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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピキア・パストリス発現系において、精製されており生物活性を有する組換えインスリ
ングラルギンであって、少なくとも純度９６％であり、かつ含有グリコシル化不純物が１
％未満のインスリングラルギンを得る方法であって、
　ａ）式Ｘ－Ｂ－Ｙ－Ａによって定義される前記インスリングラルギンの前駆体をコード
しているＤＮＡ配列を含むベクターによって形質転換されたピキア・パストリスを、前記
インスリングラルギンの前駆体の発現に適している状態で培養し、
ここで、
　前記Ｘは、少なくとも１つのアミノ酸で構成されるリーダーペプチド配列であり、
　前記Ｂは、前記インスリングラルギンのＢ鎖の１－３０アミノ酸を有する、アミノ酸配
列であり、
　前記Ｙは、最初の２つのアミノ酸が"ＲＲ"で表される２以上のアミノ酸で構成されたリ
ンカーペプチドであり、
　前記Ａは、前記インスリングラルギンのＡ鎖のアミノ酸配列であり、
　ｂ）インスリングラルギンの前駆体を回収した調製物を得るために陽イオン交換クロマ
トグラフィーを用いて、前記ピキア・パストリスから前記インスリングラルギンの前駆体
を分離して、前記発現されたインスリングラルギンの前駆体を回収し、
　ｃ）インスリングラルギンの前駆体の結晶を得るために工程ｂ）で回収した調製物を結
晶化工程に供し、
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　ｄ）工程ｃ）で得られた前記インスリングラルギンの前駆体の結晶を、トリプシン又は
トリプシン様酵素の存在下で活性なインスリングラルギンに酵素変換し、
　ｅ）グリコシル化された不純物を含む前記インスリングラルギンを精製することで精製
されたインスリングラルギンを得るために、インスリングラルギンをRP-HPLCクロマトグ
ラフィックマトリックスに接触させる上で以下を含む複数の精製工程を実行し、
　　ｉ．濃度２５０ｍＭの酢酸の下で濃度１０％のアセトニトリルで前記マトリックスを
平衡化し；該アセトニトリルで前記インスリングラルギンを溶出する第一工程；
　　ｉｉ．濃度２０ｍＭから２００ｍＭの水性緩衝液Ａの下で濃度１０％のアセトニトリ
ルで前記マトリックスを再度平衡化し；該アセトニトリルで前記インスリングラルギンを
再度溶出する第二工程；
　　ｉｉｉ．濃度１０ｍＭから５０ｍＭの水性緩衝液Ａの下で濃度６％のエタノールで前
記マトリックスを再度平衡化し；該エタノールで前記インスリングラルギンを再度溶出す
る第三工程；
　ｆ）クエン酸緩衝液及び塩化亜鉛を添加して工程ｅ）で前記精製されたインスリングラ
ルギンを沈殿させ、少なくとも純度９６％であり、かつ含有グリコシル化不純物が１％未
満の前記インスリングラルギンを得る、
　各工程を備える、インスリングラルギンを得る方法。
【請求項２】
　前記インスリングラルギンの前駆体は、SEQ ID: 1又はSEQ ID: 2.によって定義される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ピキア・パストリスはGS115株であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記工程ｃ）において、塩化亜鉛及びフェノールを添加することにより、前記インスリ
ングラルギンの前駆体を結晶化させることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記工程ｄ）において、前記酵素変換は、水混和性有機溶媒においてトリプシンの存在
下で行うことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記水混和性有機溶媒は、ＤＭＳＯ、ＤＭＦ、エタノール、アセトン、アセトニトリル
、酢酸エチル及びこれらの混合物のグループから選択されることを特徴とする請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記工程ｅ）における前記水性緩衝液Ａは、クエン酸、酢酸、ホウ酸、ギ酸、塩酸、酢
酸ナトリウム、Ｔｒｉｓ－ＣａＣｌ２、酢酸アンモニウム、過塩素酸及びリン酸からなる
グループから選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記インスリングラルギンのグリコシル化不純物は、モノグリコシル化、トリグリコシ
ル化又はポリグリコシル化のいずれかであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、関連不純物を有していない、又は、グリコシル化不純物を実質的に極少量含
む精製異種タンパク質生成物を産出する不純物の分離及び／又は精製方法に関する。特に
、本発明は、ピキア・パストリス（Pichia pastoris、メタノール資化酵母）のような酵
母に基づく系において発現後に特徴づけられるグラルギン不純物のようなインスリン類似
体のグリコシル化された種類の識別に関する。また、本発明は、タンパク質インスリング
ラルギンをコード化する遺伝子をクローン化し、適切な酵母宿主に関連遺伝子を挿入し、
組み換え型菌株を培養し、異種ポリペプチドの発現を促進し、発酵及び関連する酵素変換
後の分泌と精製の方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来技術の説明
　インスリン、インスリン類似体及び／又は派生物の組み換え型は様々な微生物発現系を
生み出している。現在、大腸菌（E.coli）、サッカロマイセス・セレヴィシエ（S.cerevi
siae）のような生命体は、組み換え型ヒトインスリン及びその派生物の商業生産に用いら
れている。低発現量、下流精製における困難性などのようなこれらの系のいくつかの不利
点のため、メチロトローフ酵母であるピキア・パストリスの使用はタンパク質発現系とし
て主流になっている。この発現系は、高い発現性、簡単な処理、低生産コスト、高濃度培
養等のいくつかの利点をもたらす（米国特許第６８００６０６号明細書）。
【０００３】
　酵母発現系は、培養が容易で、速く、測量可能であるため一般的である。しかしながら
、いくつかの酵母発現系は一貫性がない結果を生じさせ、時々高収率を実現するのが困難
である。有望な一つの酵母発現系は、メチロトローフ性ピキア・パストリスである。他の
真核性発現系と比較すると、動物細胞培養において生じるバクテリアやタンパク質のウイ
ルス汚染問題に関連するエンドトキシン問題がないため、ピキア属は多くの利点を有する
（Cino, Am Biotech Lab, May 1999）。スケールアップチャレンジは、ｐＨ制御や酸素制
限、栄養物制限、温度変動及び他の安全問題を含んでいるが、ピキアの豊富な成長率は容
易に大量生産を可能にする（Gottschalk, 2003, BioProcess Intl 1(4):54-61; Cino Am 
Biotech Lab, May 1999）。
【０００４】
　様々な利点はピキア・パストリスのような酵母に基づく発現系の結果と考えられるが、
この系の主要な不利点の一つは、精製が難しい最終生成物内に不純物として後に存在する
、結果として生じるタンパク質の翻訳後修飾である。多くのタンパク質の翻訳後修飾が知
られているが、最も一般的な翻訳後修飾の種類はグリコシル化である（Hart G.W, Glycos
ylation, Curr. Opin. Cell.Biol 1992; 4: 1017）。グリコシル化は、発現系に応じて、
Ｎ結合型又はＯ結合型のいずれかを取ることができる（Gemmill TR et al., Overview of
 N- and O- linked oligosaccharide structures found in various yeast species, Bio
chemica et Biophysica Acta, 1999; 1426:227）。グリコシル化は、タンパク質構造の安
定性、免疫原性、除去率、タンパク質分解からの保護に影響を及ぼし、タンパク質溶解性
を改良する（Walsh G, Biopharmaceutical benchmarks 2006, Nature Biotechnology, 20
06; 24:769）。
【０００５】
　バイオテクノロジーの製造の改良における大幅な進歩にもかかわらず、すべてのタンパ
ク質の地球的解決は存在しない。特定の治療用タンパク質の生産プロセスは、そのタンパ
ク質又はタンパク質群に特有であるかもしれない問題の新しく革新的な解決を必要として
いる。同様に、成功した商用アプリケーションは、しばしばタンパク質又はタンパク質群
の特定の性質と、医療品であるタンパク質又はタンパク質群の製造に用いられる生産プロ
セスの組合せに依存する。
【０００６】
　本発明は、インスリン類似体、特に、識別のための電気スプレイやマトリックス支援レ
ーザー脱離イオン化のような質量分析技術に伴う化学的手法を経たインスリングラルギン
の様々なグリコフォームの識別に関する。本発明はこれとともに、最終生成物に存在する
不純物の性質のよりよい理解の結果、最適化された下流精製方法を経た前述の不純物から
の生成物の選択的精製を可能にするものとする。このようにして精製された最終生成物は
、実質的に本発明で特徴づけられた不純物を有していないものとする。
【０００７】
　米国特許第４４４４６８３号明細書及びその関連出願は、スペーサー基を介してインス
リンと結合されたグルコース又はマンノースがジカルボン酸、酸無水物、フェニルアミン
又はその組合せに由来するグリコシル化インスリンを権利請求している。
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【０００８】
　国際公開第９０／１０６４５号は、特に１以上の単糖類基又は３糖単位の１以上のオリ
ゴ糖基を含むグリコシル化インスリンを権利請求している。Ａ１、Ｂ１又はＢ２９の位置
で、インスリンは、モノグリコシル化又はトリグリコシル化される。
【０００９】
　国際公開９９／５２９３４号は、Ｃａ＋＋を含む溶離液を用いてグリコシル化及び非グ
リコシル化タンパク質を含む溶液をクロマトグラフィーに適用し、非グリコシル化タンパ
ク質を含み、実質的にグリコシル化タンパク質を含まない留分を得ることによって、グリ
コシル化タンパク質を非グリコシル化タンパク質から分離するプロセスを権利請求してい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　グラルギンの糖型は、上述の先行文献には開示されていない。本発明は、酵母に基づく
発現系を経て発酵した後の１００％純粋なグラルギン生成物を得るために、特徴づけられ
たグリコシル化不純物量が削減されたインスリングラルギンのようなインスリン類似体の
精製方法について論じる。
【００１１】
本発明の目的
　本発明の主目的は、精製された、酵母発現系において組み換え発現した生物活性異種タ
ンパク質を得る方法を開発することであり、精製タンパク質は、グリコシル化副産物を有
していない、又は、実質的に極少量のグリコシル化副産物を含むことを特徴とする。
　本発明の他の目的は、宿主細胞において組み換え発現した、精製された、生物活性異種
タンパク質を得るプロセスを開発することである。
　また、本発明の他の目的は、精製された、生物活性異種タンパク質を生成するプロセス
を開発することである。
　さらに、本発明の他の目的は、少なくとも９６％の純度の精製された、生物活性異種タ
ンパク質生成物を得ることである。
　さらに、本発明の他の目的は、９７－１００％の範囲の純度の精製された、生物活性異
種タンパク質生成物を得ることである。
　さらに、本発明の他の目的は、少なくとも９６％の純度の精製インスリングラルギンを
得ることである。
　さらに、本発明の他の目的は、１％以下のグリコシル化不純物を含む精製インスリング
ラルギンを得ることである。
　さらに、本発明の他の目的は、グリコシル化不純物を有していない精製インスリングラ
ルギンを得ることである。
　さらに、本発明の他の目的は、グリコシル化不純物を有していない精製インスリングラ
ルギンを得ることであり、タンパク質のグリコシル化型は、モノグリコシル化、トリグリ
コシル化、ポリグリコシル化でもよい。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従って、本発明は、酵母発現系において組み換え発現された、精製された生物活性異種
タンパク質を得る方法に関し、前記精製タンパク質はグリコシル化副産物を有しないか又
は実質的に極少量のグリコシル化副産物を含むことを特徴とする。宿主細胞において組み
換え発現された精製された生物活性異種タンパク質を得る方法は、以下のステップを含む
。ａ）タンパク質の発現に適した条件のもとで、式Ｉによって定義された異種タンパク質
の前駆体をコード化するＤＮＡ配列を含むベクターによって変形された宿主細胞を培養す
る。ｂ）回収されるタンパク質製剤を生産するため、宿主細胞から前記タンパク質を分離
する工程を含む、発現したタンパク質の回収。ｃ）ステップ（ｂ）で回収されたタンパク
質を結晶化のステップに適用する。ｄ）トリプシン又はトリプシン様の酵素の存在下にお
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いて、酵素的変換ステップを実行する。ｅ）クロマトグラフィックマトリックスに前記タ
ンパク質混合物を接触することによって、少なくとも１つの関連不純物を含む前記タンパ
ク質を精製する。精製は、有機酸緩衝液を含む水相において、極性有機緩衝溶媒を適用し
て実行される。ｆ）溶出タンパク質を沈殿させる。
【００１３】
　請求項９の精製された生物活性異種タンパク質の生産プロセスは、以下を含む。ａ）前
記タンパクを発現させる発現ベクターを含む酵母形質転換体菌株を含水発酵培地に接種す
る。ｂ）前記タンパク質の発現に有効な条件下において、培地で転換された菌株を成長さ
せる。精製された生物活性異種タンパク質は、少なくとも純度９６％である。精製された
生物課制異種タンパク質生成物は、９７％－１００％の範囲の純度である。精製インスリ
ングラルギンは、少なくとも純度９６％である。精製インスリングラルギンは、１％以下
のグリコシル化不純物を含む。精製インスリングラルギンは、グリコシル化不純物を含ま
ない。精製インスリングラルギンにおいて、タンパク質のグリコシル化形は、モノグリコ
シル化、トリグルコシル化、ポリグリコシル化であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】異なる濃度における、トリプシン処理インスリングラルギンの％収率と時間（ｈ
ｒｓ）の関係のグラフ
【図２】酵素処理前後の異なる時点における反応の分析クロマトグラム
【図３】インスリングラルギンのＨＰＬＣ分析結果
【図４】最終生成物と分離した不純物のリテンションタイムの比較
【図５】インスリングラルギン最終生成物のＲＰ－ＨＰＬＣ分析結果
【図６】インスリングラルギン最終生成物のＳＥＣ－ＨＰＬＣ分析結果
【図７】グラルギン、モノグリコシル化インスリングラルギン（ｍＧＩＧ）及びトリグリ
コシル化（ｔＧＩＧ）の電気スプレイイオン化質量スペクトル
【図８】モノグリコシル化インスリングラルギン（ｍＧＩＧ）のマトリックス支援レーザ
ー脱離イオン化質量スペクトル
【図９】トリグリコシル化グラルギン（ｔＧＩＧ）のマトリックス支援レーザー脱離イオ
ン化質量スペクトル
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、酵母発現系において組み換え発現した、精製された、生物活性異種タンパク
質を得る方法に関し、精製タンパク質は、グリコシル化副産物を有していない、又は実質
的に極少量のグリコシル化副産物を有していることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の実施の形態において、異種タンパク質の前駆体は式Ｉによって表わされる
。
Ｘ－Ｂ－Ｙ－Ａ
ここで、
Ｘは、少なくとも１つのアミノ酸を含むリーダーペプチド配列である。
Ｂは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＢ鎖のアミノ酸配列である。
Ｙは、少なくとも２つのアミノ酸を含むリンカーペプチドである。
Ａは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＡ鎖のアミノ酸配列であり、アミノ酸置
換、欠損及び／又は付加によって、Ａ、Ｂ鎖は変更できる。
【００１７】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、リンカーペプチドは、最初の２つのアミノ
酸が"ＲＲ"を表わすという条件で、少なくとも２つのアミノ酸を含むどのような配列であ
ってもよい。
【００１８】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、前記タンパク質はSEQ ID: 1又はSEQ ID: 2
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で定義される。
【００１９】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、酵母発現系の宿主細胞はピキア属種（Pich
ia sp）から選択される。
【００２０】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、酵母発現系の宿主細胞は、ピキア・パスト
リス、ピキア・メタノリカ（Pichia methanolica）、サッカロマイセス・セレビシエ（Sa
ccharomyces cerevisiae）、シゾサッカロミセス・ポンベ（Schisaosaccharomyces pombe
）、 ヤロビア・リピリティカ（Yarrovia lipilitica）、ハンセヌラポリモルファ（Hans
enula polymorpha）、クルイベロミセス・ラクチス（Kluyveromyces lactis）を含むグル
ープから選択される。
【００２１】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、タンパク質のグリコシル化形は、モノグリ
コシル化、トリグリコシル化又はポリグリコシル化であってもよい。
【００２２】
　さらに、本発明の他の実施の形態は、前記精製タンパク質は１％未満のグリコシル化不
純物を含む。
【００２３】
　本発明はまた、宿主細胞において組み換え発現された、精製された、生物活性異種タン
パク質を得るプロセスに関し、このプロセルは以下のステップを含む。
ａ）タンパク質の発現に適した条件のもとで、異種タンパク質をコード化する式Ｉによっ
て定義されたＤＮＡ配列を含むベクターによって変形された宿主細胞を培養する。
ｂ）回収されるタンパク質製剤を生産するため、宿主細胞から前記タンパク質を分離する
工程を含む、発現したタンパク質の回収。
ｃ）ステップ（ｂ）で回収されたタンパク質を結晶化のステップに適用する。
ｄ）トリプシン又はトリプシン様の酵素の存在下において、酵素的変換ステップを実行す
る。
ｅ）クロマトグラフィックマトリックスとともに前記タンパク質混合物を含む少なくとも
１つの関連不純物を含む前記タンパク質を精製する。精製は、有機酸緩衝液を含む水相に
おいて、極性有機緩衝溶媒を適用して実行される。
ｆ）溶出タンパク質を沈殿させる。
【００２４】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、異種タンパク質の前駆体は式Ｉによって表
わされる。
Ｘ－Ｂ－Ｙ－Ａ
ここで、
Ｘは、少なくとも１つのアミノ酸を含むリーダーペプチド配列である。
Ｂは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＢ鎖のアミノ酸配列である。
Ｙは、少なくとも２つのアミノ酸を含むリンカーペプチドである。
Ａは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＡ鎖のアミノ酸配列であり、アミノ酸置
換、欠損及び／又は付加によって、Ａ鎖、Ｂ鎖は変更できる。
【００２５】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、リンカーペプチドは、最初の２つのアミノ
酸が"ＲＲ"を表わすという条件で、少なくとも２つのアミノ酸を含むどのような配列であ
ってもよい。
【００２６】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、SEQ ID: 1又はSEQ ID: 2で定義される遺伝
子はシグナルペプチドを用いる機構でクローン化される。
【００２７】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、SEQ ID: 1又はSEQ ID: 2で定義される遺伝
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子はmat-α-シグナルペプチド（mat-α-signal peptide)を用いる機構でクローン化され
る。
【００２８】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、宿主細胞はピキア属種から選択される。
【００２９】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、宿主細胞は、ピキア・パストリス, ピキア
・メタノリカ、サッカロマイセス・セレビシエ、シゾサッカロミセス・ポンベ、ヤロビア
・リピリティカ、 ハンセヌラポリモルファ、 クルイベロミセス・ラクチスを含むグルー
プから選択される。
【００３０】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、宿主細胞はピキア・パストリスである。
　また、本発明の他の実施の形態において、宿主菌株はＧＳ１１５である。
【００３１】
　本発明は、また、精製された生物活性異種タンパク質の生産プロセスに関し、以下を含
む。
ａ）前記タンパクを発現させる発現ベクターを含む形質転換体酵母菌株を含水発酵培地に
接種する。
ｂ）前記タンパク質の発現に有効な条件下において、発酵培地で転換された菌株を成育す
る。
【００３２】
　本発明はまた、精製生物活性異種タンパク質の生産プロセスに関する。発現されたタン
パク質は、イオン交換クロマトグラフィーを用いて発酵液体培地から採取される。
【００３３】
　本発明の他の実施の形態は、前記プロセスは、塩化亜鉛及びフェノールを添加すること
により、タンパク質を結晶化させるステップを含む。
【００３４】
　本発明は、また、精製された生物活性異種タンパク質の生産プロセスに関する。前記プ
ロセスは、水混和性有機溶媒においてトリプシンの存在下で作用する酵素的変換のステッ
プを含む。
【００３５】
　本発明の他の実施の形態において、水混和性有機溶媒は、ＤＭＳＯ、ＤＭＦ、エタノー
ル、アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル又はこれらの混合物のグループから選択され
る。
【００３６】
　本発明の他の実施の形態において、上記プロセスは、前記タンパク質混合物をクロマト
グラフィー樹脂マトリックスに接触することにより、少なくとも１つの関連不純物を含む
タンパク質混合物をＲＰ－ＨＰＬＣ精製するステップを含む。精製は、有機酸緩衝液を含
む水相において、極性有機緩衝溶媒を適用して行われる。
【００３７】
　本発明の他の実施の形態において、極性緩衝溶媒は、アセトニトリルである。
　本発明の他の実施の形態において、有機酸緩衝液は、クエン酸、酢酸、ホウ酸、ギ酸、
塩酸、リン酸を含むグループから選択される。
【００３８】
　本発明はまた、前記いずれかの請求項に従って得られる、少なくとも純度９６％の精製
された、生物活性異種タンパク質生成物に関する。
【００３９】
　本発明はまた、９７－１００％の範囲の純度の精製された、生物活性異種タンパク質生
成物、プロセスに関する。
【００４０】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、精製されたインスリングラルギンは、少な
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くとも９６％の純度である。
　さらに、本発明の他の実施の形態において、精製されたインスリングラルギンは、１％
以下のグリコシル化不純物を含む。
【００４１】
　さらに、本発明の他の実施の形態において、精製されたインスリングラルギンは、グリ
コシル化不純物を有しない。
　さらに、本発明の他の実施の形態において、精製されたインスリングラルギンにおける
タンパク質のグリコシル化形は、モノグリコシル化、トリグリコシル化、ポリグリコシル
化であってもよい。
【００４２】
　ここで、以下の例とともに、本発明の原理を説明するのに役立つ発明の現在の好適な実
施の形態を詳細に説明する。
　以下の実施例は、発明の理解を助けるために示されるものであり、決してそのスコープ
を限定することを目的とするものでなく、限定するものと解釈されるべきではない。実施
例は、ベクターの構築、そのようなベクターにポリペプチドをコード化する遺伝子の挿入
又は結果として生じるプラスミドの宿主への導入において用いられている従来の方法の詳
細な説明を含まない。実施例はまた、そのような宿主ベクター系によって生産されたポリ
ペプチドを検査するのに用いられる従来の方法の詳細な説明を含まない。そのような方法
は当業者によく知られており、例として含む多数の刊行物において説明されている。
【００４３】
　発明の一態様において、宿主細胞において組み換え発現された、精製された生物活性異
種タンパク質を得るプロセスは、以下のステップを含む。
ａ）タンパク質の発現に適した条件のもとで、異種タンパク質をコード化するSEQ ID 1又
は2によって定義されたＤＮＡ配列を含むベクターによって変形された宿主細胞を培養す
る。
ｂ）回収されるタンパク質製剤を生産するため、宿主細胞から前記タンパク質を分離する
工程を含む、発現したタンパク質の回収。
ｃ）ステップ（ｂ）で回収されたタンパク質を結晶化のステップに適用する。
ｄ）トリプシン又はトリプシン様の酵素の存在下において、酵素的変換ステップを実行す
る。
ｅ）前記タンパク質混合物をクロマトグラフィーマトリックスと接触することによって、
少なくとも１つの関連不純物を含む前記タンパク質を精製する。精製は、有機酸緩衝液を
含む水相において、極性有機緩衝溶媒を適用して実行される。
ｆ）溶出タンパク質を沈殿させる。
【００４４】
　定義
　「細胞」、「細胞培養」、「組み換え宿主細胞」又は「宿主細胞」は、文脈から明確で
あるように、しばしば互換性を持って使用される。これらの用語は、本発明の所望のタン
パク質を発現する直接の対象細胞、及び、もちろんそれらの子孫も含んでいる。すべての
産物がまさに親細胞と同じであるというわけではないということが、環境の変異又は違い
によって理解される。しかしながら、そのような変化した産物は、その産物がもともと変
形した細胞に与えられたものに関する特性を保持する限り、これらの用語に含まれる。
【００４５】
　ここに使用されるように、「ベクター」という用語は、リンクされた他の核酸を輸送す
ることができる核酸分子について言及する。「発現ベクター」という用語は、ベクターに
よって運ばれたそれぞれの組み換え遺伝子によってコード化された対象タンパク質を合成
することができるプラスミド、コスミッド又はファージを含む。好適なベクターは、自己
複製及びリンクされた核酸の発現ができる。本明細書において、プラスミドが最も一般的
に使用されるベクターの形であるので、「プラスミド」及び「ベクター」は、互換性を持
って使用される。さらに、本発明は、同等の機能を果たし、その後技術的に知られるよう
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になる発現ベクターの他の形を含むことを意図している。
【００４６】
　ここで、インスリングラルギンの活性を有しているとされるポリペプチドは、例えば、
ヒトインスリン構造の２つの変化を有するアミノ酸配列を有していることが理解されてい
るインスリングラルギンである。それは、ヒトインスリンのＡ鎖２１位で、天然アスパラ
ギンのアミノ酸グリシンへの置換、及び、組み換えＤＮＡ技術で生産されたヒトインスリ
ンのＢ鎖ＮＨ２端末側終端への２つのアルギニン分子の添加である。インスリングラルギ
ンを含むいずれのインスリンの本来の機能も、グルコース代謝制御である。インスリンと
その類似体は、特に骨格筋と脂肪中の周辺グルコース摂取の刺激及び肝臓のグルコース生
産の抑制によって、血糖値を下げる。
【００４７】
　異種タンパク質の前駆体は、式Ｉで表わされる。
Ｘ－Ｂ－Ｙ－Ａ
　ここで、
Ｘは、少なくとも１つのアミノ酸を含むリーダーペプチド配列である。
Ｂは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＢ鎖のアミノ酸配列である。
Ｙは、少なくとも２つのアミノ酸を含むリンカーペプチドである。
Ａは、インスリン分子、その派生物又は類似体のＡ鎖のアミノ酸配列であり、アミノ酸置
換、欠損及び／又は付加によって、Ａ鎖、Ｂ鎖は変更できる。

【００４８】
　ここで用いられる「Ｃペプチド」又は「リンカーペプチド」という用語は、天然ペプチ
ド又は合成ペプチドを含むインスリンＣペプチドのすべての形を含む。そのようなインス
リンＣペプチドは、ヒトペプチドであってもよく、他の動物種及び属、好ましくは哺乳類
由来であってもよい。従って、インスリンＣペプチド活性を保持する限り、天然インスリ
ンの異形と変更は含まれる。それらの有益な活性が保持される間、タンパク質又はペプチ
ドの配列を修正することが技術的に知られている。これは、技術的に標準であり、広く論
文で述べられている。例えば、部位特異的突然変異誘発や核酸等の開裂やリンクなどの技
術を用いることによって実現することができる。従って、機能的に等しい天然インスリン
Ｃ－ペプチド配列の変異体又は派生物は、技術的によく知られている技術に従って容易に
作成でき、機能的、例えば、生物的な天然インスリンＣ－ペプチドの活性を有するペプチ
ド配列を含む。このようなすべてのインスリンＣ－ペプチドの類似体、変異体、派生物又
は残留物は、特に、この発明のスコープに含まれ、「インスリンＣ－ぺプチド」という用
語に包含される。
【００４９】
　リンカー配列は、少なくとも２つのアミノ酸を有するどのような配列であってもよい。
リンカー部は、長さは重要でなく、便宜上又は選択に従って選択されてもよいが、２から
２５、２から１５、２から１２、２から１０のアミノ残基を有してもよい。リンカーペプ
チドは、最初の２つのアミノ酸が"ＲＲ"を表わすという条件で、少なくとも２つのアミノ
酸を含むどのような配列でもよい。さらに、ある条件下において、タンパク質の生物活性
の単なるサブセットの作動薬又は拮抗薬のいずれかである対象インスリングラルギンタン
パク質の形式のホモログを供給することが有利であることが一般に理解される。このため
、特有の生物学的効果は、制限された機能のホモログを用いた、少ない副作用の処理によ
って誘発されうる。
【００５０】
　一実施の形態において、本発明の核酸は、ヒトインスリングラルギンの作動薬又は拮抗
薬のいずれかであるポリペプチドをコード化する。それはSEQ ID No: 2によって表わされ
るアミノ酸配列からなる。好適な核酸は、インスリングラルギンタンパク質活性を有し、
SEQ ID No: 2に示されるアミノ酸配列で、少なくとも９０％のホモログであり、さらに好
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ましくは９５％のホモログであり、最も好ましくは９７％のホモログであるペプチドをコ
ード化する。インスリングラルギンの作動薬又は拮抗薬形をコード化する、SEQ ID No: 2
に示される配列と少なくとも９８－９９％の同族関係を有する核酸はまた、本発明のスコ
ープに属する。好ましくは、核酸は、少なくとも、SEQ ID No. 1に示されるインスリング
ラルギンタンパク質をコード化するヌクレオチド配列の部分を含むｃＤＮＡ分子である。
【００５１】
　ここで議論する「操作可能な要素」は、少なくとも１つのプロモーター遺伝子、少なく
とも１つのオペレーター、少なくとも１つのリーダー配列、少なくとも１つのシャイン・
ダルガノ配列、少なくとも１つの終結コドン、及び、ベクターＤＮＡの適切な転写及び続
く翻訳に必要な又は好ましいその他のＤＮＡ配列を含む。特に、そのようなベクターは、
少なくとも１つの選択可能なマーカー及び合成ＤＮＡ配列の転写開始が可能な少なくとも
１つのプロモーター配列とともに、宿主微生物によって認識される少なくとも１つの複製
起点を含むことが予定されている。さらに、一態様において、ベクターは、レギュレータ
ーとして機能できるあるＤＮＡ配列及び調節タンパクをコード化できる他のＤＮＡ配列を
含むことが好ましい。一態様において、これらのレギュレーターは、ある環境条件におい
てＤＮＡ配列の発現を防止する役割を担い、また、他の環境条件下において、ＤＮＡ配列
によってコード化されるタンパク質の転写や続く発現を許容する役割を担う。
【００５２】
　さらに、適切な分泌のリーダー配列がベクター又はＤＮＡ配列の５'端末のいずれかに
存在することが好ましい。リーダー配列は、リーダー配列が任意の翻訳終結シグナルの介
在なしで、所望のタンパク質阻害剤の発現を導くことができるヌクレオチド配列の初期の
部分と直ちに隣接させることができる位置にある。リーダー配列の存在は、以下の理由の
１以上の部分により望まれている。
【００５３】
１）リーダー配列の存在は、成熟組み換えタンパク質生成物に初期生成物の宿主処理を促
進することができる。
【００５４】
２）リーダー配列の存在は、細胞質外にプロテアーゼ阻害剤を導くことによって、組み換
えタンパク質生成物の精製を促進させることができる。
【００５５】
３）リーダー配列の存在は、細胞質外にタンパク質を導くことによって、その活性構造を
折り畳むために、組み換えタンパク質生成物の能力に影響を及ぼすことができる。
【００５６】
　「転写制御配列（transcriptional regulatory sequence）」は、それらが動作可能に
リンクされるタンパク質コード配列の転写を誘導又は制御する開始シグナル、エンハンサ
ー、プロモーターなどのＤＮＡ配列を示す本明細書を通して用いられる一般的な用語であ
る。好適な実施の形態においては、組み換えインスリングラルギン遺伝子の転写は、発現
が意図されている細胞型の組み換え遺伝子の発現を制御するプロモーター配列（又は、他
の転写制御配列）の制御下にある。
【００５７】
　「制御配列（control sequences）」は、特定の宿主生物の中で動作可能にリンクされ
たコード配列の発現に必要なＤＮＡ配列に関連する。原核生物に適した制御配列は、例え
ば、プロモーター、随意的にオペレーター配列、リボゾーム結合部位、場合によりまだあ
まり知られていない他の配列を含んでいる。真核性細胞は、プロモーター、ポリアデニル
化信号、エンハンサーを利用することが知られている。
【００５８】
　「形質転換」は、ＤＮＡが余分な染色体要素として又は染色体の統合によって複製可能
であるように、ＤＮＡを生物に導入することを意味する。用いられる宿主細胞に応じて、
転換はこのような細胞に適した標準的な技術を用いて行われる。哺乳類細胞宿主系転換の
一般的な側面は、１９８３年８月１６日に発行された米国特許4,399,216号において、Axe
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lによって述べられている。酵母への転換は、典型的にVan Solingen, P., et al., J. Ba
ct., 130: 946 (1977)及びHsiao, C. L., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 76: 3
829 (1979)の方法に従って行われる。
【００５９】
　組み換え発現系は、原核生物及び真核生物の宿主から選択される。真核生物の宿主は、
酵母細胞（例えば、サッカロマイセス・セレビシエ又はピキア・パストリス）、哺乳類細
胞又は植物細胞を含む。細菌及び真核生物細胞は、例えば、米国菌培養収集所（the Amer
ican Type Culture Collection）(ATCC; Rockville, Md.)のような当業者への商業的供給
源を含む多くの異なる供給源から入手できる。細胞の商業的供給源は、組み換えタンパク
質発現に用いられ、また、細胞の使用方法の説明を供給する。発現系の選択は、発現した
ポリペプチドに要求される特徴に依存する。
【００６０】
　従って、本発明の対象は、菌株ピキア属を含むグループから、特に、ピキア・パストリ
ス、ピキア・メタノリカ及びシゾサッカロミセス・ポンベ（Schizosaccharomyces pombe
）から選択される酵母から派生し、その発現に必要な要素の制御下に置かれたタンパク質
フラグメントをコード化する所望のポリペプチドを発現させる細胞において機能する、発
現系又はカセットである。
【００６１】
　タンパク質又はポリペプチドを表わすのに用いられる「組み換え」という用語は、組み
換えポリヌクレチオドの発現によって生成されるポリペプチドを意味する。細胞に関して
用いられる「組み換え」という用語は、組み換えベクター又は他のトランスファーＤＮＡ
の受容体として用いることができる又は用いられている細胞を意味し、トランスフェクト
された元の細胞の子孫を含む。偶然又は意図的な変異のため、単一の親細胞の子孫が完全
に形態的に、ゲノムにおいて、原種を補間するＤＮＡ全体で一致しないかもしれないこと
が理解されるだろう。所望のペプチドをコード化するヌクレチオド配列の存在等のように
、関連する特性によって特徴づけられる親と十分に類似した親細胞の子孫はまた、子孫で
あると考えられている。
【００６２】
　発現させたい遺伝子（ＧＯＩ：gene of interest）は、増加する転写発現が望まれてい
る任意の核酸配列である。ＧＯＩは、機能的な核酸分子（例えば、アンチセンスＲＮＡ分
子などのＲＮＡ）をコード化してもよく、より一般的には、増産が望まれているペプチド
、ポリペプチド、タンパク質をコード化する。本発明のベクターは、「異種」タンパク質
を発現するために用いられる。「異種」という用語は、ここでは異質な種に由来する核酸
配列又はポリペプチド、又は同じ種からの場合、その原型から実質的に修飾されたことを
意味する。さらに、通常細胞中で発現しない修飾された又は修飾されていない核酸配列又
はポリペプチドは、異種と考えられる。本発明のベクターは、同じか又は異なる挿入部位
に挿入された１以上のＧＯＩである。各ＧＯＩは、ＧＯＩを発現させる規制核酸配列に動
作可能にリンクされる。
【００６３】
　ペプチドと１以上の混入物質を含む組成物からペプチドを「精製する」という用語は、
ペプチド組成物から少なくとも１の混入物質の含有量を減らすことによって、組成物中の
ペプチドの純度を増加させる。特に詳しくは、本発明の精製プロセスは、酵母発現系にお
いて生物活性異種タンパク質の組み換え発現をもたらす。上記精製タンパク質は、グリコ
シル化された副産物を有しない又は実質的に極少量含むことを特徴としている。
【００６４】
　グリコシル化形は別として、無極性不純物の存在は、ＭＡＬＤＩ（m/Z: 6089）によっ
て確認された。この無極性不純物の存在は、グラルギンの処理中に発生する最終生成物に
おいて０－０．５％の間で変化する。グラルギン（m/Z: 6063）及び無極性不純物（m/Z: 
6089）の間の質量の違いは、２６ユニットである。分子量に基づく化学的同一性は、アミ
ノ酸の１つにおける水損失の可能性とアセチル化の可能性を示している。
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【００６５】
　「クロマトグラフィー」という用語は、移動相の影響下において、又は、結合及び溶出
プロセスにおいて、混合物の個々の溶質が固定媒質中を移動するレートの違いの結果、混
合物中の着目溶質が混合物中の他の溶質から分離される過程を示す。
【００６６】
　ここで用いられる「高速液体クロマトグラフィー」という用語は、クロマトグラフ法
を示し、カラム充填に用いられる粒子（固定相）は小さく（３～５０μｍの間）、選択さ
れたサイズからほとんど違いがなく一定である。このようなクロマトグラフィーは、典型
的に相対的に高い（約５００～３５００ｐｓｉ）入口圧力を採用する。
【００６７】
　宿主生物が選択された後、ベクターは当業者に一般的に知られた方法を用いて宿主生物
に転送される。このような方法の例は、特に参照することにより本明細書に組み込まれる
、Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor, N.Y., (1980)のR. W. Davis らによ
る「Advanced Bacterial Genetics」で見つけられる。一実施の形態において、転換は低
い温度で発生することが好ましく、温度調整は、記載された操作可能な要素を使用して遺
伝子発現を制御する手段として考えられる。
【００６８】
　宿主微生物は、インスリングラルギン前駆体の発現に適切な条件下において培養される
。これらの条件は通常宿主生物に特異的であり、このような生物の成長条件に関する既刊
文献、例えば、Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8th Ed., Williams &
 Wilkins Company, Baltimore, Md.を考慮すると、当業者によって容易に決定され、それ
は特に本願明細書に引用したものとする。
【００６９】
　従って、制御配列に「動作可能にリンクされた」コード化配列は、コード化配列がこれ
らの配列の制御の下で発現することができ、リンクされたＤＮＡ配列は、分泌リーダ－の
場合に連続しており、リーディング段階で連続している。
【００７０】
　本発明の一態様によれば、式Ｘ－グラルギンＢ鎖［Ｂ１－Ｂ３０］－Ｙ－グラルギンＡ
鎖［Ａ１－Ａ２１］のインスリングラルギン前駆体である。Ｘは、リーダー配列であり、
Ｂ鎖は、Ｂ１－Ｂ３０のグラルギンンＢ鎖配列であり、Ｙは、Ｂ鎖とＡ鎖の間のリンカー
ペプチド配列であり、Ａ鎖は、グラルギンのＡ鎖である。ＧＩＰ－Ａ前駆体は、大腸菌、
当業者にその方法（Enzymology vol. 194に記載の方法）が知られているサッカロマイセ
スやクリベロミセス属（Kluvyeromyces）のような酵母、「Applied Molecular Genetics 
of Fungi, Peberdy, Caten, Ogden, and Bennett, eds. (Cambridge University Press, 
N.Y. 1991)」において述べられているように、当業者にその方法が知られているアスペル
ギルスやアカパンカビ、トリコデルマ属のような菌類を含まない宿主発現系での発現によ
って生産されうる。当業者によって通常用いられているこれらの多くはRockville, Md.の
米国菌培養収集所から入手できる。好適には、宿主菌株は、サッカロマイセス・セレビシ
エ、シゾサッカロミセス・ポンベ、ヤロビア・リピリティカ、ハンセヌラポリモルファ、
クルイベロミセス・ラクチス、ピキア・メタノリカ、ピキア・パストリスのような高水準
の組み換えタンパク質を発現することができる酵母を含むグループから選択される。より
好ましくは、宿主菌株はピキア・パストリスである。
【００７１】
　特に、本発明は、発酵プロセス、回収プロセス、精製プロセスを含むインスリングラル
ギンタンパク質の生産プロセスを供給する。ここで供給されるプロセスは、発酵プロセス
を含む。前記タンパク質は、当該タンパク質をコード化する少なくとも１つの配列を有す
るピキア・パストリスで生産され、ゲノムに統合される。発酵プロセスは、宿主細胞を所
望の細胞密度にする種発酵、グリセロールバッチ発酵、メタノール誘導発酵、最終生産を
含む生成発酵プロセスを含む。
【００７２】
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　グラルギン前駆体は、陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて発酵培養液から得られ
る。ここに提供された回収工程は、グラルギン前駆体の取得と、細胞及び細胞残屑の除去
を可能にする。ここに提供された回収プロセスは、９５％の収率となる。一方、当業者は
、所望のタンパク質生成物を得る他の方法、また、様々な他のクロマトグラフィ法、遠心
分析、ろ過、示差的沈殿及び明らかにされていない他の方法を含むが、これに限定されな
い細胞や細胞残屑を除去する方法をテストし、評価することができる。
【００７３】
　発酵培養液から得られたグラルギン前駆体は、さらに、色度除去、保存のための結晶化
が行われる。結晶化状態における前駆体の沈殿は、３．０から８．０の間のｐＨ、より好
ましくは４．０から６．０の間、最も好ましくは４．０から５．０のｐＨの水性媒体中で
、水性媒体におけるタンパク質濃度が、１から８０ｇ／Ｌの間、好ましくは２から５０ｇ
／Ｌの間、最も好ましくは８から１４ｇ／Ｌの間で適切に実行される。結晶化プロセスは
、２から３０℃の間で行うことができる。前駆体結晶は、遠心分離、デカンテーション、
ろ過によって、上澄みから分離することができる。
【００７４】
　グラルギン前駆体ＧＩＰ－Ａの結晶化は、クロマトグラフィーからの生成物を溶出する
ために用いられる酢酸アンモニウム塩と同様に、発酵培養液から陽イオン交換溶出液へ運
ばれる不純物を除去する。純粋な結晶前駆体はまた、これに続くステップのコストを削減
するとともに、反応の効率を向上させる。結晶性形状は、凍結させ、－２０℃で保存する
とそれ以降数日間の間安定した状態で保存することができる。
【００７５】
　グラルギンは、グラルギン前駆体の酵素的変換から得られる。その変換は、トリプシン
又は植物、動物、微生物期限のトリプシン様の酵素の存在によって有効となる。その反応
は、好適には、ＤＭＳＯ（dimethyl sulfoxide）、ＤＭＦ（dimethyl formamide）、エタ
ノール、アセトン、アセトニトリル、又は、エチルアセテート、特にＤＭＦ及びＤＭＳＯ
のような水混和性の有機溶媒の存在下において実行される。好適な有機溶媒の比は、反応
混合物の０－６５％、特に４０－６０％である。
【００７６】
　グラルギンは、トリプシンで前駆体ＧＩＰ－Ａを処理することによって生産される。（
もし存在すれば）リーダーは、トリプシンによって前駆体から分割される。トリプシン反
応は、"ＲＲ"Ｃ－ペプチドのＣ－端末の開裂が最大となるような方法で制御される。しか
し、この反応は、他のトリプシン開裂部位でトリプシンによる求められていない開裂を排
除することができない。他のあり得そうなトリプシン配列部位は、"ＲＲ"とＢ－２２（Ａ
ｒｇ）のＣ－端末との間に存在する。
【００７７】
　有機溶媒の使用の原理は、初めの材料の溶解度、酵素の変性の傾向及びその加水分解活
性によって決定されるべきである。熟練した職人によって評価されるように、有機溶媒の
混合物は使用されうる。有機溶媒の添加は反応混合物の水性濃度を下げ、加水分解生成物
の防止と溶解度積の著しい増加をもたらす。
【００７８】
　前駆体の濃度は、通常約５－５０ｇ／Ｌである。この反応は、約５－１２のｐＨ、好ま
しくは約８－１２のｐＨで行われる。反応温度は、約０－４０℃、好ましくは約２－２５
℃である。必要なｐＨを維持するためにトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン（Trishy
droxylmethylaminomethane（TRIS)）又は他の緩衝液系は異なるイオン強度で使用するこ
とができる。反応時間は可変であり、他の反応条件に影響を及ぼす。生成物の純度がその
生成物の加水分解のために減少し始めるまで、反応は続けられる。それは、通常約３０分
から２４時間であり、ほとんどの場合約４－１０時間である。
【００７９】
　酵素濃度は、基質濃度及び酵素活性に依存して決定される。例えば、市場で利用可能な
トリプシンは、好ましくは、反応混合物の約１０－１００ｍｇ／Ｌの濃度で使用される。
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【００８０】
　精製方法は、ほぼ９８－９９％純度、好ましくは１００％純度の前記タンパク質を得る
のに十分なクロマトグラフィー条件の下で、高分子樹脂基体を含む逆相クロマトグラフィ
ーを用いた精製ステップにインスリングラルギン試料を適用することを含む。
【００８１】
　従って、不純物に関連した不要な生成物が形成される。それは、純粋なグラルギンを生
成するために、連続的な逆相クロマトグラフィーで精製される。最初の精製ステップの後
に、（モノ又はトリ）グリコシル化された不純物が検出される可能性がある。従って、２
回目のＲＰ－ＨＰＬＣ精製ステップにおいて、グリコシル化された不純物の精製のための
特別な配慮がなされる。発酵中に発生するグリコシル化された不純物は、完全に特徴づけ
られ、最大限に最終生成物から最終的に精製される。
【００８２】
　重要な態様における本発明の特徴は、タンパク質を精製する方法である。この方法は、
即席のタンパク質を逆相ＨＰＬＣカラムに適用し、化合物が樹脂に密接に結びつくことが
できる条件の下で有機溶媒とともにペプチドを含む試料を溶出させ、水性緩衝液を用いて
樹脂から有機溶媒を洗浄するステップを含む方法を特徴とする。本発明の効果的な実行は
、効率的な精製のために、使用されるべきクロマトグラフィーのマトリックスの正しい組
合せ、ｐＨ値、イオン強度の個性化を必要とする。
【００８３】
　クロマトグラフ法のあらゆる属性は、所望のタンパク質生成物を得る際に重要な役割を
担う。クロマトグラフカラムに用いられる適切なマトリックは、C8 Daisogelである。
【００８４】
　本発明の一態様によれば、精製インスリングラルギン生成物の収率は、７５％－８０％
である。本発明の他の態様によれば、精製インスリングラルギン生成物の収率は、８０％
－８５％である。本発明のさらに他の態様によれば、精製インスリングラルギン生成物の
収率は、８５％－９０％である。本発明のさらに他の態様によれば、精製インスリングラ
ルギン生成物の収率は、９０％－９５％である。本発明のさらに他の態様によれば、精製
インスリングラルギン生成物の収率は、９５％－１００％である。
【００８５】
　本発明の一態様によれば、精製インスリングラルギン生成物は、グリコシル化された副
産物を有しないか、実質的に極少量含む。本発明の一態様によれば、精製インスリングラ
ルギン生成物の純度は少なくとも９６％である。本発明の他の態様によれば、精製インス
リングラルギン生成物の純度は少なくとも９７％である。本発明のさらに他の態様によれ
ば、精製インスリングラルギン生成物の純度は少なくとも９８％である。本発明のさらに
他の態様によれば、精製インスリングラルギン生成物の純度は少なくとも９９％である。
本発明のさらに他の態様によれば、精製インスリングラルギン生成物の収率は１００％で
ある。
【００８６】
　本発明は、以下の実施例を用いてさらに詳しく説明される。しかしながら、本発明の範
囲を制限するためにこれらの実施例を解釈するべきではない。
【００８７】
　（実施例）
　実施例１：
　ＧＩＰ－Ａは、式X-[グラルギン－B鎖(B1-B30)]- Y- [グラルギン－A鎖(A1-A21)]のグ
ラルギン前駆体で表わされる。Ｘはリーダーペプチド配列、Ｂ鎖はＢ１－Ｂ３０のグラル
ギンＢ鎖配列、ＹはＢ鎖とＡ鎖との間のリンカーペプチド配列、Ａ鎖はグラルギンのＡ鎖
である。配列は、リーダー又は他のリーダーペプチドが欠けていてもよい。リンカーペプ
チドＹは、例のＲＲ、ＲＲＤＡＤＤＲからのいずれでもよい。ＧＩＰ－Ａ前駆体は、大腸
菌（Escherichia coli）、ピキア・パストリス、サッカロマイセス・セレビシエ、ＣＨＯ
細胞（CHO cells）などの適切な発現系によって生産されうる。
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【００８８】
　ＧＩＰ－Ａ前駆体は、Pichia発現ベクターｐＰＩＣ９Ｋにおいて、Mat-alfaシグナルペ
プチドを用いる機構でクローン化される。ピキア・パストリス宿主菌株ＧＳ１１５は、グ
ラルギン前駆体を発現するクローンを得るために、組み換えプラスミドで形質転換される
。分泌された前駆体は、トリプシンで処理され、グラルギンと、他の生成物に関連する不
純物を調製する。グラルギンは、逆相クロマトグラフィーを用いて精製される。
【００８９】
　SEQ ID 1は、6045 Daの予測分子量、６．８８の推定ｐＩ値を有するグラルギン前駆体
の配列を表わす。配列は、１５９ヌクレチオド及び５３アミノ酸を有する。
【００９０】
　SEQ ID 2は、6428.4 daの予測分子量、7.78の推定ｐＩ値を有するピキア・パストリス
での発現の配列を表わす。配列は、１７１のヌクレチオド及び５７のアミノ酸を有する。
【００９１】
　グラルギン前駆体ＧＩＰ－Ａは、ピキア・パストリスによって培地に分泌される。培養
液は、遠心分離され、細胞は上澄みから分離される。イオン交換クロマトグラフィー、疎
水クロマトグラフィーを含む前駆体ＧＩＰ－Ａを捕獲するための多数の選択肢が利用可能
である。本発明では、陽イオン交換クロマトグラフィーとＨＩＣがＧＩＰ－Ａを捕獲する
のに用いられた。
【００９２】
　実施例２：
　インスリングラルギン前駆体遺伝子を運ぶ組換え型のベクターの構造：
　ＧＩＰ－Ａ前駆体は、ピキア・パストリス発現ベクターｐＰＩＣ９Ｋにおいて、mat α
－シグナルペプチドを用いる機構でクローン化される。組み換えプラスミドは、ピキア・
パストリス宿主菌株ＧＳ１１５を形質転換させるのに用いられ、分泌されたＧＩＰ－Ａは
、最終生成物を作る下流の精製プロセスで処理されるインスリングラルギン前駆体である
。
【００９３】
　インスリングラルギン前駆体遺伝子を運ぶ組み換えベクターを用いたピキア属宿主の変
化：
　組み換えプラスミドＤＮＡを含むpPIC9K/IGP-Aクローンは、Bgl IIで消化され、ピキア
・パストリスGS115（his4）宿主のエレクトロコンピテント細胞を形質転換させるのに用
いられる。インビトロジェンマニュアルは形質転換法の詳細なプロトコルを提供する。
【００９４】
　マルチコピー要素のための選別
　約２０００形質転換細胞は、適切な制御とともに、３８４ウェルミクロタイタープレー
ト中のＹＰＤ培養液に植菌された。プレートは、３０℃で２４時間培養され、０．５ｍｇ
／ｍＬのGeniticin（G418）を含むＹＰＤ寒天プレートにスタンプされる。選別の第２ラ
ウンドのため、４９個のクローンが選択され、さらに１、２、３ｍｇ／ｍＬのＧ４１８の
プレートにスタンプされた。最後に、１－３ｍｇｌ／ｍｌのＧ４１８に耐性を示す７個の
クローンが選択され発現研究に用いられた。
【００９５】
　ＰＣＲによるゲノムにおける遺伝子統合の確認：
　選択された組み換えPichiaクローンからのゲノムのＤＮＡは、ゲノムにおけるＧＩＰ－
Ａの統合を確認するために、遺伝子特異的プライマを用いてＰＣＲに適用された。
【００９６】
　ピキア・パストリスでの小規模な発現の研究
　ピキア・パストリスでの小規模な発現の研究は、インビトロジェンマニュアルにより与
えられるプロトコルにより実行された。簡潔に、クローンは、３０℃でＢＭＧＹ中におい
て、その後、２４℃でＢＭＭＹ中にメタノールを導入して成長された。メタノールの導入
は、トータル３日実行された。
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【００９７】
　実施例３：
　発酵方法：
　組み換えインスリングラルギンの発酵プロセスは、実験室規模で最適化された。以下に
示される例は、このプロセスの簡単な説明である。
【００９８】
　種準備
　種培地は、以下の要素を含む：酵母窒素塩基、硫酸アンモニウム、グリセロール、リン
酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム及びＤ－ビオチン。
【００９９】
　冷凍室からの１つのバイアルは、種フラスコの植菌をするのに用いられる。バイアルは
、植菌の前に無菌条件（sterile condition）の下、室温で解凍された。接種材料は、最
小グリセロール（Minimal Glycerol）（MGY）培地に無菌で分配された。
【０１００】
　プレシードフラスコの初期のＯＤ６００が０．１－０．２であるように、各フラスコに
加えられるべき量は確認された。その後、フラスコは、２０から２４時間、シェーカー上
で、３０℃、２３０ＲＰＭのスピードで、培養された。
【０１０１】
　発酵槽バッチング条件
　発酵プロセスは、２つの段階を有する。それは、成長段階（バイオマスを増加させる）
と、これに続く誘導段階である。生成物は、メタノールが供給されたバッチ段階の間に形
成され、分泌される。
【０１０２】
　発酵は、元の位置の無菌的な発酵槽の中で実行された。発酵培地は、オルトリン酸、硫
酸カリウム、水酸化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム及びグリセロールから
なる。
【０１０３】
　これらの化学物質は、発酵槽中で上水に溶解され、１２１℃の設定点で所定期間殺菌さ
れた。培地殺菌と水酸化アンモニウムで５．０までｐＨ調整した後に、微量塩の貯蔵液と
ビオチンはそれぞれ準備され、フィルタ殺菌され、無菌で発酵槽に加えられる。
【０１０４】
　生産／発酵手段は採用される。発酵槽は５％の種接種材料でシード振動フラスコから植
菌された。以下のパラメータは、発酵の初期設定である：ｐＨ：５．０、温度：３０℃、
ＤＯ２：３０％。
【０１０５】
　実施例４：
　関連する変換と精製法：
　ピキア・パストリスの発酵において生産されたインスリングラルギン前駆体は、以下の
精製プロセスを含む精製ステップを受ける。
【０１０６】
　ＳＰセファロース高速流マトリックス（GE Biosciences）が充填されたカラムは、５０
ｍＭ酢酸で平衡が保たれた。オルトリン酸を用いてｐＨ３．８に調整された上澄みを含ま
ない細胞は、イオン交換カラムで保持される。カラムでの充填は５０ｇ／Ｌよりも少ない
。溶出は、酢酸アンモニウムを用いて実行される。このステップの回収は、５０ｇ／Ｌ未
満の充填で９５％である。
【０１０７】
　前駆体結晶化
　陽イオン交換クロマトグラフィーステップで発酵培養液から得られたグラルギン前駆体
は、色度除去及び保存の目的で結晶化される。前駆体濃度が結晶化の初めに約２から２０
ｇ／Ｌ、好ましくは８から１４ｇ／Ｌで、結晶化が行われた。結晶化は、ZnCl2及びフェ
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ノールを加えることにより実行され、３．０から８．０、好ましくは、３．５から５．５
の間のｐＨに調整された。フェノールは、ＣＩＥＸ溶出液堆積の０．１から０．５％加え
ることができる。４％のZnCl2は、ＣＩＥＸ溶出液堆積の３から１５％加えることができ
る。ｐＨは、いずれかのアルカリ、好ましくはNaOH又はTRISを用いることによって調整す
ることができる。結晶化プロセスは２から３０℃の間で実行することができ、懸濁液は、
結晶が完全に形成されるように、しばらく保存される。前駆体結晶は、遠心分離又はデカ
ンテーションで上澄みから分離することができる。
【０１０８】
　実施例４ａ：
　４６３ｍｌの溶出液（前駆体濃度１３．８ｇ／Ｌ）が選択され、適切な解凍の後に、２
．３１５ｍｌのフェノール（０．５％のEP volume）が加えられた。その後、５７．８７
５ｍｌの４％ZnCl2溶液（１２．５％のEP volume）が加えられた。この段階のｐＨは、４
．０８であり、これは４２０ｍｌの２．５ＮのＮａＯＨを加えることによって調整された
。母液は、１５分間ゆっくり撹拌される状態に保たれ、その後冷たい場所（２から８℃）
に移動され、一晩放置された。そして、すべての混合物は、Beckman Coulter Avanti J-2
6 XP遠心分離機を用いて、２０分間５０００ｒｐｍで遠心分離された。上澄みの損失は、
１．５５％であった。
【０１０９】
　実施例４ｂ：
　５００ｍｌの溶出液（前駆体濃度２．９ｇ／Ｌ）が選択され、適切な解凍の後に、０．
６２５ｍｌのフェノール（０．１２５％のEP volume）が加えられた。その後、１５．６
２５ｍｌの４％ZnCl2溶液（３．１２５％のEP volume）が加えられた。この段階のｐＨは
、４．０８であり、これは３１５ｍｌの２．５ＮのＮａＯＨを加えることによって４．８
まで調整された。母液は、１５分間ゆっくり撹拌される状態に保たれ、その後冷たい場所
（２から８℃）に移動され、５時間放置された。そして、上澄みが遠心分離により分離さ
れた。上澄みの損失は、４％であった。
【０１１０】
　収率により最適化された前駆体結晶化条件
【０１１１】
　ＳＰセファロース溶出液は、２０＋５℃に冷却され、５ｍｌ（０．５％Ｖ／Ｖ）のフェ
ノールがそれぞれの溶出液に加えられた。必要な量のフェノールが一定分量の溶出液に加
えられ、最終的に、適切な際分解のためのメインタンクに加えられた。フェノールの添加
後、適切な再分解のための次の試薬が添加される前に撹拌がしばらく続けられた。そして
、結晶化を誘導するために、容量で１２．５％の４０ｇ／Ｌの塩化亜鉛（４％ｗ／ｖ）が
加えられた。そして、ｐＨが、２．５ＮのＮａＯＨ（約８５－９０％SP-EP volume)を用
いて4.8 + 0.1まで調整された。すべての混合物は、均一になるように３０分間撹拌され
、遠心分離の前に少なくとも８時間２－８℃に保持された。
【０１１２】
　上澄みの損失に基づいて、収率はこのステップで約９０％であった。
【０１１３】
　実施例５：
　トリプシン処理
　グラルギンは、グラルギン前駆体から酵素的変換を経て調整される。変化は、トリプシ
ン又は植物、動物又は微生物期限のトリプシン様の酵素の存在によって行われた。反応は
、好ましくはＤＭＳＯ、ＤＭＦ、エタノール、アセトン、アセトニトリル、エチルアセテ
ートなど、特にＤＭＦ、ＤＭＳＯの水混和性有機溶剤の存在下において実行された。有機
溶剤の好ましい比は、反応混合物の約０－６５％であり、特に４０－６０％である。
【０１１４】
　有機溶剤の比は、最初の材料の溶解度、酵素の変性傾向及び加水分解活性によって決定
された。有機溶剤の混合物はまた用いられうる。有機溶剤の添加は、反応混合物の水濃度
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を下げ、生成物の加水分解を妨げ、また、生成物の溶解性を著しく増加させる。
【０１１５】
　前駆体の濃度は、通常５－５０ｇ／Ｌであった。反応は、ｐＨが約５－１２、好ましく
は約８－１０で実行された。反応温度は、約０－４０℃であり、好ましくは２－２５℃で
ある。トリスヒドロキシメチルアミノメタン（Trishydroxylmethylaminomethane（ＴＲＩ
Ｓ））又は他の緩衝液系は、所定のｐＨを維持するために異なるイオン強度で用いられた
。反応時間は可変背あり、他の反応条件に影響を及ぼした。反応は、生成物の加水分解に
よって生成物の精製が減少し始めるまで続けられた。これは、通常約３０分から２４時間
かかり、多くの場合約４時間から１０時間かかる。
【０１１６】
　酵素濃度は、基質濃度及び酵素活性に依存して決定された。例えば、市場で入手可能な
結晶性トリプシンは、１０－１００ｍｇ／Ｌの濃度で好ましく用いられる。
【０１１７】
　実施例５ａ：
　１ｇのグラルギン前駆体は、１．５ｍｌの１ＭのＴＲＩＳ溶液に溶解された。１ｍｌの
それぞれのこの溶液は、試料Ａ、試料Ｂと表示された２つのチューブに入れられた。試料
Ａには、３ｍｌの水及び１６６．６ｍｇのＴＲＩＳが加えられた。試料Ｂには、２ｍｌの
ＤＭＦ、１ｍｌの水及び１６６．６ｍｇのＴＲＩＳが加えられた。それぞれの試料は４つ
に分割され、ｐＨを調整して異なる４つのｐＨになった。５０μｇ／ｍｌの濃度で牛トリ
プシンを加えて、すべての試料において反応が実行された。試験された条件は、以下に示
される。

【０１１８】
　すべての条件は異なる比率で生成物に寄与する。条件Ａ１、Ａ２、Ａ２及びＡ４が１５
％より少ない変換であったのに対して、試料Ｂ１は約４０％の最も良い変換に寄与した。
他の試料におけるグラルギンへの変換は、１５％から４０％の間であった。
【０１１９】
　実施例５ｂ：
　１．６ｇのグラルギン前駆体は、２ｍｌの１ＭのＴＲＩＳ溶液に溶解された。１ｍｌの
それぞれのこの溶液は、試料Ａ、試料Ｂ、試料Ｃと表示された３つのチューブに入れられ
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た。試料Ａには、１．８ｍｌの水及び１．２ｍｌのＤＭＦ及び１６１ｍｇのＴＲＩＳが加
えられた。試料Ｂには、０．６ｍｌの水、２．４ｍｌのＤＭＦ及び１６１ｍｇのＴＲＩＳ
が加えられた。試料Ｃには、１ｍｌの水、２．０ｍｌのＤＭＦ及び１６１ｍｇのＴＲＩＳ
が加えられた。試料Ａ、Ｂは４つに分割され、試料Ｃは２つに分割され、異なるｐＨに調
整された。５０μｇ／ｍｌの濃度で牛トリプシンを加えて、すべての試料において反応が
実行された。試験された条件は、以下に示される。

【０１２０】
　すべての条件は異なる比率で生成物に寄与する。他の条件が１５％より少ない変換であ
ったのに対して、試料Ｃ１及びＣ２が、約４０％の最も良い変換に寄与した。
【０１２１】
　実施例５ｃ：
　１．５ｇのグラルギン前駆体は、２ｍｌの１ＭのＴＲＩＳ溶液に溶解された。０．７５
ｍｌのそれぞれのこの溶液は、試料Ａ、試料Ｂ、試料Ｃと表示された３つのチューブに入
れられた。試料Ａには、０．７５ｍｌの水及び１．５ｍｌのエタノール及び１０６ｍｇの
ＴＲＩＳが加えられた。試料Ｂには、０．７５ｍｌの水、１．５ｍｌのＤＭＦ及び１０６
ｍｇのＴＲＩＳが加えられた。試料Ｃには、０．７５ｍｌの水、１．５ｍｌのＤＭＦ及び
１０６ｍｇのＴＲＩＳが加えられた。試料Ａ、Ｂは２つに分割され、２つの異なるｐＨに
調整された。試料Ｃは、ｐＨ９．０に調整された。５０μｇ／ｍｌの濃度で牛トリプシン
を加えて、すべての試料において反応が実行された。試験された条件は、以下に示される
。
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【０１２２】
　すべての条件は異なる比率で生成物に寄与する。他の条件が１５％より少ない変換であ
ったのに対して、試料Ｃ１が約４０％の最も良い変換に寄与し、続いてＢ１であった（～
３０％）。
【０１２３】
　実施例５ｄ：
　１．５ｇのグラルギン前駆体は、２ｍｌの１ＭのＴＲＩＳ溶液に溶解された。０．７５
ｍｌのこの溶液に、０．７５ｍｌの水、１．５ｍｌのエタノール及び１０６ｍｇのＴＲＩ
Ｓが加えられた。そして、ｐＨが９．０に調整された。その後、この溶液は試料Ａ、試料
Ｂの２つに分割された。試料Ａには室温（２０から２５℃）で反応が実行され、一方、試
料Ｂには２から８℃で反応が実行された。５０μｇ／ｍｌの濃度で牛トリプシンを加える
ことにより、反応が始まった。
【０１２４】
　いずれの試料も約４０％の変換に寄与した。より低い温度での反応（試料Ｂ）が、より
長く持続したが、わずかによい収率を示しただけだった。
【０１２５】
　実施例５ｅ：
　１ｇのグラルギン前駆体は、１ｍｌの１ＭのＴＲＩＳ溶液に溶解された。０．７５ｍｌ
のそれぞれのこの溶液は、試料Ａ、試料Ｂと表示された２つのチューブに入れられた。試
料Ａには、０．７５ｍｌの水及び１．５ｍｌのＤＭＦ及び１３０ｍｇのＴＲＩＳが加えら
れた。試料Ｂには、０．７５ｍｌの水、１．５ｍｌのＤＭＳＯ及び１３０ｍｇのＴＲＩＳ
が加えられた。試料Ａ、Ｂは、ｐＨが８．７に調整された後に２つに分割された。５０μ
ｇ／ｍｌの濃度で牛トリプシンを加えて、４つのすべての試料において反応が実行された
。試料Ａ、Ｂからの一定分量での反応は２－８℃で行われた。試験された条件は、以下に
示される。
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【０１２６】
　すべての試料は、同様の変換（～４０％）に寄与した。室温での試料の反応は１時間以
上であったのに対し、冷たい場所でのそれらは５－６時間以上であった。
【０１２７】
　実施例５ｆ：
　２ｇのグラルギン前駆体は、０．５ｇのＴＲＩＳ、２ｍｌの水、２ｍｌのＤＭＦを含む
溶液に溶解された。この溶液から、それぞれ５０％のＤＭＦ及び０．５ＭのＴＲＩＳを含
む、ｐＨ８．７である３．０８ｍｌの６つの試料が作られた。前駆体濃度はこれらの試料
間で１０ｇ／Ｌから６０ｇ／Ｌまで変化している。前駆体のグラム当たり５ｍｇのトリプ
シンを加えて、それぞれの試料で反応が始まった。すべての試料は、反応の間２－８℃で
あった。試験された条件は、以下に示される。

【０１２８】
　すべての試料は、変換を示したが、より低い濃度の試料は、反応時間がより速かった。
条件Ｂは、最もよいと考えられる。最大収率は、それぞれの場合において約４０－４５％
が得られた。この結果は、図１に示される。
【０１２９】
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　収率及び純度により最適化されたプロセス条件
　実施例５ｇ：
　湿式前駆体結晶は、－２０℃の冷凍庫に保存され、溶解の前に取り出された。これらの
結晶は、撹拌条件下で、ＴＲＩＳ溶液（前駆体結晶の５０％ｗ／ｗのＴＲＩＳ及び前駆体
結晶のｋｇ当たり２Ｌの水）に加えることにより溶解された。例えば、５００グラムのＴ
ＲＩＳを含む２ＬのＴＲＩＳ溶液に１ｋｇの前駆体結晶が加えられる。これに続いて、Ｄ
ＭＦ（前駆体のｋｇ当たり２Ｌ）が添加された。すべての混合物は完全に溶解し、この溶
液は試験液として扱われた。結果として得られる試験液は、Ｃ１８対称分析ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ法を用いて生成物の分析がなされた。
【０１３０】
　試験溶液の生成物によれば、組み換えインスリングラルギン前駆体濃度が反応混合物の
１０ｇ／Ｌのような、トリプシン処理反応のための対照溶液を調製した。対照溶液を準備
するために、水中のＴＲＩＳの必要量が反応混合物中の最終ＴＲＩＳ濃度が５００ｍＭを
維持するように加えられた。続いて、最終ＤＭＦ濃度が５０％となるよう、ＤＭＦが添加
された。そして、この溶液の温度が６℃±２℃に調整され、軽度の撹拌条件で氷酢酸（全
体積の約２％）を用いてｐＨが８．７に調整された。この溶液は、対照溶液として扱われ
た。
【０１３１】
　反応混合物は、非常にゆっくりとした推進スピードで６℃±２℃に維持された。混合が
完了した後に、５０ｍｇ／Ｌのトリプシンが反応の開始のために加えられた。混合によっ
てトリプシンがよく溶解すると、酵素反応が始まった。
【０１３２】
　酵素反応は、非常にゆっくりとした推進スピードで６℃±２℃で実行された。反応の進
捗は、毎時、Ｃ１８対称分析ＲＰ－ＨＰＬＣ法を用いて組み換えインスリングラルギンの
パーセンテージ、未反応の前駆体をチェックすることによりモニターされた。酵素反応は
、典型的に１０時間未満で完了した。未反応の前駆体が５％未満になったときに、氷酢酸
を用いて反応混合物のｐＨを５．０に調整することにより、反応を停止させた。反応によ
って、組み換えインスリングラルギンの約４０％の収率が予期され、得られる純度は、約
３５－５０％であった。
【０１３３】
　異なる時点における反応の分析クロマトグラムは、図２、３に示されている。
【０１３４】
　実施例６：ＲＰＨＰＬＣ精製
　実施例６ａ：
　ピキア・パストリスの発酵によって生成されたインスリングラルギン前駆体は精製され
る。このプロセスに関与するステップは以下を含む。
【０１３５】
　ＳＰセファロース高速流マトリックス（GE Biosciences）で充填されたカラムは、５０
ｍＭの酢酸で平衡が保たれた。オルトリン酸を用いてｐＨ３．８に調整された細胞フリー
な上澄みは、陽イオン交換カラムで保持された。カラムでの充填は５０ｇ／Ｌよりも少な
かった。溶出は、酢酸アンモニウムを用いて実行された。このステップの回収は、５０ｇ
／Ｌの充填で９５％であった。溶出液は結晶化された。結晶は、トリプシン処理に用いら
れた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理端の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収率
７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２００ｍＭ、ｐＨ５．０の酢酸ナトリウム（バッファＡ）
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において、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。１０％のアセ
トニトリルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の充填が行われ
た。バッファＢの直線勾配は、収率８０％、純度９８．５％で精製されたグラルギン及び
０．２９％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、６％のエタノー
ル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステップ
からのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で、収
率８５％、純度９９．４％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
【０１３６】
　実施例６ｂ：
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理端の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収率
７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２００ｍＭ、ｐＨ５．０の酢酸ナトリウム（バッファＡ）
において、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。１０％のアセ
トニトリルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の充填が行われ
た。バッファＢの直線勾配は、収率８０％、純度９８．５％で精製されたグラルギン及び
０．２９％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１０ｍＭのクエン酸（バッファＡ）において、６％のエタ
ノール（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステ
ップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で
、収率７９．２％、純度９８．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた
。
【０１３７】
　実施例６ｃ：
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理端の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収率
７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、ｐＨ８．５で１００ｍＭのTris＋２０ｍＭのＣａＣ１２（
バッファＡ）において、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。
１０％のアセトニトリルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の
充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、収率７１％、純度９７．４％で精製されたグ
ラルギン及び０．２２％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１０ｍＭのクエン酸（バッファＡ）において、６％のエタ
ノール（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステ
ップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で
、収率７５．０％、純度９８．０％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた
。
【０１３８】
　実施例６ｄ：
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
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）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理終了の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収
率７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１００ｍＭ、ｐＨ５．０の酢酸アンモニウム（バッファＡ
）において、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。１０％のア
セトニトリルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の充填が行わ
れた。バッファＢの直線勾配は、収率６０．７％、純度９８．０％で精製されたグラルギ
ン及び０．９１％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１０ｍＭのクエン酸（バッファＡ）において、６％のエタ
ノール（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステ
ップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で
、収率７５．０％、純度９８．０％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた
。
【０１３９】
　実施例６ｅ：
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理終了の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収
率７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、ｐＨ３．０、２０ｍＭの過塩素酸（バッファＡ）において
、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。１０％のアセトニトリ
ルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッ
ファＢの直線勾配は、収率３７．４％、純度９６．２％で精製されたグラルギン及び０．
２８％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１０ｍＭのクエン酸（バッファＡ）において、６％のエタ
ノール（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステ
ップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で
、収率７０．０％、純度９７．０％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた
。
【０１４０】
　実施例６ｆ：
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、２５０ｍＭの酢酸（バッファＡ）において、１０％のアセ
トニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：５に希釈されたトリプ
シン処理終了の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、１０ｇ／Ｌ未満の充填で、収
率７５％、純度９４．５％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、ｐＨ８．５、１００ｍＭのホウ酸塩緩衝剤（バッファＡ）
において、１０％のアセトニトリル（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。１０％のアセ
トニトリルが含まれるように希釈された、前のステップからのＲＰ溶出液の充填が行われ
た。バッファＢの直線勾配は、収率７９．４％、純度９８．３％で精製されたグラルギン
及び０．１１％のグリコシル化された不純物を溶出するために用いられた。
　ＲＰ－ＨＰＬＣ樹脂（細孔径１２０ÅのＣ８ Ｄａｉｓｏｇｅｌ、１０μｍ粒子サイズ
）により充填されたカラムは、１０ｍＭのクエン酸（バッファＡ）において、６％のエタ
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ノール（バッファＢ）で平衡状態が保たれた。水を用いて１：３に希釈された、前のステ
ップからのＲＰ溶出液の充填が行われた。バッファＢの直線勾配は、３５ｇ／Ｌの充填で
、収率７５．０％、純度９８．８％で精製されたグラルギンを溶出するために用いられた
。
【０１４１】
　実施例７：
　最終沈殿：
　異なる逆相クロマトグラフィーステップを経て精製されたグラルギンは、クエン酸緩衝
液及びZnCl2溶液を加え、ｐＨを調整することにより沈殿された（クエン酸緩衝液は、１
５．４ｇ／Ｌのクエン酸（無水）、９０ｇ／Ｌのオルトリン酸塩２ナトリウム緩衝液（無
水）を含み、ｐＨは６．３±０．１に調整され、Ｏ－リン酸を有する）。沈殿は、ｐＨが
４．０から１０．０の範囲、好ましくは、６．０から８．０で行われる。生成物濃度は、
好ましくは、２から２０ｇ／Ｌである。沈殿後、たまった沈殿物を分散させずに、遠心分
離又は上澄みを移すことにより、澄んだ上澄みから生成物が分離された。このようにして
得られた沈殿は、冷水で洗浄され、存在する非結合イオンが除去された。
【０１４２】
　すべてのプロセスの収率は、８５から９０％であり、生成物純度は約９９％であった。
【０１４３】
　実施例８：
　最終懸濁剤は沈殿後に移され、懸濁液は無菌で凍結乾燥トレイに移される。その後、保
存され、調合されうるインスリングラルギンの乾燥粉末を得るために、懸濁液は冷凍され
凍結乾燥される。また、本組成物を調合するために、（例えば、米国特許第４，９２５，
６７３号に報告されているプロテイノイド小球体のような）リポソーム封入又はプロテイ
ノイド封入を使用することが可能である。
【０１４４】
　実施例９：
　グリコシル化された不純物の分離と特性評価：
　内部の医薬品有効成分からのグラルギンのグリコシル化形の分離：
【０１４５】
　実施例９ａ：
　不純物のグリコシル化形の特性を示すために、ｍＧＩＧ（モノグリコシル化インスリン
グラルギン）及びｔＧＩＧ（トリグリコシル化インスリングラルギン）を半予備的逆相ク
ロマトグラフィーによって分離した。プロセス不純物の識別は、Prochrome C18（２５０
×８．０ｍｍ）カラムを用いて、Agilent 1100クロマトグラフィーシステム（ＣＡ、ＵＳ
Ａ）で行われた。移動相溶液は、含水０．１％ＴＦＡ（Ａ）及びアセトニトリル０．１％
ＴＦＡ（Ｂ）であった。グラルギンの不純物は、直線勾配プログラムを用いて溶出された
。直線勾配プログラムは、１．５ｍＬ／ｍｉｎの一定流量で、０分２５％Ｂ、０－１０分
２７％Ｂ、１０－１５分２９％Ｂ、１５－２１分３０％Ｂ、２１－２７分３３％Ｂ、２７
－３５分２５％Ｂであった。注入量は、２０μｌに保たれ、カラム温度は４０℃に保たれ
た。溶離液は、２１４ｎｍにモニターされた。グリコシル化不純物に対応するクロマトグ
ラフィーピークは、Agilent 1100 series LCMSD SLイオントラップ質量分析計（Agilent 
Technologies, USA）によって、オンラインで分析された。質量分析計は、ＥＳＩモード
で動作させた。噴霧ガスは、６０ｐｓｉに保たれ、乾燥ガスは１２．０Ｌ／ｍｉｎ、乾燥
温度は、３５０度に保たれた。正イオン電気スプレイ質量スペクトルは、質量範囲６００
－２２００ｍ／ｚにおいてＭＳモードで記録された。
【０１４６】
　ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧに対応するピークは手動で集められた。ｍＧＩＧ（１％）、ｔＧＩ
Ｇ（０．３％）は、製剤において痕跡程度に観察されたので、本発明のグラルギン医薬品
有効成分（ＡＰＩ）は、不純物を精製するプロセスで１００ｍｇ／ｍＬの濃度で使用され
た。
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【０１４７】
　最終精製生成物の特性評価
　実施例９ｂ：
　最終生成物のＲＰ－ＨＰＬＣ及びＳＥＣ－ＨＰＬＣプロファイル
　得られた最終タンパク質生成物のＲＰ－ＨＰＬＣプロファイル及びＳＥＣ－ＨＰＣＬプ
ロファイルは、図５、６に示される。
【０１４８】
　実施例９ｃ：
　グラルギン、モノグリコシル化インスリングラルギン（ｍＧＩＧ）、トリグリコシル化
インスリングラルギン（ｔＧＩＧ）の電気スプレイイオン化質量スペクトルは、それぞれ
図７、８、９に示されている。

【０１４９】
　グラルギンへの単糖ユニットの注入は、極性の増加、１６２単位の質量単位の増加によ
って、リテンションタイムを減少させる。同様に、３つの単糖の注入はさらに、極性及び
４８６単位の質量を増加させる。糖型の分子量は、ＥＳＩ－ＭＳで多価ピークの分析によ
って得られた。
表６：電気スプレイ及びマトリックス支援レーザー脱離イオン化技術によって測定された
分子量の比較

【０１５０】
　ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧで得られたＭＡＬＤＩ質量スペクトルは、それぞれ分子量６２２５
．６、６５４９．８を示した。ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧで得られた分子量データは、ＥＳＩ－
ＭＡによって得られたデータと一致している。ＩＧ、ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧ間での分子量の
違いは、グリカンがグラルギンに共有結合していることを示す１６２質量単位の多重を示
す。
【０１５１】
　図８は、モノグリコシル化インスリングラルギン（ｍＧＩＧ）のマトリックス支援レー
ザー脱離イオン化質量スペクトルである。
【０１５２】
　還元、アルキル化実験は、グリコシル化が起こった鎖を識別するために行われた。方法
は、基準としてグラルギンを用いて標準化されている。１．１ｍｇのグラルギンは、ｐＨ
９．０に維持された、５００μｌの８ＭのグアニジンＨＣｌ、０．１ＭのＴＲＩＳ、１ｍ
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ＭのＥＤＴＡ緩衝液に溶解されていた。これに、１０μｌ、１Ｍのジチオスレイトール（
ＤＴＴ）が加えられた。内容物は混合され、３７℃で２時間培養された。培養された試料
は室温に戻され、１０μｌのヨードアセトアミドが加えられた。試料は、光から保護する
ためにアルミニウムホイルで覆われ、３７℃で２時間培養され、ＬＣＭＳにより分析され
た。同様に、ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧには、グリコシル化の識別のために還元、アルキル化さ
れた。
【０１５３】
表７：グリコシル化が起こった鎖の識別のための還元及びグリコシル化グラルギンのアル
キル化

【０１５４】
　実施例９ｄ：
　ペプチドマッピング：
　グリコシル化が起こったアミノ酸位置を識別するために、グラルギンの糖型は酵素消化
される。０．６５ｍｇの天然グラルギンは、２００μｌ、１ＭのＴＲＩＳ（ｐＨ＝９．０
）に溶解された。これに新たに準備した５０μｌの１ｍｇ／ｍＬのＶ８プロテアーゼ（Ｇ
ｌｕ－Ｃ）が加えられ、３７℃で２時間培養された。ＩＧのトリプシン消化物、ｍＧＩＧ
、ｔＧＩＧは、流量０．８ｍＬ／ｍｉｎで、Ｃ１８　２５０×４．６ｍｍ、５μ、３００
°（水；対称性）で分離された。カラム温度は、４０度に維持された。次の勾配が用いら
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れた：０－６０分５－８０％Ｂ、６０－６５分８０－５％Ｂ。溶媒Ａ＝０．１％含水ＴＦ
Ａ、溶媒Ｂ＝アセトニトリルである。２０μｌの試料が注入され、溶出されたピークが２
２０ｎｍでモニターされた。試料は、GLU-Cのフラグメント分析のためのAgilent 1100 LC
MSによって、オンラインで分析された。比較研究は、リテンションタイム及び分子量を調
べるために、ＩＧ、ｍＧＩＧ、ｔＧＩＧについてなされた。
【０１５５】
表８：インタクト、残留物リテンションタイム、グリコシル化グラルギンの質量の比較

【０１５６】
　発明の要約：
　本発明は、成熟インスリングラルギンの免疫学的及び生物的な活性を示すポリペプチド
をコード化する組み換えタンパク質の生産及び精製方法を提供することを目的とする。前



(29) JP 5781308 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

記精製タンパク質は、成熟インスリングラルギンと類似のすべての生理学的、免疫学的、
生化学的な特徴を有していることが見出される。
【０１５７】
　本発明の他の好ましい態様は、最終生成物で得られるグラルギンのグリコシル化不純物
の特性評価である。
【０１５８】
　本発明の最終的な最も重要な目的は、純粋な形でインスリングラルギンタンパク質を得
ることである。従って、本発明は、簡単な大量生産、その後のインスリングラルギンの精
製を可能にする。
【０１５９】
　さらに、本発明の目的は、純粋な形で、インスリングラルギンを調合する方法を改良す
ることである。
【０１６０】
　本発明の第１の態様によれば、インスリングラルギンを精製する組み換え方法は、以下
を含む。
（ａ）宿主微生物を、インスリングラルギン活性を有するタンパク質を生産する方向に向
かわせることが可能なＤＮＡ配列の準備
（ｂ）宿主微生物に移動し、内部で複製することが可能なベクターへ前記ＤＮＡ配列をク
ローン化する。このようなベクターは、ＤＮＡ配列の操作可能な要素を含む。
（ｃ）ＤＮＡ配列及び操作可能な要素を含むベクターを、インスリングラルギンタンパク
質を発現可能な宿主微生物に移動させる。
（ｄ）ベクターの増幅とタンパク質の発現に適切な条件下で微生物を培養する。
（ｅ）タンパク質を収穫する。
【０１６１】
　本発明の第２の態様は、インスリングラルギン前駆体遺伝子を、適切な発現ベクターに
おいて、シグナルペプチドを有する機構でクローン化し、関連する組み換え遺伝子を含む
ベクターを有する宿主細胞を形質転換し、複数の複製要素の選別をし、インスリングラル
ギン前駆体のゲノムへの見事な統合で組み換えクローンを選択するステップを含む、関連
する遺伝子を運ぶ組み換えベクターを構成する方法に関わる。
【０１６２】
　本発明の第３の態様は、所望の注目タンパク質の発現量を検出するＨＰＬＣ分析のため
のインスリングラルギン前駆体の小規模発現に関連する。
【０１６３】
　本発明の第４の態様は、成長培地で組み換え細胞を成長させる発酵プロセスに関連する
。微生物、又は、細胞培養物である細胞は、所望のタンパク質（即席の本発明の場合には
、インスリングラルギンである）をコード化するＤＮＡを含む発現ベクターで形質転換さ
れた。
【０１６４】
　本発明の第５の態様は、発酵後に生産されたインスリングラルギン生成物の結晶に関わ
る。
【０１６５】
　本発明の第６の態様は、トリプシン化プロセスに関連する。グラルギンは、酵素的変換
を経て、グラルギン前駆体から準備されうる。変換は、トリプシン又はトリプシン様の植
物、動物微生物期限の酵素の存在によって生じる。
【０１６６】
　本発明の重要な態様は、天然インスリングラルギンタンパク質と同様の生物活性を有す
る分離されたタンパク質の精製に有用なプロセス及び手段に関連する。プロセスは、この
ような活性を有していない不純物とみなされうる他の物質から活性ペプチド物質を分離す
るためのＲＰ－ＨＰＬＣ又は他のクロマトグラフィー法を利用する。
【０１６７】
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　本発明の最も好ましい態様は、識別のための電気スプレイやマトリックス支援レーザー
脱離イオン化等の質量分析技術を用いた科学的方法を経てインスリン類似体、特にインス
リングラルギンの様々な糖型の識別に関連する。これにより、本発明は、最終生成物に存
在する不純物の特性をより理解することによって、最適化した下流精製法を経て、生成物
を前記不純物から選択的に精製することを可能とする。
【０１６８】
　本発明の付加的な目的及び利点は、一部が以下に明細書において説明される。その一部
は、明細書から明らかであり、発明の実行から理解されうる。その目的及び利点は、添付
の請求項で特に指摘した手段及び組合せによって実現され、達成されうる。本発明は、精
製された生物活性異種タンパク質に関する。ここに組み込まれ、本出願の一部をなす添付
の図面は、明細書とともに本発明における様々な有益な特性を示しており、本発明の原理
を説明する役割を果たす。

【図２】 【図３】
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