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(57)【要約】
本発明は、第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含むダイマーであって、前記第
１の及び第２のポリペプチドがそれぞれ、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメ
イン（ＩＳＶＤ）と、（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長部
とを含み、前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが、前記第１のポリペプ
チドのシステイン部分と、前記第２のポリペプチドのシステイン部分との間のジスルフィ
ド結合を介して共有結合されているダイマーに関し、該ダイマーは、様々なアッセイにお
いて、ベンチマーク構築物（例えば、同種の多価及び多重特異性構築物）よりもパフォー
マンスが優れていた。本発明は、本発明のダイマーを作製するための方法を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも：
（ｉ）第１のポリペプチドを提供する工程であって、前記第１のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端において、システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む、工程；
（ｉｉ）第２のポリペプチドを提供する工程であって、前記第２のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端において、システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む、工程；並び
に
（ｉｉｉ）好ましくはｐＨ６．５～ｐＨ７．５において、場合により酸化銅イオン（Ｃｕ
２＋）を追加することによって、前記第１のポリペプチドのＣ末端の前記システイン部分
のチオール部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端の前記システイン部分のチオール部
分とをジスルフィド誘導体シスチンに酸化する工程
を含む、ダイマーを作製するための方法であって、
該ＩＳＶＤの完全性が維持されており、前記シスチンが、該ダイマー中に存在する唯一の
分子間ジスルフィド結合であり、それによって、前記ダイマーを作製することを特徴とす
る方法。
【請求項２】
　例えば質量分析によって決定した場合に、前記第１の及び前記第２のポリペプチドの少
なくとも８０％、例えば８５％、９０％、９５％、９９％又はさらにそれ以上、例えば１
００％が二量体化されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　好ましくはサイズ排除クロマトグラフィーを介して、前記ダイマーを精製する工程をさ
らに含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが同一のものである、請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが異なるものである、請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のポリペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドが、好ましくはＣ末端にお
いて、システイン部分を含む５０個、４０個、３０個、２０個、１０個、９個、８個、７
個、６個、５個、４個、３個、２個又は１個のアミノ酸残基のＣ末端伸長部を含む、請求
項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｃ末端伸長部が、前記ポリペプチドの最もＣ末端に位置するＩＳＶＤのＣ末端部に
遺伝子融合されている、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含むダイマーであって、
前記第１のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含み；
前記第２のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含み；
前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが、前記第１のポリペプチドのＣ末
端伸長部のシステイン部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端伸長部のシステイン部分
との間のジスルフィド結合を介して共有結合されており；前記第１のポリペプチドのＣ末
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端伸長部のシステイン部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端伸長部のシステイン部分
との間の前記ジスルフィド結合が、該ダイマー中に存在する唯一の分子間ジスルフィド結
合である、ダイマー。
【請求項９】
　前記第１のポリペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドが、好ましくはＣ末端にお
いて、システイン部分を含む５０個、４０個、３０個、２０個、１０個、９個、８個、７
個、６個、５個、４個、３個、２個又は１個のアミノ酸残基のＣ末端伸長部を含む、請求
項８に記載のダイマー。
【請求項１０】
　前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが同一のものである、請求項８又
は９に記載のダイマー。
【請求項１１】
　前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが異なるものである、請求項８又
は９に記載のダイマー。
【請求項１２】
　薬物をさらに含む、請求項８～１１のいずれか一項に記載のダイマー。
【請求項１３】
　前記薬物が、細胞増殖抑制剤、細胞傷害剤、化学療法剤、成長阻害剤、毒素（例えば、
細菌起源、真菌起源、植物起源若しくは動物起源の酵素的に活性な毒素又はそのフラグメ
ント）、毒素部分及び放射性同位体からなる群より選択される、請求項１２に記載のダイ
マー。
【請求項１４】
　薬物対ダイマー比（ＤＡＲ）が１である、請求項１２又は１３に記載のダイマー。
【請求項１５】
　ガンの処置に使用するための、請求項８～１４のいずれか一項に記載のダイマーであっ
て、インターナリゼーションする、ダイマー。
【請求項１６】
　ガンの処置のための医薬を製造するための、請求項８～１４のいずれか一項に記載のダ
イマーの使用であって、前記ダイマーがインターナリゼーションする、使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含むダイマーであって、前記
第１の及び第２のポリペプチドがそれぞれ、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ド
メイン（ＩＳＶＤ）と、（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長
部とを含み、前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが、前記第１のポリペ
プチドのシステイン部分と、前記第２のポリペプチドのシステイン部分との間のジスルフ
ィド結合を介して共有結合されているダイマーに関し、該ダイマーは、様々なアッセイに
おいて、ベンチマーク構築物（例えば、同種の多価及び多重特異性構築物）よりもパフォ
ーマンスが優れていた。本発明は、本発明のダイマーを作製するための方法を提供する。
本発明はさらに、（本明細書で定義される）可変ドメイン、及び本発明の方法によって取
得可能な１つ以上の可変ドメインを含むポリペプチド（「本発明のポリペプチド」とも称
される）、並びに１つ以上の基、残基又は部分にカップリングされたこのような可変ドメ
イン及び／又はポリペプチドを含む化合物（「本発明の化合物」とも称される）を提供す
る。
【０００２】
　本発明はまた、このような可変ドメイン及び／又はポリペプチドをコードする核酸；こ
のような核酸を含み、及び／又はこのような可変ドメイン及び／若しくはポリペプチドを
発現し若しくは発現することができる宿主細胞；このような可変ドメイン及び／又はポリ
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ペプチド、化合物、核酸及び／又は宿主細胞を含む組成物（特に、医薬組成物）；並びに
特に予防目的、治療目的又は診断目的のための、このような可変ドメイン、ポリペプチド
、核酸、宿主細胞及び／又は組成物の使用に関する。
【０００３】
　本発明の他の態様、実施態様、利点及び用途は、本明細書のさらなる説明から明らかに
なるであろう。
【背景技術】
【０００４】
背景
　２０個超のモノクローナル抗体（ｍＡｂ）が治療に承認され、より多くが臨床開発中で
あり、このクラスの分子は、様々な疾患の確立された処置モダリティになっている（Reic
hert (2011) MAbs 3:76-99; Nelson et al. (2010) Nat Rev Drug Discov 9:767-74）。
しかしながら、ガン又は炎症性障害などの複雑な疾患は、通常、本質的に多因子性であり
、疾患を媒介する多数のリガンド及びレセプター、並びにシグナルカスケード間のクロス
トークが関与する。複数のターゲット又は１つのターゲット上の複数の部位の遮断は、治
療効果の改善をもたらすはずである。従来のモノクローナル抗体治療が有意な抗腫瘍活性
を誘導する能力は限定的であったので、二重特異性物質（２つの異なる抗原に同時に結合
し得る抗体）が開発された（Kontermann (2012) mAbs 4:182-197）。過去１０年間に、併
用療法又は混合物の使用の代替策として、二重特異性抗体による二重ターゲティングが登
場した。二重特異性抗体による二重ターゲティングの概念は、１つの薬物による複数の疾
患改変分子のターゲティングに基づくものである。製造、前臨床及び臨床試験は、単一二
重特異性分子に縮小されるので、技術及び規制の観点から、これは開発をより容易にする
（Kontermann (2012)前掲）。組み合わせではなく単一二重ターゲティング薬物による治
療はまた、患者にとっても負担が少ないはずである。
【０００５】
　二重特異性抗体は、生化学的又は遺伝的な手段を介して作製され得る。過去２０年間に
、リコンビナント技術により、多種多様な二重特異性抗体が生産され、４５個のフォーマ
ットが生み出された（Byrne et al (2013) Trends Biotechnol. 31, 621-32）。このよう
な様々なトポロジーにもかかわらず、このアプローチは、あらゆるタンパク質の組み合わ
せに適切であるわけではない。Ｎ末端又はＣ末端を介したタンパク質の融合は、生物活性
の減少又は損失をもたらし得、フォールディング及びプロセシングの複雑性により、発現
量の変動が観察され得る（Schmidt (2009) Curr. Opin. Drug Discovery Dev. 12, 284-2
95; Baggio et al. (2004) Diabetes 53, 2492-2500; Chames and Baty (2009) mAbs 1, 
539-47）。
【０００６】
　二重特異性治療薬を作製するための代替アプローチは、ホモ二官能性又はヘテロ二官能
性のカップリング試薬を使用した化学的コンジュゲーションである(Doppalapudi et al. 
(2010) Proc Natl Acad Sci USA 107:22611-6)。現在まで、これは、このようなコンジュ
ゲートを生産する優れた方法ではなかった。この分野で用いられる化学技術の根本的な欠
陥は、リシン残基の改変への依存であった。従来の抗体当たり平均１００個のリシン残基
が存在し、それらの分布は、抗体又はそのフラグメント、例えばＦａｂ、Ｆｃ及び免疫グ
ロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）領域の表面トポロジーを通して均一である。この
ように、リシン残基を使用したコンジュゲーション技術は、抗体分子の事実上全ての領域
をランダムに架橋し、予測不可能な特性を有する生成物の非常に不均一な混合物をもたら
す。
【０００７】
　この問題を克服するための戦略は、化学的リンカーの部位特異的導入を可能にする非天
然アミノ酸の挿入によって提供される。しかしながら、非天然アミノ酸の置換は不完全で
あることが多く、必要な高濃度では人工アミノ酸の細胞毒性が原因で、発現量が一般に低
い。
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【０００８】
　ランダム架橋に伴う問題を克服するための別のアプローチは、単一の求核性システイン
残基を抗体の所望の部位に導入する部位特異的突然変異誘発によって提供される。タンパ
ク質では、システイン残基は天然存在量が低いが、抗体及び抗体フラグメントでは、遊離
システイン残基が欠如しているので、システイン残基は分子内ジスルフィド結合で固定さ
れて、構造及び機能的完全性を提供することが頻繁に見られる（Fodje and Al-Karadaghi
 (2002) Protein Eng. Des. Sel. 15, 353-358）。しかしながら、分子内架橋と分子間架
橋とのコントロールは、これらの試薬を用いて達成することが非常に困難である。いくつ
かのコントロールは、タンパク質／試薬比、ｐＨ、イオン強度などの反応パラメータの適
切な選択によって達成され得るが、結果は依然として不十分である。
【０００９】
　国際公開公報第２００４／０３０１９号では、例えば、ドメインのＣ末端においてシス
テインをそれぞれ有するｄＡｂを提供し、２，２’－ジチオジピリジン（２，２’－ＤＴ
ＤＰ）及び還元型モノマーを使用した化学的カップリング手順を使用して該システインを
互いにジスルフィド結合することによって、可変ドメインを互いに連結して多価リガンド
を形成し得ると仮説されている。しかしながら、２，２’－ＤＴＤＰは、その実用性を制
限する刺激物質である。加えて、２，２’－ＤＴＤＰはまた、細胞からＣａ２＋を動員す
る反応性ジスルフィドであるので、その使用はさらに制限される。国際公開公報第２００
４／０３０１９号には、特に分子内チオール結合を破壊及び再構成せずに、この方法が実
際に実行可能であるかについて記載されていないだけではなく、２，２’－ＤＴＤＰの特
性を考慮すると、この試薬を完全に除去するためには、手間を要する対策を講じなければ
ならない。
【００１０】
　Baker et al. (2014, Bioconjugate Chem., DOI: 10.1021/bc5002467)には、合成ビス
－ジブロモマレイミド架橋リンカーを使用した抗体フラグメントのジスルフィド結合の還
元及び架橋による二重特異性抗体構築物が記載されている。
【００１１】
　Carlsson et al. (1978 Biochem J. 173:723-737)には、可逆的なタンパク質間コンジ
ュゲーションをもたらすｎ－スクシンイミジル３－（２－ピリジルジチオ）プロピオナー
トを使用したタンパク質のチオール化手順が提案されている。しかしながら、この手順は
、大規模な精製を必要とする。加えて、このプロトコールにしたがった場合、活性の減少
が報告されている（Carlsson et al., 1978）。Carlsson et al. (1978)には、この手順
を抗体又はそのフラグメントに使用し得るかについて記載されていない。
【００１２】
　システイン突然変異誘発は、発現量の減少及び望ましくない特性、例えば望ましくない
二量体化に対する感受性、混合ジスルフィド形成又はジスルフィドスクランブルを一般に
もたらすので、一般に、システイン残基の導入を介した分子間架橋は制限される（Schmie
dl et al. (2000) J. Immunol. Methods 242, 101-14; Junutula et al. (2008) Nat. Bi
otechnol. 26, 925-32; Albrecht et al. (2004) Bioconjugate Chem. 15, 16-26）。
【００１３】
　Graziano and Guptillでは、Ｆ（ａｂ’）２フラグメントの重鎖間ジスルフィド結合の
還元によって生成された遊離チオールを使用してＦａｂ’×Ｆａｂ’（化学的に連結され
た二重特異性物質）を作るための方法が議論されている。しかしながら、重鎖－軽鎖ジス
ルフィド結合の大規模な還元を伴わずに、重鎖間ジスルフィドの効率的な還元が達成され
るように、条件を選択しなければならない。注目すべきことに、ｏ－フェニレンジイマレ
イミド（ｏ－ＰＤＭ）法を使用して作られた二重特異性物質は、エルマン試薬（５，５’
－ジチオビス（２－ニトロ安息香酸）又はＤＴＮＢ）によって作製されたものよりも安定
であり得るが、ｏ－ＰＤＭによって作製された二重特異性物質を生化学的均一に精製する
ことはより困難であった。ｏ－ＰＤＭ法の別の明らかな欠点は、抗体分子中の奇数個の重
鎖間ジスルフィド結合をマレイミド化する必要があることである（Graziano and Guptill
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 (2004) Chapter 5 Chemical Production of Bispecific Antibodies pages 71-85 From:
 Methods in Molecular Biology, vol. 283: Bioconjugation Protocols: Strategies an
d Methods; Edited by: C. M. Niemeyer (C) Humana Press Inc., Totowa, NJ.）。これ
は、ヒト－ヒト二重特異性物質の構築におけるその適用を妨げる。
【００１４】
　処置（特に、ガンの処置）を改善するためのさらなる戦略は、抗体薬物コンジュゲート
（ＡＤＣ）を使用することである。現在のところ、５０個超の異なるＡＤＣが臨床試験中
であり、これらのいくつかは活性であるが、開発、精製及びＡＤＣの毒性予防において、
多数の問題が依然として残っている。第１に、物理化学的特性、例えば抗体当たりにコン
ジュゲートされた薬物の数に起因するＡＤＣの不均一性、ＰＫ／生体内分布、ペイロード
及び送達ビヒクルをほとんどコントロールすることができない。例えば、多くの薬物は、
リシンを介して抗体にコンジュゲートされる。上記のように、リシンは抗体全体に散在し
ているので、これは、薬物対抗体比をコントロールすることを困難にする。加えて、この
カップリングは、リシンカップリングを使用する二重特異性の概念にも干渉する。また、
ガン処置に使用されるほとんどの薬物は非常に疎水性であり、ＡＤＣ部分の予測不可能な
概ね好ましくない凝集、ＰＫ及び生体内分布プロファイルをもたらす。これは、小さな抗
体フラグメントに特に当てはまる。従来の抗体は約１５０ｋＤのサイズを有する一方、薬
物は平均約１ｋＤのサイズを有する。したがって、抗体：薬物のサイズ比は、約１５０：
１である。従来の抗体とは大きく異なり、ＩＳＶＤなどの抗体フラグメントは、わずか約
１５ｋＤのサイズを有する。その結果として、ＩＳＶＤ：薬物のサイズ比は、わずか１５
：１である（すなわち、従来の抗体の１０倍未満）。したがって、薬物の疎水性特性は、
コンジュゲートされた抗体フラグメントの物理化学的特性に対して不相応に大きな影響を
及ぼす。実際、コンジュゲートされた抗体フラグメントの主な問題は、凝集である（Feng
 et al. 2014 Biomedicines 2:1-13）。分析は、ＩｇＧサイズの高分子構築物が、全身ク
リアランスと血管外遊出との間の好ましいバランスを示し、最大の腫瘍取り込みをもたら
すことをさらに示唆している（Dane Wittrup et al. 2012 Methods Enzym. 503 Chapter 
10, pp255-268）。これらの困難性は、より小さな抗体フラグメントに対する薬物のコン
ジュゲーションを使用することを事実上制限する。
【００１５】
　表皮成長因子レセプター（ＥＧＦＲ；ＨＥＲ－１とも称される）は、ＨＥＲ－２、ＨＥ
Ｒ－３及びＨＥＲ－４と共に、ＨＥＲ－キナーゼファミリーのメンバーである。ＥＧＦＲ
は、非小細胞肺ガン、乳ガン、頭頸部ガン、胃ガン、結腸直腸ガン、食道ガン、前立腺ガ
ン、膀胱ガン、腎臓ガン、膵臓ガン及び卵巣ガンを含む様々なヒト腫瘍において過剰発現
される。ＥＧＦＲの活性化は、細胞分裂、運動性の増加、血管新生及びアポトーシスの減
少をもたらし得るシグナリングを引き起こす。これらの効果は、複雑な一連のシグナリン
グ機構、例えばマイトジェン活性化プロテインキナーゼ（ＭＡＰＫ）及びホスファチジル
イノシトール－３キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）経路の関与によって媒介される。
【００１６】
　ＥＧＦＲはまた、いくつかの他の疾患、例えば炎症性関節炎及び肺粘液の過剰分泌に関
与している。
【００１７】
　ＥＧＦＲターゲティング抗体、例えばIMC-C225 (Erbitux, Imclone)、EMD72000 (Merck
 Darmstadt)、ABX-EGF (Abgenix)、h-R3 (theraCIM, YM Biosciences)及びHumax-EGFR (G
enmab)の多くは、レセプターに対するリガンドの結合を防止する抗体として単離された。
しかし、これらの抗体及び現在利用可能な薬物はいずれも、ガンの処置に完全に有効では
なく、ほとんどが重度の毒性によって制限される。
【発明の概要】
【００１８】
　本発明の目的は、先行技術の欠点の少なくとも１つを克服若しくは改善すること、又は
有用な代替策を提供することである。
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【００１９】
　モジュール性の観点から、免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）及び特にナノ
ボディは、多価構築物への組み合わせに非常に適切である。多価構築物を作製するための
便利で好ましい方法は、アミド結合を介して、ＩＳＶＤをコードする個々の核酸を遺伝子
融合することによるものであり、ＩＳＶＤをコードするヌクレオチド配列を、その３’末
端核酸を介して、ＩＳＶＤをコードする別のヌクレオチド配列の５’末端核酸に、必要な
場合には様々な長さの（核酸）リンカーを介してカップリングする。したがって、ＩＳＶ
Ｄは、アミド結合を介して、場合によりペプチドリンカーを介してカップリングされる。
【００２０】
　部分の完全性及び機能性を維持するために、ＩＳＶＤは、システイン間の分子内ジスル
フィド結合を含む。ＩＳＶＤをコードするヌクレオチド配列の遺伝子融合後、翻訳時に、
個々のＩＳＶＤにおいて、標準（分子内とも称される）ジスルフィド結合を形成する固有
特性は影響されないことが広く実証されている。
【００２１】
　遺伝子融合の容易性及び汎用性の観点から、ＩＳＶＤの化学的コンジュゲーションは、
特に、分子内ジスルフィド結合を妨げずにＩＳＶＤを所定の部位に選択的にカップリング
するための困難な方法を必要とし、及び／又は潜在的に危険な非自己要素を使用するので
、好ましい方法ではない。
【００２２】
　本発明は、ＩＳＶＤの分子内ジスルフィド結合の実質的にいかなる異常な妨害及び障害
も伴わずに、２つのポリペプチド間のジスルフィド結合を介した分子間二量体化を促進す
る便利な方法を提供する。該方法は、ＩＳＶＤをさらに含むポリペプチドのＣ末端伸長部
へのシステインの導入を使用する。
【００２３】
　本発明はまた、本発明のダイマーを作製するための方法を提供する。特に、本発明は、
（ポリペプチド）ダイマーを作製するための方法であって、少なくとも：
（ｉ）第１のポリペプチドを提供する工程であって、前記第１のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；
（ｉｉ）第２のポリペプチドを提供する工程であって、前記第２のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；並びに
（ｉｉｉ）好ましくはｐＨ６．５～ｐＨ７．５において、場合により酸化銅イオン（Ｃｕ
２＋）を追加することによって、前記第１のポリペプチドのＣ末端伸長部の前記システイ
ン部分のチオール部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端伸長部の前記システイン部分
のチオール部分とをジスルフィド誘導体シスチンに酸化し、前記シスチンが、該ダイマー
中に存在する唯一の分子間ジスルフィド結合であり、それによって、前記ダイマーを作製
する工程を含む方法に関する。
　好ましくは、前記ダイマーの前記［Ｃ末端］シスチンを還元する工程は、前記第１のポ
リペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドの分子内ジスルフィド結合の酸化状態が維
持される条件下で実施される。換言すれば、ＩＳＶＤの完全性は維持される。該方法は、
前記ダイマーの前記（Ｃ末端に位置する）シスチンを還元する工程を場合によりさらに含
む。
【００２４】
　さらに驚くべきことに、本発明のダイマーは、様々なアッセイにおいて、ベンチマーク
構築物（例えば、同種の多価及び多重特異性構築物）よりもパフォーマンスが優れていた
。ベンチマーク構築物は、本発明のダイマーと同じポリペプチドからなるが、ベンチマー
ク構築物は、これらのポリペプチドをコードする核酸の遺伝子融合によって作製されたの
で、第１のポリペプチドは、Ｎ末端からＣ末端方向にアミド結合を介して、第２のポリペ
プチドにカップリングされている。特に、本発明のダイマーは、ベンチマーク（例えば、
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同種の二価構築物）よりも良好な親和性（ＫＤ値（実際又は見掛け）、ＫＡ値（実際又は
見掛け）、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度として適切に測定及び／又は表現される）
で、ターゲットに結合し得る。一方、本発明のダイマーは、２つのアルブミン結合ＩＳＶ
Ｄを含有する場合であっても、わずか１つのアルブミン結合ＩＳＶＤを含有するベンチマ
ークと同様の生体内分布プロファイルを示した。また、予想外のことに、本発明のダイマ
ーは、特に低いターゲット発現を有する細胞において、ベンチマーク構築物と比較して改
善されたインターナリゼーションを示した。インターナリゼーションは、優れた有効性に
重要であるので、インターナリゼーションの改善は、優れた有効性をもたらすであろう。
また、必要な薬物が減少し、ターゲットから離れる薬物が減少するので、インターナリゼ
ーションの改善は、毒性などの副作用を減少させ得る。低いターゲット発現を有する細胞
におけるダイマーのインターナリゼーションは、処置にアクセス可能な腫瘍の範囲を拡大
し、薬剤耐性を生じる機会を減少させ得る。一方、本発明のダイマーは、ベンチマーク構
築物と類似する好ましい生体内分布プロファイルを示した。
【００２５】
　したがって、本発明は、第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含むダイマーで
あって、前記第１のポリペプチドが、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン
（ＩＳＶＤ）と、（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長部とを
含み；前記第２のポリペプチドが、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（
ＩＳＶＤ）と、（好ましくはＣ末端において）システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含
み；前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが、前記第１のポリペプチドの
システイン部分と、前記第２のポリペプチドのシステイン部分との間のジスルフィド結合
を介して共有結合されているダイマーに関する。
【００２６】
　このように、本発明は、第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含む（ポリペプ
チド）ダイマーであって、前記第１のポリペプチド及び前記第２のポリペプチドが、Ｃ末
端に位置するジスルフィド結合を介して共有結合されている（ポリペプチド）ダイマーに
関する。
【００２７】
　本発明者らはさらに、本発明のダイマーが、予想外の好ましい結合及び機能的特徴を有
することを観察した。これらの特徴はまた、効力のいかなる明らかな及び実質的な損失も
伴わずに、長期間保持されていた。これは、ダイマーを保存及び輸送に有用なものにする
。したがって、本発明はさらに、反応性システイン部分を含むポリペプチドを保存するた
めの方法であって、少なくとも、前記反応性システイン部分のチオール部分をジスルフィ
ド誘導体シスチンに酸化し、それにより、前記反応性システイン部分を一時的に不活性化
する工程を含み、前記ポリペプチドが（内部）シスチン結合をさらに含む方法に関する。
【００２８】
　本発明者らは、ダイマーが、例えばマレイミド化学反応による例えばＣ末端システイン
を使用した官能基のカップリングなどの即時使用のためのプールとして特に適切であり得
ると仮説した。軽度の還元条件を用いたプロトコールを開発し、ダイマーの分子間ジスル
フィド架橋を還元して、構成ポリペプチドのチオール基を活性化した。最適条件は、内部
標準ＩＳＶＤジスルフィド架橋を還元せずに、ジスルフィドを還元してダイマーの形成を
もたらした。したがって、本発明は、反応性システイン部分を含むポリペプチドを作製す
るための方法であって、少なくとも：
（ｉ）シスチン結合を介して二量体化されたポリペプチドを提供する工程；
（ｉｉ）前記シスチン結合を還元する工程を含む方法に関し、
それにより、反応性システイン部分を含むポリペプチドを作製する。
好ましくは、前記シスチン結合は、前記ポリペプチドのＣ末端部に位置する。好ましくは
、前記工程（ｉｉ）の還元条件は、内部シスチン結合が還元されないように選択される。
【００２９】
　加えて、本発明はまた、非常にコントロールされた薬物対抗体比（ＤＡＲ）及び９５％
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超の純度で、ペイロードを本発明のポリペプチドにコンジュゲートするための方法を提供
する。全く予想外のことに、ポリペプチドとペイロードとのコンジュゲート（ＤＡＲ＝１
）は、生体内分布プロファイルに対して効果を及ぼさない。また、これらのコンジュゲー
トポリペプチドは、in vitroにおける細胞毒性及びin vivoにおける腫瘍成長阻害を示し
た。したがって、本発明は、本発明のポリペプチドを使用して、被験体を処置するための
方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】使用した構築物の模式図。
【図２】競合結合ＦＡＣＳ。
【図３】ＨＥＲ１４細胞におけるＥＧＦ媒介性ＥＧＦＲリン酸化の遮断（０．５mM ＥＧ
Ｆ）。
【図４】Ｃ末端ＧＧＣ伸長ポリペプチドのジスルフィドダイマーの還元の模式図。
【図５】還元型システイン伸長ポリペプチドのＳＥＣプロファイル。
【図６】マレイミド－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＭＭＡＥ。
【図７】Ｔ０２３８－００００１－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭＡＥ（ＡＢＬ１
００－ＮＣ００３－１）のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析。１）Novexマーカー；２）Ｔ０２３８
－００００１ダイマー；３）還元型Ｔ０２３８－００００１（１０mM ＤＴＴ、２～８℃
、Ｏ／Ｎ）；４）ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－１粗コンジュゲーション混合物；５）ＡＢ
Ｌ１００－ＮＣ００３－１。
【図８】還元型Ｔ０２３８００００１－Ａ、酸化型Ｔ０２３８００００１－Ａ及びＴ０２
３８－００００１－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭＡＥの疎水性相互作用クロマト
グラムの重ね合わせ。
【図９】ポリペプチド－ＭＭＡＥコンジュゲートのin vitro細胞殺傷：正規化細胞指数（
ＣＩ）の変動として測定した、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の増殖に対する異なる濃度の非
コンジュゲートナノボディ及びコンジュゲートナノボディの効果のインピーダンス測定モ
ニタリング。矢印は、ナノボディ投与の時点（すなわち、播種の２０時間後）を示し、点
線は、データ分析のエンドポイント（すなわち、播種の１１６時間後）を示す。ナノボデ
ィの非存在下における細胞成長から得られた細胞指数をコントロールとして用いる。
【図１０】非コンジュゲートポリペプチド及びＭＭＡＥコンジュゲートポリペプチドの用
量依存的効果。
【図１１】ポリペプチド－ＭＭＡＥコンジュゲートのin vivo有効性。
【図１２】ＮＣＳ－Ｂｚ－Ｄｆ及び８９Ｚｒを使用したＮｂの改変及び放射性標識。
【図１３】３つのポリペプチドの平均％ＩＤ／ｇ。
【図１４】インターナリゼーションしたポリペプチド及び構築物の用量反応曲線。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
発明の詳細な説明
　本明細書を通して先行技術に関するいかなる議論も、このような先行技術が広く公知で
あること、及び当技術分野における共通の一般知識の一部を形成することを決して自認す
るものではない。
【００３２】
　特に指示又は定義がない限り、使用される全ての用語は当技術分野の通常の意味を有し
、これらは当業者には明らかであろう。例えば、標準的なハンドブック、例えばSambrook
 et al. “Molecular Cloning: A Laboratory Manual” ( 2nd.Ed.), Vols. 1-3, Cold S
pring Harbor Laboratory Press (1989); F. Ausubel et al. eds., “Current protocol
s in molecular biology”, Green Publishing and Wiley Interscience, New York (198
7); Lewin “Genes II”, John Wiley & Sons, New York, N.Y., (1985); Old et al. “
Principles of Gene Manipulation: An Introduction to Genetic Engineering”, 2nd e
dition, University of California Press, Berkeley, CA (1981); Roitt et al. “Immu
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nology” (6th. Ed.), Mosby/Elsevier, Edinburgh (2001); Roitt et al. Roitt’s Ess
ential Immunology, 10th Ed. Blackwell Publishing, UK (2001);及びJaneway et al. 
“Immunobiology” (6th Ed.), Garland Science Publishing/ Churchill Livingstone, 
New York (2005)並びに本明細書で引用される一般的な背景技術を参照のこと。
【００３３】
　特に指示がない限り、具体的に詳述されていない方法、工程、技術及び操作は全て、当
業者には明らかであるように、それ自体が公知の方法で実施することができるものであり
、それ自体が公知の方法で実施したものである。例えば、本明細書で言及される標準的な
ハンドブック及び一般的な背景技術、並びにそれらの中で引用されているさらなる参考文
献；並びに例えば以下の総説：Presta 2006 (Adv. Drug Deliv. Rev. 58 (5-6): 640-56)
、Levin and Weiss 2006 (Mol. Biosyst. 2(1): 49-57)、Irving et al. 2001 (J. Immun
ol. Methods 248(1-2): 31-45)、Schmitz et al. 2000 (Placenta 21 Suppl. A: S106-12
)、Gonzales et al. 2005 (Tumour Biol. 26(1): 31-43)（これらには、親和性成熟など
のタンパク質工学技術、並びに免疫グロブリンなどのタンパク質の特異性及び他の所望の
特性を改善するための他の技術が記載されている）を再び参照のこと。
【００３４】
　核酸配列又はアミノ酸配列は、－例えば、それが得られた反応培地又は培養培地と比較
して－それが前記供給源又は培地中で通常付随する少なくとも１つの他の成分、例えば別
の核酸、別のタンパク質／ポリペプチド、別の生物学的成分若しくは高分子、又は少なく
とも１つの夾雑物、不純物若しくは微量成分からそれが分離された場合に、「本質的に単
離された（形態）（である）」とみなされる。特に、核酸配列又はアミノ酸配列は、それ
が少なくとも２倍、特に少なくとも１０倍、より具体的には少なくとも１００倍及び最大
１０００倍又はそれ以上精製された場合に、「本質的に単離された」とみなされる。「本
質的に単離された形態の」核酸配列又はアミノ酸配列は、好ましくは、適切な技術、例え
ば適切なクロマトグラフィー技術、例えばポリアクリルアミドゲル電気泳動を使用して決
定した場合に、本質的に均一である。
【００３５】
　文脈上特に明確な必要がない限り、本明細書及び特許請求の範囲を通して、「含む」、
「含むこと」などの語は、排他的又は網羅的な意味とは対照的に、包括的な意味で（すな
わち、「限定されないが、～を含む」という意味で）解釈されるべきである。
【００３６】
　例えば、ヌクレオチド配列、アミノ酸配列又はポリペプチドが、それぞれ別のヌクレオ
チド配列、アミノ酸配列若しくはポリペプチドを「含む」と言われる場合、又は別のヌク
レオチド配列、アミノ酸配列若しくはポリペプチド「から本質的になる」と言われる場合
、これは、後者のヌクレオチド配列、アミノ酸配列又はポリペプチドが、最初に言及され
たヌクレオチド配列、アミノ酸配列又はポリペプチドにそれぞれ組み込まれていることを
意味し得るが、より通常には、これは一般に、最初に言及された配列が実際に作製又は取
得された方法（これは、例えば、本明細書に記載される任意の適切な方法であり得る）に
かかわらず、最初に言及されたヌクレオチド配列、アミノ酸配列又はポリペプチドが、そ
の配列内において、後者の配列と同じヌクレオチド配列又はアミノ酸配列をそれぞれ有す
るヌクレオチド又はアミノ酸残基のストレッチをそれぞれ含むことを意味する。非限定的
な例として、本発明のポリペプチドが免疫グロブリン単一可変ドメインを含むと言われる
場合、これは、前記免疫グロブリン単一可変ドメイン配列が、本発明のポリペプチドの配
列に組み込まれていることを意味し得るが、より通常には、これは一般に、前記本発明の
ポリペプチドが作製又は取得された方法にかかわらず、本発明のポリペプチドが、その配
列内において、免疫グロブリン単一可変ドメインの配列を含有することを意味する。また
、核酸又はヌクレオチド配列が別のヌクレオチド配列を含むと言われる場合、好ましくは
、最初に言及された核酸又はヌクレオチド配列は、それが発現産物（例えば、ポリペプチ
ド）に発現された場合に、後者のヌクレオチド配列によってコードされるアミノ酸配列が
前記発現産物の一部を形成するようなものである（換言すれば、後者のヌクレオチド配列
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は、最初に言及されたより大きな核酸又はヌクレオチド配列と同じリーディングフレーム
内にある）。
【００３７】
　「本質的に～からなる」又は「から本質的になる」などは、本明細書で使用されるポリ
ペプチドが、本発明のポリペプチドと全く同じであるか、又は免疫グロブリン単一可変ド
メインのアミノ末端部、カルボキシ末端部、若しくはアミノ末端部及びカルボキシ末端部
の両方に付加された限られた数のアミノ酸残基、例えば１～２０個のアミノ酸残基、例え
ば１～１０個のアミノ酸残基、好ましくは１～６個のアミノ酸残基、例えば１個、２個、
３個、４個、５個若しくは６個のアミノ酸残基を有する本発明のポリペプチドに対応する
ことを意味する。
【００３８】
　特定の抗原決定基、エピトープ、抗原又はタンパク質（又はその少なくとも１つの一部
、フラグメント若しくはエピトープ）に（特異的に）結合し得、これらに対する親和性を
有し、及び／又はこれらに対する特異性を有するアミノ酸配列（例えば、本発明の免疫グ
ロブリン単一可変ドメイン、抗体、ポリペプチド又は一般にその抗原結合タンパク質若し
くはポリペプチド若しくはフラグメント）は、前記抗原決定基、エピトープ、抗原又はタ
ンパク質「に対する」又は「を対象とする」と言われる。
【００３９】
　親和性は、分子相互作用の強度又は安定性を示す。親和性は、一般的に、ＫＤ又は解離
定数（これは、モル／リットル（又はＭ）の単位を有する）によって示される。親和性は
また、会合定数ＫＡ（これは、１／ＫＤに等しく、（モル／リットル）－１（又はＭ－１

）の単位を有する）として表現され得る。本明細書では、２つの分子間の相互作用の安定
性は、それらの相互作用のＫＤ値で主に表現されるであろう；関係式ＫＡ＝１／ＫＤを考
慮して、そのＫＤ値による分子相互作用の強度の特定はまた、対応するＫＡ値を計算する
ために使用され得ることは、当業者には明らかである。周知の関係式ＤＧ＝ＲＴ．ｌｎ（
ＫＤ）（ＤＧ＝－ＲＴ．ｌｎ（ＫＡ）と同等）（式中、Ｒは、気体定数に等しく、Ｔは、
絶対温度に等しく、ｌｎは、自然対数を示す）によれば、ＫＤ値は、結合の自由エネルギ
ー（ＤＧ）の変化に関係するので、熱力学的意味においても分子相互作用の強度を特徴付
ける。
【００４０】
　有意義（例えば、特異的）であると考えられる生物学的相互作用のＫＤは、典型的には
、１０－１０Ｍ（０．１nM）～１０－５Ｍ（１００００nM）の範囲内である。相互作用が
強いほど、そのＫＤは小さい。
【００４１】
　ＫＤはまた、（ＫＤ＝ｋｏｆｆ／ｋｏｎ及びＫＡ＝ｋｏｎ／ｋｏｆｆとなるような）複
合体の解離速度定数（ｋｏｆｆと示される）とその会合の速度（ｋｏｎと示される）との
比として表現され得る。オフ速度ｋｏｆｆは、Ｍ－１ｓ－１の単位を有する。オン速度は
、１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１で変動して、二分子相互作用の拡散律速会
合速度定数に近づき得る。関係式ｔ１／２＝ｌｎ（２）／ｋｏｆｆによれば、オフ速度は
、所定の分子相互作用の半減期に関係する。オフ速度は、１０－６ｓ－１（複数日のｔ１

／２を有するほぼ不可逆的な複合体）～１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９ｓ）で変動し得る
。
【００４２】
　抗原又は抗原決定基に対する抗原結合タンパク質（例えば、ＩＳＶＤ）の特異的結合は
、例えば、スカッチャード分析及び／又は競合結合アッセイ、例えばラジオイムノアッセ
イ（ＲＩＡ）、酵素イムノアッセイ（ＥＩＡ）及びサンドイッチ競合アッセイ、及び当技
術分野でそれ自体が公知のそれらの様々な変法；並びに本明細書で言及される他の技術を
含むそれ自体が公知の任意の適切な方法で決定され得る。
【００４３】
　２つの分子間の分子相互作用の親和性は、それ自体が公知の様々な技術、例えば一方の
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分子をバイオセンサーチップ上に固定化し、流動条件下で他方の分子を固定化分子上に通
過させて、ｋｏｎ、ｋｏｆｆ測定値及びしたがってＫＤ（又はＫＡ）値を求める周知の表
面プラズモン共鳴（ＳＰＲ）バイオセンサー技術（例えば、Ober et al. 2001, Intern. 
Immunology 13: 1551-1559を参照のこと）を介して測定され得る。これは、例えば、周知
のBIACORE（登録商標）instruments (Pharmacia Biosensor AB, Uppsala, Sweden)を使用
して実施され得る。Kinetic Exclusion Assay（KINEXA（登録商標））（Drake et al. 20
04, Analytical Biochemistry 328: 35-43）は、結合パートナーを標識せずに溶液中の結
合事象を測定し、複合体の解離を動力学的に排除することに基づくものである。
【００４４】
　GYROLAB（登録商標）イムノアッセイシステムは、自動生体分析及び迅速なサンプルタ
ーンアラウンドのプラットフォームを提供する（Fraley et al. 2013, Bioanalysis 5: 1
765-74）。
【００４５】
　また、測定プロセスが、例えば１つの分子のバイオセンサー上のコーティングに関連す
る人工物によって、示唆された分子の固有の結合親和性に対して何らかの影響を与える場
合には、測定されたＫＤが見掛けのＫＤに相当し得ることは、当業者には明らかであろう
。また、１つの分子が、他の分子の複数の認識部位を含有する場合には、見掛けのＫＤが
測定され得る。このような状況では、測定された親和性は、２つの分子による相互作用の
アビディティによって影響され得る。
【００４６】
　「特異性」という用語は、国際公開公報第０８／０２００７９号の５３～５６頁の段落
ｎ）に示されている意味を有し、その中で言及されているように、特定の抗原結合分子又
は抗原結合タンパク質（例えば、本発明のダイマー又はポリペプチド）分子が結合し得る
異なる種類の抗原又は抗原決定基の数を指す。抗原結合分子（例えば、本発明のポリペプ
チド又はＩＳＶＤ）と関連抗原との間の結合を測定するためのいくつかの好ましい技術も
記載されている国際公開公報第０８／０２００７９号（これは、参照により本明細書に組
み入れられる）の５３～５６頁に記載されているように、抗原結合タンパク質の特異性は
、親和性及び／又はアビディティに基づいて決定され得る。典型的には、抗原結合タンパ
ク質（例えば、本発明の免疫グロブリン単一可変ドメイン及び／又はポリペプチド）は、
１０－５～１０－１２モル／リットル以下、好ましくは１０－７～１０－１２モル／リッ
トル以下、より好ましくは１０－８～１０－１２モル／リットルの解離定数（ＫＤ）で（
すなわち、１０５～１０１２リットル／モル以上、好ましくは１０７～１０１２リットル
／モル以上、より好ましくは１０８～１０１２リットル／モルの会合定数（ＫＡ）で）、
それらの抗原に結合するであろう。１０－４モル／リットル超の任意のＫＤ値（又は、１
０４リットル／モル未満の任意のＫＡ値）は、一般に、非特異的結合を示すと考えられる
。好ましくは、本発明の一価免疫グロブリン単一可変ドメインは、５００nM未満、好まし
くは２００nM未満、より好ましくは１０nM未満、例えば５００pM未満の親和性で、所望の
抗原に結合するであろう。抗原又は抗原決定基に対する抗原結合タンパク質の特異的結合
は、例えば、スカッチャード分析及び／又は競合結合アッセイ、例えばラジオイムノアッ
セイ（ＲＩＡ）、酵素イムノアッセイ（ＥＩＡ）及びサンドイッチ競合アッセイ、及び当
技術分野でそれ自体が公知のそれらの様々な変法；並びに本明細書で言及される他の技術
を含むそれ自体が公知の任意の適切な方法で決定され得る。当業者には明らかであるよう
に、及び国際公開公報第０８／０２００７９号の５３～５６頁に記載されているように、
解離定数は、実際の又は見掛けの解離定数であり得る。解離定数を決定するための方法は
当業者には明らかであり、例えば国際公開公報第０８／０２００７９号の５３～５６頁で
言及されている技術が挙げられる。
【００４７】
　親和性を評価するために使用され得る別のアプローチは、Friguet et al. 1985 (J. Im
munol. Methods 77: 305-19)の２段階ＥＬＩＳＡ（酵素結合免疫吸着測定）法である。こ
の方法は、溶液相結合平衡測定を確立し、プラスチックなどの支持体上の分子の１つの吸
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着に関係する可能性のある人工物を避ける。
【００４８】
　しかしながら、ＫＤの正確な測定は、非常に大きな労力を要し得るので、多くの場合、
見掛けのＫＤ値を決定して２つの分子の結合強度を評価する。全ての測定が一貫した方法
で行われる限り（例えば、アッセイ条件を変化させないで維持する）、見掛けのＫＤ測定
値を真のＫＤの近似値として使用し得ることに留意すべきであり、したがって本明細書で
は、同等の重要性又は関連性でＫＤ及び見掛けのＫＤを扱うべきである。
【００４９】
　最後に、多くの状況において、経験豊富な科学者は、いくつかの参照分子に対する結合
親和性を決定することが好都合であると判断し得ることに留意すべきである。例えば、分
子ＡとＢとの間の結合強度を評価するために、例えば、Ｂに結合することが公知の参照分
子Ｃであって、フルオロフォア若しくは発色団基で、又はＥＬＩＳＡ若しくはＦＡＣＳ（
蛍光活性化細胞選別）若しくは他のフォーマットにおける検出を容易にするための他の化
学的部分（例えば、ビオチン）（蛍光検出の場合にはフルオロフォア、光吸収検出の場合
には発色団、ストレプトアビジン媒介性ＥＬＩＳＡ検出の場合にはビオチン）で適切に標
識された参照分子Ｃを使用し得る。典型的には、参照分子Ｃは一定濃度に維持され、Ａの
濃度は、所定濃度又は所定量のＢによって変動する。その結果として、ＩＣ５０値は、Ａ
の非存在下でＣについて測定されたシグナルが半減するＡの濃度に対応して得られる。参
照分子の総濃度ｃｒｅｆだけではなく、ＫＤｒｅｆ（参照分子のＫＤ）が公知である限り
、相互作用Ａ－Ｂの見掛けのＫＤは、以下の式：ＫＤ＝ＩＣ５０／（１＋ｃｒｅｆ／ＫＤ

ｒｅｆ）から得られ得る。ｃｒｅｆ＜＜ＫＤｒｅｆ、ＫＤ～ＩＣ５０であることに留意す
る。比較される結合剤について、ＩＣ５０の測定が一貫した方法で実施される限り（例え
ば、ｃｒｅｆを一定に維持する）、分子相互作用の強度又は安定性はＩＣ５０によって評
価され得、この測定は、本明細書を通してＫＤ又は見掛けのＫＤと同等であると判断され
る。
【００５０】
　半数最大阻害濃度（ＩＣ５０）は、生物学的又は生化学的な機能、例えば薬理学的効果
の阻害に関する化合物の有効性の尺度である。この定量的尺度は、所定の生物学的プロセ
ス（又はプロセスの成分、すなわち酵素、細胞、細胞レセプター、走化性、退形成、転移
、侵襲性など）を半分に阻害するために、どの程度のＩＳＶ又はナノボディ（阻害剤）が
必要であるかを示す。換言すれば、それは、物質の半数最大（５０％）阻害濃度（ＩＣ）
（５０％ＩＣ又はＩＣ５０）である。薬物のＩＣ５０は、用量反応曲線を構築し、アゴニ
スト活性の反転に対する異なる濃度のアンタゴニスト（例えば、本発明のＩＳＶ又はナノ
ボディ）の効果を調べることによって決定され得る。ＩＣ５０値は、所定のアンタゴニス
ト（例えば、本発明のＩＳＶ又はナノボディ）について、アゴニストの最大生物学的反応
の半分を阻害するために必要な濃度を決定することによって計算され得る。
【００５１】
　半数最大有効濃度（ＥＣ５０）は、指定の曝露時間後にベースライン～最大値の中間の
反応を誘導する化合物の濃度を指す。本文脈では、それは、ポリペプチド、ＩＳＶ又はナ
ノボディの効力の尺度として使用される。段階的な用量反応曲線のＥＣ５０は、その最大
効果の５０％が観察される化合物の濃度に相当する。濃度は、好ましくは、モル単位で表
現される。
【００５２】
　生物学的な系では、リガンド濃度のわずかな変化は、典型的には、シグモイド関数に従
う反応の急速な変化をもたらす。リガンド濃度の増加に伴う反応の増加が鈍り始める変曲
点は、ＥＣ５０である。これは、最良適合線の微分によって数学的に決定され得る。ほと
んどの場合、推定のためにグラフに頼ることが好都合である。ＥＣ５０を実施例セクショ
ンで提供する場合、可能な限り正確にＫＤを反映するように実験を設計した。したがって
、換言すれば、ＥＣ５０値は、ＫＤ値とみなされ得る。「平均ＫＤ」という用語は、少な
くとも１回、しかし好ましくは複数回、例えば少なくとも２回の実験で得られた平均ＫＤ
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タ内の項目の数で割ったもの）を指す。
【００５３】
　それはまた、化合物の阻害の尺度であるＩＣ５０（５０％阻害）に関する。競合結合ア
ッセイ及び機能的アンタゴニストアッセイでは、ＩＣ５０は、用量反応曲線の最も一般的
な集約尺度である。アゴニスト／刺激物アッセイでは、最も一般的な集約尺度は、ＥＣ５

０である。
【００５４】
　本明細書で使用される「遺伝子融合」という用語は、アミド結合を介した、ＩＳＶＤを
コードする個々の核酸のカップリングを指し、ＩＳＶＤをコードするヌクレオチド配列は
、その３’末端核酸を介して、ＩＳＶＤをコードする別のヌクレオチド配列の５’末端核
酸に、適切な場合には様々な長さの（核酸）リンカーを介して、ホスホジエステル結合を
介してカップリングされ、例えば、ＩＳＶＤをコードするヌクレオチド配列は、その３’
末端核酸を介して、リンカー配列の５’末端核酸（これは、その３’末端核酸を介して、
ＩＳＶＤをコードする別のヌクレオチド配列の５’末端核酸に、ホスホジエステル結合を
介してカップリングされている）に、ホスホジエステル結合を介してカップリングされる
（すなわち、ＩＳＶＤ及び場合によりリンカーは、遺伝子融合される）。遺伝子融合は、
標準的なリコンビナントＤＮＡプロトコール（前掲）にしたがって、又は実施例セクショ
ン、例えばGaraicoechea et al. (2008, J Virol. 82: 9753-9764)に記載されているよう
に実施され得る。
【００５５】
　アミノ酸配列は、文脈に応じて、単一のアミノ酸又は２つ以上のアミノ酸の非分枝配列
を意味すると解釈される。ヌクレオチド配列は、３つ以上のヌクレオチドの非分枝配列を
意味すると解釈される。
【００５６】
　アミノ酸は、天然に存在するタンパク質において一般的に見られるＬ－アミノ酸であり
、以下の表１に列挙されている。Ｄ－アミノ酸を含有するアミノ酸配列は、この定義によ
って包含されることを意図するものではない。翻訳後修飾アミノ酸を含有する任意のアミ
ノ酸配列は、改変位置と共に、以下の表に示されている記号を使用して、最初に翻訳され
るアミノ酸配列として記載され得る；例えば、ヒドロキシル化又はグリコシル化、しかし
これらの改変は、アミノ酸配列において明示的に示されるものではない。配列改変された
結合、架橋及びエンドキャップ、非ペプチジル結合などとして表現され得る任意のペプチ
ド又はタンパク質は、この定義によって包含される。
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【表１】

【００５７】
　「タンパク質」、「ペプチド」、「タンパク質／ペプチド」及び「ポリペプチド」とい
う用語は、本開示を通して互換的に使用され、それぞれが、本開示の目的のために同じ意
味を有する。各用語は、２つ以上のアミノ酸の直鎖で作られた有機化合物を指す。化合物
は、１０個以上のアミノ酸；２５個以上のアミノ酸；５０個以上のアミノ酸；１００個以
上のアミノ酸、２００個以上のアミノ酸、さらには３００個以上のアミノ酸を有し得る。
当業者であれば、ポリペプチドは一般に、タンパク質よりも少ないアミノ酸を含むことを
認識するであろうが、ポリペプチドとタンパク質とを区別するアミノ酸の数に関する当技
術分野で認められたカットオフポイントはない；ポリペプチドは、化学合成又はリコンビ
ナント法によって作製され得る；タンパク質は、一般に、当技術分野で公知のリコンビナ
ント法によってin vitro又はin vivoで作製される。
【００５８】
　本発明の理解を容易にするために、本発明に関連して使用される専門用語の簡潔な解説
を提供する。慣例により、ポリペプチドの一次構造におけるアミド結合は、アミノ酸が記
載される順序にあり、ポリペプチドのアミン末端（Ｎ末端）は常に左側にあり、酸末端（
Ｃ末端）は右側にある。
【００５９】
　本発明のポリペプチドは、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶ
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Ｄ）と、好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む。その最
も単純な形態では、本発明のポリペプチドは、１つのＩＳＶＤと、それに続く（結合又は
コンジュゲートされた）システインとからなる。
【００６０】
　Ｃ末端伸長部は、システイン残基を含む最後の（最もＣ末端に位置する）ＩＳＶＤの最
後のアミノ酸残基（通常はセリン残基）のＣ末端に存在し、好ましくは、本発明のシステ
イン部分は、Ｃ末端伸長部のＣ末端に存在し又は配置される。
【００６１】
　本発明との関連では、Ｃ末端伸長部は、少なくとも１つのアミノ酸（すなわち、システ
イン部分）からなるか、又はＣ末端伸長部のＣ末端に存在し若しくは配置された少なくと
も１つのシステイン残基を含む少なくとも２個のアミノ酸残基～最大５０個のアミノ酸残
基、好ましくは２～４０個のアミノ酸残基、例えば２～３０個のアミノ酸残基、例えば２
個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１５個若しくは２０個のアミ
ノ酸残基のアミノ酸配列からなる。例えば、Ｃ末端伸長部は、そのＣ末端に位置するアミ
ノ酸がシステイン部分である１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、
１０個、１１個、１２個、１３個、１４個又は１５個のアミノ酸残基からなり得、例えば
、Ｃ末端伸長部は、システイン残基のみからなる；例えば、Ｃ末端伸長部は、１個、２個
、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１１個、１２個、１３個又は１
４個のアミノ酸残基と、それに続くシステイン部分とからなり得る；例えば、Ｃ末端伸長
部は、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、１１個、１２
個、１３個又は１４個のグリシン残基と、それに続くシステイン部分とからなり得る；例
えば、Ｃ末端伸長部は、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０
個、１１個、１２個、１３個又は１４個のアラニン残基と、それに続くシステイン部分と
からなり得る。
【００６２】
　別の態様では、システイン残基は、Ｃ末端伸長部内の部位であって、Ｃ末端部（Ｃ末端
）と異なる部位に存在し又は配置される。例えば、システイン残基は、Ｃ末端伸長部の最
後のアミノ酸残基の前の（上流の）アミノ酸残基（すなわち、本発明のポリペプチドの最
後から２番目のアミノ酸残基）又はＣ末端伸長部の最後から２番目のアミノ酸残基の前の
（上流の）アミノ酸残基（すなわち、本発明のポリペプチドの最後から３番目のアミノ酸
残基）に存在し又は配置される。例えば、Ｃ末端伸長部は、それぞれその１番目、２番目
、３番目、４番目、５番目、６番目又は７番目のアミノ酸残基（すなわち、本発明のポリ
ペプチドの最後から２番目のアミノ酸残基）がシステインである２個、３個、４個、５個
、６個、７個又は８個のアミノ酸残基（例えば、グリシン又はアラニンなど）からなり得
る；又は、Ｃ末端伸長部は、それぞれその１番目、２番目、３番目、４番目、５番目又は
６番目のアミノ酸残基（すなわち、本発明のポリペプチドの最後から３番目のアミノ酸残
基）がシステインである３個、４個、５個、６個、７個又は８個のアミノ酸残基（例えば
、グリシン又はアラニンなど）からなり得る。
【００６３】
　Ｃ末端伸長部の好ましい例を表２に示す。
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【表２】

【００６４】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポリ
ペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドが、好ましくはＣ末端においてシステイン部
分を含む５０個、４０個、３０個、２０個、１０個、９個、８個、７個、６個、５個、４
個、３個、２個又は１個のアミノ酸残基のＣ末端伸長部を含むダイマーに関する。一実施
態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記Ｃ末端伸長部が、Ｇ
ｌｙＧｌｙＧｌｙＣｙｓ（配列番号：４）、ＧｌｙＧｌｙＣｙｓ（配列番号：３）、Ｇｌ
ｙＣｙｓ（配列番号：２）又はＣｙｓ（配列番号：１）からなるダイマーに関する。
【００６５】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ポリペプチ
ドが、配列番号：１～１５からなる群より選択されるＣ末端伸長部を含むダイマーに関す
る。
【００６６】
　Ｃ末端伸長部は、当業者に公知の任意の適切な技術を介して、例えば遺伝子融合のため
の上記リコンビナントＤＮＡ技術などによって、ＩＳＶＤにカップリングされ得る。
【００６７】
　本発明のポリペプチドは、複数のＩＳＶＤ、例えば２つ、３つ、４つ又はさらにそれ以
上のＩＳＶＤを含み得る。したがって、本発明は、少なくとも２つのＩＳＶＤを含む本発
明のポリペプチドに関する。加えて、本発明は、本明細書に記載される第１のポリペプチ
ド及び第２のポリペプチドを含むダイマーであって、前記第１のポリペプチドが少なくと
も２つのＩＳＶＤを含み、及び／又は前記第２のポリペプチドが少なくとも２つのＩＳＶ
Ｄを含むダイマーに関する。
【００６８】
　本発明のポリペプチドに含まれるＩＳＶＤは、同じものでもよいし、又は異なるもので
もよい。一実施態様では、ＩＳＶＤが同じものであるか、又は異なるものであるかにかか
わらず、ＩＳＶＤは、同じターゲットに結合し得る。したがって、本発明は、同一のＩＳ
ＶＤ、同じターゲットに結合するＩＳＶＤ、並びに／又は同じＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣ
ＤＲ３をそれぞれ含むＩＳＶＤを含む本発明のポリペプチドに関する。一実施態様では、
ＩＳＶＤは、異なるターゲットに結合し得る。一実施態様では、本発明は、本明細書に記
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載される第１のポリペプチド及び第２のポリペプチドを含むダイマーであって、前記第１
のポリペプチドの前記少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものであり、及び／又は前記第
２のポリペプチドの前記少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものであるダイマーに関する
。
【００６９】
　本発明のポリペプチドでは、本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず、ＩＳＶ
Ｄは直接連結され得るか、又はリンカーを介して連結され得る。
【００７０】
　相対的親和性は、ポリペプチドにおけるＩＳＶＤの位置に依存し得る。本発明のポリペ
プチドにおけるＩＳＶＤの順序（向き）は、当業者の必要性に応じて選択され得ると認識
されよう。個々のＩＳＶＤの順序だけではなく、ポリペプチドがリンカーを含むかも、設
計選択の問題である。リンカーの有無にかかわらず、いくつかの向きは、他の向きと比較
して好ましい結合特徴を提供し得る。例えば、本発明のポリペプチドにおける第１のＩＳ
ＶＤ（例えば、ＩＳＶＤ１）及び第２のＩＳＶＤ（例えば、ＩＳＶＤ２）の順序は、（Ｎ
末端からＣ末端に）（ｉ）ＩＳＶＤ１（例えば、ナノボディ１）－［リンカー］－ＩＳＶ
Ｄ２（例えば、ナノボディ２）；又は（ｉｉ）ＩＳＶＤ２（例えば、ナノボディ２）－［
リンカー］－ＩＳＶＤ１（例えば、ナノボディ１）（式中、リンカーは任意選択である）
であり得る。全ての向きが、本発明によって包含される。所望の結合特徴を提供する向き
のＩＳＶＤを含有するポリペプチドは、例えば実施例セクションで例証されているように
、ルーチンなスクリーニングによって容易に同定され得る。
【００７１】
　本発明のポリペプチドでは、２つ以上のＩＳＶＤ（例えば、ナノボディ）は、（例えば
、国際公開公報第９９／２３２２１号に記載されているように）互いに直接連結され得、
及び／又は１つ以上の適切なリンカーを介して互いに連結され得、又はそれらの任意の組
み合わせであり得る。本発明のポリペプチドに使用するための適切なリンカーは当業者に
は明らかであり、一般に、アミノ酸配列を連結するために当技術分野で使用される任意の
リンカーであり得る。好ましくは、前記リンカーは、医薬用途を目的とするタンパク質又
はポリペプチドの構築に使用するために適切である。
【００７２】
　いくつかの特に好ましいリンカーとしては、抗体フラグメント又は抗体ドメインを連結
するために当技術分野で使用されるリンカーが挙げられる。これらとしては、上記で引用
される刊行物で言及されているリンカーだけではなく、例えば、ダイアボディ又はＳｃＦ
ｖフラグメントを構築するために当技術分野で使用されるリンカーが挙げられる（しかし
ながら、この点に関して、ダイアボディ又はＳｃＦｖフラグメントでは、使用されるリン
カーは、関連ＶＨ及びＶＬドメインが互いに一緒になって完全な抗原結合部位を形成する
ことを可能にする長さ、フレキシビリティの程度及び他の特性を有するべきであるのに対
して、各ＩＳＶＤ（例えば、ナノボディ）はそれ自体で完全な抗原結合部位を形成するの
で、本発明のポリペプチドに使用されるリンカーの長さ及びフレキシビリティには特に制
限がないことに留意すべきである）。
【００７３】
　例えば、リンカーは、適切なアミノ酸又はアミノ酸配列、特に１～５０個、好ましくは
１～３０個、例えば１～１０個のアミノ酸残基のアミノ酸配列であり得る。このようなア
ミノ酸配列のいくつかの好ましい例としては、例えば、（ｇｌｙｘｓｅｒｙ）ｚタイプの
ｇｌｙ－ｓｅｒリンカー、例えば国際公開公報第９９／４２０７７号に記載されている例
えば（ｇｌｙ４ｓｅｒ）３又は（ｇｌｙ３ｓｅｒ２）３、並びに本明細書で言及されるAb
lynxによる出願（例えば、国際公開公報第０６／０４０１５３号及び国際公開公報第０６
／１２２８２５号を参照のこと）に記載されているＧＳ３０、ＧＳ１５、ＧＳ９及びＧＳ
７リンカー、並びにヒンジ領域、例えば（例えば、国際公開公報第９４／０４６７８号に
記載されている）天然に存在する重鎖抗体のヒンジ領域又は類似配列が挙げられる。好ま
しいリンカーは、表３に示されている。
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【００７４】
　いくつかの他の特に好ましいリンカーは、ポリアラニン（例えば、ＡＡＡ）、並びにリ
ンカーＧＳ３０（国際公開公報第０６／１２２８２５号の配列番号：８５）及びＧＳ９（
国際公開公報第０６／１２２８２５号の配列番号：８４）である。
【００７５】
　（重要ではないが、それは通常は、ＳｃＦｖフラグメントに使用されるリンカーのよう
に）使用されるリンカーの長さ、フレキシビリティの程度及び／又は他の特性は、本発明
の最終的なポリペプチド及び／又はダイマーの特性（限定されないが、ケモカインに対す
る又は他の抗原の１つ以上に対する親和性、特異性又はアビディティを含む）に対してい
くらかの影響を及ぼし得ることは、本発明の範囲内に包含される。本明細書の開示に基づ
いて、当業者であれば、場合によりいくつかの限られたルーチンな実験の後に、本発明の
特定のポリペプチド及び／又はダイマーに使用するための最適なリンカーを決定すること
ができるであろう。
【００７６】
　２つ以上のリンカーが本発明のポリペプチドに使用される場合、これらのリンカーは、
同じものでもよいし、又は異なるものでもよい。この場合もやはり、本明細書の開示に基
づいて、当業者であれば、場合によりいくつかの限られたルーチンな実験の後に、本発明
の特定のポリペプチドに使用するための最適なリンカーを決定することができるであろう
。
【００７７】
　本発明のポリペプチドでは、ＩＳＶＤは、Ｎ末端伸長部の前にあり得る。本発明との関
連では、Ｎ末端伸長部は、少なくとも１個のアミノ酸残基～最大４０個のアミノ酸残基、
好ましくは２～３０個のアミノ酸残基、例えば２～２０個のアミノ酸残基、例えば２個、
３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個又は１０個のアミノ酸残基のアミノ酸配列か
らなる。Ｎ末端伸長部は、本発明のポリペプチドにおける１番目の（すなわち、最もＮ末
端に位置する）ＩＳＶＤの１番目の（すなわち、最もＮ末端に位置し、Kabatナンバリン
グにしたがってアミノ酸１と一般に表記される）アミノ酸残基のＮ末端に存在する。した
がって、本発明は、Ｎ末端伸長部を含む第１のポリペプチド及び／又は前記第２のポリペ
プチドに関する。
【００７８】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポリ
ペプチドの前記少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものであり、及び／又は前記第２のポ
リペプチドの前記少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものであるダイマーに関する。
【００７９】
　一実施態様では、ダイマーの本発明の第１のポリペプチド及び本発明の第２のポリペプ
チドは、異なるものである。
【００８０】
　一実施態様では、ダイマーを構成する本発明の第１のポリペプチド及び本発明の第２の
ポリペプチドは、同じものである。したがって、本発明の第１のポリペプチド及び本発明
の第２のポリペプチドは、同一のものである。
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【表３】

【００８１】
　以下でさらに詳述されるように、ＩＳＶＤは、ＶＨＨ、ＶＨ又はＶＬドメインに由来し
得るが、しかしながら、ＩＳＶＤは、本発明のポリペプチド又は本発明のダイマーにおい
てＶＨ及びＶＬドメインの相補的ペアを形成しないように選択される。ナノボディ、ＶＨ

Ｈ及びヒト化ＶＨＨは、軽鎖を有しない天然ラクダ抗体に由来するという点で異例であり
、実際、これらのドメインは、ラクダ軽鎖と会合してＶＨＨ及びＶＬの相補的ペアを形成
することができない。したがって、本発明のダイマー及びポリペプチドは、相補的ＩＳＶ
Ｄを含まず、及び／又は相補的ＩＳＶＤペア、例えば相補的ＶＨ／ＶＬペアなどを形成し
ない。
【００８２】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記リンカーが
、配列番号：１６～２６からなる群より選択されるダイマーに関する。
【００８３】
　一価ポリペプチドは、１つの結合単位（例えば、免疫グロブリン単一可変ドメインなど
）のみを含み、又はこれから本質的になる。２つの以上の結合単位（例えば、免疫グロブ
リン単一可変ドメインなど）を含むポリペプチドは、本明細書では「多価」ポリペプチド
とも称され、このようなポリペプチド中に存在する結合単位／免疫グロブリン単一可変ド
メインは、本明細書では「多価フォーマット」であるとも称される。例えば、「二価」ポ
リペプチドは、リンカー配列を介して場合により連結された２つの免疫グロブリン単一可
変ドメインを含み得、「三価」ポリペプチドは、２つのリンカー配列を介して場合により
連結された３つの免疫グロブリン単一可変ドメインを含み得；「四価」ポリペプチドは、
３つのリンカー配列を介して場合により連結された４つの免疫グロブリン単一可変ドメイ
ンを含み得る。
【００８４】
　多価ポリペプチドでは、２つ以上の免疫グロブリン単一可変ドメインは、同じものでも
よいし、又は異なるものでもよく、同じ抗原若しくは抗原決定基を対象とし得（例えば、
エピトープの同じ部分に対する、又はエピトープの異なる部分に対するものであり得）、
又はあるいは異なる抗原若しくは抗原決定基を対象とし得；又はそれらの適切な組み合わ
せであり得る。少なくとも１つの結合単位が第１のターゲットの第１の抗原を対象とし、
少なくとも１つの結合単位が（例えば、第１のターゲットと異なる）第２のターゲットの
抗原を対象とする少なくとも２つの結合単位（例えば、免疫グロブリン単一可変ドメイン
など）を含有するポリペプチドは、「多重特異性」ポリペプチドとも称され、このような
ポリペプチド中に存在する結合単位（例えば、免疫グロブリン単一可変ドメインなど）は
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、本明細書では「多重特異性フォーマット」であるとも称される。したがって、例えば、
本発明の「二重特異性」ポリペプチドは、第１のターゲットの第１の抗原を対象とする少
なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメインと、（すなわち、前記第１のターゲット
の第１の抗原と異なる）第２の抗原を対象とする少なくとも１つのさらなる免疫グロブリ
ン単一可変ドメインとを含むポリペプチドである、など。
【００８５】
　例えば、「二パラトープ性ポリペプチド」又は「三パラトープ性ポリペプチド」などの
「多パラトープ性ポリペプチド」は、異なるパラトープをそれぞれ有する２つ以上の結合
単位を含み、又はこれらから本質的になる。さらなる態様では、本発明のポリペプチドは
、例えば、「本発明の二パラトープ性ポリペプチド」又は「本発明の三パラトープ性ポリ
ペプチド」などの多パラトープ性ポリペプチド（本明細書では「本発明の多パラトープ性
ポリペプチド」とも称される）である。本明細書で使用される「多パラトープ性」（抗原
）結合分子又は「多パラトープ性」ポリペプチドという用語は、少なくとも２つ（すなわ
ち、２つ以上）の免疫グロブリン単一可変ドメインを含むポリペプチドであって、「第１
の」免疫グロブリン単一可変ドメインが第１のターゲットを対象とし、「第２の」免疫グ
ロブリン単一可変ドメインが同じ第１のターゲットを対象とし、前記「第１の」及び「第
２の」免疫グロブリン単一可変ドメインが異なるパラトープを有するポリペプチドを意味
するものである。したがって、多パラトープ性ポリペプチドは、第１のターゲットを対象
とする２つ以上の免疫グロブリン単一可変ドメインを含み、又はこれらからなり、少なく
とも１つの「第１の」免疫グロブリン単一可変ドメインは、前記第１のターゲット上の第
１のエピトープを対象とし、少なくとも１つの「第２の」免疫グロブリン単一可変ドメイ
ンは、前記第１のターゲット上の第１のエピトープと異なる前記第１のターゲット上の第
２のエピトープを対象とする。
【００８６】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポリ
ペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドが、一価ポリペプチド、二価ポリペプチド、
多価ポリペプチド、単一特異性ポリペプチド、二重特異性ポリペプチド及び多重特異性ポ
リペプチドの群より選択されるダイマーに関する。
【００８７】
　本明細書で使用される本発明の「ターゲット」は、ＩＳＶＤが結合し得る任意の適切な
抗原（例えば、任意の目的のターゲット）である。本発明のＩＳＶＤは、例えば、ターゲ
ット（例えば、悪性腫瘍に関与するレセプターチロシンキナーゼ（ＲＴＫ）又はＧタンパ
ク質共役レセプター（ＧＰＣＲ）など）の抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、サ
ブユニット又はコンフォメーション（confirmation）（該当する場合）に結合し得るか、
又はこれを対象とし得る。本発明のターゲットは、好ましくは細胞の表面上の任意のター
ゲット、例えば悪性腫瘍に関与することが公知の細胞レセプターなどであり得る。例えば
、レセプターチロシンキナーゼ（ＲＴＫ）及びＲＴＫ媒介性シグナル伝達経路は、腫瘍の
開始、維持、血管新生及び血管増殖に関与する。約２０個の異なるＲＴＫクラスが同定さ
れており、これらの中で最も広く研究されているものは、１．ＲＴＫクラスＩ（ＥＧＦレ
セプターファミリー）（ＥｒｂＢファミリー）、２．ＲＴＫクラスＩＩ（インスリンレセ
プターファミリー）、３．ＲＴＫクラスＩＩＩ（ＰＤＧＦレセプターファミリー）、４．
ＲＴＫクラスＩＶ（ＦＧＦレセプターファミリー）、５．ＲＴＫクラスＶ（ＶＥＧＦレセ
プターファミリー）、６．ＲＴＫクラスＶＩ（ＨＧＦレセプターファミリー）、７．ＲＴ
ＫクラスＶＩＩ（Ｔｒｋレセプターファミリー）、８．ＲＴＫクラスＶＩＩＩ（Ｅｐｈレ
セプターファミリー）、９．ＲＴＫクラスＩＸ（ＡＸＬレセプターファミリー）、１０．
ＲＴＫクラスＸ（ＬＴＫレセプターファミリー）、１１．ＲＴＫクラスＸＩ（ＴＩＥレセ
プターファミリー）、１２．ＲＴＫクラスＸＩＩ（ＲＯＲレセプターファミリー）、１３
．ＲＴＫクラスＸＩＩＩ（ＤＤＲレセプターファミリー）、１４．ＲＴＫクラスＸＩＶ（
ＲＥＴレセプターファミリー）、１５．ＲＴＫクラスＸＶ（ＫＬＧレセプターファミリー
）、１６．ＲＴＫクラスＸＶＩ（ＲＹＫレセプターファミリー）、１７．ＲＴＫクラスＸ
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ＶＩＩ（ＭｕＳＫレセプターファミリー）である。特に、上皮成長因子レセプター（ＥＧ
ＦＲ）、血小板由来成長因子レセプター（ＰＤＧＦＲ）、血管内皮成長因子レセプター（
ＶＥＧＦＲ）、ｃ－Ｍｅｔ、ＨＥＲ３、プレキシン、インテグリン、ＣＤ４４、ＲＯＮ、
並びにＲａｓ／Ｒａｆ／マイトジェン活性化タンパク質（ＭＡＰ）－キナーゼ及びホスフ
ァチジルイノシトール－３キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）／Ａｋｔ／哺乳類ラパマイシンターゲッ
トタンパク質（ｍＴＯＲ）経路などの経路に関与するレセプターなどのターゲット。
【００８８】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のターゲッ
ト及び前記第２のターゲットが、ＧＰＣＲ、レセプターチロシンキナーゼ、ＤＤＲ１、ジ
スコイジンＩ（ＣＤ１６７ａ抗原）、ＤＤＲ２、ＥｒｂＢ－１、Ｃ－ｅｒｂＢ－２、ＦＧ
ＦＲ－１、ＦＧＦＲ－３、ＣＤ１３５抗原、ＣＤ１１７抗原、タンパク質チロシンキナー
ゼ－１、ｃ－Ｍｅｔ、ＣＤ１４８抗原、Ｃ－ｒｅｔ、ＲＯＲ１、ＲＯＲ２、Ｔｉｅ－１、
Ｔｉｅ－２、ＣＤ２０２ｂ抗原、Ｔｒｋ－Ａ、Ｔｒｋ－Ｂ、Ｔｒｋ－Ｃ、ＶＥＧＦＲ－１
、ＶＥＧＦＲ－２、ＶＥＧＦＲ－３、Ｎｏｔｃｈレセプター１－４、ＦＡＳレセプター、
ＤＲ５、ＤＲ４、ＣＤ４７、ＣＸ３ＣＲ１、ＣＸＣＲ－３、ＣＸＣＲ－４、ＣＸＣＲ－７
、ケモカイン結合タンパク質２、及びＣＣＲ１、ＣＣＲ２、ＣＣＲ３、ＣＣＲ４、ＣＣＲ
５、ＣＣＲ６、ＣＣＲ７、ＣＣＲ８、ＣＣＲ９、ＣＣＲ１０及びＣＣＲ１１；ＭＡＲＴ－
１、ガン胎児性抗原（「ＣＥＡ」）、ｇｐ１００、ＭＡＧＥ－１、ＨＥＲ－２、及びルイ
スＹ抗原、ＣＤ１２３、ＣＤ４４、ＣＬＬ－１、ＣＤ９６、ＣＤ４７、ＣＤ３２、ＣＸＣ
Ｒ４、Ｔｉｍ－３、ＣＤ２５、ＴＡＧ－７２、Ｅｐ－ＣＡＭ、ＰＳＭＡ、ＰＳＡ、ＧＤ２
、ＧＤ３、ＣＤ４、ＣＤ５、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ３３、ＣＤ３６、ＣＤ
４５、ＣＤ５２、及びＣＤ１４７；成長因子レセプター（ＥｒｂＢ３及びＥｒｂＢ４を含
む）；及びサイトカインレセプター（インターロイキン－２レセプターγ鎖（ＣＤ１３２
抗原）を含む）；インターロイキン－１０レセプターα鎖（ＩＬ－１０Ｒ－Ａ）；インタ
ーロイキン－１０レセプターβ鎖（ＩＬ－１０Ｒ－Ｂ）；インターロイキン－１２レセプ
ターβ－１鎖（ＩＬ－１２Ｒ－β１）；インターロイキン－１２レセプターβ－２鎖（Ｉ
Ｌ－１２レセプターβ－２）；インターロイキン－１３レセプターα－１鎖（ＩＬ－１３
Ｒ－α－１）（ＣＤ２１３ａｌ抗原）；インターロイキン－１３レセプターα－２鎖（イ
ンターロイキン－１３結合タンパク質）；インターロイキン－１７レセプター（ＩＬ－１
７レセプター）；インターロイキン－１７Ｂレセプター（ＩＬ－１７Ｂレセプター）；イ
ンターロイキン２１レセプター前駆体（ＩＬ－２１Ｒ）；インターロイキン－１レセプタ
ー、Ｉ型（ＩＬ－１Ｒ－１）（ＣＤ１２１ａ）；インターロイキン－１レセプター、ＩＩ
型（ＩＬ－１Ｒ－β）（ＣＤｗ１２１ｂ）；インターロイキン－１レセプターアンタゴニ
ストタンパク質（ＩＬ－１ｒａ）；インターロイキン－２レセプターα鎖（ＣＤ２５抗原
）；インターロイキン－２レセプターβ鎖（ＣＤ１２２抗原）；インターロイキン－３レ
セプターα鎖（ＩＬ－３Ｒ－α）（ＣＤ１２３抗原）からなる群より独立して選択される
ダイマーに関する。
【００８９】
　例示的な分子ターゲット（例えば、抗原）としては、ＣＤタンパク質、例えばＣＤ２、
ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ８、ＣＤ１１、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２２、ＣＤ２５、ＣＤ３
３、ＣＤ３４、ＣＤ４０、ＣＤ５２；ＥｒｂＢレセプターファミリーのメンバー、例えば
ＥＧＦレセプター（ＥＧＦＲ、ＨＥＲ１、ＥｒｂＢ１）、ＨＥＲ２（ＥｒｂＢ２）、ＨＥ
Ｒ３（ＥｒｂＢ３）又はＨＥＲ４（ＥｒｂＢ４）レセプター；マクロファージレセプター
、例えばＣＲＩｇ；腫瘍壊死因子、例えばＴＮＦａ又はＴＲＡＩＬ／Ａｐｏ－２；細胞接
着分子、例えばＬＦＡ－１、Ｍａｄ、ｐ１５０、ｐ９５、ＶＬＡ－４、ＩＣＡＭ－１、Ｖ
ＣＡＭ及びανβ３インテグリン（そのａ又はβサブユニットのいずれかを含む）；成長
因子及びレセプター、例えばＥＧＦ、ＦＧＦＲ（例えば、ＦＧＦＲ３）及びＶＥＧＦ；Ｉ
ｇＥ；サイトカイン、例えばＩＬ１；サイトカインレセプター、例えばＩＬ２レセプター
；血液型抗原；ｆｌｋ２／ｆｌｔ３レセプター；肥満（ＯＢ）レセプター；ｍｐｌレセプ
ター；ＣＴＬＡ－４；プロテインＣ；ニュートロフィリン；エフリン及びレセプター；ネ
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トリン及びレセプター；スリット及びレセプター；ケモカイン及びケモカインレセプター
、例えばＣＣＬ５、ＣＣＲ４、ＣＣＲ５；アミロイドβ；補体因子、例えば補体因子Ｄ；
リポタンパク質、例えば酸化ＬＤＬ（ｏｘＬＤＬ）；リンホトキシン、例えばリンホトキ
シンα（ＬＴａ）が挙げられる。他の分子ターゲットとしては、Ｔｗｅａｋ、Ｂ７ＲＰ－
１、プロタンパク質転換酵素サブチリシン／９型ケキシン（ＰＣＳＫ９）、スクレロスチ
ン、ｃ－ｋｉｔ、Ｔｉｅ－２、ｃ－ｆｍｓ及び抗Ｍ１が挙げられる。
【００９０】
　本発明の免疫グロブリン単一可変ドメイン、ポリペプチド及び／又はダイマーは、一般
に、そのターゲットの全ての天然に存在する類似体又は合成類似体、変異体、突然変異体
、アレル、部分及びフラグメントに結合することも予想される。
【００９１】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポリペプ
チドの前記ＩＳＶＤが第１のターゲットに結合し、及び／又は前記第２のポリペプチドの
前記ＩＳＶＤが第２のターゲットに結合するダイマーに関する。
【００９２】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、
－競合ＦＡＣＳによって決定した場合に、多くとも１００nM、例えば５０nM、２０nM、１
０nM、９nM、８nM、７nM、６nM、５nM、４nM、３nM、好ましくはさらに多くとも２nM、例
えば１nMのＩＣ５０で；
－１０－５～１０－１２モル／リットル以下、好ましくは１０－７～１０－１２モル／リ
ットル以下、より好ましくは１０－８～１０－１２モル／リットルの解離定数（ＫＤ）で
；
－１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～１０７

Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１、例えば１０５

Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１の会合速度（ｋｏｎ速度）で；及び／又は
－１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より好まし
くは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１、例えば１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１の解離速
度（ｋｏｆｆ速度）で、
前記第１のポリペプチドが第１のターゲットに結合するダイマーに関する。
【００９３】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、
－競合ＦＡＣＳによって決定した場合に、多くとも１００nM、例えば５０nM、２０nM、１
０nM、９nM、８nM、７nM、６nM、５nM、４nM、３nM、好ましくはさらに多くとも２nM、例
えば１nMのＩＣ５０で；
－１０－５～１０－１２モル／リットル以下、好ましくは１０－７～１０－１２モル／リ
ットル以下、より好ましくは１０－８～１０－１２モル／リットルの解離定数（ＫＤ）で
；
－１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～１０７

Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１、例えば１０５

Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１の会合速度（ｋｏｎ速度）で；及び／又は
－１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より好まし
くは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１、例えば１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１の解離速
度（ｋｏｆｆ速度）で、
前記第２のポリペプチドが第２のターゲットに結合するダイマーに関する。
【００９４】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のター
ゲット及び前記第２のターゲットが異なるものであるダイマーに関する。
【００９５】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のター
ゲット及び前記第２のターゲットが同一のものであるダイマーに関する。



(24) JP 2018-504383 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

【００９６】
　特に指示がない限り、「免疫グロブリン配列」という用語は－重鎖抗体又は従来の４本
鎖抗体を指すために本明細書で使用されるかにかかわらず－全長抗体、その個々の鎖及び
その部分、ドメイン又はフラグメント（限定されないが、抗原結合ドメイン又はフラグメ
ント、例えばそれぞれＶＨＨドメイン又はＶＨ／ＶＬドメインを含む）の両方を含む一般
用語として使用される。加えて、（例えば、「免疫グロブリン配列」、「抗体配列」、「
可変ドメイン配列」、「ＶＨＨ配列」又は「タンパク質配列」のような点で）本明細書で
使用される「配列」という用語は、文脈上特により限定的な解釈の必要がない限り、関連
アミノ酸配列及びそれをコードする核酸又はヌクレオチド配列の両方を含むと一般に理解
されるべきである。
【００９７】
　免疫グロブリン単一可変ドメインは、結合単位として機能し得る（すなわち、同じター
ゲットの同じ若しくは異なるエピトープに対する、及び／又は１つ以上の異なるターゲッ
トに対する）１つ以上のさらなる免疫グロブリン単一可変ドメインを場合により含有し得
るポリペプチドの調製のための「結合単位」、「結合ドメイン」又は「ビルディングブロ
ック」（これらの用語は、互換的に使用される）として使用され得る。
【００９８】
　「単一可変ドメイン」（「ＳＶＤ」）と互換的に使用される「免疫グロブリン単一可変
ドメイン」（「ＩＳＶＤ」）という用語は、抗原結合部位が単一免疫グロブリンドメイン
上に存在し、及びそれによって形成される分子を定義する。これは、免疫グロブリン単一
可変ドメインを、２つの免疫グロブリンドメイン（特に、２つの可変ドメイン）が相互作
用して抗原結合部位を形成する「従来の」免疫グロブリン又はそれらのフラグメントと区
別する。典型的には、従来の免疫グロブリンでは、重鎖可変ドメイン（ＶＨ）及び軽鎖可
変ドメイン（ＶＬ）は相互作用して、抗原結合部位を形成する。この場合、ＶＨ及びＶＬ
の両方の相補性決定領域（ＣＤＲ）が、抗原結合部位に寄与するであろう（すなわち、合
計６つのＣＤＲが、抗原結合部位の形成に関与するであろう）。
【００９９】
　対照的に、免疫グロブリン単一可変ドメインの結合部位は、単一ＶＨ又はＶＬドメイン
によって形成される。したがって、免疫グロブリン単一可変ドメインの抗原結合部位は、
３つ未満のＣＤＲによって形成される。
【０１００】
　したがって、「免疫グロブリン単一可変ドメイン」及び「単一可変ドメイン」という用
語は、抗原結合部位の形成のために少なくとも２つの可変ドメインの相互作用を必要とす
る従来の免疫グロブリン又はそれらのフラグメントを含まない。しかしながら、これらの
用語は、抗原結合部位が単一可変ドメインによって形成される従来の免疫グロブリンのフ
ラグメントを含む。
【０１０１】
　一般に、単一可変ドメインは、４つのフレームワーク領域（それぞれＦＲ１～ＦＲ４）
及び３つの相補性決定領域（それぞれＣＤＲ１～ＣＤＲ３）から本質的になるアミノ酸配
列であろう。このような単一可変ドメイン及びフラグメントは、最も好ましくは、それら
が免疫グロブリンフォールドを含むか、又は適切な条件下で免疫グロブリンフォールドを
形成することができるようなものである。このように、単一抗原結合単位（すなわち、例
えば従来の抗体及びｓｃＦｖフラグメント中に存在する可変ドメイン（これは、機能的抗
原結合単位を形成するために、－例えば、ＶＨ／ＶＬ相互作用を通して－別の可変ドメイ
ンと相互作用する必要がある）の場合のように、機能的抗原結合単位を形成するために、
単一抗原結合単位が別の可変ドメインと相互作用する必要がないような、単一可変ドメイ
ンから本質的になる機能的抗原結合単位）を形成することができる限り、単一可変ドメイ
ンは、例えば、軽鎖可変ドメイン配列（例えば、ＶＬ配列）若しくはその適切なフラグメ
ント；又は重鎖可変ドメイン配列（例えば、ＶＨ配列又はＶＨＨ配列）若しくはその適切
なフラグメントを含み得る。
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【０１０２】
　本発明の一実施態様では、免疫グロブリン単一可変ドメインは、軽鎖可変ドメイン配列
（例えば、ＶＬ配列）又は重鎖可変ドメイン配列（例えば、ＶＨ配列）である；より具体
的には、免疫グロブリン単一可変ドメインは、重鎖抗体に由来する従来の４本鎖抗体又は
重鎖可変ドメイン配列に由来する重鎖可変ドメイン配列であり得る。
【０１０３】
　例えば、単一可変ドメイン又は免疫グロブリン単一可変ドメイン（又は、免疫グロブリ
ン単一可変ドメインとして使用するために適切なアミノ酸）は、（単一）ドメイン抗体（
又は、（単一）ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸）、「ｄＡｂ」若しく
はｄＡｂ（すなわち、ｄＡｂとして使用するために適切なアミノ酸）又はナノボディ（本
明細書で定義され、限定されないが、ＶＨＨを含む）；他の単一可変ドメイン、又はそれ
らのいずれか１つの任意の適切なフラグメントであり得る。
【０１０４】
　（単一）ドメイン抗体の一般的な説明については、本明細書で引用される先行技術及び
欧州特許出願公開第０３６８６８４号も参照のこと。「ｄＡｂ」という用語については、
例えば、Ward et al. 1989 (Nature 341: 544-546)、Holt et al. 2003 (Trends Biotech
nol. 21: 484-490)；並びに例えば国際公開公報第０４／０６８８２０号、国際公開公報
第０６／０３０２２０号、国際公開公報第０６／００３３８８号、国際公開公報第０６／
０５９１０８号、国際公開公報第０７／０４９０１７号、国際公開公報第０７／０８５８
１５号及びDomantis Ltdの他の公開特許出願を参照のこと。哺乳類起源ではないので本発
明との関連ではあまり好ましくないが、単一可変ドメインは、特定種のサメに由来し得る
ことも留意すべきである（例えば、いわゆる「ＩｇＮＡＲドメイン」。例えば、国際公開
公報第０５／１８６２９号を参照のこと）。
【０１０５】
　特に、免疫グロブリン単一可変ドメインは、（本明細書で定義される）NANOBODY（登録
商標）又はその適切なフラグメントであり得る。［注：NANOBODY（登録商標）、NANOBODI
ES（登録商標）及びNANOCLONE（登録商標）は、Ablynx N.V.の登録商標である］ナノボデ
ィの一般的な説明については、以下のさらなる説明及び本明細書で引用される（例えば、
国際公開公報第０８／０２００７９号（１６頁）などに記載されている）先行技術を参照
のこと。
【０１０６】
　ＶＨＨ及びナノボディのさらなる説明については、Muyldermans 2001 (Reviews in Mol
ecular Biotechnology 74: 277-302)による総説論文、並びに一般的な背景技術として言
及される以下の特許出願：Vrije Universiteit Brusselの国際公開公報第９４／０４６７
８号、国際公開公報第９５／０４０７９号及び国際公開公報第９６／３４１０３号；Unil
everの国際公開公報第９４／２５５９１号、国際公開公報第９９／３７６８１号、国際公
開公報第００／４０９６８号、国際公開公報第００／４３５０７号、国際公開公報第００
／６５０５７号、国際公開公報第０１／４０３１０号、国際公開公報第０１／４４３０１
号、欧州特許出願公開第１１３４２３１号及び国際公開公報第０２／４８１９３号；Vlaa
ms Instituut voor Biotechnologie (VIB)の国際公開公報第９７／４９８０５号、国際公
開公報第０１／２１８１７号、国際公開公報第０３／０３５６９４号、国際公開公報第０
３／０５４０１６号及び国際公開公報第０３／０５５５２７号；Algonomics N.V.及びAbl
ynx N.V.の国際公開公報第０３／０５０５３１号；National Research Council of Canad
aによる国際公開公報第０１／９０１９０号；Institute of Antibodiesによる国際公開公
報第０３／０２５０２０号；並びにAblynx N.V.による国際公開公報第０４／０４１８６
７号、国際公開公報第０４／０４１８６２号、国際公開公報第０４／０４１８６５号、国
際公開公報第０４／０４１８６３号、国際公開公報第０４／０６２５５１号、国際公開公
報第０５／０４４８５８号、国際公開公報第０６／４０１５３号、国際公開公報第０６／
０７９３７２号、国際公開公報第０６／１２２７８６号、国際公開公報第０６／１２２７
８７号及び国際公開公報第０６／１２２８２５号、及びAblynx N.V.によるさらなる公開
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特許出願を参照のこと。これらの出願で言及されているさらなる先行技術、特に国際公開
公報第０６／０４０１５３号の４１～４３頁で言及されている参考文献のリスト（このリ
スト及び参考文献は、参照により本明細書に組み入れられる）も参照のこと。これらの参
考文献に記載されているように、ナノボディ（特に、ＶＨＨ配列及び部分ヒト化ナノボデ
ィ）は、フレームワーク配列の１つ以上における１つ以上の「ホールマーク残基」の存在
を特に特徴とし得る。ナノボディのヒト化及び／又はラクダ化、並びに他の改変、部分又
はフラグメント、誘導体又は「ナノボディ融合物」、多価構築物（リンカー配列のいくつ
かの非限定的な例を含む）、並びにナノボディの半減期を増加させるための様々な改変、
並びにそれらの調製を含むナノボディに関するさらなる説明は、例えば、国際公開公報第
０８／１０１９８５号及び国際公開公報第０８／１４２１６４号に見られ得る。
【０１０７】
　したがって、本発明の意味では、「免疫グロブリン単一可変ドメイン」又は「単一可変
ドメイン」という用語は、非ヒト供給源、好ましくはラクダ科動物、好ましくはラクダ科
動物重鎖抗体に由来するポリペプチドを含む。以前に記載されているように、それらはヒ
ト化され得る。また、この用語は、非ラクダ科動物供給源、例えばマウス又はヒトに由来
するポリペプチドであって、例えば、Davies and Riechmann 1994 (FEBS 339: 285-290)
、1995 (Biotechnol. 13: 475-479)、1996 (Prot. Eng. 9: 531-537)及びRiechmann and 
Muyldermans 1999 (J. Immunol. Methods 231: 25-38)に記載されているように「ラクダ
化」されたポリペプチドを含む。
【０１０８】
　「免疫グロブリン単一可変ドメイン」という用語は、マウス、ラット、ウサギ、ロバ、
ヒト及びラクダ科動物の免疫グロブリン配列を含む様々な起源の免疫グロブリン配列を包
含する。それはまた、完全ヒト免疫グロブリン配列、ヒト化免疫グロブリン配列又はキメ
ラ免疫グロブリン配列を含む。例えば、それは、ラクダ科動物免疫グロブリン配列及びヒ
ト化ラクダ科動物免疫グロブリン配列、又はラクダ化免疫グロブリン単一可変ドメイン、
例えばWard et al. 1989（例えば、国際公開公報第９４／０４６７８号並びにDavies and
 Riechmann 1994、1995及び1996を参照のこと）に記載されているラクダ化ｄＡｂ及びラ
クダ化ＶＨを含む。
【０１０９】
　この場合もやはり、このような免疫グロブリン単一可変ドメインは、任意の適切な方法
で任意の適切な供給源に由来し得、例えば、天然に存在するＶＨＨ配列（すなわち、ラク
ダ科動物の適切な種に由来する）又は合成若しくは半合成のアミノ酸配列（限定されない
が、部分又は完全「ヒト化」ＶＨＨ、「ラクダ化」免疫グロブリン配列（特に、ラクダ化
ＶＨ）、並びに親和性成熟（例えば、合成免疫グロブリン配列、ランダム免疫グロブリン
配列又は天然に存在する免疫グロブリン配列、例えばＶＨＨ配列から出発する）、ＣＤＲ
グラフティング、ベニヤリング、異なる免疫グロブリン配列に由来するフラグメントの組
み合わせ、オーバーラッププライマーを使用したＰＣＲアセンブリ、及び当業者に周知の
免疫グロブリン配列を操作するための類似技術；又は前記いずれかの任意の適切な組み合
わせなどの技術によって得られたナノボディ及び／又はＶＨＨを含む）であり得る。
【０１１０】
　免疫グロブリン単一可変ドメインのアミノ酸配列及び構造は、－しかしながら、限定さ
れないが－当技術分野及び本明細書ではそれぞれ「フレームワーク領域１」又は「ＦＲ１
」；「フレームワーク領域２」又は「ＦＲ２」；「フレームワーク領域３」又は「ＦＲ３
」；及び「フレームワーク領域４」又は「ＦＲ４」と称される４つのフレームワーク領域
又は「ＦＲ」から構成されると考えられ得る；これらのフレームワーク領域は、当技術分
野ではそれぞれ「相補性決定領域１」又は「ＣＤＲ１」；「相補性決定領域２」又は「Ｃ
ＤＲ２」；及び「相補性決定領域３」又は「ＣＤＲ３」と称される３つの相補性決定領域
又は「ＣＤＲ」によって分断される。
【０１１１】
　免疫グロブリン単一可変ドメインにおけるアミノ酸残基の総数は、１１０～１２０個、
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好ましくは１１２～１１５個の範囲内であり得、最も好ましくは１１３個である。
【０１１２】
　国際公開公報第０８／０２００７９号（これは、参照により本明細書に組み入れられる
）の５８頁及び５９頁の段落ｑ）にさらに記載されているように、免疫グロブリン単一可
変ドメインのアミノ酸残基は、Riechmann and Muyldermans 2000 (J. Immunol. Methods 
240: 185-195；例えば、この刊行物の図２を参照のこと)の論文でラクダ科動物に由来す
るＶＨＨドメインに適用されているように、Kabat et al. (“Kabat numbering”) (“Se
quence of proteins of immunological interest”, US Public Health Services, NIH B
ethesda, MD, Publication No. 91)によって示されているＶＨドメインの一般的なナンバ
リングにしたがってナンバリングされ、したがって、免疫グロブリン単一可変ドメインの
ＦＲ１は１～３０位のアミノ酸残基を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＣＤＲ１
は３１～３５位のアミノ酸残基を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＦＲ２は３６
～４９位のアミノ酸を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＣＤＲ２は５０～６５位
のアミノ酸残基を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＦＲ３は６６～９４位のアミ
ノ酸残基を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＣＤＲ３は９５～１０２位のアミノ
酸残基を含み、免疫グロブリン単一可変ドメインのＦＲ４は１０３～１１３位のアミノ酸
残基を含む。
【０１１３】
　本明細書及び国際公開公報第０８／０２００７９号、国際公開公報第０６／０４０１５
３号に示されている免疫グロブリン単一可変ドメイン配列の例、並びにそれらの中で引用
されているさらなる免疫グロブリン単一可変ドメイン関連の参考文献に基づいて、アミノ
酸残基の正確な数はまた、免疫グロブリン単一可変ドメイン中に存在する特定のＣＤＲの
長さに依存することは明らかであろう。ＣＤＲに関して、当技術分野で周知であるように
、ＶＨ又はＶＨＨフラグメントのＣＤＲを定義及び記載するための複数の慣例、例えばKa
batの定義（これは、配列の可変性に基づくものであり、最も一般的に使用されている）
及びChothiaの定義（これは、構造ループ領域の位置に基づくものである）がある。例え
ば、ウェブサイトhttp://www.bioinf.org.uk/abs/を参照のこと。本明細書及び特許請求
の範囲の目的のために、Kabatに従うＣＤＲも言及され得るが、Abmの定義（これは、Oxfo
rd MolecularのＡｂＭ抗体モデリングソフトウェアに基づくものである）が、Kabatの定
義とChothiaの定義との最適な折衷案であると考えられるので、ＣＤＲは、最も好ましく
は、Abmの定義に基づいて定義される。ウェブサイトhttp://www.bioinf.org.uk/abs/を再
び参照のこと。
【０１１４】
　一実施態様では、ＦＲ４は、Ｃ末端アミノ酸配列ＶＴＶＳＳ（すなわち、それぞれ１１
０位、１１１位、１１２位及び１１３位）を含む。本発明はまた、１０９位、１１０位、
１１１位又は１１２位で終了するＩＳＶＤを包含する。本発明の一態様では、ＦＲ４はＣ
末端アミノ酸配列ＶＴＶＳ（１０９～１１２位）で終了し、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸配列
ＶＴＶ（１０９～１１１位）で終了し、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸配列ＶＴ（１０９～１１
０位）で終了し、又はＦＲ４はＣ末端アミノ酸Ｖ（１０９位）で終了する。Ｃ末端伸長部
は、最後の（最もＣ末端に位置する）ＩＳＶＤのＦＲ４の最後のアミノ酸残基（例えば、
Ｖ１０９、Ｔ１１０、Ｖ１１１、Ｓ１１２又はＳ１１３）のＣ末端に存在し得、本発明の
システイン部分は、好ましくは、Ｃ末端伸長部のＣ末端に存在し又は配置される。一実施
態様では、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸配列ＶＴＶＳＳを含み、Ｃ末端伸長部はシステインで
ある（例えば、ＶＴＶＳＳＣで終了する本発明のポリペプチド）。一実施態様では、ＦＲ
４はＣ末端アミノ酸配列ＶＴＶＳを含み、Ｃ末端伸長部はシステインである（例えば、Ｖ
ＴＶＳＣで終了する本発明のポリペプチド）。一実施態様では、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸
配列ＶＴＶを含み、Ｃ末端伸長部はシステインである（例えば、ＶＴＶＣで終了する本発
明のポリペプチド）。一実施態様では、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸配列ＶＴを含み、Ｃ末端
伸長部はシステインである（例えば、ＶＴＣで終了する本発明のポリペプチド）。一実施
態様では、ＦＲ４はＣ末端アミノ酸Ｖを含み、Ｃ末端伸長部はシステインである（例えば
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、ＶＣで終了する本発明のポリペプチド）。
【０１１５】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、ＩＳＶＤが軽鎖
可変ドメイン配列（ＶＬ）であり、重鎖可変ドメイン配列（ＶＨ）であり、従来の４本鎖
抗体に由来し、又は重鎖抗体に由来するダイマーに関する。
【０１１６】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ＩＳＶＤが
、単一ドメイン抗体、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミ
ノ酸配列、ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、ｄＡｂとし
て使用するために適切なアミノ酸配列、ナノボディ、ＶＨＨ、ヒト化ＶＨＨ及びラクダ化
ＶＨからなる群より選択されるダイマーに関する。好ましくは、ＩＳＶＤは、１００～１
４０個のアミノ酸、例えば１１０～１３０個のアミノ酸を含む。
【０１１７】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ＩＳＶＤが
、ナノボディ、ＶＨＨ、ヒト化ＶＨＨ及びラクダ化ＶＨからなる群より選択され、１０５
～１２５個のアミノ酸、例えば好ましくは１１０～１２０個のアミノ酸、例えば１１０個
、１１１個、例えば１１０個、１１１個、１１２個、１１３個、１１４個、１１５個、１
１６個、１１７個、１１８個、１１９個又は１２０個のアミノ酸、最も好ましくは１１３
個のアミノ酸を含むダイマーに関する。
【０１１８】
　本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ＩＳＶＤが、ナノボディ、Ｖ
ＨＨ、ヒト化ＶＨＨ及びラクダ化ＶＨからなる群より選択され、Kabatナンバリングのア
ミノ酸位置１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１１２、１１３
、１１４、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９又は１２０で、好ましくはアミノ酸
位置１１３で終了するダイマーに関する。
【０１１９】
　本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ＩＳＶＤが、単一ドメイン抗
体、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメイ
ン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、ｄＡｂとして使用するために
適切なアミノ酸配列、及びラクダ化ＶＨからなる群より選択され、前記単一ドメイン抗体
、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメイン
抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、ｄＡｂとして使用するために適
切なアミノ酸配列、及びラクダ化ＶＨがＶＨに由来するダイマーに関する。
【０１２０】
　本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記単一ドメイン抗体、ドメイン
抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメイン抗体として
使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、ｄＡｂとして使用するために適切なアミノ
酸配列、及びラクダ化ＶＨが、１１０～１３０個のアミノ酸、好ましくは１１５～１２７
個のアミノ酸、例えば１１５個、１１６個、１１７個、１１８個、１１９個、１２０個、
１２１個、１２２個、１２３個、１２４個、１２５個、１２６個又は１２７個のアミノ酸
、最も好ましくは１２３個のアミノ酸を含むダイマーに関する。好ましくは、前記単一ド
メイン抗体、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列
、ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、ｄＡｂとして使用す
るために適切なアミノ酸配列、及びラクダ化ＶＨは、Kabatナンバリングのアミノ酸１１
０、１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９、１２
０、１２１、１２２、１２３、１２４、１２５、１２６、１２７、１２８、１２９又は１
３０で、好ましくはアミノ酸１２３で終了する。
【０１２１】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記ＩＳＶＤが、単
一ドメイン抗体、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸
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配列、ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、及びｄＡｂとし
て使用するために適切なアミノ酸配列からなる群より選択され、前記単一ドメイン抗体、
ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメイン抗
体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、又はｄＡｂとして使用するために
適切なアミノ酸配列がＶＬに由来するダイマーに関する。好ましくは、前記単一ドメイン
抗体、ドメイン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメ
イン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、又はｄＡｂとして使用する
ために適切なアミノ酸配列は、１００～１２０個のアミノ酸、好ましくは１０５～１１５
個のアミノ酸、例えば１００個、１０１個、１０２個、１０３個、１０４個、１０５個、
１０６個、１０７個、１０８個、１０９個、１１０個、１１１個、１１２個、１１３個、
１１４個、１１５個、１１６個、１１７個、１１８個、１１９個又は１２０個のアミノ酸
、最も好ましくは１０８個のアミノ酸を含む。好ましくは、前記単一ドメイン抗体、ドメ
イン抗体、単一ドメイン抗体として使用するために適切なアミノ酸配列、ドメイン抗体と
して使用するために適切なアミノ酸配列、ｄＡｂ、又はｄＡｂとして使用するために適切
なアミノ酸配列は、Kabatナンバリングのアミノ酸１０１、１０２、１０３、１０４、１
０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１１２、１１３、１１４、１
１５、１１６、１１７、１１８、１１９又は１２０で、好ましくはアミノ酸１０８で終了
する。
【０１２２】
　本発明の特定の態様では、本発明のポリペプチド又はダイマーは、本発明の対応するポ
リペプチド又はダイマーと比較して増加した半減期を有し得る。このようなポリペプチド
又はダイマーのいくつかの好ましいが非限定的な例は、本明細書のさらなる開示に基づい
て、当業者には明らかであり、例えば、（例えば、ペグ化によって）その半減期を増加さ
せるために化学的に改変された本発明のポリペプチド；血清タンパク質（例えば、血清ア
ルブミン）に結合するための少なくとも１つのさらなる結合部位を含む本発明のポリペプ
チド；又は、本発明のポリペプチドの半減期を増加させる少なくとも１つの部分に連結さ
れた少なくとも１つの本発明のポリペプチドを含む本発明のポリペプチドを含む。
【０１２３】
　本発明の特定の好ましいが非限定的な態様によれば、本発明のポリペプチドは、ターゲ
ット細胞上のエピトープを対象とする１つ以上の免疫グロブリン単一可変ドメインの他に
、ヒト血清アルブミンに対する少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメインを含有
し得る。ヒト血清アルブミンに対するこれらの免疫グロブリン単一可変ドメインは、本明
細書で引用されるAblynx N.V．による出願に一般に記載されている通りであり得る（例え
ば、国際公開公報第０４／０６２５５１号を参照のこと）。増加した半減期を提供するい
くつかの特に好ましいＩＳＶＤ（例えば、ナノボディ）であって、本発明のポリペプチド
に使用され得るいくつかの特に好ましいＩＳＶＤ（例えば、ナノボディ）としては、国際
公開公報第０６／１２２７８７号に開示されているＩＳＶＤ、例えばナノボディＡＬＢ－
１～ＡＬＢ－１０（この中では、ＡＬＢ－８（国際公開公報第０６／１２２７８７号の配
列番号：６２）が特に好ましい）（例えば、表ＩＩ及びＩＩＩを参照のこと）、並びに国
際公開公報第２０１２／１７５４００号に開示されているＩＳＶＤ、例えばナノボディ（
国際公開公報第２０１２／１７５４００号の配列番号：１～１１）、及び「改善された免
疫グロブリン単一可変ドメイン」という表題の同時係属中の米国仮出願第６２／０４７，
５６０号（出願日：２０１４年９月８日；譲受人：Ablynx N.V.）に開示されているＩＳ
ＶＤ、例えば配列番号：１０９を有するナノボディが挙げられる。
【０１２４】
　さらなる態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポ
リペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドが、（本明細書でさらに定義される）１つ
以上の他の基、残基、部分又は結合単位をさらに含み、前記１つ以上の他の基、残基、部
分又は結合単位が、（前記１つ以上の他の基、残基、部分又は結合単位を欠くダイマーと
比較して）ダイマーの半減期を増加させるダイマーに関する。好ましくは、ダイマーの半
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【０１２５】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、ダイマーの半減
期を増加させる前記ＩＳＶＤが、血清アルブミン、好ましくはヒト血清アルブミン又は血
清免疫グロブリン、好ましくはヒトＩｇＧに結合するダイマーに関する。
【０１２６】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、ダイマーの半減
期を増加させる前記ＩＳＶＤを有しない対応するダイマーの半減期よりも少なくとも１．
５倍、好ましくは少なくとも２倍、例えば少なくとも５倍、例えば少なくとも１０倍又は
２０倍超長い血清半減期を有するダイマーに関する。
【０１２７】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、ダイマーの半減
期を増加させる対応する前記ＩＳＶＤと比較して１時間超、好ましくは２時間超、より好
ましくは６時間超、例えば１２時間超又はさらに２４時間超、４８時間又は７２時間増加
した血清半減期を有するダイマーに関する。
【０１２８】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、少なくとも約１
２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは少なくとも４８時間、特により
好ましくは少なくとも７２時間以上；例えば、少なくとも５日（例えば、約５～１０日）
、好ましくは少なくとも９日（例えば、約９～１４日）、より好ましくは少なくとも約１
０日（例えば、約１０～１５日）、又は少なくとも約１１日（例えば、約１１～１６日）
、より好ましくは少なくとも約１２日（例えば、約１２～１８日以上）、又は１４日超（
例えば、約１４～１９日）のヒトにおける血清半減期を有するダイマーに関する。
【０１２９】
　本発明の特に好ましいが非限定的な態様では、本発明は、少なくとも１つの免疫グロブ
リン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）を含む本発明のポリペプチドであって、１つ以上（好
ましくは、１つ）の本明細書に記載される血清アルブミン結合免疫グロブリン単一可変ド
メイン、例えばＡｌｂ１１、Ａｌｂ２３、Ａｌｂ１２９、Ａｌｂ１３２、Ａｌｂ８、Ａｌ
ｂ１１（Ｓ１１２Ｋ）－Ａ、Ａｌｂ８２、Ａｌｂ８２－Ａ、Ａｌｂ８２－ＡＡ、Ａｌｂ８
２－ＡＡＡ、Ａｌｂ８２－Ｇ、Ａｌｂ８２－ＧＧ、Ａｌｂ８２－ＧＧＧの（例えば、配列
番号：３２～４４から選択される）血清アルブミン結合免疫グロブリン単一可変ドメイン
（表１０を参照のこと）をさらに含む本発明のポリペプチドを提供する。
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【表４】

【０１３０】
　ＩＳＶＤ（例えば、ナノボディ）は、高度に保存された内部（標準又は分子内としても
公知である）ジスルフィド架橋を含む。これらの特定の内部ジスルフィド架橋の除去は、
ＩＳＶＤの活性を損なう。
【０１３１】
　本発明者らは、驚くべきことに、本発明の第１のポリペプチドのＣ末端伸長部（好まし
くは、Ｃ末端）に位置する不対システイン残基（Ｃｙｓ、ｃｙｓ又はＣと略記される；２
－アミノ－３－スルフヒドリルプロパン酸；これは、化学式ＨＯ２ＣＣＨ（ＮＨ２）ＣＨ

２ＳＨを有するα－アミノ酸である）のチオール部分（－ＳＨ）と、本発明の第２のポリ
ペプチドのＣ末端伸長部（好ましくは、Ｃ末端）に位置する不対システイン残基のチオー
ル部分との酸化が、ジスルフィド誘導体シスチンをもたらし、それによりダイマーが作ら
れたが、分子内チオール部分は未反応であったことを観察した。換言すれば、実施例セク
ションで実証されているように、Ｃ末端に位置するシステインのチオール基が特異的に酸
化され、分子内チオール基の異常又は再酸化を伴わずに分子間結合が形成され、それによ
り、ＩＳＶＤの完全性は維持された。２つの各ポリペプチドのＣ末端伸長部のシステイン
のチオール部分をジスルフィド誘導体シスチンに酸化する化学的コンジュゲーションによ
って、ダイマーへのポリペプチドのカップリングを実施した。好ましくは、前記シスチン
（例えば、ジスルフィド架橋）は、ダイマー、例えば
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【化１】

【化２】

は、ジスルフィド誘導体シスチンを示し；
－［Ｃｙｓ－Ｓ］及び－［ＡＡｘ］－［Ｃｙｓ－Ｓ］－［ＡＡｙ］は、前記ポリペプチド
のシステインを含むＣ末端伸長部を示し；
「ＡＡ」は、本明細書で定義される任意のアミノ酸を表し；
先頭の「Ｎ」は、ポリペプチドのＮ末端を表し；
末尾の「Ｃ」は、ポリペプチドのＣ末端を表し；
下付き文字「ｘ」、「ｙ」、「ｐ」及び「ｑ」は、０～５０の範囲、例えば１～４０の範
囲又は２～３０の範囲の整数、例えば０、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、
１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９又は２０などから独立して選択
される数字を表す。例えば、「ｘ」、「ｙ」、「ｐ」及び「ｑ」の全てが０である場合、
Ｃ末端伸長部はシステインのみであり；「ｙ」及び「ｑ」の両方が０であるが、「ｘ」及
び「ｐ」が０ではない場合、Ｃ末端伸長部のＣ末端はシステインである）中に存在する唯
一の鎖間ジスルフィド結合である。
【０１３２】
　本発明は、（ポリペプチド－）ダイマーを作製するための方法であって、少なくとも：
（ｉ）第１のポリペプチドを提供する工程であって、前記第１のポリペプチドが、少なく
とも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、好ましくはＣ末端において
システイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；（ｉｉ）第２のポリペプチドを提供す
る工程であって、前記第２のポリペプチドが、少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変
ドメイン（ＩＳＶＤ）と、好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部
とを含む工程；並びに（ｉｉｉ）前記第１のポリペプチドのＣ末端伸長部の（好ましくは
、Ｃ末端の）前記システイン部分のチオール部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端伸
長部の（好ましくは、Ｃ末端の）前記システイン部分のチオール部分とをジスルフィド誘
導体シスチンに酸化し、それにより、前記ダイマーを作製する工程であって、前記ジスル
フィド誘導体シスチンが、該ダイマー中に存在する唯一の分子間ジスルフィド結合である
工程を含む方法に関する。
【０１３３】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記第１のポリペプチドが少な
くとも２つのＩＳＶＤを含み、及び／又は前記第２のポリペプチドが少なくとも２つのＩ
ＳＶＤを含む方法に関する。
【０１３４】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記第１のポリペプチドの前記
少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものであり、及び／又は前記第２のポリペプチドの前
記少なくとも２つのＩＳＶＤが同一のものである方法に関する。
【０１３５】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記第１のポリペプチド及び前
記第２のポリペプチドが同一のもの又は異なるものである方法に関する。
【０１３６】
　本明細書で使用される「二重特異性ダイマー」という用語は、第１の及び第２のポリペ
プチドの価数（例えば、一価、二価又は多価）又は特異性（例えば、単一特異性、二重特
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異性又は多重特異性）とは無関係に、ダイマーの第１のポリペプチドが、ダイマーの第２
のポリペプチドと異なるものであるダイマーを指す。ダイマーは、２つの同一の二重特異
性ポリペプチドを含み得ると認識されよう。
【０１３７】
　二重特異性ダイマー（例えば、第１のポリペプチドが、ダイマーの第２のポリペプチド
と異なるものである）を作製するための方法が提供される。第１の実施態様では、宿主株
、例えばPichia株は、２つの異なるベクターでトランスフォーメーションされ、第１のベ
クターは、第１のポリペプチドをコードし、第２のベクターは、第２のポリペプチドをコ
ードする。あるいは、１つのベクターが使用されるが、ベクターは、第１のポリペプチド
をコードする第１の遺伝子と、第２のポリペプチドをコードする第２の遺伝子とを含む。
あるいは、２つの宿主細胞が使用され、それぞれが一方の又は他方のポリペプチドを発現
し、例えば、第１のポリペプチドをコードする第１のベクターは、第１の宿主細胞（例え
ば、Pichia）において発現され、第２のポリペプチドをコードする第２のベクターは、第
２の宿主細胞（例えば、同様にPichia）において発現される。例えば、Pichia使用済み培
地中で、前記２つの各ポリペプチドのＣ末端伸長部の（好ましくは、Ｃ末端に位置する）
システインを、ほぼ中性のｐＨ、例えばｐＨ６．５～ｐＨ７．５、例えばｐＨ６．５、ｐ
Ｈ６．６、ｐＨ６．７、ｐＨ６．８、ｐＨ６．９、ｐＨ７．０、ｐＨ７．１ｐＨ７．２、
ｐＨ７．３、ｐＨ７．４、及びｐＨ７．５などにおいて、それらのチオール部分を介して
、ジスルフィド誘導体シスチンに酸化する化学的コンジュゲーションによって、二重特異
性ダイマーへのポリペプチドのカップリングを実施する。
【０１３８】
　したがって、本発明は、二重特異性ダイマーを作製するための方法であって、少なくと
も：
（ｉ）第１のポリペプチドを提供する工程であって、前記第１のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；
（ｉｉ）第２のポリペプチドを提供する工程であって、前記第２のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含み、
前記第１のポリペプチドが、前記第２のポリペプチドと異なるものである工程；並びに
（ｉｉｉ）好ましくはｐＨ６．５～ｐＨ７．５において、酸化銅イオン（Ｃｕ２＋）を場
合により追加することによって、前記第１のポリペプチドのＣ末端の前記システイン部分
のチオール部分と、前記第２のポリペプチドのＣ末端の前記システイン部分のチオール部
分とをジスルフィド誘導体シスチンに酸化し、それにより、前記ダイマーを作製する工程
を含む方法に関する。
【０１３９】
　好ましくは、ＩＳＶＤの完全性は維持され、前記シスチンは、ダイマー中に存在する唯
一の分子間ジスルフィド結合である。
【０１４０】
　本明細書で使用される「完全性」という用語は、ＩＳＶＤの構造、安定性及び／又は機
能の維持、例えば、適切な分子内ジスルフィド結合の維持、免疫グロブリンドメインの２
層の逆平行β－シート構造の接続、及びその同種抗原の結合などを指す。
【０１４１】
　本発明は、本明細書で提供される方法であって、第１のポリペプチドをコードする遺伝
子及び第２のポリペプチドをコードする遺伝子が、２つの異なるベクター上に存在する方
法に関する。好ましくは、前記ベクターは、１つの宿主細胞、例えばPichia中に存在する
。あるいは、前記ポリペプチドは、１つのベクター上に位置する異なる遺伝子によってコ
ードされる。
【０１４２】
　本発明のベクターは、任意の適切なベクター、例えばプラスミド、コスミド、ＹＡＣ、
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ウイルスベクター又はトランスポゾンなどであり得る。特に、ベクターは、発現ベクター
（すなわち、in vitro及び／又はin vivoで（例えば、適切な宿主細胞、宿主生物及び／
又は発現系において）発現を提供し得るベクター）であり得る。
【０１４３】
　本発明のベクターは、宿主細胞又は宿主生物をトランスフォーメーションするために（
すなわち、本発明のポリペプチドの発現及び／又は生産のために）使用され得る。適切な
宿主又は宿主細胞は当業者には明らかであり、例えば、任意の適切な真菌、原核若しくは
真核細胞若しくは細胞株又は任意の適切な真菌、原核若しくは（非ヒト）真核生物、例え
ば以下のものであり得る：
－細菌株、限定されないが、グラム陰性株、例えばEscherichia coli；Proteus、例えばP
roteus mirabilis；Pseudomonas、例えばPseudomonas fluorescensの株；及びグラム陽性
株、例えばBacillus、例えばBacillus subtilis又はBacillus brevis；Streptomyces、例
えばStreptomyces lividans；Staphylococcus、例えばStaphylococcus carnosus；及びLa
ctococcus、例えばLactococcus lactisの株が挙げられる；
－真菌細胞、限定されないが、Trichodermaの種、例えばTrichoderma reesei；Neurospor
a、例えばNeurospora crassa；Sordaria、例えばSordaria macrospora；Aspergillus、例
えばAspergillus niger又はAspergillus sojae；又は他の糸状菌の細胞が挙げられる；
－酵母細胞、限定されないが、Saccharomycesの種、例えばSaccharomyces cerevisiae；S
chizosaccharomyces、例えばSchizosaccharomyces pombe；Pichia、例えばPichia pastor
is又はPichia methanolica；Hansenula、例えばHansenula polymorpha；Kluyveromyces、
例えば Kluyveromyces lactis；Arxula、例えばArxula adeninivorans；Yarrowia、例え
ばYarrowia lipolyticの細胞が挙げられる；
－両生類細胞又は細胞株、例えばXenopus卵母細胞；
－昆虫由来細胞又は細胞株、例えば鱗翅目由来細胞／細胞株、限定されないが、Spodopte
ra ＳＦ９及びＳｆ２１細胞又はDrosophila由来細胞／細胞株、例えばＳｃｈｎｅｉｄｅ
ｒ及びＫｃ細胞が挙げられる；
－植物又は植物細胞、例えばタバコ植物；並びに／又は
－哺乳類細胞／細胞株、例えばヒト由来細胞又は細胞株、哺乳動物由来細胞又は細胞株、
限定されないが、ＣＨＯ細胞（例えば、ＣＨＯ－Ｋ１細胞）、ＢＨＫ細胞及びヒト細胞又
は細胞株、例えばＨｅＬａ、ＣＯＳ、Ｃａｋｉ及びＨＥＫ２９３Ｈ細胞が挙げられる；
並びに、抗体及び抗体フラグメント（限定されないが、（単一）ドメイン抗体及びＳｃＦ
ｖフラグメントが挙げられる）の発現及び生産のためのそれ自体が公知の全ての他の宿主
細胞又は（非ヒト）宿主（これは、当業者には明らかであろう）。本明細書の上記で引用
される一般的な背景技術、並びに例えば国際公開公報第９４／２９４５７号；国際公開公
報第９６／３４１０３号；国際公開公報第９９／４２０７７号；Frenken et al. (Res Im
munol. 149: 589-99, 1998); Riechmann and Muyldermans (1999)、前掲; van der Linde
n (J. Biotechnol. 80: 261-70, 2000); Joosten et al. (Microb. Cell Fact. 2: 1, 20
03); Joosten et al. (Appl. Microbiol. Biotechnol. 66: 384-92, 2005)及び本明細書
で引用されるさらなる参考文献も参照のこと。
【０１４４】
　本明細書では、遺伝子は、機能的ポリペプチドの合成に必要な核酸配列全体と定義され
る。したがって、遺伝子は、ポリペプチドのアミノ酸配列をコードするヌクレオチド（コ
ード領域）だけではなく、特定のＲＮＡ転写産物の合成に必要な全てのＤＮＡ配列も含む
。好ましくは、工程（ｉｉｉ）は、Pichia使用済み培地中で実施される。
【０１４５】
　ＩＳＶＤをコードする核酸に対して核酸を操作する（例えば、核酸を付加、挿入、突然
変異、置換又は欠失するなど）ための方法は、当業者に周知である。前掲の標準的なハン
ドブックを参照のこと。
【０１４６】
　本発明者らは、二重特異性ダイマーを作製するためのさらに最適化されたプロトコール
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（これは、効率が５０％超、例えば６０％、７０％、８０％又はさらに９０％超、例えば
９５％以上であった）を提供する。第１の反応性ポリペプチドを（固体）担体に結合させ
、担体に結合させた第１のポリペプチド上に第２の反応性ポリペプチドを通過させること
によって、これを達成した。未反応の第２のポリペプチドを再生（還元）し、担体に結合
させた第１のポリペプチド上に再び通過させ得る。全ての第１の及び／又は第２のポリペ
プチドが反応するまで、この工程を反復し得る。
【０１４７】
　工程１では、第１のポリペプチドを還元して、モノマー材料、好ましくは１００％モノ
マー材料を得る。典型的なポリペプチド溶液を還元するための一般的な条件は、本明細書
に示されている。
【０１４８】
　工程２では、バッファー中の第１のポリペプチドを還元条件下で担体に結合させる。担
体は、好ましくは、クロマトグラフィー樹脂である。好ましくは、担体は、第１のポリペ
プチドのみに結合し、第２のポリペプチドに結合しない。第１のポリペプチドのホモダイ
マーの形成可能性を回避するために、固定化中に、第１のポリペプチドを低密度で担体に
固定化し得る。個々の第１のポリペプチドのこのような空間的分離は、準最適結合条件（
例えば、典型的な親和性樹脂にとっては過度に速い流速）を使用して担体をロードするこ
とによって、又はエクスパンデットベットクロマトグラフィーを介して達成され得る。担
体上の個々のポリペプチドを空間的に分離するための方法及び条件は、共通の一般的な知
識に属するか、又は当業者によるルーチンな実験で達成され得る。好ましい実施態様では
、担体は、第１のポリペプチドにのみ結合し、第２のポリペプチドに結合しない。例えば
、プロテインＡに第１のポリペプチドが結合する（及び好ましくは、第２のポリペプチド
が結合しない）場合、プロテインＡなどの担体が使用され得る。あるいは、第１のポリペ
プチド及び第２のポリペプチドの両方が担体に結合する場合、第１のポリペプチドを固定
化した後、第２のポリペプチドを適用する前に、非システイン伸長ナノボディなどのダミ
ーポリペプチドで担体を飽和させる。
【０１４９】
　工程３では、同様に還元型の（上記を参照のこと）過剰な第２のポリペプチドをバッフ
ァーに適用し、（場合により軽度の酸化条件下で）カラムに循環させる。固定化した第１
のポリペプチドが、ジスルフィド結合を介して第２のポリペプチドと完全に複合体化（コ
ンジュゲート）するまで、第２のポリペプチドを担体上に通過させる。好ましくは、この
後、第２のポリペプチドの濃度低下を測定して、飽和した第１のポリペプチド集団をマッ
チさせる。当業者には周知であるように、必要な場合には、この工程のために、第２のポ
リペプチドの単一特異性ダイマーの形成量を制限するように、条件を最適化する。担体に
結合していない第２のポリペプチドの集団を回収し、将来のカップリング反応に使用し得
る（例えば、再び還元し、第１のポリペプチドが飽和するまで、第１のポリペプチドを含
むカラムに適用する）。
【０１５０】
　工程４では、当業者には周知であるように、使用される担体のための典型的な溶出条件
（例えば、プロテインＡの場合には酸性条件）によって、担体から二重特異性ダイマーを
回収する。
【０１５１】
　本文脈では、「固定化」という用語は、その空間移動が、固体構造（例えば、担体）へ
の付着によって完全に又は小さな限定領域に制限されている分子を指す。一般に、固定化
という用語は、移動を制限するか又は移動を不可能にする行為（例えば、移動の妨害）を
指す。本発明のダイマーは、任意の適切な方法によって、例えば吸着、共有結合、捕捉、
封入及び（可逆的）架橋、好ましくは共有結合によって、より好ましくは親和性によって
固定化され得る。固定化のための任意の適切な担体が使用され得る。当業者であれば、担
体の適合性は、固定化方法に依存することを認識するであろう。例えば、共有結合のため
の担体は、アガロース、セルロース、架橋デキストラン、ポリスチレン、ポリアクリルア
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ミドゲル及び多孔質シリカゲルである。好ましい担体は、プロテインＡ樹脂である。
【０１５２】
　適切なバッファーとしては、限定されないが、酢酸バッファー、リン酸バッファー、ク
エン酸バッファー、硫酸バッファー、グリシンバッファー、カルボン酸バッファー及び／
又はトリスバッファーが挙げられ得る。
【０１５３】
　還元条件及び酸化条件は、当技術分野で周知である。実施例セクション、説明、及び標
準的な化学ハンドブック、例えばPrinciples of Modern Chemistry (2011 by Oxtoby, Gi
llis and Campion, 7thedition)を参照のこと。標準－ＳＳ－の酸化状態を維持するため
に、好ましい還元条件は、最大１０mg/mlポリペプチドの濃度において、１～１５mM、例
えば２～１２mM、４～１１mM、５～１０mM、好ましくは１０mM ＤＴＴ、室温で最低１時
間（最大８時間まで）又は４℃で一晩実施される。好ましい酸化条件は、０．１～１０mM
、０．５～５mM、好ましくは１mM ＣｕＳＯ４、室温で１～４時間、好ましくは２時間実
施されるか、又は便利なレドックス対（これは、当業者であれば容易に決定し得る）を使
用することによって実施される。
【０１５４】
　したがって、本発明は、二重特異性ダイマーを作製するための方法であって、少なくと
も：
１．第１のポリペプチドを提供する工程であって、前記第１のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；
２．前記第１のポリペプチドを還元する工程；
３．工程２の還元型の第１のポリペプチドを、還元条件下で担体に結合させる工程；
４．第２のポリペプチドを提供する工程であって、前記第２のポリペプチドが、
－少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、
－好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む工程；
５．前記第２のポリペプチドを還元する工程；
６．場合により全ての第１のポリペプチドがジスルフィド結合を介して第２のポリペプチ
ドに完全にコンジュゲートするまで、工程５の還元型の第２のポリペプチドを、工程３の
担体に結合させた還元型の第１のポリペプチドに、場合により軽度の酸化条件下で適用し
て、前記第１のポリペプチドの好ましくはＣ末端の前記システイン部分のチオール部分と
、前記第２のポリペプチドの好ましくはＣ末端の前記システイン部分のチオール部分とを
ジスルフィド誘導体シスチンに酸化し、それにより、前記二重特異性ダイマーを作製する
工程；
７．場合により、コンジュゲートしていない第２のポリペプチドを回収し、工程５及び６
にしたがって再び還元及び適用する工程；
８．担体から二重特異性ダイマーを溶出させる工程
を含む方法に関する。
【０１５５】
　本発明はさらに、本明細書に記載される任意の方法であって、前記第１のポリペプチド
及び／又は前記第２のポリペプチドがＮ末端伸長部を含む方法に関する。
【０１５６】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記第１のポリペプチド及び／
又は前記第２のポリペプチドが、好ましくはＣ末端においてシステイン部分を含む５０個
、４０個、３０個、２０個、１０個、９個、８個、７個、６個、５個、４個、３個、２個
又は１個のアミノ酸残基のＣ末端伸長部を含む方法に関する。
【０１５７】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記Ｃ末端伸長部が配列番号：
１～１５からなる群より選択され、好ましくは、前記Ｃ末端伸長部が、ＧｌｙＧｌｙＧｌ
ｙＣｙｓ（配列番号：４）、ＧｌｙＧｌｙＣｙｓ（配列番号：３）、ＧｌｙＣｙｓ（配列
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番号：２）又はＣｙｓ（配列番号：１）からなる方法に関する。
【０１５８】
　本発明はさらに、本明細書に記載される方法であって、前記Ｃ末端伸長部が、前記ポリ
ペプチドの最もＣ末端に位置するＩＳＶＤのＣ末端に遺伝子融合されている方法に関する
。
【０１５９】
　一実施態様では、酸化プロセスは、例えばＣｕＳＯ４の形態の酸化銅イオン（Ｃｕ２＋

）を追加することによって最適化される。Ｃ末端に位置するチオール部分のほぼ１００％
が、銅処理後に酸化されたことが観察された。したがって、本発明は、本明細書に記載さ
れる方法であって、前記第１の及び／又は前記第２のポリペプチドの少なくとも８０％、
例えば８５％、９０％、９５％、９９％又はさらに９９％超、例えば１００％が二量体化
される方法に関する。酸化の程度は、任意の適切な方法によって決定され得るが、好まし
くは質量分析によって決定される。
【０１６０】
　さらなる実施態様では、ダイマーは、均一に精製される。精製は、当技術分野で公知の
任意の適切な技術、例えばクロマトグラフィー、好ましくはサイズ排除クロマトグラフィ
ー（これは、当業者であれば十分に熟知している）によって達成され得る。したがって、
本発明は、本明細書に記載される方法であって、場合によりサイズ排除クロマトグラフィ
ーを介して、前記ダイマーを精製する工程をさらに含む方法に関する。したがって、本発
明は、本明細書に記載される方法であって、前記ダイマーを少なくとも９０％以上の純度
、例えば９５％以上の純度、例えば９７％、９８％、９９％又はさらに１００％に精製す
る方法に関する。純度は、当技術分野で公知の任意の適切な方法によって決定され得、好
ましくは質量分析によって決定される。
【０１６１】
　一実施態様では、本発明は、上記方法によって調製可能なダイマーに関する。
【０１６２】
　本発明者らは、驚くべきことに、ダイマー中のポリペプチドの結合及び他の機能的特徴
、例えば効力が保持されていただけではなく、対応するベンチマークと比較して改善さえ
されていたことを観察した。
【０１６３】
　いかなる理論にも拘束されないが、このダイマー集合体では、ＩＳＶＤのパラトープは
、対応するベンチマーク集合体よりも「好ましい」抗原認識部位にあり得ると仮説した。
【０１６４】
　本明細書で使用される「ベンチマーク」は、パフォーマンス、例えば分子の１つ以上の
機能的特徴、例えば本明細書に記載される親和性、有効性及び効力などを評価するための
基準点として使用される。特定のダイマーは、特定のベンチマークの妥当性（これは、当
業者であれば容易に評価し得る）を決定するであろう。好ましくは、ベンチマークは、ダ
イマーのＩＳＶＤの数及び／又は同一性と同じ数及び／又は同じＩＳＶＤからなるであろ
う。好ましくは、ベンチマークは、ダイマーを構成する同じポリペプチドを含むが、ベン
チマークでは、これらのポリペプチドは、本明細書に記載される化学的コンジュゲーショ
ンに代えて遺伝子融合によって形成される（例えば、実施例セクションを参照のこと）。
ダイマーと、ダイマーを個々に構成する一方又は両方のポリペプチドとの比較は、ダイマ
ーのパフォーマンスに関する重要な情報を既に提供する。
【０１６５】
　本発明のダイマーは、少なくとも１つのＩＳＶＤを含む第１のポリペプチドと、少なく
とも１つのＩＳＶＤを含む第２のポリペプチドとを含む。ダイマーの親和性は、例えば両
ポリペプチドを合わせた全体として決定され得るか、又はダイマーの親和性は、ダイマー
を個々に構成する各ポリペプチドの親和性を決定することによって決定され得る。換言す
れば、後者の場合、他方のポリペプチドによるアビディティ効果とは無関係に、親和性は
、ポリペプチドについて決定される。



(38) JP 2018-504383 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

【０１６６】
　本明細書で使用される「効力」という用語は、作用物質、例えばダイマー、ベンチマー
ク、ポリペプチド、ＩＳＶＤ又はナノボディ、その生物学的活性の尺度である。作用物質
の効力は、例えば実施例セクションに記載されているように、当技術分野で公知の任意の
適切な方法によって決定され得る。細胞培養ベースの効力アッセイは、作用物質によって
誘発された生理学的反応を測定し、比較的短時間で結果を出し得るので、生物活性を決定
するための好ましいフォーマットであることが多い。生成物の作用機序に基づく様々な種
類の細胞ベースのアッセイが使用され得、限定されないが、増殖アッセイ、細胞傷害アッ
セイ、レポーター遺伝子アッセイ、細胞表面レセプター結合アッセイ、及び機能的に必須
のタンパク質又は他のシグナル分子（例えば、リン酸化タンパク質、酵素、サイトカイン
、ｃＡＭＰなど）の誘導／阻害を測定するためのアッセイ（これらは全て、当技術分野で
周知である）が挙げられる。細胞ベースの効力アッセイの結果は、本発明のダイマーと、
対応するベンチマークについて得られた反応との比較によって決定される「相対効力」と
して表現され得る（実施例セクションを参照のこと）。
【０１６７】
　所定のアッセイにおいて、化合物（例えば、本発明のダイマー）について得られた反応
が、参照化合物（例えば、対応するベンチマーク）による反応よりも少なくとも１．５倍
、例えば２倍、しかし好ましくは少なくとも３倍、例えば少なくとも４倍、少なくとも５
倍、少なくとも６倍、少なくとも７倍、少なくとも８倍、少なくとも９倍、少なくとも１
０倍、少なくとも１５倍、少なくとも２０倍、少なくとも２５倍、少なくとも５０倍、少
なくとも７５倍、さらにより好ましくはさらに少なくとも１００倍又はそれ以上良好（例
えば、機能的に良好）である場合、化合物（例えば、本発明のダイマー）は、ベンチマー
ク（例えば、参照化合物、例えば対応するポリペプチドを含む構築物）よりも強力である
と言われる。
【０１６８】
　本発明のダイマー、免疫グロブリン単一可変ドメイン及びポリペプチドの並びにこれら
を含む組成物の有効性又は効力は、関与する特定の疾患又は障害に応じて、それ自体が公
知の任意の適切なin vitroアッセイ、細胞ベースのアッセイ、in vivoアッセイ及び／又
は動物モデル又はそれらの任意の組み合わせを使用して試験され得る。適切なアッセイ及
び動物モデルは当業者には明らかであり、例えば、リガンド置換アッセイ（例えば、Burg
ess et al., Cancer Res 2006 66:1721-9）、二量体化アッセイ（例えば、国際公開公報
第２００９／００７４２７Ａ２号、Goetsch, 2009）、シグナリングアッセイ（例えば、B
urgess et al., Mol Cancer Ther 9:400-9）、増殖／生存アッセイ（例えば、Pacchiana 
et al., J Biol Chem 2010 Sep M110.134031）、細胞接着アッセイ（例えば、Holt et al
., Haematologica 2005 90:479-88）及び遊走アッセイ（例えば、Kong-Beltran et al., 
Cancer Cell 6:75-84）、内皮細胞出芽アッセイ（例えば、Wang et al., J Immunol. 200
9; 183:3204-11）及びin vivo異種移植モデル（例えば、Jin et al., Cancer Res. 2008 
68:4360-8）、並びに以下の実験パートにおいて、及び本明細書で引用される先行技術に
おいて使用されているアッセイ及び動物モデルが挙げられる。in vitroにおける前記第１
のターゲットの阻害を表現するための手段は、ＩＣ５０である。
【０１６９】
　特に、本発明のダイマーは、ベンチマークよりも良好な親和性（ＫＤ値（実際又は見掛
け）、ＫＡ値（実際又は見掛け）、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度として適切に測定
及び／又は表現される）で、ターゲットに結合する。
【０１７０】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるポリペプチドを含むダイマーであっ
て、例えばリガンド競合アッセイ、競合ＦＡＣＳ、機能的細胞アッセイ、例えばリガンド
誘導走化性の阻害、ALPHASCREEN（登録商標）アッセイなどにおいて、好ましくは競合Ｆ
ＡＣＳによって決定した場合に、ベンチマークのＩＣ５０よりも少なくとも１０％、例え
ば２０％、３０％、５０％、８０％、９０％又はさらに１００％又はそれ以上良好なＩＣ



(39) JP 2018-504383 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

５０で、ターゲットに結合するダイマーに関する。
【０１７１】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるポリペプチドを含むダイマーであっ
て、例えばリガンド競合アッセイ、競合ＦＡＣＳ、機能的細胞アッセイ、例えばリガンド
誘導走化性の阻害、ALPHASCREEN（登録商標）アッセイなどにおいて、好ましくは競合Ｆ
ＡＣＳによって決定した場合に、ベンチマークのＩＣ５０よりも少なくとも１．５倍、例
えば２倍、３倍又は４倍及びさらに５倍又は１０倍良好なＩＣ５０で、ターゲットに結合
するダイマーに関する。
【０１７２】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるポリペプチドを含むダイマーであっ
て、例えばリガンド競合アッセイ、競合ＦＡＣＳ、機能的細胞アッセイ、例えばリガンド
誘導走化性の阻害、ALPHASCREEN（登録商標）アッセイなどにおいて決定した場合に、２
００nM～０．０１nM、例えば０．０１、０．０５、０．１、０．１５、２、３、４、５、
６、７、８、９、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１０
０、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０、１８０、１９０又は２
００nMのＩＣ５０を有するダイマーに関する。
【０１７３】
　輸送プロセス、製造プロセス、保存プロセス及び送達プロセスは、ポリペプチドに対す
る多様なストレス、例えば化学的ストレス及び物理的なストレスを与え得る。保存中は、
例えば、脱アミド、ラセミ化、加水分解、酸化、異性化、β－脱離又はジスルフィド交換
などの化学的改変が起こり得る。物理的ストレスは、変性及びアンフォールディング、凝
集、粒子形成、沈殿、乳白光又は吸着を引き起こし得る。これらのストレスは、タンパク
質治療薬、例えば抗体治療薬の物理化学的完全性に影響を及ぼし得ることが公知である。
【０１７４】
　上記のように、本発明者らは、本発明のダイマーが、予想外の好ましい結合及び機能的
特徴を有することを観察した。これらの特徴はまた、効力のいかなる明らかな及び実質的
な損失も伴わずに、長期間保持されていた。これは、ダイマーを保存及び輸送に有用なも
のにする。本発明は、本発明の安定なダイマーを提供する。「安定」は、一般に、１つ以
上の化学的ストレス若しくは物理的ストレス（例えば、（＋２５℃以上の）高温）又は物
理的ストレス（例えば、振盪又は撹拌）に曝露された場合であっても、ダイマーが、長期
間（例えば、１カ月間～３６カ月間）の保存時に、重大な物理的変化又は化学的変化（特
に、酸化）に悩まされないことを意味する。より具体的には、「安定」は、（定義された
）条件下における（定義された）長期間の保存時に、分解生成物、例えば本発明のダイマ
ーの低分子量（ＬＭＷ）誘導体（例えば、ポリペプチド）；及び／又は例えばダイマーの
凝集によって形成された高分子量（ＨＭＷ）誘導体（オリゴマー又はポリマー）の１つ以
上がごくわずかに形成されることを意味する。
【０１７５】
　したがって、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、－２０℃、＋４℃、
室温、例えば＋２０℃において、又はさらに＋２５℃において、少なくとも２カ月間、例
えば４カ月間、６カ月間、１２カ月間又はさらにそれ以上、例えば１８カ月間、２４カ月
間又は３６カ月間安定であり、前記安定性が、ＬＭＷ及び／又はＨＭＷのわずかな形成又
は非形成、例えば１０％未満、例えば５％未満、２％未満の又はさらに検出不可能なＬＭ
Ｗ及び／又はＨＭＷを特徴とするダイマーに関する。
【０１７６】
　タンパク質の安定性を評価するために使用され得る一般的な技術としては、静的光散乱
、接線流ろ過、フーリエ変換赤外分光法、円二色法、尿素誘導性タンパク質アンフォール
ディング、固有トリプトファン蛍光及び／又は１－アニリン－β８－ナフタレンスルホン
酸タンパク質結合が挙げられる。これらの技術は、本発明のダイマーにも適用可能である
。加えて、本発明のダイマーは、保存過程において、及び／又は本明細書で定義される１
つ以上のストレスの影響下で、効力／生物活性の損失をほとんど又は全く示さない。
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【０１７７】
　したがって、本発明は、反応性システイン部分を含むポリペプチドを保存するための方
法であって、少なくとも、前記反応性システイン部分のチオール部分をジスルフィド誘導
体シスチンに酸化し、それにより、前記反応性システイン部分を一時的に不活性化する工
程を含み、前記ポリペプチドが（内部）シスチン結合をさらに含む方法に関する。
【０１７８】
　本発明のダイマーの好ましい機能的特性にもかかわらず、本発明者らは、ダイマーが、
例えばマレイミド化学反応による例えばＣ末端システインを使用した官能基のカップリン
グなどの即時使用のためのプールとして特に適切であり得ると仮説した。軽度の還元条件
を用いたプロトコールを開発し、ダイマーの分子間ジスルフィド架橋を還元して、構成ポ
リペプチドのチオール基を活性化した。最適条件は、内部標準ＩＳＶＤジスルフィド架橋
を還元せずに、ジスルフィドを還元してダイマーの形成をもたらした。
【０１７９】
　好ましい還元剤は、酸系還元剤、例えばシュウ酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４）、ギ酸（ＨＣＯＯＨ
）、アスコルビン酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ６）、亜リン酸又はβ－メルカプトエタノール、水素化
アルミニウムリチウム（ＬｉＡｌＨ４）、新生（原子）水素、ナトリウムアマルガム、ジ
ボラン、水素化ホウ素ナトリウム（ＮａＢＨ４）、Ｓｎ２＋イオン含有化合物、例えば塩
化スズ（ＩＩ）、亜硫酸化合物、ヒドラジン、亜鉛－水銀アマルガム亜鉛（Ｚｎ（Ｈｇ）
）、水素化ジイソブチルアルミニウム（ＤＩＢＡＬ－Ｈ）、リンドラー触媒、亜リン酸塩
、次亜リン酸塩、Ｆｅ２＋含有化合物、例えば硫酸鉄（ＩＩ）、一酸化炭素（ＣＯ）、炭
素（Ｃ）、ジチオスレイトール（ＤＴＴ）及びトリス（２－カルボキシエチル）ホスフィ
ンＨＣｌ（ＴＣＥＰ）、好ましくはＤＴＴ及びＴＣＥＰである。
【０１８０】
　還元剤の好ましい最終濃度は、５０mM～１mM、例えば４０mM～２mM、３０mM～５mM及び
２０mM～７．５mM、好ましくは１０mMである。
【０１８１】
　１０mM ＤＴＴによって４℃で一晩（又は室温で少なくとも２時間）処理することが、
内部標準ジスルフィド結合に影響を及ぼさずに、最大１０mg/mlの濃度のＩＳＶＤの分子
間ジスルフィド結合を還元するために非常に適切であると決定した。還元は、好ましくは
、ＤＴＴ又はＴＣＥＰを使用して行われ得る。ＴＣＥＰとは異なり、ＤＴＴは、好ましく
は、最適なカップリング条件を作るために除去される。サイズ排除クロマトグラフィー（
ＳＥＣ）を介して、モノマーポリペプチドは、非還元型ダイマー及びＤＴＴから分離され
得る。
【０１８２】
　還元の程度は、当技術分野で公知の任意の手段を介して、例えばＳＥＣ又は非還元条件
下のＳＤＳ－ＰＡＧＥを介してモニタリングされ得る。
【０１８３】
　したがって、本発明は、本明細書に記載される方法であって、好ましくは前記第１のポ
リペプチド及び／又は前記第２のポリペプチドの内部ジスルフィド結合の酸化状態が維持
される条件下で、前記ダイマーの前記（Ｃ末端）シスチンを還元する工程をさらに含む方
法に関する。
【０１８４】
　したがって、本発明は、反応性システイン部分を含むポリペプチドを作製するための方
法であって、少なくとも：
（ｉ）シスチン（ジスルフィド結合；２つのシステイン間のＳＳ結合又はジスルフィド架
橋）を介して二量体化された本発明のポリペプチドを提供する工程；
（ｉｉ）前記シスチンを還元し、それにより、反応性システイン部分を含むポリペプチド
を作製する工程
を含む方法に関する；好ましくは、前記シスチン結合は、前記ポリペプチドのＣ末端に位
置する。好ましくは、前記工程（ｉｉ）の還元条件は、内部シスチン結合が還元されない
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ように選択される。
【０１８５】
　ダイマーの還元後、還元型モノマーポリペプチドは、好ましくは、コンジュゲーション
のために即時に（例えば、０．５時間以内、しかし好ましくは１０分以内に）使用される
か、又は再酸化を防止するために凍結されるが、再酸化は、凍結によって完全に防止され
ない。実験的証拠は、本発明の還元型モノマーポリペプチドが、Ｄ－ＰＢＳ中、４℃で最
大２４時間安定であることを示唆している。
【０１８６】
　一実施態様では、本発明のダイマー及び構成ポリペプチドは、１つ以上の官能基、残基
又は部分を含む。一実施態様では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、
１つ以上の他の基、残基、部分又は結合単位をさらに含むダイマーに関する。一実施態様
では、本発明は、本明細書に記載されるダイマーであって、前記第１のポリペプチド及び
／又は前記第２のポリペプチドが、１つ以上の他の基、残基、部分又は結合単位をさらに
含むダイマーに関する。例えば、官能基、残基若しくは部分は、ポリペプチドのＣ末端の
システイン残基の（反応性）チオール部分にカップリング若しくは連結され得、及び／又
は官能基、残基若しくは部分は、本発明のポリペプチドのＮ末端にカップリング若しくは
連結され得る。一実施態様では、本発明のダイマーの一方又は両方のＮ末端は、官能基、
残基又は部分を含む。
【０１８７】
　このような基、残基又は部分の例、並びにこのような基、残基又は部分を付加するため
に使用され得る方法及び技術、並びにこのような基、残基又は部分の潜在的な用途及び利
点は、当業者には明らかであろう。限定されないが、抗体改変のためのチオール反応性基
としては、マレイミド、ビニルスルホン、ハロアセチル又はピリジルジスルフィド基が挙
げられる。マレイミドは、中性ｐＨでシステインと選択的に反応するが、より高いｐＨ値
ではアミン基との反応性がある。安定なチオエーテル結合が生成される。
【０１８８】
　１つ以上の所望の特性又は機能性を本発明のダイマー及び／又はポリペプチドに付与す
る１つ以上の官能基、残基又は部分が、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドに付加
され得る。このような官能基、残基又は部分の例は、当業者には明らかであろう。例えば
、このような１つ以上の官能基、残基若しくは部分は、本発明のダイマー及び／若しくは
ポリペプチドの半減期、溶解性及び／若しくは吸収を増加させ得、このような１つ以上の
官能基、残基若しくは部分は、本発明のダイマー及び／若しくはポリペプチドの免疫原性
及び／若しくは毒性を減少させ得、このような１つ以上の官能基、残基若しくは部分は、
本発明のダイマー及び／若しくはポリペプチドの任意の望ましくない副作用を排除若しく
は減弱し得、並びに／又はこのような１つ以上の官能基、残基若しくは部分は、他の有利
な特性を本発明のダイマー及び／若しくはポリペプチドに付与し得、及び／若しくは本発
明のダイマー及び／若しくはポリペプチドの望ましくない特性を軽減し得；又は前記２つ
以上の任意の組み合わせであり得る。このような官能基、残基又は部分及びそれらを導入
するための技術の例は当業者には明らかであり、一般に、本明細書で引用される一般的な
背景技術で言及されている全ての官能基、残基又は部分及び技術、並びに医薬用タンパク
質の改変のための、特に抗体又は抗体フラグメント（ｓｃＦｖ及び単一ドメイン抗体を含
む）の改変のためのそれ自体が公知の官能基、残基又は部分及び技術を含み得、例えば、
Remington’s Pharmaceutical Sciences, 16thed., Mack Publishing Co., Easton, PA (
1980)を参照のこと。
【０１８９】
　特異性を考慮して、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドはまた、イメージング剤
に対するコンジュゲーションに非常に適切である。抗体をコンジュゲートするための適切
なイメージング剤は当技術分野で周知であり、同様に、本発明のダイマー及び／又はポリ
ペプチドにコンジュゲートするために有用である。適切なイメージング剤としては、限定
されないが、好ましくは有機分子、酵素標識、放射性標識、着色標識、蛍光標識、発色標
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識、発光標識、ハプテン、ジゴキシゲニン、ビオチン、金属錯体、金属、コロイド金、蛍
光標識、金属標識、ビオチン、化学発光、生物発光、発色団及びそれらの混合物からなる
群より選択される分子が挙げられる。
【０１９０】
　したがって、本発明は、限定されないが、好ましくは有機分子、酵素標識、放射性標識
、着色標識、蛍光標識、発色標識、発光標識、ハプテン、ジゴキシゲニン、ビオチン、金
属錯体、金属、コロイド金、蛍光標識、金属標識、ビオチン、化学発光、生物発光、発色
団及びそれらの混合物からなる群より選択される分子を含むイメージング剤をさらに含む
本発明のダイマー及び／又はポリペプチドに関する。
【０１９１】
　１つ以上の検出可能な標識又は他のシグナル生成基、残基若しくは部分は、標識ポリペ
プチドの目的の用途に応じて、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドにカップリング
され得る。適切な標識並びにそれらを付加、使用及び検出するための技術は当業者には明
らかであり、例えば限定されないが、蛍光標識、リン光標識、化学発光標識、生物発光標
識、放射性同位体、金属、金属キレート、金属カチオン、発色団及び酵素、例えば国際公
開公報第０８／０２００７９号の１０９頁で言及されているものが挙げられる。検出剤と
しての有用性が当技術分野で公知の放射性同位体及び放射性核種としては、限定されない
が、３Ｈ、１４Ｃ、１５Ｎ、１８Ｆ、３５Ｓ、６４Ｃｕ、６７Ｃｕ、７５Ｂｒ、７６Ｂｒ
、７７Ｂｒ、８９Ｚｒ、９０Ｙ、９７Ｒｕ、９９Ｔｃ、１０５Ｒｈ、１０９Ｐｄ、１１１

ｌｎ、１２３ｌ、１２４ｌ、１２５ｌ、１３１ｌ、１４９Ｐｍ、１５３Ｓｍ、１６６Ｈｏ
、１７７Ｌｕ、１８６Ｒｅ、１８８Ｒｅ、１９８Ａｕ、１９９Ａｕ、２０３Ｐｂ、２１１

Ａｔ、２１２Ｐｂ、２１２Ｂｉ、２１３Ｂｉ、２２３Ｒａ、２２５Ａｃが挙げられる。約
１～約１０mCiは、検出可能な毒性を伴わずに安全に投与され得るので、インジウム１１

１は、診断用放射線核種として特に好ましい；イメージングデータは、一般に、その後の
ＰＤＣ分布の予測指標である（下記を参照のこと）。例えば、Murray J. L., 26 J. Nuc.
 Med. 3328 (1985)及びCarraguillo, J. A. et al, 26 J. Nuc. Med. 67 (1985)を参照の
こと。
【０１９２】
　他の適切な標識は当業者には明らかであり、例えば、ＮＭＲ又はＥＳＲ分光法を使用し
て検出され得る部分が挙げられる。例えば、本発明のポリペプチドは、実施例セクション
で例証されているように、８９Ｚｒで放射性標識され得る。このような本発明の標識ポリ
ペプチドは、例えば、特定の標識の選択に応じて、in vitroアッセイ、in vivoアッセイ
又はin situアッセイ（それ自体が公知のイムノアッセイ、例えばＥＬＩＳＡ、ＲＩＡ、
ＥＩＡ及び他の「サンドイッチアッセイ」などを含む）のために、並びにin vivoにおけ
る診断目的及びイメージング目的で使用され得る。好ましい実施態様では、本発明の放射
性標識ポリペプチド及び／又はダイマーは、マイクロＰＥＴイメージングを介して検出さ
れる。画像は、AMIDE Medical Image Data Examiner software (version 1.0.4, Stanfor
d University)を使用して再構成され得る。
【０１９３】
　特定の結合ペア、例えばビオチン－（ストレプト）アビジン結合ペアの一方の部分であ
る官能基、残基又は部分が付加され得る。このような官能基は、本発明のダイマー及び／
又はポリペプチドを、すなわち結合ペアの形成を介して、結合ペアの他方の半分に結合さ
れた別のタンパク質、ポリペプチド又は化合物に連結するために使用され得る。例えば、
本発明のダイマー及び／又はポリペプチドは、ビオチンにコンジュゲートされ、アビジン
又はストレプトアビジンにコンジュゲートされた別のタンパク質、ポリペプチド、化合物
又は担体に連結され得る。例えば、このようなコンジュゲートダイマー及び／又はポリペ
プチドは、例えば、検出可能なシグナル生成剤がアビジン又はストレプトアビジンにコン
ジュゲートされた診断系において、レポーターとして使用され得る。このような結合ペア
はまた、例えば、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドを担体（医薬目的に適切な担
体を含む）に結合させるために使用され得る。非限定的な一例は、Cao and Suresh 2000 
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(Journal of Drug Targeting 8 (4): 257)に記載されているリポソーム製剤である。この
ような結合ペアはまた、治療的に活性な薬剤を本発明のポリペプチドに連結するために使
用され得る。
【０１９４】
　他の可能な化学的改変及び酵素的改変は、当業者には明らかであろう。このような改変
はまた、研究目的で（例えば、機能－活性の関係を研究するために）導入され得る。例え
ば、Lundblad and Bradshaw 1997 (Biotechnol. Appl. Biochem. 26: 143-151)を参照の
こと。
【０１９５】
　いくつかの実施態様では、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドは、ダイマー／ポ
リペプチド－薬物コンジュゲート（本明細書ではまとめて「ＰＤＣ」と略記される）を形
成するために、薬物にコンジュゲートされる。現代の抗体－薬物コンジュゲート（ＡＤＣ
）は腫瘍学的用途に使用されており、薬物（例えば、細胞傷害剤又は細胞増殖抑制剤、毒
素又は毒素部分）の局所送達のための抗体－薬物コンジュゲートの使用は、腫瘍への薬物
部分のターゲティング送達（これは、より高い有効性、より低い毒性などを可能にし得る
）を可能にする。これらのＡＤＣは、３つの成分（（２）リンカーによって（３）薬物部
分（例えば、毒素部分又は毒素）にコンジュゲートされた（１）モノクローナル抗体）を
有する。この技術の概要は、Ducry et al., Bioconjugate Chem., 21:5-13 (2010)、Cart
er et al., Cancer J. 14(3):154 (2008)及びSenter, Current Opin. Chem. Biol. 13:23
5-244 (2009)（これらは全て、その全体が参照により本明細書に組み入れられる）に提供
されている。本発明のＰＤＣはまた、３つの成分（（２）リンカーによって（３）薬物（
例えば、毒素部分又は毒素）にコンジュゲートされた（１）ダイマー又はポリペプチド）
を有する。上記のように、リンカー及び薬物のコンジュゲーションは、抗体フラグメント
（例えば、本発明のポリペプチド）の凝集、生体内分布及びＰＫプロファイルに対して、
より大きなサイズの抗体よりも大きな好ましくない効果を及ぼすが、当業者であれば、Ａ
ＤＣの技術、方法、手段などは、一般に、ＰＤＣに等しく適用可能であることを認識する
であろう（Feng et al.(前掲）を参照のこと）。
【０１９６】
　本発明は、（本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず）薬物（例えば、毒素又
は毒素部分）を含む本発明のポリペプチドを提供する。完全を期すために、本発明は、毒
素又は毒素部分などの薬物を含む本発明のダイマーを提供する。
【０１９７】
　薬物（例えば、毒素部分又は毒素）は、任意の適切な方法を使用して、ダイマー及び／
又はポリペプチドに連結又はコンジュゲートされ得る。一般に、コンジュゲーションは、
当技術分野で公知であるように、ダイマー及び／又はポリペプチドに対する共有結合によ
って行われ、一般に、リンカー（多くの場合はペプチド結合）に依拠する。例えば、薬物
（例えば、毒素部分又は毒素）は、ポリペプチドに直接的に又は適切なリンカーによって
共有結合され得る。適切なリンカーとしては、切断不可能リンカー又は切断可能リンカー
、例えば細胞酵素（例えば、細胞エステラーゼ、細胞プロテアーゼ、例えばカテプシンＢ
、例えば実施例セクションを参照のこと）の切断部位を含むｐＨ切断可能リンカーが挙げ
られ得る。このような切断可能リンカーは、ポリペプチドのインターナリゼーション後に
薬物（例えば、毒素部分又は毒素）を放出し得るリガンドを調製するために使用され得る
。当業者であれば認識するように、ダイマー及び／又はポリペプチド当たりの薬物部分の
数は、反応条件に応じて変化し得、１：１～２０：１の薬物：ポリペプチド（薬物対抗体
比又はＤＡＲとも示される）で変動し得る。また当業者であれば認識するように、反応及
び／又は精製が厳密にコントロールされない場合、実数は平均である。好ましくは、本発
明のダイマーは薬物をさらに含み、薬物対ダイマー比（ＤＡＲ）は１である。薬物（例え
ば、毒素部分又は毒素）をダイマー及び／又はポリペプチドに連結又はコンジュゲートす
るための様々な方法が使用され得る。選択される特定の方法は、薬物（例えば、毒素部分
又は毒素）、並びに連結又はコンジュゲートすべきダイマー及び／又はポリペプチドに依
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存するであろう。所望により、末端官能基を含有するリンカーは、ダイマー及び／又はポ
リペプチド並びに薬物（例えば、毒素部分又は毒素）を連結するために使用され得る。一
般に、コンジュゲーションは、反応性官能基を含有する（又は反応性官能基を含有するよ
うに改変された）薬物（例えば、毒素部分又は毒素）をリンカーと反応させるか、又はダ
イマー及び／若しくはポリペプチドと直接反応させることによって達成される。共有結合
は、適切な条件下で第２の化学基と反応し得る化学的部分又は官能基を含有する（又は含
有するように改変された）薬物（例えば、毒素部分又は毒素）を反応させ、それにより、
共有結合を形成することによって形成される。所望により、適切な反応性化学基は、任意
の適切な方法（例えば、Hermanson, G. T., Bioconjugate Techniques, Academic Press:
 San Diego, CA (1996)を参照のこと）を使用して、ポリペプチド又はリンカーに追加さ
れ得る。多くの適切な反応性化学基の組み合わせが当技術分野で公知であり、例えば、ア
ミン基は、求電子基、例えばトシラート、メシラート、ハロ（クロロ、ブロモ、フルオロ
、ヨード）、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジルエステル（ＮＨＳ）などと反応し得る。チ
オールは、マレイミド、ヨードアセチル、アクリロイル、ピリジルジスルフィド、５－チ
オール－２－ニトロ安息香酸チオール（ＴＮＢ－チオール）などと反応し得る。アルデヒ
ド官能基は、アミン含有分子又はヒドラジド含有分子とカップリングされ得、アジド基は
、三価リン基と反応してホスホルアミダート結合又はホスホイミド結合を形成し得る。活
性化基を分子に導入するための適切な方法は、当技術分野で公知である（例えば、Herman
son（前掲）を参照のこと）。
【０１９８】
　実施例に示されているように、予想外のことに、Ｃ末端においてシステイン部分を含む
Ｃ末端伸長部を含む本発明のポリペプチドは、非常にコントロールされた様式で、ポリペ
プチド当たり指定数の薬物をコンジュゲートするために非常に適切であったことが見出さ
れた（例えば、１のＤＡＲ）。これは、先行技術の分子と比較して良好にコントロールさ
れた有効性及び安全性プロファイルをもたらす。したがって、本発明は、本明細書に記載
されるポリペプチドであって、単一コンジュゲート薬物（例えば、ＤＡＲ＝１）を含むポ
リペプチド関する。したがって、本発明の方法は、改善された均一性でポリペプチド及び
ダイマーを生産することを可能にする。
【０１９９】
　下記のように、ＰＤＣの薬物は、任意の数の薬剤であり得、限定されないが、細胞増殖
抑制剤、細胞傷害剤、例えば化学療法剤、成長阻害剤、毒素（例えば、細菌起源、真菌起
源、植物起源若しくは動物起源の酵素的に活性な毒素又はそのフラグメント）、毒素部分
又は放射性同位体（すなわち、ラジオコンジュゲート）が提供される。他の実施態様では
、本発明はさらに、ＰＤＣを使用する方法を提供する。本発明はまた、本発明のポリペプ
チド又はダイマーを放射性同位体で標識して、細胞傷害性放射線をターゲット細胞に送達
する放射免疫療法（ＲＩＴ）に関する。
【０２００】
　本発明に使用するための薬物としては、細胞傷害薬物、特にガン治療に使用されるもの
が挙げられる。このような薬物としては、一般に、ＤＮＡ損傷剤、代謝拮抗物質、天然物
及びそれらの類似体が挙げられる。例示的なクラスの細胞傷害剤としては、酵素阻害剤、
例えばジヒドロ葉酸レダクターゼ阻害剤及びチミジル酸シンターゼ阻害剤、ＤＮＡインタ
ーカレーター、ＤＮＡ切断剤、トポイソメラーゼ阻害剤、アントラサイクリン系薬物、ビ
ンカ薬、マイトマイシン、ブレオマイシン、細胞傷害性ヌクレオシド、プテリジン系薬物
、ジイネン、ポドフィロトキシン、ドラスタチン、メイタンシノイド、分化誘導剤及びタ
キソールが挙げられる。
【０２０１】
　これらのクラスのメンバーとしては、例えば、メトトレキサート、メトプテリン、ジク
ロロメトトレキサート、５－フルオロウラシル、６－メルカプトプリン、シトシンアラビ
ノシド、メルファラン、ロイロシン、ロイロシデイン、アクチノマイシン、ダウノルビシ
ン、ドキソルビシン、マイトマイシンＣ、マイトマイシンＡ、カミノマイシン、アミノプ
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テリン、タリソマイシン、ポドフィロトキシン及びポドフィロトキシン誘導体、例えばエ
トポシド又はリン酸エトポシド、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、タキサ
ン（タキソールを含む）、タキソテールレチノイン酸、酪酸、Ｎ－８－アセチルスペルミ
ジン、カンプトテシン、カリケアミシン、エスペラミシン、エンジイン、デュオカルマイ
シンＡ、デュオカルマイシンＳＡ、カリケアマイシン、カンプトテシン、メイタンシノイ
ド（ＤＭ１を含む）、モノメチル－オーリスタチンＥ（ＭＭＡＥ）、モノメチルアウリス
タチンＦ（ＭＭＡＦ）及びメイタンシノイド（ＤＭ４）及びそれらの類似体、好ましくは
ＭＭＡＥが挙げられる。好ましくは、毒素にコンジュゲートされた前記ポリペプチドは、
ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－１、ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－３、ＡＢＬ１００－ＮＣ０
０３－５、ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－６及びＡＢＬ１００－ＢＦ０１２－１からなる群
より選択され、最も好ましくはＡＢＬ１００－ＢＦ０１２－１である。
【０２０２】
　薬物（例えば、毒素）は、ポリペプチド－毒素コンジュゲート及び／又はダイマー－毒
素コンジュゲートとして使用され得、例えば、細菌毒素、例えばジフテリア毒素、植物毒
素、例えばリシン、小分子毒素、例えばゲルダナマイシン（Mandler et al. (2000) J. N
at. Cancer Inst. 92(19):1573-1581; Mandler et al. (2000) Bioorganic & Med. Chem.
 Letters 10:1025-1028; Mandler et al. (2002) Bioconjugate Chem. 13:786-791）、メ
イタンシノイド（欧州特許出願公開第１３９１２１３号；Liu et al. (1996) Proc. Natl
. Acad. Sci. USA 93:8618-8623）及びカリケアマイシン（Lode et al. (1998) Cancer R
es. 58:2928; Hinman et al. (1993) Cancer Res. 53:3336-3342）を含み得る。毒素は、
チューブリン結合、ＤＮＡ結合又はトポイソメラーゼ阻害を含む機構によって、それらの
細胞傷害効果及び細胞増殖抑制効果を発揮し得る。
【０２０３】
　本発明のポリペプチド及び／又はダイマーと、１つ以上の小分子毒素、例えばメイタン
シノイド、ドラスタチン、アウリスタチン、トリコテセン、カリケアマイシン及びＣＣ１
０６５、並びに毒素活性を有するこれらの毒素の誘導体とのコンジュゲートが企図される
。
【０２０４】
　本発明のダイマー及び／又はポリペプチドとコンジュゲートされ得る他の薬物（例えば
、抗腫瘍剤）としては、ＢＣＮＵ、ストレプトゾトシン、ビンクリスチン及び５－フルオ
ロウラシル（米国特許第５，０５３，３９４号、米国特許第５，７７０，７１０号に記載
されているＬＬ－Ｅ３３２８８複合体が総称として公知の薬剤のファミリー）並びにエス
ペラミン（米国特許第５，８７７，２９６号）が挙げられる。
【０２０５】
　使用され得る薬物（例えば酵素的に活性な毒素及びそのフラグメント）としては、ジフ
テリアＡ鎖、ジフテリア毒素の非結合活性フラグメント、（Pseudomonas aeruginosaに由
来する）エキソトキシンＡ鎖、リシンＡ鎖、アブリンＡ鎖、モデシンＡ鎖、α－サルシン
、Aleurites fordiiタンパク質、ジアンチンタンパク質、Phytolaca americanaタンパク
質（ＰＡＰＩ、ＰＡＰＩＩ及びＰＡＰ－Ｓ）、momordica charantia阻害剤、クルシン、
クロチン、sapaonaria officinalis阻害剤、ゲロニン、ミトゲリン、レストリクトシン、
フェノマイシン、エノマイシン及びトリコテセンが挙げられ得る。例えば、１９９３年１
０月２８日公開の国際公開公報第９３／２１２３２号を参照のこと。
【０２０６】
　本発明はさらに、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドと、核酸分解活性を有する
化合物（例えば、リボヌクレアーゼ又はＤＮＡエンドヌクレアーゼ、例えばデオキシリボ
ヌクレアーゼ；ＤＮａｓｅ）との間に形成されるＰＤＣを企図する。
【０２０７】
　腫瘍の選択的破壊のために、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドは、高放射性原
子を含み得る。様々な放射性同位体が、ラジオコンジュゲートＰＤＣの生産に利用可能で
ある。例としては、Ａｔ２１１、Ｉ１３１、Ｉ１２５、Ｙ９０、Ｒｅ１８６、Ｒｅ１８８
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、Ｓｍ１５３、Ｂｉ２１２、Ｐ３２、Ｐｂ２１２及びＬｕの放射性同位体が挙げられる。
【０２０８】
　放射性標識又は他の標識は、公知の方法でコンジュゲートに組み込まれ得る。例えば、
ポリペプチドは生合成され得るか、又は例えば水素に代えてフッ素－１９を含む適切なア
ミノ酸前駆体を使用した化学的アミノ酸合成によって合成され得る。Ｔｃ９９ｍ又はＩ１

２３、Ｒｅ１８６、Ｒｅ１８８及びＩｎ１１１などの標識は、ペプチドのシステイン残基
を介して付加され得る。イットリウム－９０は、リシン残基を介して付加され得る。ヨー
ドゲン法(Fraker et al. (1978) Biochem. Biophys. Res. Commun. 80: 49-57は、ヨウ素
－１２３を組み込むために使用され得る。ヨウ素－１２５は、Valentine, M. A. et al.,
 (1989) J. Biol. Chem. 264:11282に記載されているヨードビーズ法によって放射性標識
され得る。“Monoclonal Antibodies in Immunoscintigraphy”(Chatal, CRC Press 1989
)には、他の方法が詳細に記載されている。
【０２０９】
　当業者であれば、とりわけ特定の放射性標識、ＰＤＣの半減期、毒性、ターゲットなど
に依存するラジオコンジュゲートＰＤＣの有効単一処置投与量（例えば、治療有効量）を
確立し得る。好ましくは、有効単一処置投与量は、好ましくは、約５～約７５mCi、より
好ましくは約１０～約４０mCiの範囲である。
【０２１０】
　ＰＤＣ化合物の作製は、ＡＤＣの分野の当業者に公知の任意の技術によって達成され得
る。簡潔に言えば、ＰＤＣ化合物は、抗体単位として本発明のダイマー及び／又はポリペ
プチドと、薬物と、場合により薬物及び結合剤を接続するリンカーとを含み得る。
【０２１１】
　薬物又は抗体－薬物コンジュゲートが効果（例えば、細胞に対する細胞増殖抑制効果及
び／又は細胞傷害効果）を発揮するかを決定する方法は公知である。一般に、抗体薬物コ
ンジュゲートの効果（例えば、細胞傷害活性又は細胞増殖抑制活性）は、細胞培養培地中
で、抗体薬物コンジュゲートを、ターゲットタンパク質を発現する哺乳動物細胞に曝露す
ること；該細胞を約６時間～約５日間培養すること；及び、細胞生存率を測定することに
よって測定され得る。細胞ベースのin vitroアッセイは、生存率（増殖）、細胞傷害性、
及び抗体薬物コンジュゲートのアポトーシス誘導（カスパーゼ活性化）を測定するために
使用され得る。これらの方法は、ＰＤＣに等しく適用可能である。
【０２１２】
　したがって、本発明は、（本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず）薬物（例
えば、毒素又は毒素部分）をさらに含む本発明のポリペプチドに関する。明確にするため
に、本発明は、薬物（例えば、毒素又は毒素部分）をさらに含む（本発明のポリペプチド
を含む）ダイマーに関する。
【０２１３】
　したがって、本発明は、（本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず）薬物（例
えば、毒素又は毒素部分）にコンジュゲートされた本発明のポリペプチドに関する。明確
にするために、本発明は、薬物（例えば、毒素又は毒素部分）にコンジュゲートされた（
本発明のポリペプチドを含む）ダイマーに関する。
【０２１４】
　ＰＤＣは、高度に選択的なターゲティング部分の選択性と、薬物の殺傷力とを併せ持つ
。（本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず）本発明のポリペプチドがＰＤＣの
成分として上手く機能するために、ポリペプチドは、ターゲット細胞（例えば、腫瘍細胞
）の表面上のターゲット抗原に結合する必要がある。ほとんどの薬物の場合、ＰＤＣは、
有効であるためには、細胞によってインターナリゼーションされなければならない（Trai
l 2013 Antibodies 2:113-129 review）。インターナリゼーションの後、ＰＤＣはリソソ
ームに輸送され、続いてＰＤＣの細胞内プロセシングによって生物学的に活性な薬物が放
出されて、ターゲット細胞（例えば、腫瘍細胞）に対するその（毒性）効果が発揮される
であろう。放射性ペイロードの毒性効果を高度に限局するためには、生物学的に活性な薬
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物がインターナリゼーションされるだけではなく、放射免疫療法（ＲＩＴ）のための放射
性同位体もインターナリゼーションされることが好ましい。（本発明のダイマーに含まれ
るか否かにかかわらず）本発明の放射性標識ポリペプチドによる正確なターゲティングは
、比較的低線量の放射能でターゲット細胞（例えば、腫瘍細胞）の選択的かつ極めて有効
な細胞傷害性を引き起こし、副作用を最小限にする。
【０２１５】
　本発明者らは、本発明のダイマーの全体的なインターナリゼーションが、特に少数のタ
ーゲットを有する細胞において、対応するモノマー及び二価ベンチマークよりも強力かつ
有効であると思われることを実証した。極めて高レベルでターゲットを発現する細胞では
、インターナリゼーションのこの差異は、あまり顕著ではないが依然として有意である。
【０２１６】
　したがって、本発明は、ガンの処置に使用するための本発明のダイマーであって、イン
ターナリゼーションするダイマーに関する。好ましくは、前記ダイマーは、（細胞傷害）
薬物にコンジュゲートされる。
【０２１７】
　したがって、本発明は、ガンの処置のための医薬を製造するための本発明のダイマーの
使用であって、前記ダイマーがインターナリゼーションする使用に関する。好ましくは、
前記ダイマーは、（細胞傷害）薬物にコンジュゲートされる。
【０２１８】
　一実施態様では、本発明のダイマーは、対応するＩＳＶＤのための少数の結合部位、例
えば１０＊１０５個未満の結合部位、例えば５＊１０５個の結合部位又はさらに１０＊１
０４個未満の結合部位、５＊１０４個の結合部位、１＊１０４個の結合部位又は５０００
個未満の結合部位、例えば４０００個未満、３０００個又はさらに２０００個未満の結合
部位、例えば１０００個又はさらにそれ未満の結合部位を発現する細胞をターゲティング
するために使用され得る。
【０２１９】
　一実施態様では、本発明は、ガンの処置に使用するための本明細書に記載されるダイマ
ーであって、インターナリゼーションするダイマーに関する。好ましくは、前記ダイマー
は、（細胞傷害）薬物にコンジュゲートされる。
【０２２０】
　一実施態様では、本発明は、ガンの処置のための医薬を製造するための本明細書に記載
されるダイマーの使用であって、前記ダイマーがインターナリゼーションする使用に関す
る。好ましくは、前記ダイマーは、（細胞傷害）薬物にコンジュゲートされる。
【０２２１】
　ガン処置に使用されるほとんどの薬物は、疎水性である。これらの疎水性薬物は細胞膜
を透過し得るので、これは有利である。しかしながら、これらの薬物は、非ガン性細胞の
膜も透過し得る。それでも、ガン細胞は、「正常」細胞よりも急速に分裂するので、これ
らの薬物は依然として有効である。これらの薬物の使用は、重大な副作用を伴うと認識さ
れよう。よりターゲティングされたアプローチのために、これらの薬物のいくつかは、好
ましくはガン細胞をターゲティングするためのビヒクルとして使用される従来の抗体にカ
ップリングされている。これらの従来の抗体は、約１５０ｋＤのサイズを有する一方、薬
物は、平均約１ｋＤのサイズを有する。したがって、抗体：薬物のサイズ比は、約１５０
：１である。この比は、薬物の疎水性が、全体として抗体薬物コンジュゲート（ＡＤＣ）
に対してほとんど影響を及ぼさない理由の１つである。
【０２２２】
　ＩＳＶＤの物理化学的特性は、その表面が露出したアミノ酸（これは、溶媒に曝露され
ている）に非常に依存することが実証されている。これは、ＩＳＶＤに使用される多数の
異なる製剤に反映される。従来の抗体とは全く対照的に、ＩＳＶＤは、わずか約１５ｋＤ
のサイズを有する。したがって、ＩＳＶ：薬物のサイズ比は、わずか１５：１（すなわち
、従来の抗体の１０倍未満）である。したがって、薬物の疎水性特徴は、ＰＤＣの特性に
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対して不相応に大きな影響を及ぼす。実際、ＰＤＣの主な問題は、凝集である。それにも
かかわらず、驚くべきことに、本発明ののＰＤＣは安定であり、in vivo投与に適してお
り、in vivoで腫瘍成長を軽減することができたことが観察された。
【０２２３】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載される毒素にコンジュゲートされたポリペ
プチド、又はそれを必要とする被験体の処置に使用するための毒素にコンジュゲートされ
たダイマーを提供する。
【０２２４】
　本発明は、治療に使用するための、好ましくはガンの処置に使用するための上記ダイマ
ーに関する。また、本発明は、ガンの処置のための医薬を製造するための上記ダイマーの
使用に関する。
【０２２５】
　「ガン」という用語は、悪性新生物細胞、例えば腫瘍、新生物、ガン腫、肉腫、白血病
及びリンパ腫の増殖によって引き起こされる任意のガンを指す。処置目的のガンとしては
、限定されないが、ガン腫、リンパ腫、芽細胞腫、肉腫、白血病、リンパ性悪性腫瘍、乳
房のガン、卵巣のガン、精巣のガン、肺のガン、結腸のガン、直腸のガン、膵臓のガン、
肝臓のガン、中枢神経系のガン、頭頸部のガン、腎臓のガン、骨のガン、血液のガン又は
リンパ系のガンが挙げられる。このようなガンのより具体的な例としては、有棘細胞ガン
（例えば、上皮扁平上皮細胞ガン）、肺ガン（小細胞肺ガン、非小細胞肺ガン、肺の腺ガ
ン及び肺の扁平上皮ガン腫を含む）、腹膜のガン、肝細胞ガン、胃ガン（gastric or sto
mach cancer）（消化管ガンを含む）、膵臓ガン、膠芽細胞腫、子宮頸ガン、卵巣ガン、
口腔ガン、肝臓ガン、膀胱ガン、泌尿器のガン、肝ガン、乳ガン（例えば、ＨＥＲ２陽性
乳ガンを含む）、結腸ガン、直腸ガン、結腸直腸ガン、子宮内膜ガン腫又は子宮ガン腫、
唾液腺ガン腫、腎臓ガン又は腎ガン、前立腺ガン、外陰ガン、甲状腺ガン、肝ガン腫、肛
門ガン腫、陰茎ガン腫、メラノーマ、多発性骨髄腫及びＢ細胞リンパ腫、脳ガン、頭頸部
ガン並びに関連転移が挙げられる。
【０２２６】
　「固形腫瘍ガン」は、組織の異常な塊を含むガンである。いくつかの実施態様では、ガ
ンは、固形腫瘍ガン（例えば、ガン腫及びリンパ腫乳ガン、非小細胞肺ガン、前立腺ガン
、膵臓ガン、頭頸部ガン、結腸ガン、肉腫又は副腎皮質ガン腫）である。
【０２２７】
　本発明は、（例えば、上記で定義される）ガンに関係する障害を治療及び／又は予防及
び／又は緩和するための方法を提供する。
【０２２８】
　本明細書で使用される場合、当技術分野で十分に理解されているように、症状「を処置
すること」又は症状（例えば、本明細書に記載される症状、例えばガン）の「処置」は、
有益な結果又は所望の結果、例えば臨床結果を得るためのアプローチである。有益な結果
又は所望の結果としては、限定されないが、１つ以上の症候又は症状の緩和又は改善；疾
患、障害又は症状の程度の縮小；疾患、障害又は症状の状態の安定化（すなわち、非悪化
）；疾患、障害又は症状の拡大の予防；疾患、障害又は症状の進行の遅延又は減速；疾患
、障害又は症状の改善又は軽減；及び、検出可能又は検出不可能であるかにかかわらず、
（部分的又は完全であるかにかかわらず）寛解が挙げられ得る。疾患、障害又は症状の「
軽減」は、処置の非存在下における程度又は経過と比較して、疾患、障害又は症状の程度
及び／若しくは望ましくない臨床徴候が減少し、並びに／又は進行の経過が減速若しくは
長期化することを意味する。
【０２２９】
　本明細書で使用される薬剤（例えば、上記コンジュゲートのいずれか）の「有効量」と
いう用語は、有益な結果又は所望の結果、例えば臨床結果をもたらすために十分な量であ
り、このように、「有効量」は、それが適用されている状況に依存する。
【０２３０】
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　「被験体」は、ヒト又は非ヒト動物（例えば、哺乳動物）を意味する。
【０２３１】
　本発明は、ガンを処置する方法であって、本発明のダイマーを患者に投与することを含
む方法に関する。
【０２３２】
　本発明はまた、関節リウマチ、乾癬又は肺粘液の過剰分泌に関係する障害を治療及び／
又は予防及び／又は緩和するための方法であって、本明細書に記載される毒素にコンジュ
ゲートされた（有効量の）ポリペプチドを、このような処置を必要とする被験体に投与す
ることを含む方法を提供する。
【０２３３】
　本発明は、毒素にコンジュゲートされた予防用又は治療用ポリペプチド又はダイマーを
、体内の特定の位置、組織又は細胞型に送達するための方法であって、本明細書に記載さ
れる毒素にコンジュゲートされたポリペプチド、又は本明細書に記載される毒素にコンジ
ュゲートされたダイマーを被験体に投与する工程を含む方法を提供する。本発明は、それ
を必要とする被験体を処置するための方法であって、本明細書に記載される毒素にコンジ
ュゲートされたポリペプチドを投与することを含む方法を提供する。
【０２３４】
　一実施態様では、本発明は、上記毒素にコンジュゲートされたポリペプチド又は本明細
書に記載される毒素にコンジュゲートされたダイマーを含む医薬組成物に関する。本発明
は、場合によりさらなる薬剤と共に；薬学的に許容し得る担体と共に、本発明のダイマー
を提供する。
【０２３５】
　したがって、本発明は、本発明のダイマーに含まれるか否かにかかわらず、薬物（例え
ば、本明細書に記載される毒素又は毒素部分）にコンジュゲートされた本発明のポリペプ
チドを提供する。好ましくは、前記ポリペプチドは、ＥＧＦＲを対象とするＩＳＶを含み
、血清アルブミンを対象とするＩＳＶＤを潜在的にさらに含む。
【０２３６】
　一実施態様では、本発明は、本明細書に記載される毒素にコンジュゲートされたポリペ
プチドであって、少なくとも１つのＩＳＶＤが、上皮成長因子（ＥＧＦ）とＥＧＦＲとの
間の相互作用を阻害及び／又は遮断するポリペプチドを提供する。
【０２３７】
　本明細書で使用される「医薬組成物」という用語は、本明細書に記載される化合物を含
有する組成物であって、薬学的に許容し得る賦形剤と共に製剤化された組成物を表す。い
くつかの実施態様では、医薬組成物は、哺乳動物における疾患の処置のための治療レジメ
ンの一部として、政府規制当局の承認を得て製造又は販売される。医薬組成物は、例えば
、経口投与のために単位投与形態（例えば、錠剤、カプセル、カプレット、ジェルキャッ
プ又はシロップ）で；局所投与のために（例えば、クリーム、ゲル、ローション又は軟膏
として）；静脈内投与のために（例えば、微粒子塞栓物質を含まない滅菌溶液として、及
び静脈内使用に適切な溶媒系として）；又は本明細書に記載される任意の他の製剤で製剤
化され得る。
【０２３８】
　一実施態様では、本発明は、本発明のダイマーを含む組成物であって、少なくとも１つ
の薬学的に許容し得る担体、希釈剤又は賦形剤及び／又はアジュバントを場合によりさら
に含み、１つ以上のさらなる薬学的に活性なポリペプチド及び／又は化合物を場合により
含む組成物に関し、好ましくは、前記組成物は医薬組成物である。有効量を含有する組成
物は、放射線処置計画、診断又は治療処置のために投与され得る。放射線処置計画又は診
断目的で投与される場合、コンジュゲートは、診断有効用量で、及び／又は治療有効用量
を決定するために有効な量で被験体に投与される。治療用途では、組成物は、障害の症候
及びその合併症を治癒又は少なくとも部分的に阻止するために十分な量で、症状（例えば
、ガン）を既に患っている被験体（例えば、ヒト）に投与される。この目的を達成するた
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めに適切な量は、「治療有効量」（疾患又は医学的症状に関連する少なくとも１つの症候
を実質的に改善するために十分な化合物の量）と定義される。例えば、ガンの処置では、
疾患又は症状の任意の症候を減少させ、予防し、遅延させ、抑制し、又は阻止する薬剤又
は化合物は、治療的に有効である。治療有効量の薬剤又は化合物は、疾患又は症状を治癒
する必要はないが、疾患若しくは症状の発症が遅延、妨害若しくは予防されるか、又は疾
患若しくは症状の症候が改善されるか、又は疾患若しくは症状の期間が変化し若しくは比
較的軽度であるか、又は回復が個体において加速されるような、疾患又は症状の処置を提
供するであろう。本発明のダイマーは、１回目投与の上記ダイマー又は組成物のいずれか
を、放射線処置計画に有効な量で被験体に投与し、続いて２回目投与の上記ダイマー又は
組成物のいずれかを、治療有効量で投与することによって、ガンの処置に使用され得る。
【０２３９】
　これらの使用に有効な量は、疾患又は症状の重症度及び被験体の体重及び全身状態に依
存し得る。当業者であれば、哺乳動物の年齢、体重及び症状の個体差を考慮して、哺乳動
物（例えば、ヒト）に適用される本発明の方法に使用される本発明のダイマー及び組成物
の治療有効量を決定し得る。本発明の特定のＰＤＣは、ガン細胞をターゲティングする高
い能力を示し、残存するので、本発明の化合物の投与量は、非コンジュゲート薬剤の治療
効果ために必要な同等用量よりも少量（例えば、約９０％、７５％、５０％、４０％、３
０％、２０％、１５％、１２％、１０％、８％、７％、６％、５％、４％、３％、２％、
１％、０．５％又は０．１％以下）であり得る。本発明の薬剤は、有効量（これは、処置
される被験体において望ましい結果をもたらす量である）で、被験体（例えば、ヒトなど
の哺乳動物）に投与される。また、当業者であれば、治療有効量を経験的に決定し得る。
有効量を含む本発明の組成物の単回投与又は複数回投与は、処置医師によって選択される
用量レベル及びパターンで行われ得る。用量及び投与スケジュールは、被験体における疾
患又は症状の重症度（これは、臨床医によって一般的に実施される方法又は本明細書に記
載されるものにしたがって、処置過程を通してモニタリングされ得る）に基づいて決定及
び調整され得る。
【０２４０】
　本発明のダイマーは、従来の処置方法若しくは治療方法のいずれかと組み合わせて使用
され得るか、又は従来の処置方法若しくは治療方法と別個に使用され得る。
【０２４１】
　本発明のダイマーが他の薬剤との併用療法で投与される場合、それらは、個体に連続投
与又は同時投与され得る。あるいは、本発明の医薬組成物は、本明細書に記載される薬学
的に許容し得る賦形剤と合わせた本発明の化合物と、当技術分野で公知の別の治療剤又は
予防剤との組み合わせから構成され得る。
【０２４２】
　一般に、医薬用途では、本発明のダイマー及び／又はポリペプチドは、少なくとも１つ
の本発明のダイマー及び／又はポリペプチドと、少なくとも１つの薬学的に許容し得る担
体、希釈剤又は賦形剤及び／又はアジュバントと、場合により１つ以上のさらなる薬学的
に活性なポリペプチド及び／又は化合物とを含む医薬調製物又は組成物として製剤化され
得る。非限定的な例として、このような製剤は、経口投与、非経口投与（例えば、静脈内
注射、筋肉内注射若しくは皮下注射又は静脈内注入）、局所投与、吸入による、皮膚パッ
チによる、インプラントによる、坐剤による投与などに適切な形態であり得、非経口投与
が好ましい。このような適切な投与形態（これは、投与様式に応じて固体、半固体又は液
体であり得る）並びにその調製に使用するための方法及び担体は当業者には明らかであり
、本明細書にさらに記載される。このような医薬調製物又は組成物は、一般に、本明細書
では「医薬組成物」と称されるであろう。非ヒト生物に使用するための医薬調製物又は組
成物は、一般に、本明細書では「獣医学的組成物」と称されるであろう。
【０２４３】
　したがって、さらなる態様では、本発明は、少なくとも１つの本発明のポリペプチド又
は少なくとも１つの本発明のダイマーと、（すなわち、医薬用途に適切な）少なくとも１
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つの適切な担体、希釈剤又は賦形剤と、場合により１つ以上のさらなる活性物質を含有す
る医薬組成物に関する。
【０２４４】
　一般に、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは、それ自体が公知の任意の適切な
方法で製剤化及び投与され得る。例えば、上記で引用される一般的な背景技術（特に、国
際公開公報第０４／０４１８６２号、国際公開公報第０４／０４１８６３号、国際公開公
報第０４／０４１８６５号、国際公開公報第０４／０４１８６７号及び国際公開公報第０
８／０２００７９号）及び標準的なハンドブック、例えばRemington’s Pharmaceutical 
Sciences, 18thEd., Mack Publishing Company, USA (1990)、Remington, the Science a
nd Practice of Pharmacy, 21st Edition, Lippincott Williams and Wilkins (2005);又
はthe Handbook of Therapeutic Antibodies (S. Dubel, Ed.), Wiley, Weinheim, 2007
（例えば、２５２～２５５頁を参照のこと）を参照のこと。
【０２４５】
　本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは、従来の抗体及び抗体フラグメント（Ｓｃ
Ｆｖ及びダイアボディを含む）並びに他の薬学的に活性なタンパク質に関するそれ自体が
公知の任意の方法で製剤化及び投与され得る。このような製剤及びそれらの調製方法は当
業者には明らかであり、例えば、非経口投与（例えば、静脈内投与、腹腔内投与、皮下投
与、筋肉内投与、腔内投与、動脈内投与又は髄腔内投与）又は局所（すなわち、経皮又は
皮内）投与に適切な調製物が挙げられる。
【０２４６】
　非経口投与のための調製物は、例えば、注入又は注射に適切な滅菌溶液、懸濁液、分散
液又はエマルジョンであり得る。このような調製物のための適切な担体又は希釈剤として
は、例えば限定されないが、国際公開公報第０８／０２００７９号の１４３頁で言及され
ているものが挙げられる。通常、水溶液又は懸濁液が好ましいであろう。
【０２４７】
　したがって、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは、薬学的に許容し得るビヒク
ル、例えば不活性希釈剤又は吸収可能な食用担体と組み合わせて、全身投与（例えば、経
口投与）され得る。それらは、ハードシェルゼラチンカプセル若しくはソフトシェルゼラ
チンカプセルに封入され得るか、錠剤に圧縮され得るか、又は患者の食事の食物と共に直
接取り込まれ得る。経口治療投与のために、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは
、１つ以上の賦形剤と組み合わせられ得、摂取可能な錠剤、バッカル錠剤、トローチ、カ
プセル、エリキシル剤、懸濁液、シロップ、ウェハーなどの形態で使用され得る。このよ
うな組成物及び調製物は、少なくとも０．１％の本発明のポリペプチド及び／又はダイマ
ーを含有すべきである。当然のことながら、組成物及び調製物中のそれらの割合は変動し
得、好都合には、所定の単位剤形の重量の約２～約６０％であり得る。このような治療的
に有用な組成物中の本発明のポリペプチド及び／又はダイマーの量は、有効な投与量レベ
ルが得られるようなものである。
【０２４８】
　錠剤、トローチ、丸剤、カプセルなどはまた、結合剤、賦形剤、崩壊剤、潤滑剤及び甘
味剤又は香味剤、例えば国際公開公報第０８／０２００７９号の１４３～１４４頁で言及
されているものを含有し得る。単位剤形がカプセルである場合、それは、上記種類の材料
に加えて、液体担体、例えば植物油又はポリエチレングリコールを含有し得る。様々な他
の材料がコーティングとして存在し得、又はそうでなければ固体単位剤形の物理的形態を
改変し得る。例えば、錠剤、丸剤又はカプセルは、ゼラチン、ワックス、シェラック又は
糖などでコーティングされ得る。シロップ又はエリキシル剤は、本発明のポリペプチド、
化合物及び／又は構築物と、甘味剤としてスクロース又はフルクトースと、保存剤として
メチル及びプロピルパラベンと、色素及び香味料、例えばチェリー又はオレンジフレーバ
ーとを含有し得る。当然のことながら、任意の単位財形の調製に使用される任意の材料は
、薬学的に許容し得るものであって、用いられる量で実質的に非毒性であるべきである。
加えて、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは、徐放性調製物及びデバイスに組み
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【０２４９】
　経口投与のための調製物及び製剤はまた、本発明の構築物を耐胃環境性にして腸に入る
ことを可能にする腸溶性コーティングで提供される。より一般には、経口投与のための調
製物及び製剤は、胃腸管の任意の所望の部分への送達のために適切に製剤化され得る。加
えて、適切な坐剤が、胃腸管への送達のために使用され得る。
【０２５０】
　本発明のポリペプチド及び／又はダイマーはまた、注入又は注射によって静脈内投与又
は腹腔内投与され得る。特定の例は、国際公開公報第０８／０２００７９号の１４４頁及
び１４５頁又は国際特許出願第ＰＣＴ／ＥＰ２０１０／０６２９７５号（全文）にさらに
記載されている。
【０２５１】
　局所投与のために、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーは、（すなわち、それら
が液体である場合には）純粋な形態で適用され得る。しかしながら、一般に、固体又は液
体であり得る皮膚科学的に許容し得る担体と組み合わせて、それらを組成物又は製剤とし
て皮膚に投与することが望ましいであろう。特定の例は、国際公開公報第０８／０２００
７９号の１４５頁にさらに記載されている。
【０２５２】
　本発明のポリペプチド、化合物及び／又は構築物の有用な投与量は、それらのin vitro
活性と、動物モデルにおけるin vivo活性とを比較することによって決定され得る。マウ
ス及び他の動物における有効投与量からヒトの場合を推定するための方法は、当技術分野
で公知である；例えば、米国特許第４，９３８，９４９号を参照のこと。
【０２５３】
　一般に、液体組成物（例えば、ローション）中の本発明のポリペプチド及び／又はダイ
マーの濃度は、約０．１～２５重量％、好ましくは約０．５～１０重量％であろう。半固
体組成物又は固体組成物（例えば、ゲル又は粉末）中の濃度は、約０．１～５重量％、好
ましくは約０．５～２．５重量％であろう。
【０２５４】
　処置における使用に必要な本発明のポリペプチド及び／又はダイマーの量は、選択され
る特定のポリペプチド及び／又はダイマーだけではなく、投与経路、処置される症状の性
質、並びに患者の年齢及び症状によっても変動し、最終的には主治医又は臨床医の判断で
あろう。また、本発明のポリペプチド及び／又はダイマーの投与量は、ターゲット細胞、
腫瘍、組織、移植片又は器官に応じて変動する。
【０２５５】
　好都合には、所望の用量は、単回用量で提示され得るか、又は適切な間隔で投与される
分割用量として（例えば、１日２回、３回、４回又はそれ以上のサブ用量として）提示さ
れ得る。サブ用量それ自体を、例えば別個に大まかに区切られた投与回数にさらに分割し
得る。
【０２５６】
　投与レジメンは、長期間の毎日処置を含み得る。「長期間」は、少なくとも２週間、好
ましくは数週間、数カ月間又は数年間の期間を意味する。当業者であれば、本明細書の教
示を考慮して、ルーチンな実験のみを使用して、この投与量範囲内の必要な改変を決定し
得る。投与量はまた、合併症の場合には、個々の医師によって調整され得る。
【実施例】
【０２５７】
１．ビルディングブロックの作製
　表４に示されているように、ＥＧＦＲ結合ナノボディ７Ｄ１２及び９Ｇ０８、並びにア
ルブミン結合ナノボディＡＬＢ１１から出発して、様々な構築物をP. pastorisにおいて
作製した。
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【表５】

【０２５８】
１．１　遺伝子融合
　例えば、Garaicoechea et al. (Garaicoechea et al. (2008) J Virol. 82: 9753-9764
)に記載されている標準的なプロトコールにしたがって遺伝子融合によって、ビルディン
グブロック７Ｄ１２及びＡｌｂ１１及びリンカーのカップリングを、Ｔ０２３８００００
１、Ｔ０２３８００００３、Ｔ０２３８００００５及びＴ０２３８００００６において様
々に置き換えて（順序）実施した。様々なリンカー長及び組成物を含むポリペプチドを作
製した（ＩＳＶＤ及び個々のＩＳＶＤの順序）。遺伝子融合によって、ＧＧＣを含むＣ末
端伸長部も構築した。Ｔ０２３８００００１（配列番号：２７）、Ｔ０２３８００００３
（配列番号：２８）、Ｔ０２３８００００５（配列番号：２９）及びＴ０２３８００００
６（配列番号：３０）及びＴ０２３８００００８（配列番号：３１）の配列を表６に提供
する。
【０２５９】
　異なるＣ末端伸長部：－Ｃ（配列番号：１）、－ＧＣ（配列番号：２）、－ＧＧＣ（配
列番号：３）、－ＧＧＧＣ（配列番号：４）、－ＣＧ（配列番号：１０）、－ＧＣＧ（配
列番号：１１）、－ＧＧＧＣＧ（配列番号：１３）、－ＧＧＧＧＣＧＧＧＧ（配列番号：
１５）及び－ＡＡＡＣ（配列番号：８）を有する様々なポリペプチドを製造することによ
って、Ｃ末端においてシステイン部分を含む異なるＣ末端伸長部を構築することの実行可
能性を実証した（データは示さず）。
【０２６０】
１．２　アラニン伸長
　十分に確立されたプロトコール（以下を参照のこと）にしたがって、アラニン部分（Ｎ
－マレオイル－β－アラニン；Sigma-Aldrich）を、ほぼ中性の条件（ｐＨ６．５～７．
５）において、マレイミド化学反応を介して、Ｃ末端に位置するシステインのスルフヒド
リル基（－ＳＨ）にコンジュゲートして、安定なチオエーテル結合を形成した。簡潔に言
えば、最初に、問題のポリペプチドの濃度を決定した。２～５モル過剰のＮ－マレオイル
－β－アラニンをポリペプチドに追加して、利用可能な全てのシステインを遮断した。混
合物を室温で１時間インキュベーションし、続いて４℃で一晩インキュベーションした。
翌日、ＬＣＭＳを介して、コンジュゲーション効率を確認した。ＳＥＣクロマトグラフィ
ーを介して、Ａｌａ伸長部を含むポリペプチドを均一に精製して、過剰なＮ－マレオイル
－β－アラニンを除去した。
【０２６１】
　得られた構築物をＴ０２３８００００１－Ａ、Ｔ０２３８００００３－Ａ、Ｔ０２３８
００００５－Ａ及びＴ０２３８００００６－Ａと命名した（図１；表４）。
【０２６２】
　アラニンを、システインを含むＣ末端伸長部（これは、ＧＧＣとは異なるものであった
）を有する構築物にコンジュゲートすることができたこともさらに実証した（上記１．１
も参照のこと；データは示さず）。
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【０２６３】
１．３　二量体化
　Pichia使用済み培地中で、前記２つの各ポリペプチドのＣ末端伸長部のＣ末端システイ
ンを、ほぼ中性のｐＨにおいて、それらのチオール部分を介して、ジスルフィド誘導体シ
スチンに酸化した化学的コンジュゲーションによってダイマーへのポリペプチドのカップ
リングを実施した。酸化プロセスを最適化するために、基本的には国際公開公報第２０１
０／１２５１８７号に示されているように、酸化銅イオン（ＣｕＳＯ４の形態のＣｕ２＋

）を追加した。ダイマーを均一に精製し、続いて、サイズ排除クロマトグラフィーを介し
て分析した。ＬＣ－ＭＳによっても、サンプルを検証した。得られたデータにより、チオ
ール部分のほぼ１００％が、１mM ＣｕＳＯ４によって室温で２時間処理した後に酸化さ
れたことが実証された。いずれのクロマトグラムにおいても、有意な（望ましくない）プ
レピークの形成は観察されなかった。また、いずれのクロマトグラムにおいても、有意な
プレピークの形成に関する証拠は見られなかったが、これは、銅処理がタンパク質中のメ
チオニンを酸化しないようであり、全質量分析が＋１６Ｄａのいかなる質量増加も検出し
ないことを示しており、例えば、メチオニンの単独酸化と一致している。
【０２６４】
　Ｔ０２３８００００１、Ｔ０２３８００００３、Ｔ０２３８００００５及びＴ０２３８
００００６から、ダイマーを調製した。Ｔ０２３８００００１のダイマー（Ｔ０２３８０
０００１－ダイマーと命名した）を図１に示す。
【０２６５】
１．４　安定性
　ストリンジェントなストレス条件下で、異なる本発明の構築物、例えばダイマー、ポリ
ペプチド及びベンチマークを、保存後の安定性について試験した。これらの条件は、基本
的には国際公開公報第２０１４／１８４３５２号に示されているように、本発明のポリペ
プチドを異なる温度（２５℃及び４０℃）で長期間（３週間及び６週間）インキュベーシ
ョンすることから構成されていた。
【０２６６】
　例えばシステイン部分を含むＣ末端伸長部を有する本発明のポリペプチド、及びダイマ
ーは、それらが由来する親分子と類似の特性を有しており、有意な化学的分解及び改変を
伴わずに、４℃、２５℃及び４０℃で長期間安定であったことが実証された（データは示
さず）。加えて、機能アッセイにおいて示されているように、様々な凍結融解サイクル及
び４℃における長期間（すなわち、４日間超）保存後の安定性は変化しなかった（以下を
参照のこと）。
【０２６７】
２　ＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞に結合するポリペプチドの特性評価
　ＥＧＦＲ結合親和性を評価するために、結合競合アッセイにおいて、ポリペプチドを特
性評価した。
【０２６８】
　ＭＤＡ－ＭＢ－４６８乳ガン細胞株（乳腺／乳房；転移部位由来：胸水；ＡＢＬ２１６
）を使用した。
【０２６９】
　ＥＧＦＲを発現する細胞に対するポリペプチドの結合を検出するために、ＦＬＡＧタグ
付７Ｄ１２を競合物質として使用した。アッセイを設定するために、最初に、ＭＤＡ－Ｍ
Ｂ－４６８細胞において、ＦＬＡＧタグ付７Ｄ１２の一連の滴定を実施した。非タグ付ポ
リペプチドを滴定した競合設定では、ＦＬＡＧタグ付７Ｄ１２のＥＣ９０（４１nM）を選
択した。
【０２７０】
　簡潔に言えば、１００，０００個の細胞をプレートに移した。４℃、２００ｇで３分間
遠心分離することによって、プレートを２回洗浄した。上清を除去し、精製ポリペプチド
５０μlを、ＦＬＡＧタグ付７Ｄ１２ ５０μl（最終濃度４１nM）と共に、１ウェル当た
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り合計１００μlでウェルに追加した。４℃で９０分間インキュベーションした後、４℃
で３０分間遠心分離することによって、プレートを３回洗浄した。上清を除去し、１ウェ
ル当たり１００μlの０．５μgマウス抗ｆｌａｇ　ｍＡｂ（Sigma-Aldrich, cat#F1804）
又はＦＡＣＳバッファーを追加し、続いて、４℃で３０分間インキュベーションした。４
℃、２００ｇで３分間遠心分離することによって、細胞を３回洗浄した。上清を除去した
後、１ウェル当たり１１０μlのヤギ抗マウスＰＥ又はヤギ抗ヒトＩｇＧ　ＰＥを細胞に
追加し、４℃で３０分間インキュベーションした。次いで、プレートを４℃、２００ｇで
３０分間遠心分離し、上清を除去し、１ウェル当たり１００μlのＦＡＣＳバッファーを
追加し、続いて、４℃、２００ｇで３分間遠心分離することによってプレートを３回洗浄
した。次に、死細胞を１ウェル当たり１００μlのＴＯＰＲＯ（Molecular Probes, T3605
）で染色し、FACS Canto (Becton Dickinson)によって細胞を連続測定した。最初に、散
乱プロファイルから決定されたインタクトな細胞にゲートを設定した。次に、ＴＯＰＲＯ
染色（５nM、Molecular probes, T3605）からの蛍光プロファイルによって、死細胞をゲ
ートアウトした。コントロールとして、ポリペプチドが存在せず、又は公知の無関係なポ
リペプチドが存在する条件を用いた（データは示さず）。
【０２７１】
　一価Ｔ０２３８００００１－Ａ（本明細書ではＴ０２３８００００１とも示される）、
半減期延長（ＨＬＥ）Ｔ０２３８００００３－Ａ（本明細書ではＴ０２３８００００３と
も示される）、Ｔ２３８００００５－Ａ（本明細書ではＴ０２３８００００５とも示され
る）、Ｔ０２３８００００６－Ａ（本明細書ではＴ０２３８００００６とも示される）及
び非還元型Ｔ０２３８００００１－ダイマーを評価した。
【０２７２】
　結果を図２に示す。
【０２７３】
　これらの結果から、Ｔ０２３８００００１、Ｔ０２３８００００３、Ｔ０２３８０００
０５及びＴ０２３８００００６とＥＣ９０７Ｄ１２－ＦＬＡＧ（すなわち、４１nM）との
競合は、それぞれＴ０２３８００００１、Ｔ０２３８００００３、Ｔ０２３８００００５
及びＴ０２３８００００６について１５nM、０．６３nM、０．２５nM及び１．１６nMのＫ

ｉをもたらすと結論付けることができる。Cheng-Prusoff式
【数１】

を使用して、絶対阻害定数Ｋｉを計算した。
【０２７４】
　予想外のことに、Ｔ０２３８００００１－ダイマーは０．１２nMのＫｉを示したが、こ
れは、Ｔ０２３８００００５－Ａ（最良のパフォーマンスを示した遺伝子融合構築物）よ
りも２倍良好であり、さらにＴ０２３８００００６－Ａ（Ｔ０２３８００００１－ダイマ
ーの直接的な比較対象）よりも９倍超良好である。
【０２７５】
３　ＨＥＲ１４細胞株におけるＥＧＦＲリン酸化の定量
　競合ＦＡＣＳ（上記実施例２を参照のこと）において観察された効力の増加が、ＥＧＦ
Ｒ媒介性シグナル伝達のモデュレーションにもつながるかを検証するために、本発明者ら
は、ＮＨ３Ｔ３／ＨＥＲ１４細胞において、ナノボディによるＥＧＦ媒介性ＥＧＦＲリン
酸化の遮断実験を設定した。使用した構築物は、Ｔ０２３８００００１－Ａ及びＴ０２３
８００００６－Ａ並びにＴ０２３８００００１－ダイマーであった。ＥＧＦＲのみを発現
するＨＥＲ１４細胞において、ＥＧＦＲリン酸化の用量依存的阻害を評価した。
【０２７６】
　簡潔に言えば、ＨＥＲ１４細胞を、０．１％ゼラチンコーティング９６ウェル培養プレ
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ートに２連で播種し、１０％ＦＢＳ／ＢＳを含有するＤＭＥＭ培養培地中で２４時間成長
させた。翌日、０．１％ＦＣＳを補充した培地中で、細胞を２４時間血清飢餓状態にし、
次いで、構築物と共にインキュベーションし、続いて、０．５nMリコンビナントヒトＥＧ
Ｆ（R&D Systems, cat# 236-EG）で１０分間刺激した。ＥＧＦ濃度は、ＨＥＲ１４細胞に
おいて得られたＥＣ５０（ＥＣ５０＝３．５ng/ml）をベースとした。各プレートにおい
て、無関係のコントロールポリペプチドを参照として含めた（データは示さず）。単層を
氷冷Ｄ－ＰＢＳで２回リンスし、続いて、１mM ＰＭＳＦで置換した氷冷ＲＩＰＡバッフ
ァーで溶解した。Phospho(Tyr1173)/Total EGFR Whole Cell Lysate Kit (Meso Scale Di
scovery - K15104D)を使用して、細胞溶解物におけるＥＧＦ依存性レセプター活性化を測
定した。溶解物３０μlをプレートにロードし、振盪しながら室温で１時間インキュベー
ションし、製造業者のプロトコールにしたがって加工した。Sector Imager 2400 (Meso S
cale Discovery)によって、プレートを読み取った。式：（２×ｐ－タンパク質）／（ｐ
－タンパク質＋総タンパク質）×１００を使用して、総タンパク質に対するリン酸化タン
パク質の割合を計算した。
【０２７７】
　結果を図３に示す。
【０２７８】
　ＥＧＦＲを発現するＨｅｒ－１４細胞においてのみ、ＥＧＦＲリン酸化の用量依存的阻
害が観察された。機能的なリン酸化は、ＥＧＦＲシグナリングによってのみ媒介されるの
で、多価フォーマットによるアビディティの獲得は、ＥＧＦＲリン酸化の細胞特異的な阻
害の増加につながると予想される。
【０２７９】
　競合ＦＡＣＳの結果よりもさらに顕著に、Ｔ０２３８００００１－ダイマー（４．４nM
）は、確立された二価ナノボディＴ０２３８００００６－Ａ（２６．６nM）と比較して５
～６倍の効力増加を示す。一価Ｔ０２３８００００１－Ａは、１０．５nMの効力を生じた
。
【０２８０】
４　ＳＥＣを介したシステイン伸長モノマーナノボディの調製
４．１　背景情報
　少なくとも１つの免疫グロブリン単一可変ドメイン（ＩＳＶＤ）と、Ｃ末端においてシ
ステイン部分を含むＣ末端伸長部とを含む本発明のポリペプチドは、マレイミド化学反応
ベースのカップリング反応に適切であることが分かった（上記実施例１．２を参照のこと
）。
【０２８１】
　ダイマーをモノマーポリペプチドに変換し、Ｃ末端システインをカップリングに利用可
能にするためには、還元を行う必要があった。しかしながら、内部標準ＩＳＶＤジスルフ
ィド架橋を還元せずに、ジスルフィドダイマーの減少をもたらす最適条件を設計するよう
に注意すべきである。好ましくは、ＤＴＴ又はＴＣＥＰを使用して、還元を行った。ＴＣ
ＥＰとは異なり、最適なカップリング条件を作るためには、ＤＴＴを除去する必要がある
。サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）を介して、非還元型ダイマーナノボディ及び
ＤＴＴから、モノマーナノボディを分離する。
【０２８２】
４．２　還元プロトコール
　還元プロトコールは、Ｄ－ＰＢＳ中、１０mM ＤＴＴによって４℃で一晩（又は室温で
最低２時間）処理することであった。ＩＳＶＤ濃度は、２～１０mg/mlであった。これら
の条件は、内部標準ジスルフィド結合に対して影響を与えないことが実証された（以下の
図４を参照のこと）。ＴＣＥＰを使用して同様の結果が得られた（ここでは、本発明者ら
は、製造業者のプロトコールにしたがって固定化ＴＣＥＰ（Pierce, Immobilized TCEP D
isulfide Reducing Gel, #77712）を使用した）。あるいは、４℃における１０mM ＴＣＥ
Ｐへの３０分間の短時間曝露を使用した。
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【０２８３】
４．３　サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）
　精製では、最大３つのＩＳＶＤを含むポリペプチドのために、好ましくはSuperdex 75 
column (GE Healthcare)（分離範囲５～１００kDa）を使用して、還元型モノマー生成物
を作製した。分析目的のために、Agilent SEC-3などのＨＰＬＣカラムを使用した。平衡
化バッファー及びランニングバッファーは、Ｄ－ＰＢＳであった。
【０２８４】
　ＳＥＣ後の完全に還元された純粋な生成物の例を図５に提供する。
【０２８５】
　ＳＥＣの後、還元型モノマーポリペプチドを即時にコンジュゲーションに使用し又は凍
結して、ダイマーへの再酸化を防止した。実験的証拠により、ＧＧＣ伸長ポリペプチドの
還元型モノマー画分は、Ｄ－ＰＢＳ中、４℃で最大２４時間安定であることが示唆された
（データは示さず）。
【０２８６】
　２つのＩＳＶＤを含むポリペプチドを、１０mM ＤＴＴによって周囲温度で２時間還元
し、Ｄ－ＰＢＳで平衡化したSuperdex 75 XK 16/60 column (GE Healthcare)によってサ
イズ決定した。ごく微量のダイマーが検出された；残りの材料をモノマーに還元し、コン
ジュゲーションの準備が整った。ゲルろ過標準（Biorad）の分子量（点線）を各ピークの
上に示す。
【０２８７】
５　ＭＭＡＥにカップリングされたポリペプチド
　疎水性抗有糸分裂剤モノメチルアウリスタチンＥ（ＭＭＡＥ）は、天然物ドラスタチン
１０の合成類似体である。ＭＭＡＥは、分裂細胞におけるチューブリン重合の強力な阻害
剤である。
【０２８８】
　この実施例では、本発明者らは、ＭＭＡＥを本発明のポリペプチドの遊離Ｃ末端システ
インにカップリングすることを試みた。簡潔に言えば、薬物ターゲティングの目的で、Ｍ
ＭＡＥを、バリン－シトルリンリンカーを介してポリペプチドにコンジュゲートした。バ
リン－シトルリンリンカーは、血清中では非常に安定であるが、ターゲット細胞によるコ
ンジュゲートのインターナリゼーション後に、カテプシンＢのようなリソソーム酵素によ
って切断される。本明細書では、以下のリンカー略語が使用され、示されている定義を有
する：Ｖａｌ　Ｃｉｔは、バリン－シトルリン（プロテアーゼ切断可能リンカー中のジペ
プチド部位）であり；ＰＡＢは、ｐ－アミノベンゾイルであり；ｍｃは、マレイミドコン
ジュゲートである。
【０２８９】
　ナノボディを１０mM ＤＴＴによって４℃で一晩還元し、次いで、バッファー交換して
、過剰なＤＴＴを除去した。ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭＡＥ（分子量約０．７
kDa；図６）とのコンジュゲーションを２２℃で行った。１時間後、遊離薬物当たり２０
当量のＮ－アセチル－システインで反応をクエンチした。得られた生成物を遠心濃縮によ
って精製し、バッファーを最終バッファーに交換した。より大規模な精製のためには、非
遠心ダイアフィルトレーション法がより適切である。生成物溶液を滅菌ろ過した（０．２
mm）。
【０２９０】
　ＭＭＡＥにコンジュゲートされたポリペプチド：
Ｔ０２３８００００１＝＞Ｔ０２３８００００１－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭ
ＡＥ（ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－１）
Ｔ０２３８００００３＝＞Ｔ０２３８００００３－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭ
ＡＥ（ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－３）
Ｔ０２３８００００５＝＞Ｔ０２３８００００５－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭ
ＡＥ（ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－５）
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Ｔ０２３８００００６＝＞Ｔ０２３８００００６－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭ
ＡＥ（ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－６）
Ｔ０２３８００００８＝＞Ｔ０２３８００００８－ｍｃ－ｖａｌ－ｃｉｔ－ＰＡＢ－ＭＭ
ＡＥ（ＡＢＬ１００－ＢＦ０１２－１）
【０２９１】
　薬物対ポリペプチド比（ＤＡＲ）を決定するために、ＨＩＣ－ＨＰＬＣ分析を実施した
。簡潔に言えば、Dionex Ultimate 3000RS HPLC systemに接続したTOSOH, TSKgel Butyl-
NPR column (35 × 4.6 mm)を使用して、コンジュゲートの分析ＨＩＣを行った。直線勾
配は、３０分間、流速０．８mL／分で、１００％バッファーＡ（５０mMリン酸ナトリウム
中１．５Ｍ硫酸アンモニウム、ｐＨ７．０）から１００％バッファーＢ（５０mMリン酸ナ
トリウム中２０％イソプロパノール（v/v））であった。分析中は、カラム温度を３０℃
に維持し、ＵＶ検出を２８０nmで行った。各分析では、サンプル１０μgを注入した。よ
り高い保持時間へのシフトに基づいて、及びＡ２４８／Ａ２８０比によって、ピークを薬
物対ポリペプチド比（ＤＡＲ）とした。個々のＤＡＲ値の合計に種の割合（小数として表
現される）を掛けて、平均ＤＡＲを計算した。使用したポリペプチドは、ＡＢＬ１００－
ＮＣ００３－１、ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－３、ＡＢＬ１００－ＮＣ００３－５及びＡ
ＢＬ１００－ＮＣ００３－６であった。
【０２９２】
　結果を表５に提供する。
【表６】

【０２９３】
　ポリペプチドの酸化状態を決定するために、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を実施した。簡潔に
言えば、ＭＥＳバッファーを用いた非還元条件下で、NUPAGE（登録商標）4-12% Bis-Tris
 gels (Invitrogen, Cat # NP0321BOX)を使用して、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を行った。分
析のために、１レーン当たりサンプル１μg（タンパク質に基づく）をゲルにロードした
。電気泳動を２００Ｖで３５分間行った。ゲルを、タンパク質検出用のINSTANTBLUE（商
標）(Expedeon, Cat # ISB1LUK)で染色し、IMAGEQUANT（登録商標）imaging equipment (
GE Healthcare)を使用して分析した。
【０２９４】
　結果の概要も表５に提供する。例示的な結果を図７として提供する。
【０２９５】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果をさらに確認及び詳述するために、ＳＥ－ＨＰＬＣ分析を実施
して、純度及び凝集の割合を決定した。簡潔に言えば、Agilent Infinity 1260 Bioinert
 systemに接続したWaters ACQUITY（登録商標）UPLC BEH200 SEC column (4.6 mm × 30 
cm, 1.7 μm)を使用して、ＳＥ－ＨＰＬＣを行った。移動相は、１５％（v/v）イソプロ
パノールを含有する０．１Ｍリン酸ナトリウムバッファー（ｐＨ６．８）であった。流速
を０．１５mL／分で一定に保持した。分析中は、カラムを２５℃に維持した。アイソクラ
ティック溶出を３０分間行い、２８０nmでＵＶ検出して、分析を行った。各分析では、サ
ンプル１０μgを注入した。それぞれ主ピークのピーク面積及び初期溶出ピークを総ピー
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ク面積と比較することによって、存在する％純度及び％凝集を計算した。
【０２９６】
　結果を表５に要約する。カップリング結果の例示的なＨＩＣ分析を図８に示す。
【０２９７】
　これは、全てのポリペプチドで、反応が、ＡＤＣに対するコンジュゲーションのポリペ
プチドについて９８％超の効率をもたらすことを意味する。また、反応は１のＤＡＲをも
たらしたが、これは、一方ではＩＳＶＤがインタクトであり（例えば、内部チオールが使
用されなかった）、他方では、ポリペプチド当たりの薬物の数が非常にコントロールされ
ていたことを示唆している。これは、従来の抗体にコンジュゲートされた薬物のガウス分
布とは対照的に、より良好な安全性プロファイルをもたらす。
【表７】

【０２９８】
５．１．ＭＭＡＥにカップリングされたポリペプチドのin vitro細胞毒性
　XCELLIGENCE（登録商標）instrument (Analyser Model W380; SN: 281081212038, Roch
e)を使用して、細胞成長及び／又は細胞毒性に対するＭＭＡＥコンジュゲートポリペプチ
ドの効果を試験した。この機器は、培養皿において細胞が付着及び拡散する際の電気イン
ピーダンスの変化を定量し、無次元パラメータと称される細胞指数（これは、細胞によっ
て覆われている組織培養ウェルの総面積に正比例する）としてそれらを表示する（Duchat
eau et al. 2013. Phys. Status Solidi 10: 882-888及びGiaever and Keese 1991. Proc
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. Natl. Acad. Sci. USA 88: 7896-7900）。XCELLIGENCE（登録商標）instrument (Analy
ser Model W380; SN: 281081212038)は、細胞を播種するための組織培養ウェルプレート
としてE-plates 96 (ACEA Biosciences; cat#05 232 368 001; lot#20140138; plate 1: 
ID#079605; plate 2: ID#079606)を利用する。使用した構築物は、Ｔ０２３８００００１
－Ａ及びＴ０２３８００００１－ＭＭＡＥ、Ｔ０２３８００００３－Ａ及びＴ０２３８０
０００３－ＭＭＡＥ、Ｔ０２３８００００５－Ａ及びＴ０２３８００００５－ＭＭＡＥ並
びにＴ０２３８００００６－Ａ及びＴ０２３８００００６－ＭＭＡＥであった。非コンジ
ュゲートナノボディ及びＭＭＡＥコンジュゲートナノボディのＭＤＡ－ＭＢ－４６８（乳
腺／乳房；転移部位由来：胸水；ＡＢＬ２１６）細胞増殖に対する用量依存的阻害効果を
、以下のプロトコールを使用してXCELLIGENCE（登録商標）instrumentを用いて評価した
。
【０２９９】
　簡潔に言えば、XCELLIGENCE（登録商標） stationを、５％ＣＯ２の存在下で３７℃の
インキュベーター内に置いた。１％Ｐ／Ｓ（Gibco, Cat Nr: 15140-122）；１％ピルビン
酸Ｎａ（Gibco, Cat Nr: 11360-039）及び１０％ＦＢＳ（Sigma-Aldrich, Cat Nr: F7524
）を補充したＲＰＭＩ（Gibco, Cat Nr: 72400-021）を含有するＴ１７５フラスコ中で、
ＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞を成長させる。トリプシン処理し、遠心分離し、示されている
細胞密度に再懸濁することによって、細胞を回収する。細胞培地５０μlをE-pate96の各
ウェルに追加し、XCELLIGENCE（登録商標）systemによるブランクの読み取りを実施して
、細胞の非存在下におけるバックグラウンドインピーダンスを測定した。６０００個の細
胞（５０μl）をE-plate 96の各ウェルに移し、２０時間インキュベーションして細胞を
接着させる。各ポリペプチド１００μLを、５００nMから開始して１：３希釈系列で投与
した（１ウェル当たりの総容量は２００μlである）。インピーダンスの読み取りを１５
分間隔でプログラミングした。１６２時間（±７日間）の時点で、実験を停止した。全て
の試験濃度について播種した後の１１６時間の時点で測定した細胞指数を用量反応分析に
使用した。
【０３００】
　増殖曲線及び用量反応曲線を図９及び図１０にそれぞれ示す。得られたＩＣ５０値を表
７に示す。
【表８】

【０３０１】
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　非コンジュゲートポリペプチドＴ０２３８００００１－Ａ、Ｔ０２３８００００３－Ａ
、Ｔ０２３８００００５－Ａ及びＴ０２３８００００６－Ａは、二パラトープ性Ｔ０２３
８００００５－Ａを除いて、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８細胞の増殖特性に対して明らかな効果
を示していないが、これは、細胞増殖に対するわずかな阻害効果を実証している。対照的
に、ＭＭＡＥコンジュゲートポリペプチドＴ０２３８００００１－ＭＭＡＥ、Ｔ０２３８
００００３－ＭＭＡＥ、Ｔ０２３８００００５－ＭＭＡＥ及びＴ０２３８００００６－Ｍ
ＭＡＥは、図９に示されているように、細胞増殖に対する用量依存的阻害効果を明らかに
示し、最高用量ではほぼ完全な阻害である。
【０３０２】
５．２　ＭＭＡＥにカップリングされたポリペプチドのin vivo有効性
　抗ＥＧＦＲポリペプチド薬物コンジュゲートのin vivo有効性研究を、皮下異種移植マ
ウスモデルにおいて評価した。
【０３０３】
　１×１０７個のＦａＤｕ細胞を６～８週齢の健常ＳＷＩＳＳヌード雌マウスの右脇腹に
皮下注射することによって、腫瘍を誘発した。ＦａＤｕ細胞株は、５６歳の白人／ヒンズ
ー男性患者から摘出された下咽頭腫瘍のパンチ生検から樹立された頭頸部ガン細胞株であ
る。腫瘍が１００～２００mm3の平均体積に達したら、処置を開始した。
【０３０４】
　Ｔ０２３８００００８－ＭＭＡＥを動物に５mg/kgで４日毎に合計６回毎日注射した（
Ｑ４Ｄｘ６）。非ＥＧＦＲ結合ＭＭＡＥコンジュゲートポリペプチドを第１のコントロー
ル群に等モル用量で４日毎に合計６日間毎日注射した。ビヒクルを第２のコントロール群
に４日毎に合計６回毎日注射した。各群は、１２匹の動物からなっていた。
【０３０５】
　キャリパーを用いて、腫瘍の長さ及び幅を週２回測定し、以下の式：
にしたがって、腫瘍の体積を推定した：
【０３０６】
　ポリペプチド－ＭＭＡＥコンジュゲートＴ０２３８００００８－ＭＭＡＥは、２つのコ
ントロール群と比較して有意な腫瘍成長阻害を示した（図１１）。
【０３０７】
６　二重特異性ダイマーの作製
　この実施例では、二重特異性ダイマー（すなわち、ポリペプチド１がポリペプチド２と
異なるものであるダイマー）の作製を可能するプロトコールを提供する。
【０３０８】
６．１　標準的なプロトコール
　最初に、１つのPichia株が両方の異なるポリペプチドを産生する以外は、上記実施例１
．３のプロトコールに従う。また、Pichia使用済み培地中で、前記２つの各ポリペプチド
のＣ末端伸長部のＣ末端システインを、ほぼ中性のｐＨにおいて、それらのチオール部分
を介して、ジスルフィド誘導体シスチンに酸化する化学的コンジュゲーションによって、
ダイマーへのポリペプチドのカップリングを実施する。酸化プロセスを最適化するために
、基本的には国際公開公報第２０１０／１２５１８７号に示されているように、酸化銅イ
オン（ＣｕＳＯ４の形態のＣｕ２＋）を追加する。ダイマーを均一に精製し（イオン交換
クロマトグラフィー）、続いて、サイズ排除クロマトグラフィーを介して分析する。ＬＣ
－ＭＳによっても、サンプルを検証する。標準的なプロトコールは、目的の二重特異性Ｎ
Ｂ１－ＮＢ２ダイマーを作製するであろう。しかしながら、画分は、単一特異性ダイマー
（例えば、ＮＢ１－ＮＢ１及びＮＢ２－ＮＢ２）も含有すると予想される。
【０３０９】
６．２　代替プロトコール
　架橋リンカーを使用せずに、２つの異なるＣ末端システイン伸長Ｎｂを使用して、ナノ
ボディヘテロダイマー（二重特異性ダイマー）を作製することができる。
【０３１０】
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　第１のナノボディ（＝ＮｂＡ）を非共有結合によって固定化し、その遊離スルフヒドリ
ルを第２のナノボディ（＝ＮｂＢ）に利用可能にしてＣ末端ヘテロダイマージスルフィド
結合を形成することを介して、これを達成することができる。
【０３１１】
　工程１では、ＮｂＡを還元して、モノマー材料、好ましくは１００％モノマー材料を得
る。典型的なナノボディ溶液［５～１０mg/ml］を還元するための一般的な条件は、Ｄ－
ＰＢＳ中１０mM ＤＴＴ、４℃で一晩又は室温（ＲＴ）で１～２時間である。好ましくは
、その標準ジスルフィド結合のインタクトな状態が維持されるように、個々の各ナノボデ
ィについて最適条件を決定する。
【０３１２】
　工程２では、ＮｂＡモノマー画分を還元条件下で担体に結合させる。このような担体は
、クロマトグラフィー樹脂（これは、好ましくはＮｂＡにのみ結合し、ＮｂＢに結合しな
い）であり得る。固定化中に、ＮｂＡ－ＮｂＡダイマーの固定化を回避するために、Ｎｂ
Ａを低密度で固定化する。個々のＮｂＡのこのような空間的分離は、準最適結合条件（す
なわち、典型的な親和性樹脂にとっては過度に速い流速）を使用してカラムをロードする
ことによって、又はエクスパンデットベットクロマトグラフィーを介して達成され得る。
好ましくは、担体は、ＮｂＡにのみ結合する。したがって、ＮｂＡがプロテインＡ結合剤
である（及び好ましくは、ＮｂＢがそうではない）場合、プロテインＡを使用することが
できる。ナノボディＡ及びＢの両方が担体に結合する場合、ＮｂＡを固定化した後、Ｎｂ
Ｂを適用する前に、非システイン伸長ナノボディで担体を飽和させるべきである。
【０３１３】
　工程３では、同様に還元型の（上記を参照のこと）過剰な第２のナノボディ（ＮｂＢ）
を適用し、（場合により軽度の酸化条件下で）カラムに循環させる。固定化したＮｂＡが
、ジスルフィド結合を介してＮｂＢと完全に複合体化するまで、ＮｂＢを担体上に通過さ
せる。この後、ＮｂＢの濃度低下を測定して、飽和したＮｂＡ集団をマッチさせることが
できる。この工程のために、ＮｂＢ－ＮｂＢダイマーの形成量を制限するように、条件を
最適化する。この集団は担体に結合しないので、回収し、将来のカップリング反応に使用
することができる。
【０３１４】
　工程４では、そのカラムのための典型的な溶出条件（すなわち、プロテインＡの場合に
は酸性条件）によって、ＮｂＡ－ＮｂＢダイマー調製物を樹脂から回収し、さらに加工／
製剤化する。
【０３１５】
７　ダイマー及び薬物コンジュゲートポリペプチドのＰＫ研究
　上記のように、既にサイズの差異に起因して、本発明のポリペプチドの二量体化及びそ
れに対する薬物のコンジュゲーションは、従来の抗体よりもはるかに大きな影響を有する
。したがって、本発明者らは、ＤＡＲ＝１でナノボディにコンジュゲートされたペイロー
ドがＰＫ特性に対して及ぼす効果を評価することを試みた。
【０３１６】
　加えて、本発明者らは、２つのヒト血清アルブミン結合ドメイン（「Ａｌｂ」）を含む
本発明のダイマーのＰＫ特性を評価することを試みた。上記実施例から明らかであるよう
に、２つの同一の部分（すなわち、ポリペプチド１＝ポリペプチド２）を含むダイマーは
、２つの異なる部分を有するダイマーよりも作製及び精製が容易かつ費用効果的である。
ヒト血清アルブミン結合ドメインは、様々な場合において、構築物の半減期を延長するた
めに必要である。しかしながら、さらなるヒト血清アルブミン結合ドメインを有すること
は、構築物のＰＫプロファイルに対していかなる悪影響も及ぼさないはずである。
【０３１７】
７．１　ポリペプチドの放射性標識
　放射性標識ポリペプチドを介して、ＰＫ特性を試験した。簡潔に言えば、遊離－ＮＨ２

に対するランダムなコンジュゲーションを介して、ポリペプチドを８９Ｚｒ、ＮＣＳ－Ｂ
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ｚ－Ｄｆで放射性標識した（図１２を参照のこと）。最終体積が５００μL（最終濃度２m
g/mL）になるまで、ポリペプチド２２nmol（１．０mg）を０．９％ＮａＣｌと混合した。
次に、０．１M Ｎａ２ＣＯ３を追加することによって、ｐＨを８．９～９．１に設定した
。最後に、ＮＣＳ－Ｂｚ－Ｄｆ ６６nmolのＤＭＳＯ溶液（３当量、１０μL）を追加し、
３７℃で３０分間反応させた。３０分後、５０mM ＮａＯＡｃ／２００mMスクロースでプ
レウォッシュ加工したＰＤ１０カラムを使用することによって、反応混合物を精製した。
生成物を１．０mLの画分で回収した。次に、Ｄｆ－ＰＫ－ポリペプチドを、８９Ｚｒによ
ってｐＨ約７、室温で６０分間放射性標識した（反応混合物は、８９Ｚｒを含有する１Ｍ
シュウ酸１００μL、２M Ｎａ２ＣＯ３４５μL、０．５M Ｈｅｐｅｓバッファー（ｐＨ７
．２）５００μL及びＮＣＳ－Ｄｆ－ポリペプチド３５５μL（約０．４mg）を含有してい
た）。次に、反応混合物を、５０mM ＮａＯＡｃ／２００mMスクロースを含むプレウォッ
シュ加工したＰＤ１０カラムで精製し、生成物を１．５mLで回収した。
【表９】

【０３１８】
　放射性標識の結果を表８に要約する。放射性標識収率は、９．６％～３７．６％で変動
した（通常、７０％の放射性標識収率が予想される）。おそらく、この低い標識収率は、
改変中に使用したポリペプチドの量が少ないことに関係している。８９Ｚｒ－Ｔ０２３８
００００６Ａ及び８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００６－ＭＭＡＥについては、ＨＰＬＣ及び
スピンフィルタ分析により、放射化学的純度が十分であることが示された（９６％超）。
８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００１は、スピンフィルタ分析では９０．０％未満の純度を示
し、ＨＰＬＣでは、８．６％の遊離８９Ｚｒが示された。通常、構築物は、９０．０％超
の放射性標識純度を有するべきである。この場合、８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００１のス
ピンフィルタ純度がほぼ９０％であり、ＨＰＬＣ分析が純度９０％超の生成物を示してい
るので、いずれにしても８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００１をＰＫ研究に使用することに決
定した。全てのポリペプチドについて、Lindmo結合は９０％超であった（データは示さず
）。
【０３１９】
　続いて、注射容量１３０μLでマウス１匹当たりの放射能が０．２２MBq（濃度５０μg/
mL）になるように、８９Ｚｒ－ＰＫ放射性標識ポリペプチドを製剤化した。
【０３２０】
　結論として、放射性標識収率は、予想ほど効率的ではなかった。８９Ｚｒ－Ｔ０２３８
００００６Ａ及び８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００６－ＭＭＡＥの放射化学的純度は、良好
であった（スピンフィルタによれば９７％超、及びＨＰＬＣによれば９６％超）。Lindmo
結合の結果は高く、９０％超であった。８９Ｚｒ－Ｔ０２３８００００１は、スピンフィ
ルタ分析では必要なほど純粋ではなかった。最終的には、やはり８９Ｚｒ－Ｔ０２３８０
０００１を使用することに決定した。全てのポリペプチドを製剤化し、上手く注射した。
【０３２１】
７．２　in vivoＰＫ研究
　放射性標識（８９Ｚｒ）ポリペプチドを３匹のマウスに注射し、９つの時点（５分、１
時間、３時間、２４時間、４８時間、７２時間、１４０時間、１６８時間及び１９２時間
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）で、ｃｐｍ（カウント毎分）値を検出した。次いで、これらの値を使用して、マウス１
ｇ当たりのポリペプチドの％注射線量（％ＩＤ／ｇ）を計算した。各ポリペプチドについ
て、３匹のマウスの結果を平均した。
【０３２２】
　結果を図１３に要約する。
【０３２３】
　結果は、予想外のことに、二価ポリペプチド（Ｔ－０２３８００００６－Ａ）の生体内
分布プロファイルが、薬物コンジュゲートポリペプチド（Ｔ－０２３８００００６－ＭＭ
ＡＥ）の生体内分布プロファイルと類似することを示している。本発明のポリペプチドと
ペイロードとのコンジュゲーションは、生体内分布プロファイルに対して効果を及ぼさな
い。いかなる理論にも拘束されないが、ＤＡＲ＝１をもたらす厳密にコントロールされた
コンジュゲーションプロセスは、ＰＫ特性の予測指標であると仮説した（この場合、非コ
ンジュゲートポリペプチドと比較して変動なし）。
【０３２４】
　また予想外のことに、本発明のｃｙｓ連結ダイマー（Ｔ－０２３８００００１）の生体
内分布プロファイルは、対応する二価ポリペプチド（Ｔ－０２３８００００６－Ａ）のも
のと類似する。本発明のｃｙｓ連結ダイマー中の２つのヒト血清アルブミン結合単位の存
在は、分布プロファイルに対して影響を及ぼさない。
【０３２５】
８　ダイマーによるインターナリゼーションの改善
　この実験の目的は、Ｃｙｓ連結ダイマーＤＩＭ　Ｔ０２３８００００１（すなわち、機
能的な観点から二価）が、そのモノマーカウンターパート（Ｔ０２３８００００１－Ａ）
及び伝統的な連結－遺伝子融合－二価フォーマット（Ｔ０２３８００００６－Ａ）と比較
して増加したインターナリゼーションを示すかを評価することであった。この目的のため
に、ＥＧＦレセプターを適度に発現するＮＣＩ－Ｈ２９２細胞において、インターナリゼ
ーション実験を実施した。インターナリゼーションしたナノボディの生細胞内の蓄積を、
検出ツールとしてpHrodo（商標）標識アルブミン（５０μg/ml）を使用して、フローサイ
トメトリー（ＦＣＭ）を介して測定した。pHrodo（登録商標）色素はｐＨ感受性の分子プ
ローブであり、中性ｐＨではほぼ非蛍光性である。エンドソーム及びリソソームなどの酸
性環境では、それは、明るく蛍光を発する。細胞（細胞３０，０００個／ウェル）を平底
９６ウェルプレートに移し、pHrodo（商標）標識アルブミン（５０μg/ml）と一緒に異な
る濃度の特定のポリペプチド及び構築物と共に、３７℃で５時間インキュベーションした
。次いで、細胞を洗浄し、回収し、ＦＣＭによって測定し、分析した。
【０３２６】
　得られた用量反応曲線を図１４に示し、相関ＥＣ５０値及びトップＭＦＩのトップレベ
ルを表９に記載する。
【表１０】

【０３２７】
　注目すべきことに、ＮＣＩ－Ｈ２９２細胞では、ＤＩＭ　Ｔ０２３８００００１の全体
的なインターナリゼーションは、モノマーＴ０２３８００００１－Ａ及び伝統的な連結二
価ナノボディＴ０２３８００００６－Ａよりも強力かつ有効であると思われた。また、極
めて高レベルでＥＧＦＲを発現する細胞（例えば、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８）では、インタ
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ーナリゼーションのこの差異は、あまり顕著ではないが依然として有意である（データは
示さず）。
【０３２８】
　本出願を通して引用される全ての参考文献（参照文献、発行特許、公開特許出願及び同
時係属中の特許出願を含む）の全内容は、特に本明細書の上記で言及される教示のために
、参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０３２９】
　図面及び実験パート／実施例は、本発明をさらに例証するために示されているに過ぎず
、特に本明細書で明確な指示がない限り、本発明の範囲及び／又は添付の特許請求の範囲
を限定すると決して解釈及び理解されるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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