびＩＶとして２ｍｇ／ｋｇで投与する。
【０２４１】
　さらに、患者に、本明細書中に記載されている抗ＣＴＬＡ－４抗体１１．２．１の単一
ＩＶ注入（１００ｍＬ／時間）を、約１０ｍｇ／ｋｇの用量で、所定の上記ＣｐＧ　ＯＤ
Ｎ　ＰＦ３５１２６７６の処置の７日前または７日後の間に投与する。上記抗体処置を、
この抗ＣＴＬＡ－４抗体の用量の段階的上昇を有さずに、２８日後に繰り返し、その後２
８日毎に、許容不可能な毒性も疾患の進行もなく最大１２周期にわたって繰り返す。
【０２４２】
　患者に、抗ヒスタミン（Ｈ１）を、抗ＣＴＬＡ－４の注入の少なくとも３０分前に前投
与し得る。しかしながら、前投与は投与され得るが、好ましくは、典型的に、患者を、前
処置しない。より好ましくは、抗ヒスタミン（Ｈ１）、および／または他の治療的手段の
投与を、注入反応物を受ける患者に提供する。
【０２４３】
　他の緩和的処置のうち、制吐剤および止痢剤を、処置中および処置後に適切に与える。
【０２４４】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を、決定した通り、ヒト抗ＣＴＬＡ－４抗体１１
．２．１と共に連続してもしくは同時に、いずれかを１回、または繰り返して投与する。
【０２４５】
　上記抗ＣＴＬＡ－４抗体を、ゴムストッパーおよびアルミニウムシールを有する１０ｍ
ｌの透き通ったガラスバイアル内に提供する。各バイアルは、ｐＨ　５．５で、２０ｍＭ
の酢酸ナトリウム、０．２ｍｇ／ｍｌのポリソルベート８０、および１４０ｍＭの塩化ナ
トリウムを含む滅菌水溶液中に、５ｍｇ／ｍｌの（５０ｍｇ／バイアルの名目上の量を有
する）抗ＣＴＬＡ－４抗体を含む。
【０２４６】
　ＣｐＧ　ＯＤＮ　ＰＦ３５１２６７６を、薬学的に受容可能な無菌の、保存剤を含まな
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いリン酸緩衝化食塩水溶液中に、非経口的投与のための様々な濃度で提供する。
【０２４７】
　全ての患者について、ＥＣＯＧパフォーマンスステータス、生命徴候および体重を、投
薬前に評価し、臨床上示されているように、生命徴候を、投薬後に繰り返し得る。身体検
査（眼科学的評価および自己免疫の徴候を含む）を、１日目に行う。血液学パネル（ヘマ
トクリット、ＲＢＣカウント、ＷＢＣカウント、鑑別）、化学（アルカリホスファターゼ
、カルシウム、塩化物、ＧＧＴ、ＬＤＨ、マグネシウム、リン、ランダムなグルコース、
ナトリウム、尿素、尿酸）、尿検査（血液、タンパク質）、その他（活性化部分トロンボ
プラスチン時間［ＡＰＴＴ］、プロトロンビン時間（ＰＴ）、自己抗体パネル、Ｃ反応性
タンパク質、ＴＳＨ、Ｔ３、Ｔ４、アミラーゼ、リパーゼ、血清Ｃ３、Ｃ４、血清Ｉｇレ
ベル）のための試料を得る。
【０２４８】
　基準ヒト抗ヒト抗体（ＨＡＨＡ）力価を決定し、薬物速度（ＰＫ）標本を投与前に得る
。
【０２４９】
　以下のエンドポイントを測定する：ＰＫパラメーター、ＨＡＨＡ、反応速度および進行
の時間。進行までの時間および全体の生存率を、Ｋａｐｌａｎ－Ｍｅｉｅｒの積極限法（
Ｋａｐｌａｎ－Ｍｅｉｅｒ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｌｉｍｉｔ　ｍｅｔｈｏｄ）を用いて算出
する。
【０２５０】
　（均等物）
　本発明は、特定の実施形態を参照して開示されてきたが、本発明の他の実施形態および
改変が、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく、当業者により工夫され得る
ことは、明らかである。これらの添付された特許請求の範囲は、全てのこのような実施形
態および均等な改変を含むと解釈されることが意図される。
【０２５１】
　本明細書中に引用されている各々の、かつ、全ての特許、特許出願、および公報の開示
は、本明細書により、本明細書中に、参考として全体が援用されている。
【図面の簡単な説明】
【０２５２】
【図１Ａ】図１Ａ～１Ｄを含む図１は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１．１のヌクレオ
チド配列およびアミノ酸配列を示す。図１Ａは、４．１．１重鎖についての全長ヌクレオ
チド配列（配列番号１）を示す。
【図１Ｂ】図１Ａ～１Ｄを含む図１は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１．１のヌクレオ
チド配列およびアミノ酸配列を示す。図１Ｂは、４．１．１重鎖についての全長アミノ酸
配列（配列番号２）、およびブラケット「［　］」の間に示されている４．１．１重鎖可
変領域についてのアミノ酸配列（配列番号３）を示す。４．１．１重鎖ＣＤＲの各々のア
ミノ酸配列は、下線が引かれている。これらのＣＤＲ配列は、以下の通りである：ＣＤＲ
１：ＧＦＴＦＳＳＨＧＭＨ（配列番号４）；ＣＤＲ２：ＶＩＷＹＤＧＲＮＫＹＹＡＤＳＶ
（配列番号５）；およびＣＤＲ３：ＧＧＨＦＧＰＦＤＹ（配列番号６）。
【図１Ｃ】図１Ａ～１Ｄを含む図１は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１．１のヌクレオ
チド配列およびアミノ酸配列を示す。図１Ｃは、４．１．１軽鎖についてのヌクレオチド
配列（配列番号７）を示す。
【図１Ｄ】図１Ａ～１Ｄを含む図１は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１．１のヌクレオ
チド配列およびアミノ酸配列を示す。図１Ｄは、全長４．１．１軽鎖のアミノ酸配列（配
列番号８）、およびブラケット「［　］」の間に示されている通りのその可変領域（配列
番号９）を示す。各ＣＤＲのアミノ酸配列は、以下の通り示されている：ＣＤＲ１：ＲＡ
ＳＱＳＩＳＳＳＦＬＡ（配列番号１０）；ＣＤＲ２：ＧＡＳＳＲＡＴ（配列番号１１）；
およびＣＤＲ３：ＣＱＱＹＧＴＳＰＷＴ（配列番号１２）。
【図２Ａ】図２Ａ～２Ｄを含む図２は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１３．１のヌクレ
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オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図２Ａは、４．１３．１重鎖についての全長ヌク
レオチド配列（配列番号１３）を示す。
【図２Ｂ】図２Ａ～２Ｄを含む図２は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１３．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図２Ｂは、４．１３．１重鎖についての全長アミ
ノ酸配列（配列番号１４）、およびブラケット「［　］」の間に示されている４．１３．
１重鎖可変領域についてのアミノ酸配列（配列番号１５）を示す。４．１３．１重鎖ＣＤ
Ｒの各々のアミノ酸配列は、下線が引かれている。これらのＣＤＲ配列は、以下の通りで
ある：ＣＤＲ１：ＧＦＴＦＳＳＨＧＩＨ（配列番号１６）；ＣＤＲ２：ＶＩＷＹＤＧＲＮ
ＫＤＹＡＤＳＶ（配列番号１７）；およびＣＤＲ３：ＶＡＰＬＧＰＬＤＹ（配列番号１８
）。
【図２Ｃ】図２Ａ～２Ｄを含む図２は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１３．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図２Ｃは、４．１３．１軽鎖についてのヌクレオ
チド配列（配列番号１９）を示す。
【図２Ｄ】図２Ａ～２Ｄを含む図２は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である４．１３．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図２Ｄは、全長４．１３．１軽鎖のアミノ酸配列
（配列番号２０）、およびブラケット「［　］」の間に示されている通りのその可変領域
（配列番号２１）を示す。各ＣＤＲのアミノ酸配列は、以下の通り示されている：ＣＤＲ
１：ＲＡＳＱＳＶＳＳＹＬＡ（配列番号２２）；ＣＤＲ２：ＧＡＳＳＲＡＴ（配列番号２
３）；およびＣＤＲ３：ＣＱＱＹＧＲＳＰＦＴ（配列番号２４）。
【図３Ａ】図３Ａ～３Ｄを含む図３は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である１１．２．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図３Ａは、１１．２．１重鎖についての全長ヌク
レオチド配列（配列番号２５）を示す。
【図３Ｂ】図３Ａ～３Ｄを含む図３は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である１１．２．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図３Ｂは、１１．２．１重鎖についての全長アミ
ノ酸配列（配列番号２６）、およびブラケット「［　］」の間に示されている１１．２．
１重鎖可変領域についてのアミノ酸配列（配列番号２７）を示す。１１．２．１重鎖ＣＤ
Ｒの各々のアミノ酸配列は、下線が引かれている。これらのＣＤＲ配列は、以下の通りで
ある：ＣＤＲ１：ＧＦＴＦＳＳＹＧＭＨ（配列番号２８）；ＣＤＲ２：ＶＩＷＹＤＧＳＮ
ＫＹＹＡＤＳＶ（配列番号２９）；およびＣＤＲ３：ＤＰＲＧＡＴＬＹＹＹＹＹＧＭＤＶ
（配列番号３０）。
【図３Ｃ】図３Ａ～３Ｄを含む図３は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である１１．２．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図３Ｃは、１１．２．１軽鎖についてのヌクレオ
チド配列（配列番号３１）を示す。
【図３Ｄ】図３Ａ～３Ｄを含む図３は、抗ＣＴＬＡ－４抗体である１１．２．１のヌクレ
オチド配列およびアミノ酸配列を示す。図３Ｄは、全長１１．２．１軽鎖のアミノ酸配列
（配列番号３２）、およびブラケット「［　］」の間に示されている通りのその可変領域
（配列番号３３）を示す。各ＣＤＲのアミノ酸配列は、以下の通り示されている：ＣＤＲ
１：ＲＡＳＱＳＩＮＳＹＬＤ（配列番号３４）；ＣＤＲ２：ＡＡＳＳＬＱＳ（配列番号３
５）；およびＣＤＲ３：ＱＱＹＹＳＴＰＦＴ（配列番号３６）。
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