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(57)【要約】
　抗ＣＸＣＲ５抗体に関するまたはそれらに由来する組
成物および方法を開示する。より具体的には、ＣＸＣＲ
５に結合する完全ヒト抗体、このような抗体のＣＸＣＲ
５結合断片および誘導体、ならびにこれらの断片を含む
ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドを開示する。さらにまた、
このような抗体、抗体断片および誘導体およびポリペプ
チドをコードする核酸、このようなポリヌクレオチドを
含む細胞、このような抗体、抗体断片および誘導体およ
びポリペプチドを作製するための方法、ならびにこのよ
うな抗体、抗体断片および誘導体およびポリペプチドを
使用するための方法が開示され、種々の炎症性障害およ
び種々のがんを含めたＣＸＣＲ５関連障害または状態を
有する対象を治療または診断する方法を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１０－６Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５エピトープに結合するＩｇＧクラスの
完全ヒト抗体であって、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９
、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号
２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列
番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、
配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５
６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番
号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配
列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２
、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列
番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列
番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列
番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列
番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列
番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列
番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列
番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列
番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、およ
びこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一で
ある重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、
配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２
０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番
号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配
列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３
、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号
６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列
番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、
配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９
９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０
９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１
９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２
９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３
９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４
８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５
７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６
７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７
７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８
６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９
６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５
％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する完全ヒト抗体。
【請求項２】
　配列番号１／配列番号２（本明細書において５２Ａ９と称する。）、配列番号３／配列
番号４（本明細書において５２Ａ１０と称する。）、配列番号５／配列番号６（本明細書
において５２Ｂ１０と称する。）、配列番号７／配列番号８（本明細書において５２Ｃ６
と称する。）、配列番号９／配列番号１０（本明細書において５２Ｄ６と称する。）、配
列番号１１／配列番号１２（本明細書において５２Ｄ７と称する。）、配列番号１３／配
列番号１４（本明細書において５２Ｄ１１と称する。）、配列番号１５／配列番号１６（
本明細書において５２Ｅ１と称する。）、配列番号１７／配列番号１８（本明細書におい
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て５２Ｅ１０と称する。）、配列番号１９／配列番号２０（本明細書において５２Ｈ９と
称する。）、配列番号２１／配列番号２２（本明細書においてＰＣ１２と称する。）、配
列番号２３／配列番号２４（本明細書においてＰＤ１０と称する。）、配列番号２５／配
列番号２６（本明細書においてＤ３－４と称する。）、配列番号２７／配列番号２８（本
明細書においてＥ２－１と称する。）、配列番号２９／配列番号３０（本明細書において
Ａ４または７Ａ７と称する。）、配列番号３１／配列番号３２（本明細書においてＡ８と
称する。）、配列番号３３／配列番号３４（本明細書においてＡ１２と称する。）、配列
番号３５／配列番号３６（本明細書においてＢ３と称する。）、配列番号３７／配列番号
３８（本明細書においてＣ８と称する。）、配列番号３９／配列番号４０（本明細書にお
いてＦ８または１０Ｇ９と称する。）、配列番号４１／配列番号４２（本明細書において
Ｇ１１と称する。）、配列番号４３／配列番号４４（本明細書においてＨ３と称する。）
、配列番号４５／配列番号４６（本明細書においてＨ５と称する。）、配列番号４７／配
列番号４８（本明細書においてＨ６と称する。）、配列番号２５／配列番号４９（本明細
書において２Ｄ３と称する。）、配列番号５０／配列番号５１（本明細書において３Ａ１
１と称する。）、配列番号５２／配列番号５３（本明細書において３Ｂ９と称する。）、
配列番号５４／配列番号５５（本明細書において３Ｄ１１と称する。）、配列番号５６／
配列番号５７（本明細書において３Ｄ１２または４Ｅ１２と称する。）、配列番号５８／
配列番号５９（本明細書において３Ｅ７と称する。）、配列番号６０／配列番号６１（本
明細書において３Ｅ１２と称する。）、配列番号６２／配列番号６３（本明細書において
３Ｆ７と称する。）、配列番号６４／配列番号６５（本明細書において３Ｇ２と称する。
）、配列番号６６／配列番号６７（本明細書において３Ｇ７と称する。）、配列番号６８
／配列番号６９（本明細書において４Ａ５と称する。）、配列番号７０／配列番号７１（
本明細書において４Ｅ９と称する。）、配列番号７２／配列番号７３（本明細書において
４Ｆ１と称する。）、配列番号７４／配列番号７５（本明細書において４Ｆ４と称する。
）、配列番号７６／配列番号７７（本明細書において４Ｈ２と称する。）、配列番号７８
／配列番号７９（本明細書において５Ａ８と称する。）、配列番号８０／配列番号８１（
本明細書において５Ｆ１と称する。）、配列番号８２／配列番号８３（本明細書において
６Ａ４と称する。）、配列番号８４／配列番号８５（本明細書において６Ｆ９と称する。
）、配列番号１５／配列番号８６（本明細書において６Ｇ５と称する。）、配列番号８７
／配列番号８８（本明細書において７Ｂ１１または８Ｂ２と称する。）、配列番号８９／
配列番号９０（本明細書において７Ｈ１０と称する。）、配列番号１５／配列番号９１（
本明細書において８Ｄ１２と称する。）、配列番号９２／配列番号９３（本明細書におい
て８Ｈ５と称する。）、配列番号９４／配列番号９５（本明細書において９Ａ１０と称す
る。）、配列番号９６／配列番号９７（本明細書において１０Ａ１２と称する。）、配列
番号９８／配列番号９９（本明細書において１０Ｂ２と称する。）、配列番号１００／配
列番号１０１（本明細書において１０Ｃ３と称する。）、配列番号１０２／配列番号１０
３（本明細書において１０Ｃ７と称する。）、配列番号１０４／配列番号１０５（本明細
書において１１Ｅ３と称する。）、配列番号１０６／配列番号１０７（本明細書において
１１Ａ１２と称する。）、配列番号１０８／配列番号１０９（本明細書において１１Ａ７
と称する。）、配列番号１１０／配列番号１１１（本明細書において１１Ｃ３と称する。
）、配列番号１１２／配列番号１１３（本明細書において１１Ｄ３と称する。）、配列番
号１１４／配列番号１１５（本明細書において１１Ｄ４と称する。）、配列番号１１６／
配列番号１１７（本明細書において１１Ｄ７と称する。）、配列番号１１８／配列番号１
１９（本明細書において１１Ｆ３と称する。）、配列番号１２０／配列番号１２１（本明
細書において１１Ｇ３と称する。）、配列番号１２２／配列番号１２３（本明細書におい
て１２Ａ４と称する。）、配列番号１２４／配列番号１２５（本明細書において１２Ｂ１
１または１４Ｅ１０と称する。）、配列番号１２６／配列番号１２７（本明細書において
１２Ｂ４と称する。）、配列番号１２８／配列番号１２９（本明細書において１２Ｃ１と
称する。）、配列番号１３０／配列番号１３１（本明細書において１２Ｃ６と称する。）
、配列番号１３２／配列番号１３３（本明細書において１２Ｄ１１と称する。）、配列番
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号１３４／配列番号１３５（本明細書において１２Ｄ３と称する。）、配列番号１３６／
配列番号１３７（本明細書において１２Ｇ１０と称する。）、配列番号１３８／配列番号
１３９（本明細書において１３Ｅ１０と称する。）、配列番号１１４／配列番号１４０（
本明細書において１３Ｅ４と称する。）、配列番号１４１／配列番号１４２（本明細書に
おいて１３Ａ３と称する。）、配列番号１４３／配列番号１４４（本明細書において１３
Ｆ８と称する。）、配列番号１４５／配列番号１４６（本明細書において１３Ｆ９と称す
る。）、配列番号１４７／配列番号１４８（本明細書において１３Ｇ９と称する。）、配
列番号１４９／配列番号１５０（本明細書において１４Ｅ５と称する。）、配列番号１５
１／配列番号１５２（本明細書において１４Ｂ１１と称する。）、配列番号２５／配列番
号１５３（本明細書において１４Ｂ４と称する。）、配列番号１５４／配列番号１５５（
本明細書において１４Ｃ１０と称する。）、配列番号１５６／配列番号１５７（本明細書
において１４Ｃ１１と称する。）、配列番号１５８／配列番号１５９（本明細書において
１４Ｃ３と称する。）、配列番号１６０／配列番号１６１（本明細書において１４Ｄ７と
称する。）、配列番号１６２／配列番号１６３（本明細書において１４Ｆ１１と称する。
）、配列番号１６４／配列番号１６５（本明細書において１４Ｆ８と称する。）、配列番
号１６６４／配列番号１６７（本明細書において１５Ｃ９と称する。）、配列番号１６８
／配列番号１６９（本明細書において１５Ｄ７と称する。）、配列番号１７０／配列番号
１７１（本明細書において１４Ｄ９と称する。）、配列番号１７２／配列番号１７３（本
明細書において１５Ｆ９と称する。）、配列番号１７４／配列番号１７５（本明細書にお
いて１５Ｇ１１と称する。）、配列番号１７６／配列番号１７７（本明細書において１５
Ｇ７と称する。）、配列番号１９／配列番号１７８（本明細書において１５Ｇ９と称する
。）、配列番号１７９／配列番号１８０（本明細書において１５Ｈ１０と称する。）、配
列番号１８１／配列番号１８２（本明細書において１５Ｈ１２と称する。）、配列番号１
８３／配列番号１８４（本明細書において１６Ｅ３と称する。）、配列番号１８５／配列
番号１８６（本明細書において１６Ａ６と称する。）、配列番号１８７／配列番号１８８
（本明細書において１６Ａ８と称する。）、配列番号１８９／配列番号１９０（本明細書
において１６Ｂ１と称する。）、配列番号１９１／配列番号１９２（本明細書において１
６Ｂ７と称する。）、配列番号１９３／配列番号１９４（本明細書において１６Ｆ８と称
する。）、配列番号１９５／配列番号１９６（本明細書において１６Ｆ９と称する。）、
およびこれらの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有す
る、請求項１に記載の完全ヒト抗体。
【請求項３】
　重鎖由来の可変ドメイン領域と軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒト抗体Ｆａ
ｂ断片であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列
番号７、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列
番号１９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、
配列番号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４
１、配列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番
号５４、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配
列番号６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６
、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号
８９、配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配
列番号１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配
列番号１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配
列番号１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配
列番号１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配
列番号１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配
列番号１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配
列番号１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配
列番号１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配
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列番号１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少な
くとも９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４、配列番号
６、配列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号
１８、配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列
番号３０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、
配列番号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５
１、配列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番
号６３、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配
列番号７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６
、配列番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号
９７、配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０
７、配列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１
７、配列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２
７、配列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３
７、配列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４
６、配列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５
５、配列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６
５、配列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７
５、配列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８
４、配列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９
４、配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列
と少なくとも９５％同一である、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片。
【請求項４】
　配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号６、配列番
号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２、配列番号
１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号１８、配列
番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列番号２４、
配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／配列番号３
０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３５／配列番
号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番号４１／配
列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配列番号４７
／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１、配列番号
５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号５７、配列
番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列番号６３、
配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／配列番号６
９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７４／配列番
号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番号８０／配
列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配列番号１５
／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０、配列番号
１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号９５、配列
番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配列番号１０
１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配列番号１０
６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配列番号１１
１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配列番号１１
６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配列番号１２
１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配列番号１２
６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配列番号１３
１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配列番号１３
６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配列番号１４
０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配列番号１４
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５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配列番号１５
０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列番号１５４
／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列番号１５９
、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列番号１６４
／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配列番号１６
９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配列番号１７
４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列番号１７８
、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列番号１８３
／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列番号１８８
、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列番号１９３
／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからな
る群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求項３に記載の完全ヒト抗
体Ｆａｂ断片。
【請求項５】
　重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、ならびに重鎖可変ド
メイン領域と軽鎖可変ドメイン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本鎖ヒト抗体
であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７
、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１
９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番
号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配
列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４
、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号
６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列
番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、
配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号
１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号
１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号
１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号
１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号
１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号
１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号
１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号
１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号
１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも
９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配
列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、
配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３
０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番
号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配
列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３
、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号
７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列
番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、
配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配
列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配
列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配
列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配
列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配
列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配
列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配
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列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配
列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配
列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配
列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少な
くとも９５％同一である、一本鎖ヒト抗体。
【請求項６】
　一本鎖完全ヒト抗体が、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号
５／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／
配列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１
７／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番
号２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配
列番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４
、配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号
４０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列
番号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／
配列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５
６／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番
号６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配
列番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３
、配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号
７９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列
番号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／
配列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９
４／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番
号１００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番
号１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番
号１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番
号１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番
号１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番
号１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番
号１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番
号１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番
号１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番
号１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番
号１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号
１５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号
１５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号
１６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番
号１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番
号１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番
号１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号
１８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号
１８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号
１９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求
項５に記載の完全ヒト一本鎖抗体。
【請求項７】
　完全ヒト一本鎖抗体が、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、
一本鎖完全ヒト抗体が、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５
／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配
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列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７
／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号
２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列
番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、
配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４
０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番
号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配
列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６
／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号
６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列
番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、
配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７
９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番
号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配
列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４
／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号
１００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号
１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号
１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号
１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号
１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号
１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号
１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号
１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号
１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号
１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号
１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１
５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１
５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１
６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号
１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号
１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号
１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１
８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１
８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１
９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれ
らの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求項
５に記載の完全ヒト一本鎖抗体。
【請求項８】
　有効量の抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドを投与することを含む、炎症性疾患または自己免疫
疾患を治療するための方法であって、抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドが、少なくとも１０－６

Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５エピトープに結合するＩｇＧクラスの完全ヒト抗体、重鎖由
来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒト抗体Ｆａｂ断
片、重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、および重鎖可変ド
メイン領域と軽鎖可変ドメイン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本鎖ヒト抗体
、ならびにこれらの組み合わせからなる群から選択され、
　完全ヒト抗体が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、配
列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２１
、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番号
３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配列
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番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６、
配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号６
８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列番
号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、配
列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番号
１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番号
１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番号
１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番号
１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番号
１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番号
１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番号
１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番号
１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である
重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配列
番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０、
配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号３
２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列番
号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、配
列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６７
、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番号
７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配列
番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９、
配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９、
配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９、
配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９、
配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９、
配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８、
配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７、
配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７、
配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７、
配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６、
配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６、
およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同
一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　完全ヒト抗体Ｆａｂ断片が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列
番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配
列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１
、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号
４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列
番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、
配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７
８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番
号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２
、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２
、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２
、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２
、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３
、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４
、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４
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、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５
、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番
号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列
番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、
配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４
２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番
号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配
列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７
、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号
８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列
番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番
号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番
号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番
号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番
号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番
号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番
号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番
号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番
号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番
号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番
号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくと
も９５％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　一本鎖ヒト抗体が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、
配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２
１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番
号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配
列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６
、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号
６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列
番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、
配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番
号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番
号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番
号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番
号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番
号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番
号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番
号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番
号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、および
これらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一であ
る重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配
列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０
、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号
３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列
番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、
配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６
７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番
号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配
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列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９
、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９
、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９
、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９
、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９
、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８
、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７
、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７
、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７
、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６
、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する、方法。
【請求項９】
　完全ヒト抗体が、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配
列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番
号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配
列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３
／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号
２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列
番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、
配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４
６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番
号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配
列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２
／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号
６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列
番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、
配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８
５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番
号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配
列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１０
０／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０
５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１
０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１
５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２
０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２
５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３
０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３
５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１
４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４
４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４
９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３
、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８
／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３
、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６
８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７
３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９
／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２
、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７
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／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２
、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの
組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求項８に
記載の炎症性疾患を治療するための方法。
【請求項１０】
　完全ヒト抗体Ｆａｂ断片が、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有
し、抗体が、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号
６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２
、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号
１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列
番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／
配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３
５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番
号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配
列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１
、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号
５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列
番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／
配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７
４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番
号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配
列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０
、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号
９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配
列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配
列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配
列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配
列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配
列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配
列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配
列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配
列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配
列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配
列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配
列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列
番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列
番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列
番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配
列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配
列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列
番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列
番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列
番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列
番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合
わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求項８に記載の
炎症性疾患を治療するための方法。
【請求項１１】
　完全ヒト一本鎖抗体が、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、
一本鎖完全ヒト抗体が、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５
／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配
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列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７
／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号
２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列
番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、
配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４
０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番
号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配
列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６
／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号
６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列
番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、
配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７
９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番
号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配
列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４
／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号
１００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号
１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号
１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号
１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号
１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号
１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号
１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号
１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号
１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号
１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号
１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１
５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１
５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１
６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号
１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号
１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号
１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１
８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１
８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１
９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれ
らの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する、請求項
８に記載の炎症性疾患を治療するための方法。
【請求項１２】
　治療されるべき広範囲の哺乳動物のがんがＣＸＣＲ５陽性がんである、請求項８に記載
の炎症性疾患を治療するための方法。
【請求項１３】
　炎症性疾患が、関節リウマチ、骨関節炎、若年性慢性関節炎、化膿性関節炎、ライム関
節炎、乾癬性関節炎、反応性関節炎、脊椎関節症、全身性紅斑性狼瘡、クローン病、潰瘍
性大腸炎、炎症性腸疾患、インシュリン依存性糖尿病、甲状腺炎、喘息、アレルギー性疾
患、乾癬、皮膚炎、強皮症、移植片対宿主病、臓器移植拒絶、臓器移植に関連する急性ま
たは慢性免疫疾患、サルコイドーシス、アテローム性動脈硬化症、播種性血管内凝固、川
崎病、バセドウ病、ネフローゼ症候群、慢性疲労症候群、ウェゲナー肉芽腫症、ヘノッホ
・シェーライン紫斑症、腎臓の顕微鏡的血管炎、慢性活動性肝炎、ブドウ膜炎、敗血症性
ショック、毒素性ショック症候群、敗血症症候群、悪液質、感染性疾患、寄生性疾患、後
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天性免疫不全症候群、急性横断性脊髄炎、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病、アルツ
ハイマー病、発作、原発性胆汁性肝硬変、溶血性貧血、悪性腫瘍、心不全、心筋梗塞、ア
ジソン病、孤発性の、多内分泌腺機能低下症候群Ｉ型および多内分泌腺機能低下症候群Ｉ
Ｉ型、シュミット症候群、成人（急性）呼吸促迫症候群、脱毛症、円形脱毛症、血清反応
陰性関節炎、関節炎、ライター病、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸性関節炎、腸疾患性滑膜炎
、クラミジア、エルシニアおよびサルモネラ関連関節炎、脊椎関節症、アテローム性疾患
／アテローム性動脈硬化症、アトピー性アレルギー、自己免疫性水疱性疾患、尋常性天疱
瘡、落葉状天疱瘡、類天疱瘡、線状ＩｇＡ病、自己免疫性溶血性貧血、クームス陽性溶血
性貧血、後天性悪性貧血、若年性悪性貧血、筋痛性脳脊髄炎／ロイヤルフリー病、慢性粘
膜皮膚カンジダ症、巨細胞性動脈炎、原発性硬化性肝炎、突発性自己免疫性肝炎、後天性
免疫不全症候群、後天性免疫不全関連疾患、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、分類不能型免疫不全症
（分類不能型原発性低γグロブリン血症）、拡張型心筋症、女性不妊症、卵巣機能不全、
早期卵巣機能不全、繊維性肺疾患、突発性間質性肺炎、炎症後間質性肺疾患、間質性肺炎
、結合組織疾患関連間質性肺疾患、混合性結合組織疾患関連肺疾患、全身性硬化症関連間
質性肺疾患、関節リウマチ関連間質性肺疾患、全身性紅斑性狼瘡関連肺疾患、皮膚筋炎／
多発性筋炎関連肺疾患、シェーグレン病関連肺疾患、強直性脊椎炎関連肺疾患、血管炎性
びまん性肺疾患、ヘモシデローシス関連肺疾患、薬物によって誘導された間質性肺疾患、
繊維症、放射性繊維症、閉塞性細気管支炎、慢性好酸球性肺炎、リンパ球浸潤性肺疾患、
感染後間質性肺疾患、通風関節炎、自己免疫性肝炎、１型自己免疫性肝炎（古典的自己免
疫性またはルポイド肝炎）、２型自己免疫性肝炎（抗ＬＫＭ抗体肝炎）、自己免疫媒介性
低血糖症、黒色表皮腫を伴うＢ型インシュリン抵抗性、副甲状腺機能低下症、臓器移植に
関連する急性免疫疾患、臓器移植に関連する慢性免疫疾患、変形性関節症、原発性硬化性
胆管炎、１型乾癬、２型乾癬、特発性白血球減少症、自己免疫性好中球減少症、腎臓病Ｎ
ＯＳ、糸球体腎炎、腎臓の顕微鏡的血管炎、ライム病、円板状紅斑性狼瘡、男性不妊症特
発性またはＮＯＳ、精子自己免疫、多発性硬化症（全てのサブタイプ）、交感性眼炎、結
合組織疾患に続発する肺高血圧症、グッドパスチャー症候群、結節性多発動脈炎の肺症状
、急性リウマチ熱、リウマチ性脊椎炎、スチル病、全身性硬化症、シェーグレン症候群、
高安病／動脈炎、自己免疫性血小板減少症、特発性血小板減少症、自己免疫性甲状腺疾患
、甲状腺機能亢進症、甲状腺腫自己免疫性甲状腺機能低下症（橋本病）、萎縮性自己免疫
性甲状腺機能低下症、原発性粘液水腫、水晶体起因性ブドウ膜炎、原発性血管炎、白斑急
性肝疾患、慢性肝疾患、アルコール性肝硬変、アルコール誘発性肝障害、胆汁うっ滞、特
異体質性肝疾患、薬物誘発性肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎、アレルギーおよび喘息、
Ｂ群連鎖球菌（ＧＢＳ）感染、精神障害（例えば、うつ病および統合失調症）、Ｔｈ２型
およびＴｈ１型によって媒介される疾病、急性および慢性疼痛（疼痛の様々な形態）、な
らびに、肺がん、乳がん、胃がん、膀胱がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣がん、前立腺が
んおよび腎臓がんおよび造血性悪性病変（白血病およびリンパ腫）などのがん、無βリポ
タンパク質血症、先端チアノーゼ、急性および慢性寄生性または感染性プロセス、急性白
血病、急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）、急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）、急性または慢
性細菌感染、急性膵炎、急性腎不全、腺癌、心房異所性拍動、ＡＩＤＳ認知症複合、アル
コール誘発性肝炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性接触性皮膚炎、アレルギー性鼻炎
、同種移植拒絶、α－１－アンチトリプシン欠乏症、筋萎縮性側索硬化症、貧血、狭心症
、前角細胞変性、抗ｃｄ３治療、抗リン脂質症候群、抗受容体過敏症反応、大動脈瘤およ
び末梢動脈瘤、大動脈解離、動脈性高血圧、動脈硬化症、動静脈痩、運動失調、心房細動
（持続的または発作性）、心房粗動、房室ブロック、Ｂ細胞リンパ腫、骨移植拒絶、骨髄
移植（ＢＭＴ）拒絶、脚ブロック、バーキットリンパ腫、火傷、心不整脈、心機能不全症
候群（ｃａｒｄｉａｃ　ｓｔｕｎ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）、心臓腫瘍、心筋症、心肺バイパ
ス炎症反応、軟骨移植拒絶、小脳皮質変性、小脳疾患、無秩序なまたは多巣性心房頻脈、
化学療法関連疾患、慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、慢性アルコール症、慢性炎症性病変、
慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、慢性サリチル酸中毒、
結腸直腸癌、うっ血性心不全、結膜炎、接触性皮膚炎、肺性心、冠動脈疾患、クロイツフ
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ェルト－ヤコブ病、培養陰性敗血症、嚢胞性繊維症、サイトカイン療法関連疾患、拳闘家
認知症、脱髄性疾患、デング出血熱、皮膚炎、皮膚科学的症状、糖尿病、真性糖尿病、糖
尿病性動脈硬化疾患、瀰漫性レビー小体病、拡張型うっ血性心筋症、大脳基底核の障害、
中年のダウン症候群、ＣＮＳドーパミン受容体を遮断する薬物によって誘発された薬物誘
発性運動疾患、薬物感受性、湿疹、脳脊髄炎、心内膜炎、内分泌疾患、喉頭蓋炎、エプス
タイン－バーウイルス感染、紅痛症、錐体外路および小脳疾患、家族性血球貪食性リンパ
組織球症、致死的胸腺移植組織拒絶、フリードライヒ失調症、機能的末梢動脈疾患、真菌
性敗血症、ガス壊疸、胃潰瘍、糸球体腎炎、いずれかの臓器または組織の移植片拒絶、グ
ラム陰性敗血症、グラム陽性敗血症、細胞内生物に起因する肉芽腫、有毛細胞白血病、ハ
ラーホルデン・スパッツ病、橋本甲状腺炎、枯草熱、心臓移植拒絶、ヘモクロマトーシス
、血液透析、溶血性尿毒症症候群／血栓溶解血小板減少紫斑病、出血、肝炎（Ａ型）、ヒ
ス束不整脈、ＨＩＶ感染／ＨＩＶ神経障害、ホジキン病、運動過剰疾患、過敏症反応、過
敏性肺炎、高血圧、運動低下障害、視床下部－下垂体－副腎皮質系評価、特発性アジソン
病、特発性肺繊維症、抗体媒介性細胞毒性、無力症、乳児脊髄性筋萎縮症、大動脈の炎症
、Ａ型インフルエンザ、電離放射線曝露、虹彩毛様体炎／ブドウ膜炎／視神経炎、虚血再
灌流障害、虚血性発作、若年性関節リウマチ、若年性脊髄性筋萎縮症、カポジ肉腫、腎移
植拒絶、レジオネラ、リーシュマニア症、ハンセン病、皮質脊髄系の病変、脂肪血症、肝
臓移植拒絶、リンパ浮腫、マラリア、悪性リンパ腫、悪性組織球増殖症、悪性黒色腫、髄
膜炎、髄膜炎菌血症、代謝性／特発性、偏頭痛、ミトコンドリア多系疾患、混合性結合組
織病、モノクローナル高ガンマグロブリン血症、多発性骨髄腫、多系統変性（メンセル・
デジェリーヌ－トーマス・シャイ－ドレーガーおよびマシャド－ジョセフ）、重症筋無力
症、マイコバクテリウム・アビウム・イントラセルラーレ、マイコバクテリウム・チュバ
キュロシス、骨髄形成症候群、心筋梗塞、真菌虚血疾患、上咽頭癌、新生児慢性肺疾患、
腎炎、ネフローゼ、神経変性疾患、神経原性Ｉ筋萎縮、好中球減少性発熱、非ホジキンリ
ンパ腫、腹部大動脈およびその分枝の閉塞、閉塞性動脈疾患、ｏｋｔ３療法、精巣炎／精
巣上体炎、精巣炎／精管復元術処置、臓器肥大、骨粗鬆症、膵臓移植拒絶、膵癌、腫瘍随
伴性症候群／悪性腫瘍の高カルシウム血症、副甲状腺移植拒絶、骨盤内炎症性疾患、通年
性鼻炎、心膜疾患、末梢アテローム硬化性疾患、末梢血管疾患、腹膜炎、悪性貧血、ニュ
ーモシスチス・カリニ肺炎、肺炎、ＰＯＥＭＳ症候群（多発神経炎、臓器肥大、内分泌疾
患、単クローン性γグロブリン血症および皮膚変化症候群）、灌流後症候群、ポンプ後症
候群、心筋梗塞後開心術症候群、子癇前症、進行性核上性麻痺、原発性肺高血圧、放射線
療法、レイノー現象および病、レイノー病、レフサム病、規則的なＱＲＳ幅の狭い頻脈症
、腎血管性高血圧、再灌流障害、拘束型心筋症、肉腫、強皮症、老年性舞踏病、レビー小
体型の老年性認知症、血清反応陰性関節炎、ショック、鎌形赤血球貧血症、皮膚同種異系
移植拒絶、皮膚変化症候群、小腸移植拒絶、固形腫瘍、固有不整脈、脊髄性運動失調、脊
髄小脳変性、連鎖球菌性筋炎、小脳の構造的病変、亜急性硬化性全脳炎、失神、心血管系
の梅毒、全身性アナフィラキシー、全身性炎症反応症候群、全身性発症若年性関節リウマ
チ、Ｔ細胞またはＦＡＢＡＬＬ、毛細血管拡張症、閉塞性血栓血管炎、血小板減少症、毒
性、移植、外傷／出血、ＩＩＩ型過敏症反応、ＩＶ型過敏症、不安定狭心症、尿毒症、尿
路性敗血症、じんましん、心臓弁膜症、静脈瘤、血管炎、静脈疾患、静脈血栓症、心室細
動、ウイルスおよび真菌感染、ウイルス性脳炎／無菌性髄膜炎、ウイルス関連血球貪食症
候群、ウェルニッケ－コルサコフ症候群、ウィルソン病、いずれかの臓器または組織の異
種移植拒絶からなる群から選択される、請求項８に記載の炎症性疾患を治療するための方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、抗ＣＸＣＲ５抗体に関するまたはこれらに由来する組成物および方法を提供
する。より具体的には、本開示は、ＣＸＣＲ５に結合するヒト抗体、このような抗体のＣ
ＸＣＲ５結合断片および誘導体、ならびにこのような断片を含むＣＸＣＲ５結合ポリペプ
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チドを提供する。さらにまた、本開示は、このような抗体、抗体断片および誘導体および
ポリペプチドをコードする核酸、このようなポリヌクレオチドを含む細胞、このような抗
体、抗体断片および誘導体およびポリペプチドを作製するための方法、ならびにこのよう
な抗体、抗体断片および誘導体およびポリペプチドを使用するための方法を提供し、種々
の炎症性障害および種々のがんを含めたＣＸＣＲ５関連障害または状態を有する対象を治
療または診断する方法を含む。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＸＣＲ５は、バーキットリンパ腫受容体（ＢＬＲ１）、ＣＤ１８５、ＭＤＲ１５およ
びＭＧＣ１１７３４７としても知られ、ＣＸＣケモカイン受容体ファミリーのメンバーで
あるＧタンパク質共役受容体である。リガンドは、Ｂ細胞化学誘引物質であるＣＸＣＬ１
３としても知られているＢＬＣである。プロセシングされていないＣＸＣＲ５前駆体は、
長さが３７２アミノ酸であり、４２ｋＤの分子量を有する。ＣＸＣＲ５は、特定の解剖学
的区画内へのＢ細胞の移動および局在化に役割を果たす。ノックアウトマウスは、末梢リ
ンパ節を欠損し、パイエル斑が少なく、Ｂ細胞レベルが低下している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
（発明の要旨）
　本開示は、少なくとも１０－６Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５エピトープに結合するＩｇ
Ｇクラスの完全ヒト抗体であって、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、
配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９
、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号
３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列
番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、
配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６
６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番
号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配
列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１
０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１
１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１
２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１
３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１
４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１
５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１
６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１
８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１
９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９
５％同一である重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配
列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、
配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３
０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番
号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配
列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３
、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号
７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列
番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、
配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配
列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配
列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配
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列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配
列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配
列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配
列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配
列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配
列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配
列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配
列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少な
くとも９５％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する完全ヒト抗体を提供する。好まし
くは、完全ヒト抗体は、重鎖と軽鎖の両方を有し、ここで、抗体は、配列番号１／配列番
号２（本明細書において５２Ａ９と称する。）、配列番号３／配列番号４（本明細書にお
いて５２Ａ１０と称する。）、配列番号５／配列番号６（本明細書において５２Ｂ１０と
称する。）、配列番号７／配列番号８（本明細書において５２Ｃ６と称する。）、配列番
号９／配列番号１０（本明細書において５２Ｄ６と称する。）、配列番号１１／配列番号
１２（本明細書において５２Ｄ７と称する。）、配列番号１３／配列番号１４（本明細書
において５２Ｄ１１と称する。）、配列番号１５／配列番号１６（本明細書において５２
Ｅ１と称する。）、配列番号１７／配列番号１８（本明細書において５２Ｅ１０と称する
。）、配列番号１９／配列番号２０（本明細書において５２Ｈ９と称する。）、配列番号
２１／配列番号２２（本明細書においてＰＣ１２と称する。）、配列番号２３／配列番号
２４（本明細書においてＰＤ１０と称する。）、配列番号２５／配列番号２６（本明細書
においてＤ３－４と称する。）、配列番号２７／配列番号２８（本明細書においてＥ２－
１と称する。）、配列番号２９／配列番号３０（本明細書においてＡ４または７Ａ７と称
する。）、配列番号３１／配列番号３２（本明細書においてＡ８と称する。）、配列番号
３３／配列番号３４（本明細書においてＡ１２と称する。）、配列番号３５／配列番号３
６（本明細書においてＢ３と称する。）、配列番号３７／配列番号３８（本明細書におい
てＣ８と称する。）、配列番号３９／配列番号４０（本明細書においてＦ８または１０Ｇ
９と称する。）、配列番号４１／配列番号４２（本明細書においてＧ１１と称する。）、
配列番号４３／配列番号４４（本明細書においてＨ３と称する。）、配列番号４５／配列
番号４６（本明細書においてＨ５と称する。）、配列番号４７／配列番号４８（本明細書
においてＨ６と称する。）、配列番号２５／配列番号４９（本明細書において２Ｄ３と称
する。）、配列番号５０／配列番号５１（本明細書において３Ａ１１と称する。）、配列
番号５２／配列番号５３（本明細書において３Ｂ９と称する。）、配列番号５４／配列番
号５５（本明細書において３Ｄ１１と称する。）、配列番号５６／配列番号５７（本明細
書において３Ｄ１２または４Ｅ１２と称する。）、配列番号５８／配列番号５９（本明細
書において３Ｅ７と称する。）、配列番号６０／配列番号６１（本明細書において３Ｅ１
２と称する。）、配列番号６２／配列番号６３（本明細書において３Ｆ７と称する。）、
配列番号６４／配列番号６５（本明細書において３Ｇ２と称する。）、配列番号６６／配
列番号６７（本明細書において３Ｇ７と称する。）、配列番号６８／配列番号６９（本明
細書において４Ａ５と称する。）、配列番号７０／配列番号７１（本明細書において４Ｅ
９と称する。）、配列番号７２／配列番号７３（本明細書において４Ｆ１と称する。）、
配列番号７４／配列番号７５（本明細書において４Ｆ４と称する。）、配列番号７６／配
列番号７７（本明細書において４Ｈ２と称する。）、配列番号７８／配列番号７９（本明
細書において５Ａ８と称する。）、配列番号８０／配列番号８１（本明細書において５Ｆ
１と称する。）、配列番号８２／配列番号８３（本明細書において６Ａ４と称する。）、
配列番号８４／配列番号８５（本明細書において６Ｆ９と称する。）、配列番号１５／配
列番号８６（本明細書において６Ｇ５と称する。）、配列番号８７／配列番号８８（本明
細書において７Ｂ１１または８Ｂ２と称する。）、配列番号８９／配列番号９０（本明細
書において７Ｈ１０と称する。）、配列番号１５／配列番号９１（本明細書において８Ｄ
１２と称する。）、配列番号９２／配列番号９３（本明細書において８Ｈ５と称する。）
、配列番号９４／配列番号９５（本明細書において９Ａ１０と称する。）、配列番号９６
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／配列番号９７（本明細書において１０Ａ１２と称する。）、配列番号９８／配列番号９
９（本明細書において１０Ｂ２と称する。）、配列番号１００／配列番号１０１（本明細
書において１０Ｃ３と称する。）、配列番号１０２／配列番号１０３（本明細書において
１０Ｃ７と称する。）、配列番号１０４／配列番号１０５（本明細書において１１Ｅ３と
称する。）、配列番号１０６／配列番号１０７（本明細書において１１Ａ１２と称する。
）、配列番号１０８／配列番号１０９（本明細書において１１Ａ７と称する。）、配列番
号１１０／配列番号１１１（本明細書において１１Ｃ３と称する。）、配列番号１１２／
配列番号１１３（本明細書において１１Ｄ３と称する。）、配列番号１１４／配列番号１
１５（本明細書において１１Ｄ４と称する。）、配列番号１１６／配列番号１１７（本明
細書において１１Ｄ７と称する。）、配列番号１１８／配列番号１１９（本明細書におい
て１１Ｆ３と称する。）、配列番号１２０／配列番号１２１（本明細書において１１Ｇ３
と称する。）、配列番号１２２／配列番号１２３（本明細書において１２Ａ４と称する。
）、配列番号１２４／配列番号１２５（本明細書において１２Ｂ１１または１４Ｅ１０と
称する。）、配列番号１２６／配列番号１２７（本明細書において１２Ｂ４と称する。）
、配列番号１２８／配列番号１２９（本明細書において１２Ｃ１と称する。）、配列番号
１３０／配列番号１３１（本明細書において１２Ｃ６と称する。）、配列番号１３２／配
列番号１３３（本明細書において１２Ｄ１１と称する。）、配列番号１３４／配列番号１
３５（本明細書において１２Ｄ３と称する。）、配列番号１３６／配列番号１３７（本明
細書において１２Ｇ１０と称する。）、配列番号１３８／配列番号１３９（本明細書にお
いて１３Ｅ１０と称する。）、配列番号１１４／配列番号１４０（本明細書において１３
Ｅ４と称する。）、配列番号１４１／配列番号１４２（本明細書において１３Ａ３と称す
る。）、配列番号１４３／配列番号１４４（本明細書において１３Ｆ８と称する。）、配
列番号１４５／配列番号１４６（本明細書において１３Ｆ９と称する。）、配列番号１４
７／配列番号１４８（本明細書において１３Ｇ９と称する。）、配列番号１４９／配列番
号１５０（本明細書において１４Ｅ５と称する。）、配列番号１５１／配列番号１５２（
本明細書において１４Ｂ１１と称する。）、配列番号２５／配列番号１５３（本明細書に
おいて１４Ｂ４と称する。）、配列番号１５４／配列番号１５５（本明細書において１４
Ｃ１０と称する。）、配列番号１５６／配列番号１５７（本明細書において１４Ｃ１１と
称する。）、配列番号１５８／配列番号１５９（本明細書において１４Ｃ３と称する。）
、配列番号１６０／配列番号１６１（本明細書において１４Ｄ７と称する。）、配列番号
１６２／配列番号１６３（本明細書において１４Ｆ１１と称する。）、配列番号１６４／
配列番号１６５（本明細書において１４Ｆ８と称する。）、配列番号１６６４／配列番号
１６７（本明細書において１５Ｃ９と称する。）、配列番号１６８／配列番号１６９（本
明細書において１５Ｄ７と称する。）、配列番号１７０／配列番号１７１（本明細書にお
いて１４Ｄ９と称する。）、配列番号１７２／配列番号１７３（本明細書において１５Ｆ
９と称する。）、配列番号１７４／配列番号１７５（本明細書において１５Ｇ１１と称す
る。）、配列番号１７６／配列番号１７７（本明細書において１５Ｇ７と称する。）、配
列番号１９／配列番号１７８（本明細書において１５Ｇ９と称する。）、配列番号１７９
／配列番号１８０（本明細書において１５Ｈ１０と称する。）、配列番号１８１／配列番
号１８２（本明細書において１５Ｈ１２と称する。）、配列番号１８３／配列番号１８４
（本明細書において１６Ｅ３と称する。）、配列番号１８５／配列番号１８６（本明細書
において１６Ａ６と称する。）、配列番号１８７／配列番号１８８（本明細書において１
６Ａ８と称する。）、配列番号１８９／配列番号１９０（本明細書において１６Ｂ１と称
する。）、配列番号１９１／配列番号１９２（本明細書において１６Ｂ７と称する。）、
配列番号１９３／配列番号１９４（本明細書において１６Ｆ８と称する。）、配列番号１
９５／配列番号１９６（本明細書において１６Ｆ９と称する。）、およびこれらの組み合
わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【０００４】
　本開示は、重鎖由来の可変ドメイン領域と軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒ
ト抗体Ｆａｂ断片であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番
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号５、配列番号７、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号
１７、配列番号１９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列
番号２９、配列番号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、
配列番号４１、配列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５
２、配列番号５４、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番
号６４、配列番号６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配
列番号７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７
、配列番号８９、配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号
１００、配列番号１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号
１１０、配列番号１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号
１２０、配列番号１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号
１３０、配列番号１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号
１４１、配列番号１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号
１５１、配列番号１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号
１６２、配列番号１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号
１８３、配列番号１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号
１９３、配列番号１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸
配列と少なくとも９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４
、配列番号６、配列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６
、配列番号１８、配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号
２８、配列番号３０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列
番号４０、配列番号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、
配列番号５１、配列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６
１、配列番号６３、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番
号７５、配列番号７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配
列番号８６、配列番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５
、配列番号９７、配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配
列番号１０７、配列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配
列番号１１７、配列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配
列番号１２７、配列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配
列番号１３７、配列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配
列番号１４６、配列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配
列番号１５５、配列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配
列番号１６５、配列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配
列番号１７５、配列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配
列番号１８４、配列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配
列番号１９４、配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるア
ミノ酸配列と少なくとも９５％同一である、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片を提供する。好まし
くは、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方
を有し、ここで、抗体は、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号
５／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／
配列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１
７／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番
号２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配
列番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４
、配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号
４０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列
番号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／
配列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５
６／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番
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号６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配
列番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３
、配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号
７９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列
番号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／
配列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９
４／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番
号１００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番
号１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番
号１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番
号１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番
号１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番
号１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番
号１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番
号１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番
号１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番
号１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番
号１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号
１５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号
１５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号
１６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番
号１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番
号１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番
号１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号
１８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号
１８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号
１９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【０００５】
　本開示は、重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、ならびに
重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本
鎖ヒト抗体であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、
配列番号７、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、
配列番号１９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２
９、配列番号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番
号４１、配列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配
列番号５４、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４
、配列番号６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号
７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列
番号８９、配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００
、配列番号１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０
、配列番号１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０
、配列番号１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０
、配列番号１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１
、配列番号１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１
、配列番号１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２
、配列番号１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３
、配列番号１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３
、配列番号１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と
少なくとも９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４、配列
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番号６、配列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列
番号１８、配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、
配列番号３０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４
０、配列番号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番
号５１、配列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配
列番号６３、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５
、配列番号７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号
８６、配列番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列
番号９７、配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号
１０７、配列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号
１１７、配列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号
１２７、配列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号
１３７、配列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号
１４６、配列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号
１５５、配列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号
１６５、配列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号
１７５、配列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号
１８４、配列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号
１９４、配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸
配列と少なくとも９５％同一である、一本鎖ヒト抗体を提供する。好ましくは、完全ヒト
一本鎖抗体は、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、ここで、一
本鎖完全ヒト抗体は、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／
配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列
番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／
配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２
３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番
号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配
列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０
、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号
４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列
番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／
配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６
２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番
号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配
列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９
、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号
８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列
番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／
配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１
００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１
０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１
１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１
１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１
２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１
２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１
３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１
３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１
１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１
４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１
４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５
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３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５
８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６
３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１
６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１
７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１
９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８
２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８
７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９
２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれら
の組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【０００６】
　本開示は、さらに、有効量の抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドを投与することを含む、炎症性
疾患を治療するための方法を提供し、ここで、抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドは、少なくとも
１０－６Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５エピトープに結合するＩｇＧクラスの完全ヒト抗体
、重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒト抗体
Ｆａｂ断片、重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、および重
鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本鎖
ヒト抗体、ならびにこれらの組み合わせからなる群から選択され，
　完全ヒト抗体は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、配
列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２１
、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番号
３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配列
番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６、
配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号６
８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列番
号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、配
列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番号
１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番号
１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番号
１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番号
１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番号
１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番号
１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番号
１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番号
１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である
重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配列
番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０、
配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号３
２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列番
号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、配
列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６７
、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番号
７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配列
番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９、
配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９、
配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９、
配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９、
配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９、
配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８、
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配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７、
配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７、
配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７、
配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６、
配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６、
およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同
一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列
番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配
列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１
、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号
４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列
番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、
配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７
８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番
号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２
、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２
、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２
、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２
、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３
、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４
、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４
、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５
、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番
号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列
番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、
配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４
２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番
号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配
列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７
、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号
８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列
番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番
号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番
号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番
号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番
号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番
号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番
号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番
号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番
号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番
号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番
号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくと
も９５％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　一本鎖ヒト抗体は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、
配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２
１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番
号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配
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列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６
、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号
６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列
番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、
配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番
号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番
号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番
号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番
号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番
号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番
号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番
号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番
号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、および
これらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一であ
る重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配
列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０
、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号
３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列
番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、
配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６
７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番
号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配
列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９
、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９
、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９
、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９
、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９
、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８
、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７
、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７
、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７
、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６
、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【０００７】
　好ましくは、完全ヒト抗体は、重鎖と軽鎖の両方を有し、ここで、抗体は、配列番号１
／配列番号２（本明細書において５２Ａ９と称する。）、配列番号３／配列番号４（本明
細書において５２Ａ１０と称する。）、配列番号５／配列番号６（本明細書において５２
Ｂ１０と称する。）、配列番号７／配列番号８（本明細書において５２Ｃ６と称する。）
、配列番号９／配列番号１０（本明細書において５２Ｄ６と称する。）、配列番号１１／
配列番号１２（本明細書において５２Ｄ７と称する。）、配列番号１３／配列番号１４（
本明細書において５２Ｄ１１と称する。）、配列番号１５／配列番号１６（本明細書にお
いて５２Ｅ１と称する。）、配列番号１７／配列番号１８（本明細書において５２Ｅ１０
と称する。）、配列番号１９／配列番号２０（本明細書において５２Ｈ９と称する。）、
配列番号２１／配列番号２２（本明細書においてＰＣ１２と称する。）、配列番号２３／
配列番号２４（本明細書においてＰＤ１０と称する。）、配列番号２５／配列番号２６（
本明細書においてＤ３－４と称する。）、配列番号２７／配列番号２８（本明細書におい
てＥ２－１と称する。）、配列番号２９／配列番号３０（本明細書においてＡ４または７
Ａ７と称する。）、配列番号３１／配列番号３２（本明細書においてＡ８と称する。）、
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配列番号３３／配列番号３４（本明細書においてＡ１２と称する。）、配列番号３５／配
列番号３６（本明細書においてＢ３と称する。）、配列番号３７／配列番号３８（本明細
書においてＣ８と称する。）、配列番号３９／配列番号４０（本明細書においてＦ８また
は１０Ｇ９と称する。）、配列番号４１／配列番号４２（本明細書においてＧ１１と称す
る。）、配列番号４３／配列番号４４（本明細書においてＨ３と称する。）、配列番号４
５／配列番号４６（本明細書においてＨ５と称する。）、配列番号４７／配列番号４８（
本明細書においてＨ６と称する。）、配列番号２５／配列番号４９（本明細書において２
Ｄ３と称する。）、配列番号５０／配列番号５１（本明細書において３Ａ１１と称する。
）、配列番号５２／配列番号５３（本明細書において３Ｂ９と称する。）、配列番号５４
／配列番号５５（本明細書において３Ｄ１１と称する。）、配列番号５６／配列番号５７
（本明細書において３Ｄ１２または４Ｅ１２と称する。）、配列番号５８／配列番号５９
（本明細書において３Ｅ７と称する。）、配列番号６０／配列番号６１（本明細書におい
て３Ｅ１２と称する。）、配列番号６２／配列番号６３（本明細書において３Ｆ７と称す
る。）、配列番号６４／配列番号６５（本明細書において３Ｇ２と称する。）、配列番号
６６／配列番号６７（本明細書において３Ｇ７と称する。）、配列番号６８／配列番号６
９（本明細書において４Ａ５と称する。）、配列番号７０／配列番号７１（本明細書にお
いて４Ｅ９と称する。）、配列番号７２／配列番号７３（本明細書において４Ｆ１と称す
る。）、配列番号７４／配列番号７５（本明細書において４Ｆ４と称する。）、配列番号
７６／配列番号７７（本明細書において４Ｈ２と称する。）、配列番号７８／配列番号７
９（本明細書において５Ａ８と称する。）、配列番号８０／配列番号８１（本明細書にお
いて５Ｆ１と称する。）、配列番号８２／配列番号８３（本明細書において６Ａ４と称す
る。）、配列番号８４／配列番号８５（本明細書において６Ｆ９と称する。）、配列番号
１５／配列番号８６（本明細書において６Ｇ５と称する。）、配列番号８７／配列番号８
８（本明細書において７Ｂ１１または８Ｂ２と称する。）、配列番号８９／配列番号９０
（本明細書において７Ｈ１０と称する。）、配列番号１５／配列番号９１（本明細書にお
いて８Ｄ１２と称する。）、配列番号９２／配列番号９３（本明細書において８Ｈ５と称
する。）、配列番号９４／配列番号９５（本明細書において９Ａ１０と称する。）、配列
番号９６／配列番号９７（本明細書において１０Ａ１２と称する。）、配列番号９８／配
列番号９９（本明細書において１０Ｂ２と称する。）、配列番号１００／配列番号１０１
（本明細書において１０Ｃ３と称する。）、配列番号１０２／配列番号１０３（本明細書
において１０Ｃ７と称する。）、配列番号１０４／配列番号１０５（本明細書において１
１Ｅ３と称する。）、配列番号１０６／配列番号１０７（本明細書において１１Ａ１２と
称する。）、配列番号１０８／配列番号１０９（本明細書において１１Ａ７と称する。）
、配列番号１１０／配列番号１１１（本明細書において１１Ｃ３と称する。）、配列番号
１１２／配列番号１１３（本明細書において１１Ｄ３と称する。）、配列番号１１４／配
列番号１１５（本明細書において１１Ｄ４と称する。）、配列番号１１６／配列番号１１
７（本明細書において１１Ｄ７と称する。）、配列番号１１８／配列番号１１９（本明細
書において１１Ｆ３と称する。）、配列番号１２０／配列番号１２１（本明細書において
１１Ｇ３と称する。）、配列番号１２２／配列番号１２３（本明細書において１２Ａ４と
称する。）、配列番号１２４／配列番号１２５（本明細書において１２Ｂ１１または１４
Ｅ１０と称する。）、配列番号１２６／配列番号１２７（本明細書において１２Ｂ４と称
する。）、配列番号１２８／配列番号１２９（本明細書において１２Ｃ１と称する。）、
配列番号１３０／配列番号１３１（本明細書において１２Ｃ６と称する。）、配列番号１
３２／配列番号１３３（本明細書において１２Ｄ１１と称する。）、配列番号１３４／配
列番号１３５（本明細書において１２Ｄ３と称する。）、配列番号１３６／配列番号１３
７（本明細書において１２Ｇ１０と称する。）、配列番号１３８／配列番号１３９（本明
細書において１３Ｅ１０と称する。）、配列番号１１４／配列番号１４０（本明細書にお
いて１３Ｅ４と称する。）、配列番号１４１／配列番号１４２（本明細書において１３Ａ
３と称する。）、配列番号１４３／配列番号１４４（本明細書において１３Ｆ８と称する
。）、配列番号１４５／配列番号１４６（本明細書において１３Ｆ９と称する。）、配列
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番号１４７／配列番号１４８（本明細書において１３Ｇ９と称する。）、配列番号１４９
／配列番号１５０（本明細書において１４Ｅ５と称する。）、配列番号１５１／配列番号
１５２（本明細書において１４Ｂ１１と称する。）、配列番号２５／配列番号１５３（本
明細書において１４Ｂ４と称する。）、配列番号１５４／配列番号１５５（本明細書にお
いて１４Ｃ１０と称する。）、配列番号１５６／配列番号１５７（本明細書において１４
Ｃ１１と称する。）、配列番号１５８／配列番号１５９（本明細書において１４Ｃ３と称
する。）、配列番号１６０／配列番号１６１（本明細書において１４Ｄ７と称する。）、
配列番号１６２／配列番号１６３（本明細書において１４Ｆ１１と称する。）、配列番号
１６４／配列番号１６５（本明細書において１４Ｆ８と称する。）、配列番号１６６４／
配列番号１６７（本明細書において１５Ｃ９と称する。）、配列番号１６８／配列番号１
６９（本明細書において１５Ｄ７と称する。）、配列番号１７０／配列番号１７１（本明
細書において１４Ｄ９と称する。）、配列番号１７２／配列番号１７３（本明細書におい
て１５Ｆ９と称する。）、配列番号１７４／配列番号１７５（本明細書において１５Ｇ１
１と称する。）、配列番号１７６／配列番号１７７（本明細書において１５Ｇ７と称する
。）、配列番号１９／配列番号１７８（本明細書において１５Ｇ９と称する。）、配列番
号１７９／配列番号１８０（本明細書において１５Ｈ１０と称する。）、配列番号１８１
／配列番号１８２（本明細書において１５Ｈ１２と称する。）、配列番号１８３／配列番
号１８４（本明細書において１６Ｅ３と称する。）、配列番号１８５／配列番号１８６（
本明細書において１６Ａ６と称する。）、配列番号１８７／配列番号１８８（本明細書に
おいて１６Ａ８と称する。）、配列番号１８９／配列番号１９０（本明細書において１６
Ｂ１と称する。）、配列番号１９１／配列番号１９２（本明細書において１６Ｂ７と称す
る。）、配列番号１９３／配列番号１９４（本明細書において１６Ｆ８と称する。）、配
列番号１９５／配列番号１９６（本明細書において１６Ｆ９と称する。）、およびこれら
の組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。好ましく
は、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を
有し、ここで、抗体は、配列番号１／配列番号２（本明細書において５２Ａ９と称する。
）、配列番号３／配列番号４（本明細書において５２Ａ１０と称する。）、配列番号５／
配列番号６（本明細書において５２Ｂ１０と称する。）、配列番号７／配列番号８（本明
細書において５２Ｃ６と称する。）、配列番号９／配列番号１０（本明細書において５２
Ｄ６と称する。）、配列番号１１／配列番号１２（本明細書において５２Ｄ７と称する。
）、配列番号１３／配列番号１４（本明細書において５２Ｄ１１と称する。）、配列番号
１５／配列番号１６（本明細書において５２Ｅ１と称する。）、配列番号１７／配列番号
１８（本明細書において５２Ｅ１０と称する。）、配列番号１９／配列番号２０（本明細
書において５２Ｈ９と称する。）、配列番号２１／配列番号２２（本明細書においてＰＣ
１２と称する。）、配列番号２３／配列番号２４（本明細書においてＰＤ１０と称する。
）、配列番号２５／配列番号２６（本明細書においてＤ３－４と称する。）、配列番号２
７／配列番号２８（本明細書においてＥ２－１と称する。）、配列番号２９／配列番号３
０（本明細書においてＡ４または７Ａ７と称する。）、配列番号３１／配列番号３２（本
明細書においてＡ８と称する。）、配列番号３３／配列番号３４（本明細書においてＡ１
２と称する。）、配列番号３５／配列番号３６（本明細書においてＢ３と称する。）、配
列番号３７／配列番号３８（本明細書においてＣ８と称する。）、配列番号３９／配列番
号４０（本明細書においてＦ８または１０Ｇ９と称する。）、配列番号４１／配列番号４
２（本明細書においてＧ１１と称する。）、配列番号４３／配列番号４４（本明細書にお
いてＨ３と称する。）、配列番号４５／配列番号４６（本明細書においてＨ５と称する。
）、配列番号４７／配列番号４８（本明細書においてＨ６と称する。）、配列番号２５／
配列番号４９（本明細書において２Ｄ３と称する。）、配列番号５０／配列番号５１（本
明細書において３Ａ１１と称する。）、配列番号５２／配列番号５３（本明細書において
３Ｂ９と称する。）、配列番号５４／配列番号５５（本明細書において３Ｄ１１と称する
。）、配列番号５６／配列番号５７（本明細書において３Ｄ１２または４Ｅ１２と称する
。）、配列番号５８／配列番号５９（本明細書において３Ｅ７と称する。）、配列番号６
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０／配列番号６１（本明細書において３Ｅ１２と称する。）、配列番号６２／配列番号６
３（本明細書において３Ｆ７と称する。）、配列番号６４／配列番号６５（本明細書にお
いて３Ｇ２と称する。）、配列番号６６／配列番号６７（本明細書において３Ｇ７と称す
る。）、配列番号６８／配列番号６９（本明細書において４Ａ５と称する。）、配列番号
７０／配列番号７１（本明細書において４Ｅ９と称する。）、配列番号７２／配列番号７
３（本明細書において４Ｆ１と称する。）、配列番号７４／配列番号７５（本明細書にお
いて４Ｆ４と称する。）、配列番号７６／配列番号７７（本明細書において４Ｈ２と称す
る。）、配列番号７８／配列番号７９（本明細書において５Ａ８と称する。）、配列番号
８０／配列番号８１（本明細書において５Ｆ１と称する。）、配列番号８２／配列番号８
３（本明細書において６Ａ４と称する。）、配列番号８４／配列番号８５（本明細書にお
いて６Ｆ９と称する。）、配列番号１５／配列番号８６（本明細書において６Ｇ５と称す
る。）、配列番号８７／配列番号８８（本明細書において７Ｂ１１または８Ｂ２と称する
。）、配列番号８９／配列番号９０（本明細書において７Ｈ１０と称する。）、配列番号
１５／配列番号９１（本明細書において８Ｄ１２と称する。）、配列番号９２／配列番号
９
３（本明細書において８Ｈ５と称する。）、配列番号９４／配列番号９５（本明細書にお
いて９Ａ１０と称する。）、配列番号９６／配列番号９７（本明細書において１０Ａ１２
と称する。）、配列番号９８／配列番号９９（本明細書において１０Ｂ２と称する。）、
配列番号１００／配列番号１０１（本明細書において１０Ｃ３と称する。）、配列番号１
０２／配列番号１０３（本明細書において１０Ｃ７と称する。）、配列番号１０４／配列
番号１０５（本明細書において１１Ｅ３と称する。）、配列番号１０６／配列番号１０７
（本明細書において１１Ａ１２と称する。）、配列番号１０８／配列番号１０９（本明細
書において１１Ａ７と称する。）、配列番号１１０／配列番号１１１（本明細書において
１１Ｃ３と称する。）、配列番号１１２／配列番号１１３（本明細書において１１Ｄ３と
称する。）、配列番号１１４／配列番号１１５（本明細書において１１Ｄ４と称する。）
、配列番号１１６／配列番号１１７（本明細書において１１Ｄ７と称する。）、配列番号
１１８／配列番号１１９（本明細書において１１Ｆ３と称する。）、配列番号１２０／配
列番号１２１（本明細書において１１Ｇ３と称する。）、配列番号１２２／配列番号１２
３（本明細書において１２Ａ４と称する。）、配列番号１２４／配列番号１２５（本明細
書において１２Ｂ１１または１４Ｅ１０と称する。）、配列番号１２６／配列番号１２７
（本明細書において１２Ｂ４と称する。）、配列番号１２８／配列番号１２９（本明細書
において１２Ｃ１と称する。）、配列番号１３０／配列番号１３１（本明細書において１
２Ｃ６と称する。）、配列番号１３２／配列番号１３３（本明細書において１２Ｄ１１と
称する。）、配列番号１３４／配列番号１３５（本明細書において１２Ｄ３と称する。）
、配列番号１３６／配列番号１３７（本明細書において１２Ｇ１０と称する。）、配列番
号１３８／配列番号１３９（本明細書において１３Ｅ１０と称する。）、配列番号１１４
／配列番号１４０（本明細書において１３Ｅ４と称する。）、配列番号１４１／配列番号
１４２（本明細書において１３Ａ３と称する。）、配列番号１４３／配列番号１４４（本
明細書において１３Ｆ８と称する。）、配列番号１４５／配列番号１４６（本明細書にお
いて１３Ｆ９と称する。）、配列番号１４７／配列番号１４８（本明細書において１３Ｇ
９と称する。）、配列番号１４９／配列番号１５０（本明細書において１４Ｅ５と称する
。）、配列番号１５１／配列番号１５２（本明細書において１４Ｂ１１と称する。）、配
列番号２５／配列番号１５３（本明細書において１４Ｂ４と称する。）、配列番号１５４
／配列番号１５５（本明細書において１４Ｃ１０と称する。）、配列番号１５６／配列番
号１５７（本明細書において１４Ｃ１１と称する。）、配列番号１５８／配列番号１５９
（本明細書において１４Ｃ３と称する。）、配列番号１６０／配列番号１６１（本明細書
において１４Ｄ７と称する。）、配列番号１６２／配列番号１６３（本明細書において１
４Ｆ１１と称する。）、配列番号１６４／配列番号１６５（本明細書において１４Ｆ８と
称する。）、配列番号１６６４／配列番号１６７（本明細書において１５Ｃ９と称する。
）、配列番号１６８／配列番号１６９（本明細書において１５Ｄ７と称する。）、配列番
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号１７０／配列番号１７１（本明細書において１４Ｄ９と称する。）、配列番号１７２／
配列番号１７３（本明細書において１５Ｆ９と称する。）、配列番号１７４／配列番号１
７５（本明細書において１５Ｇ１１と称する。）、配列番号１７６／配列番号１７７（本
明細書において１５Ｇ７と称する。）、配列番号１９／配列番号１７８（本明細書におい
て１５Ｇ９と称する。）、配列番号１７９／配列番号１８０（本明細書において１５Ｈ１
０と称する。）、配列番号１８１／配列番号１８２（本明細書において１５Ｈ１２と称す
る。）、配列番号１８３／配列番号１８４（本明細書において１６Ｅ３と称する。）、配
列番号１８５／配列番号１８６（本明細書において１６Ａ６と称する。）、配列番号１８
７／配列番号１８８（本明細書において１６Ａ８と称する。）、配列番号１８９／配列番
号１９０（本明細書において１６Ｂ１と称する。）、配列番号１９１／配列番号１９２（
本明細書において１６Ｂ７と称する。）、配列番号１９３／配列番号１９４（本明細書に
おいて１６Ｆ８と称する。）、配列番号１９５／配列番号１９６（本明細書において１６
Ｆ９と称する。）、およびこれらの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変
ドメイン配列を有する。好ましくは、完全ヒト一本鎖抗体は、重鎖可変ドメイン領域と軽
鎖可変ドメイン領域の両方を有し、ここで、一本鎖完全ヒト抗体は、配列番号１／配列番
号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配
列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、
配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２
０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番
号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配
列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７
／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号
４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列
番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、
配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５
９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番
号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配
列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６
／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号
８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列
番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、
配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９
７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配列番号１０１、配列番号１０２／
配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、
配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／
配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、
配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／
配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、
配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／
配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、
配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／
配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、
配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／
配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配
列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配
列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配
列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／
配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、
配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配
列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配
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列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配
列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配
列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択される重
鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【０００８】
　好ましくは、治療されるべき疾患は、関節リウマチ、骨関節炎、若年性慢性関節炎、化
膿性関節炎、ライム関節炎、乾癬性関節炎、反応性関節炎、脊椎関節症、全身性紅斑性狼
瘡、クローン病、潰瘍性大腸炎、炎症性腸疾患、インシュリン依存性糖尿病、甲状腺炎、
喘息、アレルギー性疾患、乾癬、皮膚炎、強皮症、移植片対宿主病、臓器移植拒絶、臓器
移植に関連する急性または慢性免疫疾患、サルコイドーシス、アテローム性動脈硬化症、
播種性血管内凝固、川崎病、バセドウ病、ネフローゼ症候群、慢性疲労症候群、ウェゲナ
ー肉芽腫症、ヘノッホ・シェーライン紫斑症、腎臓の顕微鏡的血管炎、慢性活動性肝炎、
ブドウ膜炎、敗血症性ショック、毒素性ショック症候群、敗血症症候群、悪液質、感染性
疾患、寄生性疾患、後天性免疫不全症候群、急性横断性脊髄炎、ハンチントン舞踏病、パ
ーキンソン病、アルツハイマー病、発作、原発性胆汁性肝硬変、溶血性貧血、悪性腫瘍、
心不全、心筋梗塞、アジソン病、孤発性の、多内分泌腺機能低下症候群Ｉ型および多内分
泌腺機能低下症候群ＩＩ型、シュミット症候群、成人（急性）呼吸促迫症候群、脱毛症、
円形脱毛症、血清反応陰性関節炎、関節炎、ライター病、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸性関
節炎、腸疾患性滑膜炎、クラミジア、エルシニアおよびサルモネラ関連関節炎、脊椎関節
症、アテローム性疾患／アテローム性動脈硬化症、アトピー性アレルギー、自己免疫性水
疱性疾患、尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、類天疱瘡、線状ＩｇＡ病、自己免疫性溶血性貧
血、クームス陽性溶血性貧血、後天性悪性貧血、若年性悪性貧血、筋痛性脳脊髄炎／ロイ
ヤルフリー病、慢性粘膜皮膚カンジダ症、巨細胞性動脈炎、原発性硬化性肝炎、突発性自
己免疫性肝炎、後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全関連疾患、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、
分類不能型免疫不全症（分類不能型原発性低γグロブリン血症）、拡張型心筋症、女性不
妊症、卵巣機能不全、早期卵巣機能不全、繊維性肺疾患、突発性間質性肺炎、炎症後間質
性肺疾患、間質性肺炎、結合組織疾患関連間質性肺疾患、混合性結合組織疾患関連肺疾患
、全身性硬化症関連間質性肺疾患、関節リウマチ関連間質性肺疾患、全身性紅斑性狼瘡関
連肺疾患、皮膚筋炎／多発性筋炎関連肺疾患、シェーグレン病関連肺疾患、強直性脊椎炎
関連肺疾患、血管炎性びまん性肺疾患、ヘモシデローシス関連肺疾患、薬物によって誘導
された間質性肺疾患、繊維症、放射性繊維症、閉塞性細気管支炎、慢性好酸球性肺炎、リ
ンパ球浸潤性肺疾患、感染後間質性肺疾患、通風関節炎、自己免疫性肝炎、１型自己免疫
性肝炎（古典的自己免疫性またはルポイド肝炎）、２型自己免疫性肝炎（抗ＬＫＭ抗体肝
炎）、自己免疫媒介性低血糖症、黒色表皮腫を伴うＢ型インシュリン抵抗性、副甲状腺機
能低下症、臓器移植に関連する急性免疫疾患、臓器移植に関連する慢性免疫疾患、変形性
関節症、原発性硬化性胆管炎、１型乾癬、２型乾癬、特発性白血球減少症、自己免疫性好
中球減少症、腎臓病ＮＯＳ、糸球体腎炎、腎臓の顕微鏡的血管炎、ライム病、円板状紅斑
性狼瘡、男性不妊症特発性またはＮＯＳ、精子自己免疫、多発性硬化症（全てのサブタイ
プ）、交感性眼炎、結合組織疾患に続発する肺高血圧症、グッドパスチャー症候群、結節
性多発動脈炎の肺症状、急性リウマチ熱、リウマチ性脊椎炎、スチル病、全身性硬化症、
シェーグレン症候群、高安病／動脈炎、自己免疫性血小板減少症、特発性血小板減少症、
自己免疫性甲状腺疾患、甲状腺機能亢進症、甲状腺腫自己免疫性甲状腺機能低下症（橋本
病）、萎縮性自己免疫性甲状腺機能低下症、原発性粘液水腫、水晶体起因性ブドウ膜炎、
原発性血管炎、白斑急性肝疾患、慢性肝疾患、アルコール性肝硬変、アルコール誘発性肝
障害、胆汁うっ滞（ｃｈｏｌｅｏｓａｔａｔｉｓ）、特異体質性肝疾患、薬物誘発性肝炎
、非アルコール性脂肪性肝炎、アレルギーおよび喘息、Ｂ群連鎖球菌（ＧＢＳ）感染、精
神障害（例えば、うつ病および統合失調症）、Ｔｈ２型およびＴｈ１型によって媒介され
る疾病、急性および慢性疼痛（疼痛の様々な形態）、ならびに、肺がん、乳がん、胃がん
、膀胱がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣がん、前立腺がんおよび腎臓がんおよび造血性悪
性病変（白血病およびリンパ腫）などのがん、無βリポタンパク質血症、先端チアノーゼ
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、急性および慢性寄生性または感染性プロセス、急性白血病、急性リンパ芽球性白血病（
ＡＬＬ）、急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）、急性または慢性細菌感染、急性膵炎、急性腎不
全、腺癌、心房異所性拍動、ＡＩＤＳ認知症複合、アルコール誘発性肝炎、アレルギー性
結膜炎、アレルギー性接触性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、同種移植拒絶、α－１－アンチ
トリプシン欠乏症、筋萎縮性側索硬化症、貧血、狭心症、前角細胞変性、抗ｃｄ３治療、
抗リン脂質症候群、抗受容体過敏症反応、大動脈瘤および末梢動脈瘤、大動脈解離、動脈
性高血圧、動脈硬化症、動静脈痩、運動失調、心房細動（持続的または発作性）、心房粗
動、房室ブロック、Ｂ細胞リンパ腫、骨移植拒絶、骨髄移植（ＢＭＴ）拒絶、脚ブロック
、バーキットリンパ腫、火傷、心不整脈、心機能不全症候群（ｃａｒｄｉａｃ　ｓｔｕｎ
　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）、心臓腫瘍、心筋症、心肺バイパス炎症反応、軟骨移植拒絶、小脳
皮質変性、小脳疾患、無秩序なまたは多巣性心房頻脈、化学療法関連疾患、慢性骨髄性白
血病（ＣＭＬ）、慢性アルコール症、慢性炎症性病変、慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）、
慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、慢性サリチル酸中毒、結腸直腸癌、うっ血性心不全、結
膜炎、接触性皮膚炎、肺性心、冠動脈疾患、クロイツフェルト－ヤコブ病、培養陰性敗血
症、嚢胞性繊維症、サイトカイン療法関連疾患、拳闘家認知症、脱髄性疾患、デング出血
熱、皮膚炎、皮膚科学的症状、糖尿病、真性糖尿病、糖尿病性動脈硬化疾患、瀰漫性レビ
ー小体病、拡張型うっ血性心筋症、大脳基底核の障害、中年のダウン症候群、ＣＮＳドー
パミン受容体を遮断する薬物によって誘発された薬物誘発性運動疾患、薬物感受性、湿疹
、脳脊髄炎、心内膜炎、内分泌疾患、喉頭蓋炎、エプスタイン－バーウイルス感染、紅痛
症、錐体外路および小脳疾患、家族性血球貪食性リンパ組織球症、致死的胸腺移植組織拒
絶、フリードライヒ失調症、機能的末梢動脈疾患、真菌性敗血症、ガス壊疸、胃潰瘍、糸
球体腎炎、いずれかの臓器または組織の移植片拒絶、グラム陰性敗血症、グラム陽性敗血
症、細胞内生物に起因する肉芽腫、有毛細胞白血病、ハラーホルデン・スパッツ病、橋本
甲状腺炎、枯草熱、心臓移植拒絶、ヘモクロマトーシス、血液透析、溶血性尿毒症症候群
／血栓溶解血小板減少紫斑病、出血、肝炎（Ａ型）、ヒス束不整脈、ＨＩＶ感染／ＨＩＶ
神経障害、ホジキン病、運動過剰疾患、過敏症反応、過敏性肺炎、高血圧、運動低下障害
、視床下部－下垂体－副腎皮質系評価、特発性アジソン病、特発性肺繊維症、抗体媒介性
細胞毒性、無力症、乳児脊髄性筋萎縮症、大動脈の炎症、Ａ型インフルエンザ、電離放射
線曝露、虹彩毛様体炎／ブドウ膜炎／視神経炎、虚血再灌流障害、虚血性発作、若年性関
節リウマチ、若年性脊髄性筋萎縮症、カポジ肉腫、腎移植拒絶、レジオネラ、リーシュマ
ニア症、ハンセン病、皮質脊髄系の病変、脂肪血症、肝臓移植拒絶、リンパ浮腫、マラリ
ア、悪性リンパ腫、悪性組織球増殖症、悪性黒色腫、髄膜炎、髄膜炎菌血症、代謝性／特
発性、偏頭痛、ミトコンドリア多系疾患、混合性結合組織病、モノクローナル高ガンマグ
ロブリン血症、多発性骨髄腫、多系統変性（メンセル・デジェリーヌ－トーマス・シャイ
－ドレーガーおよびマシャド－ジョセフ）、重症筋無力症、マイコバクテリウム・アビウ
ム・イントラセルラーレ、マイコバクテリウム・チュバキュロシス、骨髄形成症候群、心
筋梗塞、真菌虚血疾患、上咽頭癌、新生児慢性肺疾患、腎炎、ネフローゼ、神経変性疾患
、神経原性Ｉ筋萎縮、好中球減少性発熱、非ホジキンリンパ腫、腹部大動脈およびその分
枝の閉塞、閉塞性動脈疾患、ｏｋｔ３療法、精巣炎／精巣上体炎、精巣炎／精管復元術処
置、臓器肥大、骨粗鬆症、膵臓移植拒絶、膵癌、腫瘍随伴性症候群／悪性腫瘍の高カルシ
ウム血症、副甲状腺移植拒絶、骨盤内炎症性疾患、通年性鼻炎、心膜疾患、末梢アテロー
ム硬化性疾患、末梢血管疾患、腹膜炎、悪性貧血、ニューモシスチス・カリニ肺炎、肺炎
、ＰＯＥＭＳ症候群（多発神経炎、臓器肥大、内分泌疾患、単クローン性γグロブリン血
症および皮膚変化症候群）、灌流後症候群、ポンプ後症候群、心筋梗塞後開心術症候群、
子癇前症、進行性核上性麻痺、原発性肺高血圧、放射線療法、レイノー現象および病、レ
イノー病、レフサム病、規則的なＱＲＳ幅の狭い頻脈症、腎血管性高血圧、再灌流障害、
拘束型心筋症、肉腫、強皮症、老年性舞踏病、レビー小体型の老年性認知症、血清反応陰
性関節炎、ショック、鎌形赤血球貧血症、皮膚同種異系移植拒絶、皮膚変化症候群、小腸
移植拒絶、固形腫瘍、固有不整脈、脊髄性運動失調、脊髄小脳変性、連鎖球菌性筋炎、小
脳の構造的病変、亜急性硬化性全脳炎、失神、心血管系の梅毒、全身性アナフィラキシー
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、全身性炎症反応症候群、全身性発症若年性関節リウマチ、Ｔ細胞またはＦＡＢＡＬＬ、
毛細血管拡張症、閉塞性血栓血管炎、血小板減少症、毒性、移植、外傷／出血、ＩＩＩ型
過敏症反応、ＩＶ型過敏症、不安定狭心症、尿毒症、尿路性敗血症、じんましん、心臓弁
膜症、静脈瘤、血管炎、静脈疾患、静脈血栓症、心室細動、ウイルスおよび真菌感染、ウ
イルス性脳炎／無菌性髄膜炎、ウイルス関連血球貪食症候群、ウェルニッケ－コルサコフ
症候群、ウィルソン病、いずれかの臓器または組織の異種移植拒絶からなる群から選択さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】経時的な種々のＩｇＧ１クローンの結合を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、少なくとも１０－６Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５エピトープに結合するＩｇ
Ｇクラスの完全ヒト抗体であって、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、
配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９
、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号
３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列
番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、
配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６
６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番
号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配
列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１
０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１
１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１
２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１
３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１
４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１
５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１
６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１
８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１
９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９
５％同一である重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配
列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、
配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３
０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番
号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配
列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３
、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号
７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列
番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、
配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配
列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配
列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配
列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配
列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配
列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配
列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配
列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配
列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配
列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配
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列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少な
くとも９５％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する完全ヒト抗体を提供する。好まし
くは、完全ヒト抗体は、重鎖と軽鎖の両方を有し、ここで、抗体は、配列番号１／配列番
号２（本明細書において５２Ａ９と称する。）、配列番号３／配列番号４（本明細書にお
いて５２Ａ１０と称する。）、配列番号５／配列番号６（本明細書において５２Ｂ１０と
称する。）、配列番号７／配列番号８（本明細書において５２Ｃ６と称する。）、配列番
号９／配列番号１０（本明細書において５２Ｄ６と称する。）、配列番号１１／配列番号
１２（本明細書において５２Ｄ７と称する。）、配列番号１３／配列番号１４（本明細書
において５２Ｄ１１と称する。）、配列番号１５／配列番号１６（本明細書において５２
Ｅ１と称する。）、配列番号１７／配列番号１８（本明細書において５２Ｅ１０と称する
。）、配列番号１９／配列番号２０（本明細書において５２Ｈ９と称する。）、配列番号
２１／配列番号２２（本明細書においてＰＣ１２と称する。）、配列番号２３／配列番号
２４（本明細書においてＰＤ１０と称する。）、配列番号２５／配列番号２６（本明細書
においてＤ３－４と称する。）、配列番号２７／配列番号２８（本明細書においてＥ２－
１と称する。）、配列番号２９／配列番号３０（本明細書においてＡ４または７Ａ７と称
する。）、配列番号３１／配列番号３２（本明細書においてＡ８と称する。）、配列番号
３３／配列番号３４（本明細書においてＡ１２と称する。）、配列番号３５／配列番号３
６（本明細書においてＢ３と称する。）、配列番号３７／配列番号３８（本明細書におい
てＣ８と称する。）、配列番号３９／配列番号４０（本明細書においてＦ８または１０Ｇ
９と称する。）、配列番号４１／配列番号４２（本明細書においてＧ１１と称する。）、
配列番号４３／配列番号４４（本明細書においてＨ３と称する。）、配列番号４５／配列
番号４６（本明細書においてＨ５と称する。）、配列番号４７／配列番号４８（本明細書
においてＨ６と称する。）、配列番号２５／配列番号４９（本明細書において２Ｄ３と称
する。）、配列番号５０／配列番号５１（本明細書において３Ａ１１と称する。）、配列
番号５２／配列番号５３（本明細書において３Ｂ９と称する。）、配列番号５４／配列番
号５５（本明細書において３Ｄ１１と称する。）、配列番号５６／配列番号５７（本明細
書において３Ｄ１２または４Ｅ１２と称する。）、配列番号５８／配列番号５９（本明細
書において３Ｅ７と称する。）、配列番号６０／配列番号６１（本明細書において３Ｅ１
２と称する。）、配列番号６２／配列番号６３（本明細書において３Ｆ７と称する。）、
配列番号６４／配列番号６５（本明細書において３Ｇ２と称する。）、配列番号６６／配
列番号６７（本明細書において３Ｇ７と称する。）、配列番号６８／配列番号６９（本明
細書において４Ａ５と称する。）、配列番号７０／配列番号７１（本明細書において４Ｅ
９と称する。）、配列番号７２／配列番号７３（本明細書において４Ｆ１と称する。）、
配列番号７４／配列番号７５（本明細書において４Ｆ４と称する。）、配列番号７６／配
列番号７７（本明細書において４Ｈ２と称する。）、配列番号７８／配列番号７９（本明
細書において５Ａ８と称する。）、配列番号８０／配列番号８１（本明細書において５Ｆ
１と称する。）、配列番号８２／配列番号８３（本明細書において６Ａ４と称する。）、
配列番号８４／配列番号８５（本明細書において６Ｆ９と称する。）、配列番号１５／配
列番号８６（本明細書において６Ｇ５と称する。）、配列番号８７／配列番号８８（本明
細書において７Ｂ１１または８Ｂ２と称する。）、配列番号８９／配列番号９０（本明細
書において７Ｈ１０と称する。）、配列番号１５／配列番号９１（本明細書において８Ｄ
１２と称する。）、配列番号９２／配列番号９３（本明細書において８Ｈ５と称する。）
、配列番号９４／配列番号９５（本明細書において９Ａ１０と称する。）、配列番号９６
／配列番号９７（本明細書において１０Ａ１２と称する。）、配列番号９８／配列番号９
９（本明細書において１０Ｂ２と称する。）、配列番号１００／配列番号１０１（本明細
書において１０Ｃ３と称する。）、配列番号１０２／配列番号１０３（本明細書において
１０Ｃ７と称する。）、配列番号１０４／配列番号１０５（本明細書において１１Ｅ３と
称する。）、配列番号１０６／配列番号１０７（本明細書において１１Ａ１２と称する。
）、配列番号１０８／配列番号１０９（本明細書において１１Ａ７と称する。）、配列番
号１１０／配列番号１１１（本明細書において１１Ｃ３と称する。）、配列番号１１２／
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配列番号１１３（本明細書において１１Ｄ３と称する。）、配列番号１１４／配列番号１
１５（本明細書において１１Ｄ４と称する。）、配列番号１１６／配列番号１１７（本明
細書において１１Ｄ７と称する。）、配列番号１１８／配列番号１１９（本明細書におい
て１１Ｆ３と称する。）、配列番号１２０／配列番号１２１（本明細書において１１Ｇ３
と称する。）、配列番号１２２／配列番号１２３（本明細書において１２Ａ４と称する。
）、配列番号１２４／配列番号１２５（本明細書において１２Ｂ１１または１４Ｅ１０と
称する。）、配列番号１２６／配列番号１２７（本明細書において１２Ｂ４と称する。）
、配列番号１２８／配列番号１２９（本明細書において１２Ｃ１と称する。）、配列番号
１３０／配列番号１３１（本明細書において１２Ｃ６と称する。）、配列番号１３２／配
列番号１３３（本明細書において１２Ｄ１１と称する。）、配列番号１３４／配列番号１
３５（本明細書において１２Ｄ３と称する。）、配列番号１３６／配列番号１３７（本明
細書において１２Ｇ１０と称する。）、配列番号１３８／配列番号１３９（本明細書にお
いて１３Ｅ１０と称する。）、配列番号１１４／配列番号１４０（本明細書において１３
Ｅ４と称する。）、配列番号１４１／配列番号１４２（本明細書において１３Ａ３と称す
る。）、配列番号１４３／配列番号１４４（本明細書において１３Ｆ８と称する。）、配
列番号１４５／配列番号１４６（本明細書において１３Ｆ９と称する。）、配列番号１４
７／配列番号１４８（本明細書において１３Ｇ９と称する。）、配列番号１４９／配列番
号１５０（本明細書において１４Ｅ５と称する。）、配列番号１５１／配列番号１５２（
本明細書において１４Ｂ１１と称する。）、配列番号２５／配列番号１５３（本明細書に
おいて１４Ｂ４と称する。）、配列番号１５４／配列番号１５５（本明細書において１４
Ｃ１０と称する。）、配列番号１５６／配列番号１５７（本明細書において１４Ｃ１１と
称する。）、配列番号１５８／配列番号１５９（本明細書において１４Ｃ３と称する。）
、配列番号１６０／配列番号１６１（本明細書において１４Ｄ７と称する。）、配列番号
１６２／配列番号１６３（本明細書において１４Ｆ１１と称する。）、配列番号１６４／
配列番号１６５（本明細書において１４Ｆ８と称する。）、配列番号１６６４／配列番号
１６７（本明細書において１５Ｃ９と称する。）、配列番号１６８／配列番号１６９（本
明細書において１５Ｄ７と称する。）、配列番号１７０／配列番号１７１（本明細書にお
いて１４Ｄ９と称する。）、配列番号１７２／配列番号１７３（本明細書において１５Ｆ
９と称する。）、配列番号１７４／配列番号１７５（本明細書において１５Ｇ１１と称す
る。）、配列番号１７６／配列番号１７７（本明細書において１５Ｇ７と称する。）、配
列番号１９／配列番号１７８（本明細書において１５Ｇ９と称する。）、配列番号１７９
／配列番号１８０（本明細書において１５Ｈ１０と称する。）、配列番号１８１／配列番
号１８２（本明細書において１５Ｈ１２と称する。）、配列番号１８３／配列番号１８４
（本明細書において１６Ｅ３と称する。）、配列番号１８５／配列番号１８６（本明細書
において１６Ａ６と称する。）、配列番号１８７／配列番号１８８（本明細書において１
６Ａ８と称する。）、配列番号１８９／配列番号１９０（本明細書において１６Ｂ１と称
する。）、配列番号１９１／配列番号１９２（本明細書において１６Ｂ７と称する。）、
配列番号１９３／配列番号１９４（本明細書において１６Ｆ８と称する。）、配列番号１
９５／配列番号１９６（本明細書において１６Ｆ９と称する。）、およびこれらの組み合
わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【００１１】
　本開示は、重鎖由来の可変ドメイン領域と軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒ
ト抗体Ｆａｂ断片であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番
号５、配列番号７、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号
１７、配列番号１９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列
番号２９、配列番号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、
配列番号４１、配列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５
２、配列番号５４、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番
号６４、配列番号６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配
列番号７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７



(34) JP 2017-525710 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

、配列番号８９、配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号
１００、配列番号１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号
１１０、配列番号１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号
１２０、配列番号１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号
１３０、配列番号１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号
１４１、配列番号１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号
１５１、配列番号１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号
１６２、配列番号１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号
１８３、配列番号１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号
１９３、配列番号１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸
配列と少なくとも９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４
、配列番号６、配列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６
、配列番号１８、配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号
２８、配列番号３０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列
番号４０、配列番号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、
配列番号５１、配列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６
１、配列番号６３、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番
号７５、配列番号７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配
列番号８６、配列番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５
、配列番号９７、配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配
列番号１０７、配列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配
列番号１１７、配列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配
列番号１２７、配列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配
列番号１３７、配列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配
列番号１４６、配列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配
列番号１５５、配列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配
列番号１６５、配列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配
列番号１７５、配列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配
列番号１８４、配列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配
列番号１９４、配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるア
ミノ酸配列と少なくとも９５％同一である、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片を提供する。好まし
くは、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方
を有し、ここで、抗体は、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号
５／配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／
配列番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１
７／配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番
号２３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配
列番号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４
、配列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号
４０、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列
番号４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／
配列番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５
６／配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番
号６２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配
列番号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３
、配列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号
７９、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列
番号８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／
配列番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９
４／配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番
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号１００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番
号１０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番
号１１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番
号１１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番
号１２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番
号１２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番
号１３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番
号１３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番
号１１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番
号１４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番
号１４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号
１５３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号
１５８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号
１６３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番
号１６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番
号１７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番
号１９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号
１８２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号
１８７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号
１９２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【００１２】
　本開示は、重鎖由来の可変ドメイン領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、ならびに
重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本
鎖ヒト抗体であって、重鎖可変ドメイン配列が、配列番号１、配列番号３、配列番号５、
配列番号７、配列番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、
配列番号１９、配列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２
９、配列番号３１、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番
号４１、配列番号４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配
列番号５４、配列番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４
、配列番号６６、配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号
７６、配列番号７８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列
番号８９、配列番号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００
、配列番号１０２、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０
、配列番号１１２、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０
、配列番号１２２、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０
、配列番号１３２、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１
、配列番号１４３、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１
、配列番号１５４、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２
、配列番号１６４、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３
、配列番号１８５、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３
、配列番号１９５、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と
少なくとも９５％同一であり、軽鎖可変ドメイン配列が、配列番号２、配列番号４、配列
番号６、配列番号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列
番号１８、配列番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、
配列番号３０、配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４
０、配列番号４２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番
号５１、配列番号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配
列番号６３、配列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５
、配列番号７７、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号
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８６、配列番号８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列
番号９７、配列番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号
１０７、配列番号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号
１１７、配列番号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号
１２７、配列番号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号
１３７、配列番号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号
１４６、配列番号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号
１５５、配列番号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号
１６５、配列番号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号
１７５、配列番号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号
１８４、配列番号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号
１９４、配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸
配列と少なくとも９５％同一である、一本鎖ヒト抗体を提供する。好ましくは、完全ヒト
一本鎖抗体は、重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、ここで、一
本鎖完全ヒト抗体は、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／
配列番号６、配列番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列
番号１２、配列番号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／
配列番号１８、配列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２
３／配列番号２４、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番
号２９／配列番号３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配
列番号３５／配列番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０
、配列番号４１／配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号
４６、配列番号４７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列
番号５１、配列番号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／
配列番号５７、配列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６
２／配列番号６３、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番
号６８／配列番号６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配
列番号７４／配列番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９
、配列番号８０／配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号
８５、配列番号１５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列
番号９０、配列番号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／
配列番号９５、配列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１
００／配列番号１０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１
０５、配列番号１０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１
１０／配列番号１１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１
１５、配列番号１１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１
２０／配列番号１２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１
２５、配列番号１２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１
３０／配列番号１３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１
３５、配列番号１３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１
１４／配列番号１４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１
４４、配列番号１４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１
４９／配列番号１５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５
３、配列番号１５４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５
８／配列番号１５９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６
３、配列番号１６４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１
６８／配列番号１６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１
７３、配列番号１７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１
９／配列番号１７８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８
２、配列番号１８３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８
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７／配列番号１８８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９
２、配列番号１９３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれら
の組み合わせからなる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【００１３】
　さらに、本開示は、有効量の抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドを投与することを含む、広範囲
の哺乳動物のがんまたは炎症性疾患または自己免疫疾患を治療するための方法を提供し、
ここで、抗ＣＸＣＲ５ポリペプチドは、少なくとも１０－６Ｍの結合親和性でＣＸＣＲ５
エピトープに結合するＩｇＧクラスの完全ヒト抗体、重鎖由来の可変ドメイン領域および
軽鎖由来の可変ドメイン領域を有する完全ヒト抗体Ｆａｂ断片、重鎖由来の可変ドメイン
領域および軽鎖由来の可変ドメイン領域、および重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイ
ン領域を連結するペプチドリンカーを有する一本鎖ヒト抗体、ならびにこれらの組み合わ
せからなる群から選択され、
　完全ヒト抗体は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、配
列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２１
、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番号
３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配列
番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６、
配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号６
８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列番
号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、配
列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番号
１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番号
１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番号
１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番号
１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番号
１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番号
１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番号
１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番号
１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、およびこ
れらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一である
重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配列
番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０、
配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号３
２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列番
号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、配
列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６７
、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番号
７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配列
番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９、
配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９、
配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９、
配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９、
配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９、
配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８、
配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７、
配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７、
配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７、
配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６、
配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６、
およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同
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一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列
番号９、配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配
列番号２１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１
、配列番号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号
４３、配列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列
番号５６、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、
配列番号６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７
８、配列番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番
号９２、配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２
、配列番号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２
、配列番号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２
、配列番号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２
、配列番号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３
、配列番号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４
、配列番号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４
、配列番号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５
、配列番号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番
号８、配列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列
番号２０、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、
配列番号３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４
２、配列番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番
号５３、配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配
列番号６７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７
、配列番号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号
８８、配列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列
番号９９、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番
号１０９、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番
号１１９、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番
号１２９、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番
号１３９、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番
号１４８、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番
号１５７、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番
号１６７、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番
号１７７、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番
号１８６、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番
号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくと
も９５％同一である軽鎖可変ドメイン配列を有し、
　一本鎖ヒト抗体は、配列番号１、配列番号３、配列番号５、配列番号７、配列番号９、
配列番号１１、配列番号１３、配列番号１５、配列番号１７、配列番号１９、配列番号２
１、配列番号２３、配列番号２５、配列番号２７、配列番号２９、配列番号３１、配列番
号３３、配列番号３５、配列番号３７、配列番号３９、配列番号４１、配列番号４３、配
列番号４５、配列番号４７、配列番号５０、配列番号５２、配列番号５４、配列番号５６
、配列番号５８、配列番号６０、配列番号６２、配列番号６４、配列番号６６、配列番号
６８、配列番号７０、配列番号７２、配列番号７４、配列番号７６、配列番号７８、配列
番号８０、配列番号８２、配列番号８４、配列番号８７、配列番号８９、配列番号９２、
配列番号９４、配列番号９６、配列番号９８、配列番号１００、配列番号１０２、配列番
号１０４、配列番号１０６、配列番号１０８、配列番号１１０、配列番号１１２、配列番
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号１１４、配列番号１１６、配列番号１１８、配列番号１２０、配列番号１２２、配列番
号１２４、配列番号１２６、配列番号１２８、配列番号１３０、配列番号１３２、配列番
号１３４、配列番号１３６、配列番号１３８、配列番号１４１、配列番号１４３、配列番
号１４５、配列番号１４７、配列番号１４９、配列番号１５１、配列番号１５４、配列番
号１５６、配列番号１５８、配列番号１６０、配列番号１６２、配列番号１６４、配列番
号１７６、配列番号１７９、配列番号１８１、配列番号１８３、配列番号１８５、配列番
号１８７、配列番号１８９、配列番号１９１、配列番号１９３、配列番号１９５、および
これらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％同一であ
る重鎖可変ドメイン配列を有し、配列番号２、配列番号４、配列番号６、配列番号８、配
列番号１０、配列番号１２、配列番号１４、配列番号１６、配列番号１８、配列番号２０
、配列番号２２、配列番号２４、配列番号２６、配列番号２８、配列番号３０、配列番号
３２、配列番号３４、配列番号３６、配列番号３８、配列番号４０、配列番号４２、配列
番号４４、配列番号４６、配列番号４８、配列番号４９、配列番号５１、配列番号５３、
配列番号５５、配列番号５７、配列番号５９、配列番号６１、配列番号６３、配列番号６
７、配列番号６９、配列番号７１、配列番号７３、配列番号７５、配列番号７７、配列番
号７９、配列番号８１、配列番号８３、配列番号８５、配列番号８６、配列番号８８、配
列番号９０、配列番号９１、配列番号９３、配列番号９５、配列番号９７、配列番号９９
、配列番号１０１、配列番号１０３、配列番号１０５、配列番号１０７、配列番号１０９
、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９
、配列番号１２１、配列番号１２３、配列番号１２５、配列番号１２７、配列番号１２９
、配列番号１３１、配列番号１３３、配列番号１３５、配列番号１３７、配列番号１３９
、配列番号１４０、配列番号１４２、配列番号１４４、配列番号１４６、配列番号１４８
、配列番号１５０、配列番号１５２、配列番号１５３、配列番号１５５、配列番号１５７
、配列番号１５９、配列番号１６１、配列番号１６３、配列番号１６５、配列番号１６７
、配列番号１６９、配列番号１７１、配列番号１７３、配列番号１７５、配列番号１７７
、配列番号１７８、配列番号１８０、配列番号１８２、配列番号１８４、配列番号１８６
、配列番号１８８、配列番号１９０、配列番号１９２、配列番号１９４、配列番号１９６
、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９５％
同一である軽鎖可変ドメイン配列を有する。
【００１４】
　好ましくは、完全ヒト抗体は、重鎖と軽鎖の両方を有し、ここで、抗体は、配列番号１
／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号６、配列番号７／配列番
号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２、配列番号１３／配列番
号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号１８、配列番号１９／配
列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列番号２４、配列番号２５
／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／配列番号３０、配列番号
３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３５／配列番号３６、配列
番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番号４１／配列番号４２、
配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配列番号４７／配列番号４
８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１、配列番号５２／配列番
号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号５７、配列番号５８／配
列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列番号６３、配列番号６４
／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／配列番号６９、配列番号
７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７４／配列番号７５、配列
番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番号８０／配列番号８１、
配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配列番号１５／配列番号８
６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０、配列番号１５／配列番
号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号９５、配列番号９６／配
列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配列番号１０１、配列番号
１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配列番号１０６／配列番号
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１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配列番号１１１、配列番号
１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配列番号１１６／配列番号
１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配列番号１２１、配列番号
１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配列番号１２６／配列番号
１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配列番号１３１、配列番号
１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配列番号１３６／配列番号
１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配列番号１４０、配列番号
１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配列番号１４５／配列番号
１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配列番号１５０、配列番号
１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列番号１５４／配列番号１
５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列番号１５９、配列番号１
６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列番号１６４／配列番号１
６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配列番号１６９、配列番号
１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配列番号１７４／配列番号
１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列番号１７８、配列番号１
７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列番号１８３／配列番号１
８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列番号１８８、配列番号１
８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列番号１９３／配列番号１
９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選択
される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。好ましくは、完全ヒト抗体Ｆａｂ断片は、
重鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、ここで、抗体は、配列番号
１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号６、配列番号７／配列
番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２、配列番号１３／配列
番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号１８、配列番号１９／
配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列番号２４、配列番号２
５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／配列番号３０、配列番
号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３５／配列番号３６、配
列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番号４１／配列番号４２
、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配列番号４７／配列番号
４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１、配列番号５２／配列
番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号５７、配列番号５８／
配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列番号６３、配列番号６
４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／配列番号６９、配列番
号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７４／配列番号７５、配
列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番号８０／配列番号８１
、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配列番号１５／配列番号
８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０、配列番号１５／配列
番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号９５、配列番号９６／
配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配列番号１０１、配列番
号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配列番号１０６／配列番
号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配列番号１１１、配列番
号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配列番号１１６／配列番
号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配列番号１２１、配列番
号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配列番号１２６／配列番
号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配列番号１３１、配列番
号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配列番号１３６／配列番
号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配列番号１４０、配列番
号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配列番号１４５／配列番
号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配列番号１５０、配列番
号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列番号１５４／配列番号
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１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列番号１５９、配列番号
１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列番号１６４／配列番号
１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配列番号１６９、配列番
号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配列番号１７４／配列番
号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列番号１７８、配列番号
１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列番号１８３／配列番号
１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列番号１８８、配列番号
１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列番号１９３／配列番号
１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合わせからなる群から選
択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。好ましくは、完全ヒト一本鎖抗体は、重
鎖可変ドメイン領域と軽鎖可変ドメイン領域の両方を有し、ここで、一本鎖完全ヒト抗体
は、配列番号１／配列番号２、配列番号３／配列番号４、配列番号５／配列番号６、配列
番号７／配列番号８、配列番号９／配列番号１０、配列番号１１／配列番号１２、配列番
号１３／配列番号１４、配列番号１５／配列番号１６、配列番号１７／配列番号１８、配
列番号１９／配列番号２０、配列番号２１／配列番号２２、配列番号２３／配列番号２４
、配列番号２５／配列番号２６、配列番号２７／配列番号２８、配列番号２９／配列番号
３０、配列番号３１／配列番号３２、配列番号３３／配列番号３４、配列番号３５／配列
番号３６、配列番号３７／配列番号３８、配列番号３９／配列番号４０、配列番号４１／
配列番号４２、配列番号４３／配列番号４４、配列番号４５／配列番号４６、配列番号４
７／配列番号４８、配列番号２５／配列番号４９、配列番号５０／配列番号５１、配列番
号５２／配列番号５３、配列番号５４／配列番号５５、配列番号５６／配列番号５７、配
列番号５８／配列番号５９、配列番号６０／配列番号６１、配列番号６２／配列番号６３
、配列番号６４／配列番号６５、配列番号６６／配列番号６７、配列番号６８／配列番号
６９、配列番号７０／配列番号７１、配列番号７２／配列番号７３、配列番号７４／配列
番号７５、配列番号７６／配列番号７７、配列番号７８／配列番号７９、配列番号８０／
配列番号８１、配列番号８２／配列番号８３、配列番号８４／配列番号８５、配列番号１
５／配列番号８６、配列番号８７／配列番号８８、配列番号８９／配列番号９０、配列番
号１５／配列番号９１、配列番号９２／配列番号９３、配列番号９４／配列番号９５、配
列番号９６／配列番号９７、配列番号９８／配列番号９９、配列番号１００／配列番号１
０１、配列番号１０２／配列番号１０３、配列番号１０４／配列番号１０５、配列番号１
０６／配列番号１０７、配列番号１０８／配列番号１０９、配列番号１１０／配列番号１
１１、配列番号１１２／配列番号１１３、配列番号１１４／配列番号１１５、配列番号１
１６／配列番号１１７、配列番号１１８／配列番号１１９、配列番号１２０／配列番号１
２１、配列番号１２２／配列番号１２３、配列番号１２４／配列番号１２５、配列番号１
２６／配列番号１２７、配列番号１２８／配列番号１２９、配列番号１３０／配列番号１
３１、配列番号１３２／配列番号１３３、配列番号１３４／配列番号１３５、配列番号１
３６／配列番号１３７、配列番号１３８／配列番号１３９、配列番号１１４／配列番号１
４０、配列番号１４１／配列番号１４２、配列番号１４３／配列番号１４４、配列番号１
４５／配列番号１４６、配列番号１４７／配列番号１４８、配列番号１４９／配列番号１
５０、配列番号１５１／配列番号１５２、配列番号２５／配列番号１５３、配列番号１５
４／配列番号１５５、配列番号１５６／配列番号１５７、配列番号１５８／配列番号１５
９、配列番号１６０／配列番号１６１、配列番号１６２／配列番号１６３、配列番号１６
４／配列番号１６５、配列番号１６６４／配列番号１６７、配列番号１６８／配列番号１
６９、配列番号１７０／配列番号１７１、配列番号１７２／配列番号１７３、配列番号１
７４／配列番号１７５、配列番号１７６／配列番号１７７、配列番号１９／配列番号１７
８、配列番号１７９／配列番号１８０、配列番号１８１／配列番号１８２、配列番号１８
３／配列番号１８４、配列番号１８５／配列番号１８６、配列番号１８７／配列番号１８
８、配列番号１８９／配列番号１９０、配列番号１９１／配列番号１９２、配列番号１９
３／配列番号１９４、配列番号１９５／配列番号１９６、およびこれらの組み合わせから
なる群から選択される重鎖／軽鎖可変ドメイン配列を有する。
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【００１５】
　好ましくは、治療されるべき広範囲の哺乳動物のがんは、ＣＸＣＲ５陽性がんである。
好ましくは、治療されるべき広範囲の哺乳動物のがんは、がん腫、前立腺がん、非小細胞
肺がん、乳がん、子宮内膜がん、卵巣がん、胃がん、頭頸部がん、および結腸がんからな
る群から選択される。
【００１６】
　「抗原結合タンパク質」は、抗原に結合する部分を含み、任意に、抗原結合部分が、抗
原結合タンパク質の抗原への結合を促進する立体構造を取ることを可能にする骨格または
フレームワーク部分を含む、タンパク質である。抗原結合タンパク質の例としては、抗体
、抗体断片（例えば、抗体の抗原結合部分）、抗体誘導体および抗体類似体が挙げられる
。抗原結合タンパク質は、例えば、ＣＤＲまたはＣＤＲ誘導体が移植された代替のタンパ
ク質骨格または人工骨格を含んでいてもよい。このような骨格には、限定されないが、例
えば、抗原結合タンパク質の３次元構造を安定化させるために導入される突然変異を含む
抗体由来の骨格、ならびに、例えば、生体適合性ポリマーを含む全合成骨格が含まれる。
例えば、Ｋｏｒｎｄｏｒｆｅｒら、２００３年、Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
，Ｆｕｎｃｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ，Ｖｏｌｕｍｅ　５３，Ｉ
ｓｓｕｅ　１：１２１－１２９頁；Ｒｏｑｕｅら、２００４年、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．
Ｐｒｏｇ．２０巻：６３９－６５４頁を参照されたい。さらに、ペプチド抗体模倣体（「
ＰＡＭ」）、ならびにフィブロネクチン成分を骨格として利用する抗体模倣体に基づく骨
格を使用することができる。
【００１７】
　抗原結合タンパク質は、例えば、天然に存在する免疫グロブリンの構造を有し得る。「
免疫グロブリン」は、四量体分子である。天然に存在する免疫グロブリンにおいて、各四
量体は、２つの同一ポリペプチド鎖対から構成され、各対は、１つの「軽」鎖（約２５ｋ
Ｄａ）および１つの「重」鎖（約５０から７０ｋＤａ）を有する。各鎖のアミノ末端部分
は、主として抗原認識を担う、約１００から１１０個またはそれを超えるアミノ酸の可変
領域を含む。各鎖のカルボキシ末端部分は、主としてエフェクター機能を担う、定常領域
を定義する。ヒト軽鎖は、カッパまたはラムダ軽鎖として分類される。重鎖は、ミュー、
デルタ、ガンマ、アルファまたはイプシロンとして分類され、それぞれ、抗体のアイソタ
イプをＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＡおよびＩｇＥと定義する。軽鎖および重鎖内で、
可変領域および定常領域は、約１２個以上のアミノ酸の「Ｊ」領域によって繋がれており
、重鎖がさらに約１０個以上のアミノ酸の「Ｄ」領域を含む。一般的には、Ｆｕｎｄａｍ
ｅｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｃｈ．７（Ｐａｕｌ，Ｗ．編、２ｎｄ　ｅｄ．Ｒａ
ｖｅｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．（１９８９年））（全ての目的で参照により全体として組
み込まれる。）を参照されたい。各軽鎖／重鎖対の可変領域は、インタクトな免疫グロブ
リンが２つの結合部位を有するように抗体結合部位を形成する。
【００１８】
　天然に存在する免疫グロブリン鎖の可変領域は、相補性決定領域またはＣＤＲとも呼ば
れる、３つの超可変領域によって繋がれている、比較的保存されたフレームワーク領域（
ＦＲ）の、同一の一般的構造を示す。Ｎ末端からＣ末端へ、軽鎖と重鎖の両方とも、ＦＲ
１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、ＣＤＲ２、ＦＲ３、ＣＤＲ３およびＦＲ４ドメインを含む。各ド
メインへのアミノ酸の割り当ては、Ｋａｂａｔら、ｉｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐ
ｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ、５ｔｈ　Ｅｄ
．、ＵＳ　Ｄｅｐｔ．ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ、Ｐ
ＨＳ、ＮＩＨ、ＮＩＨ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｏ．９１－３２４２、１９９１年の
定義に従って行われる。免疫グロブリン鎖のアミノ酸の他の付番方式としては、ＩＭＧＴ
．ＲＴＭ（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＩｍＭｕｎｏＧｅｎｅＴｉｃｓ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ；Ｌｅｆｒａｎｃら、Ｄｅｖ．Ｃｏｍｐ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．２
９巻：１８５－２０３頁；２００５年）、およびＡＨｏ（ＨｏｎｅｇｇｅｒおよびＰｌｕ
ｃｋｔｈｕｎ，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．３０９（３）：６５７－６７０頁；２００１年）
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挙げられる。
【００１９】
　「抗体」とは、他に特記されない限り、特異的結合について、インタクトな抗体と競合
する、インタクトな免疫グロブリンまたはその抗原結合部分を意味する。抗原結合部分は
、組換えＤＮＡ技術によって、またはインタクトな抗体の酵素的もしくは化学的開裂によ
って、製造され得る。抗原結合部分としては、とりわけ、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’
）２、Ｆｖ、ドメイン抗体（ｄＡｂ）、および相補性決定領域（ＣＤＲ）断片、一本鎖抗
体（ｓｃＦｖ）、キメラ抗体、ダイアボディ、トリアボディ、テトラボディ、およびポリ
ペプチドに特異的抗原結合を与えるのに十分な免疫グロブリンの少なくとも一部分を含有
するポリペプチドが挙げられる。
【００２０】
　Ｆａｂ断片は、ＶＬ、ＶＨ、ＣＬおよびＣＨ１ドメインを有する一価断片であり；Ｆ（
ａｂ’）２断片は、ヒンジ領域でジスルフィド架橋によって結合される２つのＦａｂ断片
を有する二価断片であり；Ｆｄ断片は、ＶＨおよびＣＨ１ドメインを有し；Ｆｖ断片は、
抗体の単一のアームのＶＬおよびＶＨドメインを有し；ｄＡｂ断片は、ＶＨドメイン、Ｖ

Ｌドメイン、またはＶＨもしくはＶＬドメインの抗原結合断片を有する（米国特許第６，
８４６，６３４号、および第６，６９６，２４５号、ならびに米国出願公開第２００２／
０２５１２号、第２００４／０２０２９９５号、第２００４／００３８２９１号、第２０
０４／０００９５０７号、第２００３／００３９９５８号、ならびにＷａｒｄら、Ｎａｔ
ｕｒｅ　３４１巻：５４４－５４６頁、１９８９年）。
【００２１】
　一本鎖抗体（ｓｃＦｖ）は、ＶＬおよびＶＨ領域が、リンカー（例えば、アミノ酸残基
の合成配列）を介して繋がれている、連続的なタンパク質鎖を形成する抗体であり、この
リンカーは、タンパク質鎖がそれ自体折り畳まれて一価の抗原結合部位を形成するのに十
分に長い（Ｂｉｒｄら、１９８８年、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２巻：４２３－２６頁および
Ｈｕｓｔｏｎら、１９８８年、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８５巻
：５８７９－８３頁）。ダイアボディは、２つのポリペプチド鎖を含む二価抗体であり、
各ポリペプチド鎖は、同じ鎖の２つのドメイン同士を対合させるには短すぎ、故に、各ド
メインを別のポリペプチド鎖の相補性ドメインと対合させるのを可能にするリンカーによ
って繋がれているＶＨおよびＶＬドメインを含む（Ｈｏｌｌｉｇｅｒら、１９９３年、Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０巻：６４４４－４８頁、およびＰｏ
ｌｊａｋら、１９９４年、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　２巻：１１２１－２３頁）。ダイアボデ
ィの２つのポリペプチド鎖が同一のとき、それらの対合からもたらされるダイアボディは
２つの同一の抗原結合部位を有することになる。異なる配列を有するポリペプチド鎖を使
用して、２つの異なる抗原結合部位を有するダイアボディを作製することができる。同様
に、トリアボディおよびテトラボディは、それぞれ３つおよび４つのポリペプチド鎖を含
み、それぞれ、同じでありまたは異なっていてよい、３つおよび４つの抗原結合部位を形
成する、抗体である。
【００２２】
　所定の抗体の相補性決定領域（ＣＤＲ）およびフレームワーク領域（ＦＲ）は、上記の
Ｋａｂａｔら；上記のＬｅｆｒａｎｃらおよび／または上記のＨｏｎｅｇｇｅｒおよびＰ
ｌｕｃｋｔｈｕｎに記載のシステムを使用して、同定することができる。１つ以上のＣＤ
Ｒを、共有結合的または非共有結合的に分子に組み込み、抗原結合タンパク質を作製する
ことができる。抗原結合タンパク質は、ＣＤＲ（単数または複数）をより大きなポリペプ
チド鎖の一部として組み込むことができ、ＣＤＲ（単数または複数）を別のポリペプチド
鎖に共有結合させることができ、またはＣＤＲ（単数または複数）を非共有結合的に組み
込むことができる。ＣＤＲは、抗原結合タンパク質が、目的とされる特定の抗原に特異的
に結合することを可能にする。
【００２３】
　抗原結合タンパク質は、１つ以上の結合部位を有し得る。１を超える結合部位があると
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き、結合部位は、互いに同一であってもよくまたは異なってもよい。例えば、天然に存在
するヒト免疫グロブリンは、典型的には、２つの同一な結合部位を有し、一方で、「二重
特異性」または「二機能性」抗体は、２つの異なる結合部位を有する。
【００２４】
　用語「ヒト抗体」には、ヒト免疫グロブリン配列に由来する１つ以上の可変領域および
定常領域を有する全ての抗体が含まれる。一実施形態において、可変ドメインおよび定常
ドメインの全てが、ヒト免疫グロブリン配列に由来する（完全ヒト抗体）。これらの抗体
は、種々の方法で調製することができ、その例は以下に記載され、ヒト重鎖および／もし
くは軽鎖をコードする遺伝子に由来する抗体を発現するように遺伝子修飾された、マウス
の目的とされる抗原での免疫付与によるものを含む。
【００２５】
　さらに、フレームワーク領域は、同じ抗ＣＸＣＲ５抗体の１つに由来し、ヒト抗体のよ
うな１つ以上の異なる抗体に由来し、またはヒト化抗体に由来し得る。キメラ抗体の１つ
の例において、重鎖および／または軽鎖の一部分は、特定の種に由来し、または特定の抗
体クラスもしくはサブクラスに属する抗体と、同一であり、相同であり、またはそれに由
来するが、一方で、その鎖（単数または複数）の残りの部分は、別の種に由来し、または
別の抗体クラスもしくはサブクラスに属する抗体（単数または複数）と、同一であり、相
同であり、またはそれに由来する。所望の生物学的活性（すなわち、ＣＸＣＲ５に特異的
に結合する能力）を示す、このような抗体の断片もまた含まれる。
【００２６】
　「中和抗体」または「阻害性抗体」は、実施例において、本明細書に記載されるアッセ
イなどのアッセイを用いて、過剰量の抗ＣＸＣＲ５抗体が少なくとも約２０％活性化の量
を減少させる場合に、ＣＸＣＲ５の活性化を阻害する抗体である。種々の実施形態におい
て、抗原結合タンパク質は、ＣＸＣＲ５の活性化の量を、少なくとも３０％、４０％、５
０％、６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９７％、９９％およ
び９９．９％減少させる。
【００２７】
　抗体の断片または類似体は、本明細書に記載の指示に従い、当該技術分野において公知
の技術を用いて、当業者によって容易に調製することが可能である。断片または類似体の
好ましいアミノ末端およびカルボキシ末端は、機能的ドメインの境界近くに存在する。構
造的および機能的ドメインは、ヌクレオチドおよび／またはアミノ酸配列データを公のま
たは特許の配列データベースと比較することにより同定が可能である。コンピューターに
よる比較方法が、公知の構造および／または機能をもつ他のタンパク質中に存在する配列
モチーフまたは予想されるタンパク質コンフォメーションのドメインを同定するために用
いることができる。公知の３次元構造へ折り畳まれているタンパク質配列を同定する方法
が知られている。Ｂｏｗｉｅら、１９９１年、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５３巻：１６４頁を参
照されたい。
【００２８】
　「ＣＤＲ移植抗体」は、特定の種またはアイソタイプの抗体由来の１つ以上のＣＤＲ、
および同一でありまたは異なる種またはアイソタイプの別の抗体のフレームワークを含む
抗体である。
【００２９】
　「多重特異的抗体」は、１つ以上の抗原上の１を超えるエピトープを認識する抗体であ
る。抗体のこのタイプのサブクラスは、同一でありまたは異なる抗原上の２つの異なるエ
ピトープを認識する「二重特異的抗体」である。
【００３０】
　抗原結合タンパク質は、それが、１ナノモル以下の解離定数で抗原に結合するとき、抗
原（例えば、ヒトＣＸＣＲ５）に「特異的に結合する」。
【００３１】
　「抗原結合ドメイン」、「抗原結合領域」または「抗原結合部位」とは、抗原と相互作
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用し、抗原結合タンパク質の抗原に対する特異性および親和性に貢献するアミノ酸残基（
または他の部分）を含む、抗原結合タンパク質の一部である。その抗原に特異的に結合す
る抗体に関して、これは、そのＣＤＲドメインの少なくとも１つの少なくとも一部を含む
。
【００３２】
　「エピトープ」は、抗原結合タンパク質によって（例えば、抗体によって）結合される
分子の部分である。エピトープは、分子の接触していない部分（例えば、ポリペプチド中
、ポリペプチドの一次配列にて互いに連続しないが、ポリペプチドの三次構造および四次
構造に関しては、抗原結合タンパク質によって結合されるのに十分近いアミノ酸残基）を
含んでいてもよい。
【００３３】
　２つのポリヌクレオチドまたは２つのポリペプチド配列の「同一性パーセント」は、Ｇ
ＡＰコンピュータープログラム（ＧＣＧ　Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ、ｖｅｒ
ｓｉｏｎ　１０．３（Ａｃｃｅｌｒｙｓ、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆ．）の一部）
を用いて、そのデフォルトパラメーターを用いて配列を比較することにより決定される。
【００３４】
　用語「ポリヌクレオチド」、「オリゴヌクレオチド」および「核酸」は、本明細書中、
互換的に使用され、ＤＮＡ分子（例えば、ｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡ）、ＲＮＡ分子（
例えば、ｍＲＮＡ）、ヌクレオチド類似体（例えば、ペプチド、核酸および天然に存在し
ないヌクレオチド類似体）を用いて作製されるＤＮＡまたはＲＮＡの類似体、およびそれ
らのハイブリッドを含む。核酸分子は、一本鎖または二本鎖であり得る。一実施形態にお
いて、本発明の核酸分子は、抗体、または断片、その誘導体、突然変異体もしくは変異体
をコードする隣接するオープンリーディングフレームを含む。
【００３５】
　２つの一本鎖ポリヌクレオチドは、それらの配列が、１つのポリヌクレオチド中の各ヌ
クレオチドが、ギャップの導入がなく、およびそれぞれの配列の５’末端または３’末端
に不対ヌクレオチドがなく、他のポリヌクレオチド中のその相補的ヌクレオチドと反対に
なるように、逆並行方向に整列され得るとき、互いの「相補体」である。ポリヌクレオチ
ドは、２つのポリヌクレオチドが適度にストリンジェントな条件下で互いにハイブリダイ
ズし得るとき、別のポリヌクレオチドに「相補的」である。したがって、ポリヌクレオチ
ドは、その相補体ではない別のポリヌクレオチドに相補的であってよい。
【００３６】
　「ベクター」は、細胞にそれと結合された別の核酸を導入するために使用され得る核酸
である。１つのタイプのベクターは、「プラスミド」であり、付加的核酸部分がそこに結
合され得る、直線状または環状の二本鎖ＤＮＡ分子を意味する。別のタイプのベクターは
、ウイルスベクター（例えば、複製欠損レトロウイルス、アデノウイルスおよびアデノ関
連ウイルス）であり、付加的ＤＮＡ部分がウイルスゲノム中に導入され得る。ある種のベ
クターは、それらが導入される宿主細胞中で自律的に複製可能である（例えば、細菌の複
製起点を含む細菌ベクターおよびエピソーム哺乳動物ベクター）。他のベクター（例えば
、非エピソーム哺乳動物ベクター）は、宿主細胞への導入時に、宿主細胞のゲノムに組み
込まれ、それにより、宿主ゲノムとともに複製される。「発現ベクター」は、目的のポリ
ヌクレオチドを発現させ得るタイプのベクターである。
【００３７】
　ヌクレオチド配列は、調節配列がヌクレオチド配列の発現（例えば、発現のレベル、時
期または場所）に影響を与えるとき、調節配列に「作動可能に連結されている」。「調節
配列」は、それが作動可能に連結されている核酸の発現（例えば、発現のレベル、時期ま
たは場所）に影響を与える核酸である。調節配列は、例えば、調節核酸に直接、または１
つ以上の他の分子（例えば、調節配列および／または核酸に結合するポリペプチド）の作
用を介して、その影響を及ぼし得る。調節配列の例としては、プロモーター、エンハンサ
ーおよび他の発現制御エレメント（例えば、ポリアデニル化シグナル）が挙げられる。調
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節配列のさらなる例は、例えば、Ｇｏｅｄｄｅｌ、１９９０年、Ｇｅｎｅ　Ｅｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１８
５，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ，およびＢａｒｏ
ｎら、１９９５年、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２３巻：３６０５－０６頁に
記載されている。
【００３８】
　「宿主細胞」は、核酸、例えば、本発明の核酸を発現するために使用され得る細胞であ
る。宿主細胞は、原核生物、例えばＥ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）であり、または真核生物、
例えば、単細胞真核生物（例えば、酵母または他の菌類）、植物細胞（例えば、タバコま
たはトマト植物細胞）、動物細胞（例えば、ヒト細胞、サル細胞、ハムスター細胞、ラッ
ト細胞、マウス細胞、または昆虫細胞）またはハイブリドーマであり得る。宿主細胞の例
としては、サル腎臓細胞のＣＯＳ－７株（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１６５１）（Ｇｌｕｚｍａ
ｎら、１９８１年、Ｃｅｌｌ　２３巻：１７５頁参照）、Ｌ細胞、Ｃ１２７細胞、３Ｔ３
細胞（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　１６３）、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞または
Ｖｅｇｇｉｅ　ＣＨＯおよび血清不含有培地中で増殖させたその関係細胞株（Ｒａｓｍｕ
ｓｓｅｎら、１９９８年、Ｃｙｔｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２８巻：３１頁参照）のよう
なそれらの誘導株、またはＤＨＦＲ中に欠損を有するＣＨＯ株ＤＸ－Ｂ１１（Ｕｒｌａｕ
ｂら、１９８０年、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　７７巻：４２１６
－２０頁参照）、ＨｅＬａ細胞、ＢＨＫ（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１０）細胞株、アフリカミ
ドリザル腎臓細胞株ＣＶ１由来のＣＶ１／ＥＢＮＡ細胞株（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７０）（
ＭｃＭａｈａｎら、１９９１年、ＥＭＢＯ　Ｊ．１０巻：２８２１頁参照）、２９３、２
９３ＥＢＮＡまたはＭＳＲ２９３のようなヒト胎児性腎臓細胞、ヒト上皮Ａ４３１細胞、
ヒトＣｏｌｏ２０５細胞、他の形質転換した霊長動物細胞株、正常２倍体細胞、インビト
ロでの一次組織培養物に由来する細胞株、初代移植細胞、ＨＬ－６０、Ｕ９３７、ＨａＫ
またはＪｕｒｋａｔ細胞が挙げられる。典型的に、宿主細胞は、ポリペプチドをコードす
る核酸を用いて形質転換またはトランスフェクトされ得て、次に、宿主細胞中で発現され
得る培養細胞である。語句「組換え宿主細胞」は、発現されるべき核酸を用いて形質転換
またはトランスフェクトされている宿主細胞を示すために用いられ得る。宿主細胞はまた
、核酸を含むが、核酸と作動可能に連結されるように、調節配列が宿主細胞中に導入され
ない限り、所望のレベルでそれを発現しない細胞であり得る。宿主細胞なる用語は、特定
の対象細胞のみを意味するのではなく、このような細胞の後代系統または可能性のある後
代系統を意味することが理解される。ある種の修飾がその後代において、例えば突然変異
または環境の影響により起こり得るため、このような後代系統は、実際に、親細胞と同一
ではない場合があるが、それでも本明細書において用いられる用語の範囲内に包含される
。
【００３９】
９５％相同性
　本開示は、可変ドメイン領域のアミノ酸配列によって構造的に特徴付けられる多数の抗
体を提供する。しかしながら、アミノ酸配列は、それらの特定の標的へのそれらの高度の
結合を保持しながらいくらかの変化を受け得る。より具体的には、可変ドメイン領域の多
数のアミノ酸は保存的置換で変化させることができ、得られた抗体の結合特性が、野生型
抗体配列の結合特性と相違しないことが予測できる。抗体可変ドメインには、抗原と直接
的に相互作用せず、および抗原結合に影響を及ぼさず、抗体構造を決定するために重要で
はない多数のアミノ酸がある。例えば、開示された抗体のいずれかにおける予測された非
必須アミノ酸残基は、好ましくは、同じクラス由来の別のアミノ酸残基で置換される。抗
原結合を排除しないアミノ酸保存的置換を同定するための方法は、当該技術分野において
周知である（例えば、Ｂｒｕｍｍｅｌｌら、Ｂｉｏｃｈｅｍ．３２：１１８０－１１８７
頁（１９９３年）；Ｋｏｂａｙａｓｈｉら、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．１２（１０）：８
７９－８８４頁（１９９９年）；Ｂｕｒｋｓら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ
．ＵＳＡ　９４：４１２－４１７頁（１９９７年）を参照されたい）。Ｎｅａｒら、Ｍｏ



(47) JP 2017-525710 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

ｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３０：３６９－３７７頁、１９９３年は、部位特異的突然変異誘発
による結合にどのように影響を及ぼすか、または影響を及ぼさないかを説明している。Ｎ
ｅａｒらは、抗原結合を変化させる可能性が高いと考えた残基だけを突然変異させた。大
部分は、結合親和性（Ｎｅａｒら、表３）および種々の形態のジゴキシンへの結合（Ｎｅ
ａｒら、表２）への適度または負の効果を有した。
【００４０】
　組換えＤＮＡはまた、タンパク質を精製するために有用であり得る、任意のタイプのタ
ンパク質タグ配列を含むことができる。タンパク質タグの例としては、限定されないが、
ヒスチジンタグ、ＦＬＡＧタグ、ｍｙｃタグ、ＨＡタグまたはＧＳＴタグが挙げられる。
細菌、真菌、酵母および哺乳動物細胞の宿主を用いた使用に適したクローニングベクター
および発現ベクターは、Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｖｅｃｔｏｒｓ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　
Ｍａｎｕａｌ（Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、Ｎ．Ｙ．、１９８５年）に見出すことができる。
【００４１】
　発現構築物は、宿主細胞に適した方法を用いて宿主細胞に導入される。核酸を宿主細胞
に導入するための種々の方法は、当該技術分野において公知であり、限定されないが、エ
レクトロポレーション；塩化カルシウム、塩化ルビジウム、リン酸カルシウム、ＤＥＡＥ
－デキストランまたは他の物質を用いるトランスフェクション；微粒子銃（ｍｉｃｒｏｐ
ｒｏｊｅｃｔｉｌｅ　ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ）；リポフェクション；および感染（ベク
ターが感染性因子である。）が挙げられる。適切な宿主細胞には、原核生物、酵母、哺乳
動物細胞または細菌細胞が含まれる。
【００４２】
　適切な細菌には、グラム陰性生物またはグラム陽性生物、例えば、Ｅ．コリまたはバチ
ラス属種（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｐ．）が含まれる。好ましくはサッカロミセス・セレ
ビシエ（Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）のようなサッカロミセス属種由来の酵母はまた、ポ
リペプチドの生成に使用され得る。また、種々の哺乳動物細胞または昆虫細胞の培養シス
テムを用いて、組換えタンパク質を発現させることができる。昆虫細胞における異種タン
パク質の生成のためのバキュロウイルス系は、ＬｕｃｋｏｗおよびＳｕｍｍｅｒｓ（Ｂｉ
ｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、６：４７、１９８８年）に概説される。適切な哺乳動物の宿
主細胞株の例としては、内皮細胞、ＣＯＳ－７サル腎臓細胞、ＣＶ－１、Ｌ細胞、Ｃ１２
７、３Ｔ３、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）、ヒト胎児性腎臓細胞、ＨｅＬａ、
２９３、２９３ＴおよびＢＨＫ細胞株が含まれる。精製ポリペプチドは、適切な宿主／ベ
クター系を培養して、組換えタンパク質を発現させることにより調製される。多くの適用
に関して、少量の本明細書に開示されるポリペプチドの多くが、好ましい発現方法として
Ｅ．コリにおいて発現される。次に、タンパク質を培養培地または細胞抽出物から精製す
る。
【００４３】
　また、ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドは、化学合成（例えば、Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　
Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ、２ｎｄ　ｅｄ．、１９８４年、Ｔｈｅ　Ｐｉｅｒ
ｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、ＩＩＩに記載される方法）により
生成され得る。タンパク質への修飾はまた、化学合成により生成され得る。
【００４４】
　本開示のポリペプチドは、タンパク質化学の分野において一般的に公知であるタンパク
質の単離／精製法により精製され得る。限定されない例としては、抽出、再結晶、塩析（
例えば、硫酸アンモニウムまたは硫酸ナトリウムを用いる。）、遠心分離、透析、限外濾
過、吸着クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性クロマトグラフィ
ー、順相クロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィー、ゲル濾過、ゲル浸透クロマトグ
ラフィー、親和性クロマトグラフィー、電気泳動、向流分配またはこれらの任意の組み合
わせが挙げられる。精製後、ポリペプチドは、異なる緩衝液に交換され、および／または
、限定されないが、濾過および透析を含むが、当該技術分野において公知である種々の方
法のいずれかにより富化され得る。
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【００４５】
ポリペプチドの翻訳後修飾
　ある種の実施形態において、本発明の結合ポリペプチドは、翻訳後修飾をさらに含み得
る。タンパク質の翻訳後修飾の例としては、リン酸化、アセチル化、メチル化、ＡＤＰ－
リボシル化、ユビキチン化、グリコシル化、カルボニル化、ＳＵＭＯ化（ｓｕｍｏｙｌａ
ｔｉｏｎ）、ビオチン化またはポリペプチド側鎖もしくは疎水性基の付加が挙げられる。
結果として、修飾された可溶性ポリペプチドは、脂質、多糖または単糖、およびリン酸塩
のような非アミノ酸エレメントを含み得る。グリコシル化の好ましい形態は、１つ以上の
シアル酸部分をポリペプチドにコンジュゲートさせるシアリル化である。シアル酸部分は
、溶解性および血清半減期を改善し、一方、タンパク質の免疫遺伝学的解析の可能性を減
少させる。Ｒａｊｕら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．２００１年、３１；４０（３０）：
８８６８－７６頁を参照されたい。
【００４６】
　１つの特定の実施形態において、目的の可溶性ポリペプチドの修飾形態は、目的の可溶
性ポリペプチドに非タンパク質性ポリマーを結合したものを含む。１つの特定の実施形態
において、ポリマーは、ポリエチレングリコール（「ＰＥＧ」）、ポリプロピレングリコ
ールまたはポリオキシアルキレンであり、米国特許第４，６４０，８３５号；第４，４９
６，６８９号；第４，３０１，１４４号；第４，６７０，４１７号；第４，７９１，１９
２号または第４，１７９，３３７号に記載されているようなものである。
【００４７】
　ＰＥＧは、市販されているまたは当該技術分野において周知である方法（Ｓａｎｄｌｅ
ｒおよびＫａｒｏ、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓ
ｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｖｏｌ．３、１３８－１６１頁）によるエチレングリコールの開
環重合により調製することができる、水溶性ポリマーである。用語「ＰＥＧ」は、ＰＥＧ
のサイズまたは末端での修飾にかかわらず、任意のポリエチレングリコール分子を包含す
るように広く用いられ、式：Ｘ－Ｏ（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－１ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ（１）（
式中、ｎは、２０から２３００であり、Ｘは、Ｈまたは末端修飾、例えばＣ１－４アルキ
ルである。）によって表すことができる。一実施形態において、本発明のＰＥＧは、一方
の末端がヒドロキシまたはメトキシで終わる、すなわち、ＸがＨまたはＣＨ３である（「
メトキシＰＥＧ」）。ＰＥＧは、結合反応に必要なさらなる化学基を含み得る；それは、
分子の化学合成の結果生じる；または分子の一部の最適距離のためのスペーサーである。
加えて、このようなＰＥＧは、互いに結合した１つ以上のＰＥＧ側鎖で構成され得る。１
を超えるＰＥＧ鎖を含むＰＥＧは、多腕型（ｍｕｌｔｉａｒｍｅｄ）または分岐型ＰＥＧ
と呼ばれる。分岐型ＰＥＧは、例えば、グリセロール、ペンタエリスリトールおよびソル
ビトールなどの種々のポリオールに酸化ポリエチレンを付加することによって製造するこ
とができる。例えば、４アーム型ＰＥＧは、ペンタエリスリトールおよび酸化エチレンか
ら製造され得る。分岐型ＰＥＧは、例えば、欧州特許出願公開第０４７３０８４Ａ号およ
び米国特許第５，９３２，４６２号に記載されている。ＰＥＧの一形態は、リシンの一級
アミノ基を介して結合された２つのＰＥＧ側鎖（ＰＥＧ２）を含む（Ｍｏｎｆａｒｄｉｎ
ｉら、Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ．６巻（１９９５年）６２－６９頁）。
【００４８】
　ＰＥＧは周知であるが、これは、ＰＥＧ化された１０Ｆｎ３ポリペプチドがＰＥＧ化さ
れ、リガンド結合活性を保持することができるという最初の実証である。好ましい実施形
態において、ＰＥＧ化された１０Ｆｎ３ポリペプチドは、部位特異的ＰＥＧ化によって、
特に、ＰＥＧをＮ末端またはＣ末端のシステイン部位にコンジュゲートさせることによっ
て生成される。したがって、本開示は、改良された薬物動態学的特性を有する標的結合１

０Ｆｎ３ポリペプチドを提供し、ポリペプチドは、１０Ｆｎ３ドメインのループの少なく
とも１つが標的結合に関与する、約８０個から約１５０個のアミノ酸を有する１０Ｆｎ３
ドメイン；および１０Ｆｎ３ポリペプチドが１００ｎＭ未満のＫＤで標的に結合し、哺乳
動物において３０ｍＬ／時間／ｋｇ未満のクリアランス速度を有する、共有結合ＰＥＧ部
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分を含む。ＰＥＧ部分は、Ｃｙｓ残基への結合によるなどの部位特異的ＰＥＧ化によって
１０Ｆｎ３ポリペプチドに結合されてもよく、この場合、Ｃｙｓ残基は、１０Ｆｎ３ポリ
ペプチドのＮ末端に、またはＮ末端と最もＮ末端のβ鎖もしくはβ様鎖との間に、または
１０Ｆｎ３ポリペプチドのＣ末端に、またはＣ末端と最もＣ末端のβ鎖もしくはβ様鎖と
の間に位置してもよい。Ｃｙｓ残基は、他の位置に、同様に、特に、標的結合に関与しな
いループのいずれかに位置付けられてもよい。ＰＥＧ部分はまた、アミンへのコンジュゲ
ーションによるものを含む、他の化学によって結合されてもよい。
【００４９】
　ペプチドまたはタンパク質へのＰＥＧコンジュゲーションは、一般的に、ＰＥＧの活性
化、および活性化されたＰＥＧ－中間体の標的タンパク質／ペプチドへのまたはリンカー
への直接的なカップリングを伴い、後者は、その後、活性化され、標的タンパク質／ペプ
チドにカップリングされる（Ａｂｕｃｈｏｗｓｋｉら、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．、２５
２、３５７１頁（１９７７年）およびＪ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．、２５２、３５８２頁（
１９７７年）、ＺａｌｉｐｓｋｙらおよびＨａｒｒｉｓら、Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｙｌｅｎｅ
　ｇｌｙｃｏｌ）Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｍｅ
ｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ；（Ｊ．Ｍ．Ｈａｒｒｉｓ編）Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐ
ｒｅｓｓ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、１９９２年；Ｃｈａｐ．２１および２２を参照されたい。
）。ＰＥＧ分子を含む結合ポリペプチドはまた、コンジュゲートされたタンパク質として
知られているが、結合されるＰＥＧ分子を欠損しているタンパク質はコンジュゲートされ
ないものを指すことができることに留意されたい。
【００５０】
　ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドにコンジュゲートするために、例えば、約１，０００ダル
トン（Ｄａ）から１００，０００Ｄａ（ｎは２０から２３００）である、様々な分子量形
態のＰＥＧを選択することができる。ＰＥＧ中の反復単位「ｎ」の数は、ダルトンに記載
された分子量に近似される。活性化されたリンカー上のＰＥＧの合わせた分子量は、医薬
用途に適していることが好ましい。したがって、一実施形態において、ＰＥＧ分子の分子
量は、１００，０００Ｄａを超えない。例えば、各々のＰＥＧ分子が１２，０００Ｄａ（
各ｎは約２７０である）の同一分子量を有する３つのＰＥＧ分子がリンカーに結合される
場合、リンカー上のＰＥＧの全分子量は約３６，０００Ｄａ（合計ｎは約８２０である）
である。リンカーに結合したＰＥＧの分子量はまた、異なっていてもよく、例えば、リン
カー上の３つの分子のうち、２つのＰＥＧ分子は各々５，０００Ｄａ（各ｎは約１１０で
ある）であり、１つのＰＥＧ分子は１２，０００Ｄａ（ｎは約２７０である）であっても
よい。
【００５１】
　本開示の特定の実施形態において、ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドは、式：－ＣＯ－（Ｃ
Ｈ２）Ｘ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｍ－ＯＲの１つのポリ（エチレングリコール）基に共有結
合され、ポリ（エチレングリコール）基の－ＣＯ（すなわち、カルボニル）は、結合ポリ
ペプチドのアミノ基の１つとアミド結合を形成し；Ｒは、低級アルキルであり；ｘは２ま
たは３であり；ｍは、約４５０から約９５０であり；ｎおよびｍは、コンジュゲートから
結合ポリペプチドを差し引いた分子量が約１０から４０ｋＤａとなるように選択される。
一実施形態において、リジンの結合ポリペプチドの６－アミノ基は、利用可能な（遊離）
アミノ基である。
【００５２】
　上記コンジュゲートは、式（ＩＩ）：Ｐ－ＮＨＣＯ－（ＣＨ２）ｘ－（ＯＣＨ２ＣＨ２

）ｍ－ＯＲ（ＩＩ）によってより具体的に示すことができ、ここで、Ｐは、本明細書に記
載される結合ポリペプチドの基であり（すなわち、式（ＩＩ）において示されるカルボニ
ルとアミド結合を形成するアミノ基および複数のアミノ基を含まない）；Ｒは、低級アル
キルであり；ｘは２または３であり；ｍは、約４５０から約９５０であり、コンジュゲー
トから結合ポリペプチドを差し引いた分子量が約１０から約４０ｋＤａとなるように選択
される。本明細書で使用する時、「ｍ」の所与の範囲は方向性の意味を有する。「ｍ」の
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範囲は、いずれの場合においても、正確に、ＰＥＧ基の分子量によって決定される。
【００５３】
　別の実施形態において、本発明のＰＥＧ化された結合ポリペプチドは、好ましくは、修
飾されていないタンパク質に関連する生物学的活性の少なくとも２５％、５０％、６０％
、７０％、８０％、８５％、９０％、９５％または１００％を保持する。一実施形態にお
いて、生物学的活性は、ＫＤ、ｋｏｎまたはｋｏｆｆによって評価されるように、ＣＸＣ
Ｒ５に結合するその能力を指す。１つの特定の実施形態において、ＰＥＧ化された結合ポ
リペプチドタンパク質は、ＰＥＧ化されていない結合ポリペプチドと比較して、ＣＸＣＲ
５への結合の増加を示す。
【００５４】
　ＰＥＧ修飾ポリペプチドの血清クリアランス率は、非修飾結合ポリペプチドのクリアラ
ンス率と比べて、約１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％
またはさらには９０％減少し得る。ＰＥＧ修飾ポリペプチドは、非修飾タンパク質の半減
期と比べて増大された半減期（ｔ１／２）を有し得る。ＰＥＧ結合ポリペプチドの半減期
は、非修飾結合ポリペプチドの半減期と比べて、少なくとも１０％、２０％、３０％、４
０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、１２５％、１５０％、１７
５％、２００％、２５０％、３００％、４００％もしくは５００％またはさらには１００
０％増大され得る。いくつかの実施形態において、タンパク質の半減期は、インビトロで
、例えば、緩衝化生理食塩水または血清中で決定される。他の実施形態において、タンパ
ク質の半減期は、インビボでの半減期であり、例えば、動物の血清または他の体液中のタ
ンパク質の半減期である。
【００５５】
治療製剤および投与様式
　本開示は、ＣＸＣＲ５生物学的活性の阻害に応答する状態を治療するまたは病前状態を
予防するための方法を特徴とする。好ましい例は、炎症または細胞の過剰増殖を特徴とす
る状態である。投与のための技術および投与量は、特定の種類のポリペプチドおよび処置
されるべき特定の病状によって変わるが、当業者により容易に決定することができる。一
般的に、監督当局は、治療剤として使用されるタンパク質試薬が、許容される低レベルの
発熱物質を有するように製剤化されることを要求する。したがって、治療製剤は、一般的
に、それらが実質的に発熱物質を含まない、または少なくとも適切な監督当局（例えば、
ＦＤＡ）により決定される、許容されるレベル未満の発熱物質を含む点で、他の製剤と区
別される。
【００５６】
　本開示の治療組成物は、医薬として許容される希釈剤、担体または賦形剤とともに、単
一の投与量形態で投与され得る。投与は、非限定的な例として、非経腸（例えば、静脈内
、皮下）、経口または局所であり得る。さらに、本発明のポリペプチドをコードする核酸
を用いる任意の遺伝子治療技術、例えばネイキッドＤＮＡ送達、組換え遺伝子およびベク
ター、患者の細胞のエクスビボでの操作を含む細胞ベースの送達などを用いることができ
る。
【００５７】
　組成物は、経口投与用の丸剤、錠剤、カプセル剤、液剤または持続放出錠；または静脈
内、皮下もしくは非経腸投与用の液剤；局所投与用のゲル、ローション、軟膏、クリーム
もしくはポリマーまたは他の持続放出ビヒクルの形態であり得る。
【００５８】
　製剤の製造方法に関する当該技術分野において周知の方法は、例えば、「Ｒｅｍｉｎｇ
ｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ
」（２０ｔｈ　ｅｄ．、編集、Ａ．Ｒ．Ｇｅｎｎａｒｏ　Ａ　Ｒ．、２０００年、Ｌｉｐ
ｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ、Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ、
Ｐａ）に見出される。非経腸投与用製剤は、例えば、賦形剤、滅菌水、生理食塩水、ポリ
エチレングリコールのようなポリアルキレングリコール、植物由来のオイルまたは水素化
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ナフタレンを含むことができる。生体適合性の生分解可能なラクチドポリマー、ラクチド
／グリコリドコポリマーまたはポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンコポリマーは
、化合物の放出を制御するために使用することができる。ナノ粒子製剤（例えば、生分解
可能なナノ粒子、固体脂質ナノ粒子、リポソーム）は、化合物の生体内分布を制御するた
めに使用することができる。他の有用な可能性のある非経腸送達系には、エチレン－酢酸
ビニルコポリマー粒子、浸透圧ポンプ、埋め込み式点滴システムおよびリポソームが含ま
れる。製剤中の化合物の濃度は、投与される薬物の投薬量、および投与経路を含む、多数
の因子に応じて変化する。
【００５９】
　ポリペプチドは、任意に、製薬分野で通常使用される非毒性の酸付加塩または金属錯体
のような医薬として許容される塩として投与されてもよい。酸付加塩の例としては、酢酸
、乳酸、パモ酸、マレイン酸、クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、コハク酸、安息香
酸、パルミチン酸、スベリン酸、サリチル酸、酒石酸、メタンスルホン酸、トルエンスル
ホン酸またはトリフルオロ酢酸のような有機酸；タンニン酸、カルボキシメチルセルロー
スのようなポリマー酸；および、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸のような無機酸が含ま
れる。金属錯体には、亜鉛、鉄などが含まれる。一例において、ポリペプチドは、熱安定
性を増加させるために、酢酸ナトリウムの存在下で製剤化される。
【００６０】
　経口使用のための製剤としては、非毒性の医薬として許容される賦形剤との混合物中に
有効成分を含有する錠剤が含まれる。これらの賦形剤は、例えば、不活性希釈剤または充
填剤（例えば、スクロースおよびソルビトール）、潤滑剤、流動促進剤および抗接着剤（
例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸、シリカ、硬化植
物油またはタルク）であり得る。
【００６１】
　経口使用のための製剤はまた、チュアブル錠として、または硬質ゼラチンカプセルとし
て与えられてもよく、ここで、有効成分は、不活性固体希釈剤とともにまたは軟質ゼラチ
ンカプセルとして混合され、有効成分は水または油媒体とともに混合される。
【００６２】
　治療的に有効な投薬量とは、投与された場合に治療効果を生じる投薬量を意味する。正
確な投薬量は、処置される障害に依存し、当業者により公知の技術を用いて確かめられ得
る。一般的に、ポリペプチドは、１日当たり約０．０１μｇ／ｋｇから約５０ｍｇ／ｋｇ
、好ましくは１日当たり０．０１ｍｇ／ｋｇから約３０ｍｇ／ｋｇ、最も好ましくは１日
当たり０．１ｍｇ／ｋｇから約２０ｍｇ／ｋｇで投与される。ポリペプチドは、毎日（例
えば、１日１回、２回、３回または４回）、または好ましくは低頻度で（例えば、週に１
回、２週間に１回、３週間に１回、月に一回または年に４回）投与され得る。さらに、当
該技術分野において公知であるように、年齢ならびに体重、一般的な健康状態、性別、食
事、投与時期、薬物相互作用および疾患の重症度による調整が必要であり、当業者により
常套実験にて確認され得る。
【００６３】
例示的使用
　本明細書に記載されるＣＸＣＲ５結合タンパク質およびそれらの関連する改変体は、多
数の治療用途および診断用途において有用である。これらには、ＣＸＣＲ５への結合を競
合するまたはブロックすることによるＣＸＣＲ５の生物学的活性の阻害、ならびに細胞毒
性または造影性部分の細胞への送達、好ましくはＣＸＣＲ５を発現する細胞への送達が含
まれる。これらの分子はサイズが小さく、構造が安定しているため、薬物の製造、迅速な
クリアランスが望まれる特定の用途のための身体からの迅速なクリアランス、またはこの
ような特徴を有する分子を用いて適切であるもしくは改善された新規なデリバリーシステ
ムへの処方に関して特に有益であり得る。
【００６４】
　ＣＸＣＲ５生物学的活性の阻害剤としてのそれらの有効性に基づいて、本開示のポリペ
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プチドは、多数のがん状態、ならびに胸水および腹水などのがんに起因する合併症、結腸
直腸がん、頭頸部がん、小細胞肺がん、非小細胞肺がん（ＮＳＣＬＣ）および膵臓がんに
対して有効である。がんの非制限的な例には、膀胱がん、血液がん、骨がん、脳がん、乳
がん、軟骨がん、結腸腎臓がん、肝臓がん、肺がん、リンパ節がん、神経組織がん、卵巣
がん、膵臓がん、前立腺がん、骨格筋がん、皮膚がん、脊髄がん、脾臓がん、胃がん、精
巣がん、胸腺がん、甲状腺がん、気管がん、泌尿生殖器管がん、尿管がん、尿道がん、子
宮がん、または膣がんが挙げられる。
【００６５】
　ある種の実施形態において、本発明の目的とする抗ＣＸＣＲ５抗体剤を単独で使用する
ことができる。あるいは、本薬剤は、増殖性障害（例えば、腫瘍）の治療または予防を目
的とする他の従来の抗がん治療アプローチと組み合わせて使用されてもよい。例えば、こ
のような方法は、予防的がん予防、手術後のがんの再発および転移の予防、ならびに他の
従来のがん療法のアジュバントとして使用することができる。本開示は、従来のがん療法
（例えば、化学療法、放射線療法、光線療法、免疫療法、および外科手術）の有効性が、
本ポリペプチド治療剤の使用によって増強され得ることを認識する。
【００６６】
　多様な従来の化合物は、抗新生物活性を有することが示されている。これらの化合物は
、固形腫瘍を収縮させ、転移およびさらなる増殖を阻止し、または白血病もしくは骨髄の
悪性腫瘍中の悪性細胞数を減少させるための化学療法における薬剤として使用されている
。化学療法は、種々の悪性腫瘍の治療において効果的であったが、多くの抗新生物化合物
は、望ましくない副作用を誘発する。２つ以上の異なる治療を組み合わせる場合、治療は
相乗的に働く可能性があり、各々の治療の投薬量を減少させることができ、それにより、
高い投薬量での各々の化合物によってもたらされる有害な副作用を減少させ得ることが示
されている。他の例において、治療に難治性の悪性腫瘍は、２つ以上の異なる治療の組み
合わせ療法に反応する場合がある。
【００６７】
　本発明のポリペプチド治療剤が、別の従来の抗新生物剤と併用して、同時にまたは連続
して投与される場合、このような治療剤は、抗新生物剤の治療効果を高める、またはこの
ような抗新生物剤に対する細胞耐性を克服することが見出される場合がある。これにより
、抗新生物剤の投与量を減少させ、それにより、望ましくない副作用を低下させ、または
耐性細胞における抗新生物剤の有効性を回復させることができる。
【００６８】
　組み合わせ抗腫瘍治療に使用され得る医薬化合物には、単に例示にすぎないが、以下が
含まれる：アミノグルテチミド、アムサクリン、アナストロゾール、アスパラギナーゼ、
ｂｃｇ、ビカルタミド、ブレオマイシン、ブセレリン、ブスルファン、カンポテシン（ｃ
ａｍｐｏｔｈｅｃｉｎ）、カペシタビン、カルボプラチン、カルムスチン、クロラムブシ
ル、シスプラチン、クラドリビン、クロドロネート、コルヒチン、シクロホスファミド、
シプロテロン、シタラビン、ダカルバジン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ジエネ
ストロール、ジエチルスチルベストロール、ドセタキセル、ドキソルビシン、エピルビシ
ン、エストラジオール、エストラムスチン、エトポシド、エキセメスタン、フィルグラス
チム、フルダラビン、フルドロコルチゾン、フルオロウラシル、フルオキシメステロン、
フルタミド、ゲムシタビン、ゲニステイン、ゴセレリン、ヒドロキシウレア、イダルビシ
ン、イホスファミド、イマチニブ、インターフェロン、イリノテカン、イロノテカン、レ
トロゾール、ロイコボリン、ロイプロリド、レバミゾール、ロムスチン、メクロレタミン
、メドロキシプロゲステロン、メゲストロール、メルファラン、メルカプトプリン、メス
ナ、メトトレキサート、マイトマイシン、ミトタン、ミトキサントロン、ニルタミド、ノ
コダゾール、オクトレオチド、オキサリプラチン、パクリタキセル、パミドロネート、ペ
ントスタチン、プリカマイシン、ポルフィマー、プロカルバジン、ラルチトレキセド、リ
ツキシマブ、ストレプトゾシン、スラミン、タモキシフェン、テモゾロミド、テニポシド
、テストステロン、チオグアニン、チオテパ、チタノセンジクロリド、トポテカン、トラ
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スツズマブ、トレチノイン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、およびビノ
レルビン。
【００６９】
　ある種の化学療法的な抗腫瘍化合物は、それらの活性機序によって、例えば、以下のグ
ループに分類することができる：代謝拮抗剤／抗がん剤、例えば、ピリミジン類似体（５
－フルオロウラシル、フロキシウリジン、カペシタビン、ゲムシタビンおよびシタラビン
）、およびプリン類似体、葉酸拮抗剤および関連する阻害剤（メルカプトプリン、チオグ
アニン、ペントスタチン、および２－クロロデオキシアデノシン（クラドリビン））；天
然の生成物を含む抗増殖剤／抗分裂剤、例えば、ビンカアルカロイド（ビンブラスチン、
ビンクリスチン、およびビノレルビン）、タキサン（パクリタキセル、ドセタキセル）な
どの微細管分裂剤、ビンクリスチン、ビンブラスチン、ノコダゾール、エポチロンおよび
ナベルビン、エピジポドフィロトキシン（エトポシド、テニポシド）、ＤＮＡ傷害剤（ア
クチノマイシン、アムサクリン、アントラサイクリン、ブレオマイシン、ブスルファン、
カンプトテシン、カルボプラチン、クロランブシル、シスプラチン、シクロホスファミド
、シトキサン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、ドキソルビシン、エピルビシン、ヘ
キサメチルメラミンオキサリプラチン、イホスファミド、メルファラン、メルクロレタミ
ン（ｍｅｒｃｈｌｏｒｅｈｔａｍｉｎｅ）、マイトマイシン、ミトキサントロン、ニトロ
ソウレア、プリカマイシン、プロカルバジン、タキソール、タキソテール、テニポシド、
トリエチレンチオホスホラミド、およびエトポシド（ＶＰ１６））；抗生物質、例えば、
ダクチノマイシン（アクチノマイシンＤ）、ダウノルビシン、ドキソルビシン（アドリア
マイシン）、イダルビシン、アントラサイクリン、ミトキサントロン、ブレオマイシン、
プリカマイシン（ミトラマイシン）、およびマイトマイシン；酵素（Ｌ－アスパラギンお
よびそれら自身のアスパラギンを合成する能力を持たない誘導体細胞を全身に代謝させる
Ｌ－アスパラギナーゼ）；抗血小板剤；抗増殖性／抗分裂性アルキル化剤、例えば、ナイ
トロジェンマスタード（メクロレタミン、シクロホスファミドおよび類似体、メルファラ
ン、クロランブシル）、エチレンイミンおよびメチルメラミン（ヘキサメチルメラミンお
よびチオテパ）、アルキルスルホネート－ブスルファン、ニトロソウレア（カルムスチン
（ＢＣＮＵ）および類似体、ストレプトゾシン）、トラゼン－ダカルバゼニン（ＤＴＩＣ
）；葉酸類似体（メトトレキサート）などの抗増殖性／抗分裂性代謝拮抗剤；プラチナ調
整複合体（シスプラチン、カルボプラチン）、プロカルバジン、ヒドロキシウレア、ミト
タン、アミノグルテチミド；ホルモン、ホルモン類似体（エストロゲン、タモキシフェン
、ゴセレリン、ビカルタミド、ニルタミド）およびアロマターゼ阻害剤（レトロゾール、
アナストロゾール）；抗凝血剤（ヘパリン、合成ヘパリン塩および他のトロンビンの阻害
剤）；線維素溶解剤（例えば、組織プラスミノーゲン活性化剤、ストレプトキナーゼおよ
びウロキナーゼ）、アスピリン、ジピリダモール、チクロピジン、クロピドグレル、アブ
シキマブ；移動抑制剤；分泌抑制剤（ブレベルジン）；免疫抑制剤（シクロスポリン、タ
クロリマス（ＦＫ－５０６）、シロリマス（ラパマイシン）、アザチオプリン、マイコフ
ェノレートモフェチール）；抗血管形成化合物（ＴＮＰ－４７０、ゲニステイン）および
増殖因子阻害剤（例えば、ＶＥＧＦ阻害剤、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）阻害剤）；ア
ンジオテンシン受容体遮断剤；窒素酸化物供与体；アンチセンスオリゴヌクレオチド；抗
体（トラストウズマブ）；細胞周期阻害剤および分化誘導物質（トレチノイン）；ｍＴＯ
Ｒ阻害剤、トポイソメラーゼ阻害物質（ドキソルビシン（アドリアマイシン）、アムサク
リン、カンプトセシン、ダウノルビシン、ダクチノマイシン、エニポシド、エピルビシン
、エトポシド、イダルビシンおよびミトキサントロン、トポテカン、イリノテカン）、コ
ルチコステロイド（コルチゾン、デキサメタゾン、ヒドロコルチゾン、メチルペドニゾロ
ン（ｍｅｔｈｙｌｐｅｄｎｉｓｏｌｏｎｅ）、プレドニゾン、およびプレニゾロン（ｐｒ
ｅｎｉｓｏｌｏｎｅ））；増殖因子シグナル伝達キナーゼ阻害剤；ミトコンドリア性機能
障害誘導剤およびカスパーゼ活性化剤；ならびにクロマチン分裂剤。
【００７０】
　併用療法の性質に応じて、ポリペプチド治療剤の投与は、他の治療が投与されている間
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および／またはその後に継続されてもよい。ポリペプチド治療剤の投与は、単回投薬でま
たは複数回投薬で行うことができる。いくつかの例において、ポリペプチド治療剤の投与
は、従来の治療の少なくとも数日前に開始されるが、他の例において、投与は、従来の治
療の投与の直前または投与時のいずれかで開始される。
【００７１】
　診断用途の一例において、不適切な血管新生によって特徴付けられる状態を有すると疑
われる患者由来の、血清または組織生検などの生物学的試料は、ＣＸＣＲ５のレベルを検
出するために、本開示の検出可能に標識されたポリペプチドと接触される。次に、検出さ
れたＣＸＣＲ５のレベルは、標識されたポリペプチドとも接触された正常な試料において
検出されたＣＸＣＲ５のレベルと比較される。ＣＸＣＲ５のレベルの少なくとも１０％、
２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、または９０％の増加は、診
断指標とみなすことができる。
【００７２】
　特定の実施形態において、ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドは、検出可能され得る標識（例
えば、標識は放射性同位元素、蛍光化合物、酵素または酵素補因子であり得る）にさらに
結合される。活性部分は、放射性薬剤であってもよく、例えば、鉄キレートなどの放射性
重金属、ガドリニウムまたはマンガンの放射性キレート、酸素、窒素、鉄、炭素またはガ
リウムの陽電子放出体、４３Ｋ、５２Ｆｅ、５７Ｃｏ、６７Ｃｕ、６７Ｇａ、６８Ｇａ、
１２３Ｉ、１２５Ｉ、１３１Ｔ、１３２Ｉ、または９９Ｔｃが挙げられる。このような部
分に結合された結合剤は、造影剤として使用されてもよく、ヒトなどの哺乳動物における
診断使用に有効な量で投与され、次に、造影剤の局在および蓄積が検出される。造影剤の
局在および蓄積は、ラジオシンチグラフィー、核磁気共鳴画像法、コンピューター断層撮
影法または陽電子放射断層撮影法によって検出することができる。ＣＸＣＲ５に対するＣ
ＸＣＲ５結合ポリペプチドを用いた免疫シンチグラフィーを用いて、がんおよび血管系を
検出および／または診断することができる。例えば、９９テクネチウム、１１１インジウ
ム、または１２５ヨウ素で標識されたＣＸＣＲ５マーカーに対する結合ポリペプチドのい
ずれも、このような画像化に効果的に使用され得る。当業者に明らかであるように、投与
される放射性同位体の量は、放射性同位元素に依存する。当業者は、活性成分として使用
される所定の放射性核種の比活性およびエネルギーに基づいて、投与される造影剤の量を
容易に処方することができる。典型的には、造影剤の用量当たり０．１－１００ミリキュ
リー、好ましくは１－１０ミリキュリー、最も頻繁には２－５ミリキュリーが投与される
。したがって、放射性部分にコンジュゲートされた標的化部分を含む造影剤として有用な
本発明の組成物は、０．１－１００ミリキュリー、いくつかの実施形態において、好まし
くは１－１０ミリキュリー、いくつかの実施形態において、好ましくは２－５ミリキュリ
ー、いくつかの実施形態において、より好ましくは１－５ミリキュリーを含む。
【００７３】
　ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドはまた、ＣＸＣＲ５を発現する細胞または組織にさらなる
治療剤（限定されないが、薬物化合物、化学療法化合物、および放射線療法化合物を含む
）を送達させるために使用することができる。一例において、ＣＸＣＲ５結合ポリペプチ
ドは、ＣＸＣＲ５を発現する腫瘍細胞または組織への化学療法剤の標的化された送達のた
めの化学療法剤に融合される。
【００７４】
　ＣＸＣＲ５結合ポリペプチドは、研究、診断および治療用途を含む様々な用途において
有用である。例えば、それらは、受容体またはその一部を単離および／または精製し、受
容体構造（例えば、立体構造）および機能を研究するために使用することができる。
【００７５】
　ある種の実施形態において、断片の結合ポリペプチドは、診断目的のために標識されて
いても標識されていなくてもよい。典型的には、診断アッセイは、結合ポリペプチドがＣ
ＸＣＲ５に結合することによって生ずる複合体の形成を検出することを伴う。結合ポリペ
プチドまたはその断片は、抗体と同様に、直接標識され得る。様々な標識が使用でき、限
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定されないが、放射性核種、蛍光剤、酵素、酵素の基質、酵素補助因子、酵素阻害剤およ
びリガンド（例えば、ビオチン、ハプテン）が挙げられる。多数の適切な免疫アッセイが
当業者に公知である（例えば、米国特許第３，８１７，８２７号；第３，８５０，７５２
号；第３，９０１，６５４号；および第４，０９８，８７６号を参照されたい。）。標識
されない場合、結合ポリペプチドは、凝集アッセイ法などのアッセイにて使用できる。ま
た、標識されていない結合ポリペプチドは、結合ポリペプチドまたは他の適切な試薬（例
えば、標識されたプロテインＡ）と反応性のある標識抗体などの、結合ポリペプチドを検
出するために使用できる別の（１つ以上の）適切な試薬と併用することもできる。
【００７６】
　一実施形態において、本発明の結合ポリペプチドは、目的とするポリペプチドが酵素に
コンジュゲートする酵素免疫アッセイに利用することができる。ＣＸＣＲ５タンパク質を
含む生物学的サンプルが目的とする結合ポリペプチドと混合される場合、結合ポリペプチ
ドとＣＸＣＲ５タンパク質の間で結合が生じる。一実施形態において、ＣＸＣＲ５タンパ
ク質を発現する細胞（例えば、内皮細胞）を含むサンプルが、目的とする抗体と混合され
、結合ポリペプチドと結合ポリペプチドによって認識されるＣＸＣＲ５タンパク質を有す
る細胞の間で結合が生じる。これらの結合細胞は、結合しなかった試薬から分離され、細
胞に特異的に結合した結合ポリペプチド－酵素コンジュゲートの存在は、例えば、サンプ
ルと、酵素が作用すると色または他の検出可能な変化を生じさせる酵素の基質とを接触さ
せることにより決定される。別の実施形態において、目的とする結合ポリペプチドは、標
識されていなくてもよく、目的とする結合ポリペプチドを認識する第２の標識ポリペプチ
ド（例えば、抗体）を加えることができる。
【００７７】
　ある種の態様において、生物学的サンプル中にＣＸＣＲ５タンパク質が存在することを
検出する際に使用するためのキットもまた製造することができる。このようなキットは、
ＣＸＣＲ５タンパク質または該受容体の部分に結合するＣＸＣＲ５結合ポリペプチド、な
らびに結合ポリペプチドと受容体タンパク質またはその部分との間の複合体の存在を検出
するのに適切な１つ以上の補助試薬を含む。本発明のポリペプチド組成物は、単独でまた
は他のエピトープに特異的なさらなる抗体と組み合わせて、凍結乾燥形態で提供され得る
。標識されていてもよくまたは標識されていなくてもよい結合ポリペプチドおよび／また
は抗体は、補助成分（例えば、Ｔｒｉｓ、リン酸塩および炭酸塩のような緩衝剤、安定化
剤、賦形剤、殺生物剤および／または不活性タンパク質、例えば、ウシ血清アルブミン）
と共にキットに含み得る。例えば、結合ポリペプチドおよび／または抗体は、補助成分と
の凍結乾燥された混合物として提供され、または、補助成分は、使用者が組み合わせるた
めに別々に提供され得る。一般に、これらの補助材料は、活性な結合ポリペプチドまたは
抗体の量を基準にして約５重量％未満で存在し、通常、ポリペプチドまたは抗体濃度を基
準にして少なくとも約０．００１重量％の総量で存在する。結合ポリペプチドに結合する
ことができる二次抗体を使用する場合、このような抗体は、キット中、例えば、別個のバ
イアルまたは容器中に提供され得る。二次抗体は、存在する場合、典型的には標識され、
上記の抗体製剤に類似した方法で製剤することができる。
【００７８】
　同様に、本開示はまた、ＣＸＣＲ５の発現を検出および／または定量するための方法を
提供し、ここで、細胞またはその画分（例えば、膜画分）を含む組成物は、ＣＸＣＲ５ま
たは受容体の一部に結合するのに適した条件下で、それに結合する結合ポリペプチドと接
触させ、結合をモニターする。結合ポリペプチドの検出は、結合ポリペプチドとＣＸＣＲ
５またはその一部の間の複合体の形成を示し、受容体の存在を示す。ポリペプチドの細胞
への結合は、実施例に記載されているものなどの標準的な方法によって決定することがで
きる。この方法は、個体由来の細胞上のＣＸＣＲ５の発現を検出するために使用すること
ができる。任意に、内皮細胞の表面上のＣＸＣＲ５の定量的発現は、例えば、フローサイ
トメトリーによって評価することができ、染色強度は、疾患の感受性、進行またはリスク
と相関させることができる。
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【００７９】
　本開示はまた、特定の疾患に対する哺乳動物の感受性を検出する方法を提供する。例示
すると、本方法は、哺乳動物の細胞上に存在するＣＸＣＲ５の量および／または哺乳動物
におけるＣＸＣＲ５陽性細胞の数に基づいて、進行する疾患に対する哺乳動物の感受性を
検出するために使用され得る。
【００８０】
　ポリペプチド配列は、標準の一文字表記または三文字表記を用いて示される。特記しな
い限り、各ポリペプチド配列は、左にアミノ末端および右にカルボキシ末端を有する；各
々の一本鎖核酸配列、および各々の二本鎖核酸配列の上の鎖は、左に５’末端および右に
３’末端を有する。また、特定のポリペプチド配列は、それが参照配列とどの程度異なる
かを説明するために記載され得る。
【００８１】
抗原結合タンパク質
　抗原結合タンパク質（例えば、抗体、抗体断片、抗体誘導体、抗体突然変異タンパク質
、および抗体改変体）は、ＥＧＦＲ（好ましくはヒトＣＸＣＲ５）に結合するポリペプチ
ドである。抗原結合タンパク質には、ＣＸＣＲ５の生物学的活性を阻害する抗原結合タン
パク質が含まれる。
【００８２】
　１つ以上の抗原結合タンパク質を含有するオリゴマーは、ＣＸＣＲ５アンタゴニストと
して用いられてもよい。オリゴマーは、共有的に結合したもしくは非共有的に結合した、
二量体、三量体またはそれ以上のオリゴマーの形態であってもよい。２つ以上の抗原結合
タンパク質を含むオリゴマーは、用途が企図され、一例としては、ホモ二量体である。他
のオリゴマーには、ヘテロ二量体、ホモ三量体、ヘテロ三量体、ホモ四量体、ヘテロ四量
体などが含まれる。
【００８３】
　一実施形態は、抗原結合タンパク質に融合されたペプチド部分間の共有的または非共有
的相互作用を介して繋がれている複数の抗原結合タンパク質を含むオリゴマーを対象とす
る。このようなペプチドは、ペプチドリンカー（スペーサー）、またはオリゴマー化を促
進する特性を有するペプチドであってもよい。ロイシンジッパー、および抗体に由来する
ある種のポリペプチドは、以下により詳細に記載される通り、それに結合された抗原結合
タンパク質のオリゴマー化を促進し得るペプチドに含まれる。
【００８４】
　特定の実施形態において、オリゴマーは、２から４個の抗原結合タンパク質を含む。オ
リゴマーの抗原結合タンパク質は、上記の形態のうちの任意のもの、例えば、改変体また
は断片であってもよい。好ましくは、オリゴマーは、ＣＸＣＲ５結合活性を有する抗原結
合タンパク質を含む。
【００８５】
　一実施形態において、オリゴマーは、免疫グロブリンに由来するポリペプチドを用いて
調製される。抗体由来のポリペプチドの種々の部分（Ｆｃドメインを含む。）に融合され
た、ある種の非相同性ポリペプチドを含む融合タンパク質の調製は、例えば、Ａｓｈｋｅ
ｎａｚｉら、１９９１年、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８８巻：１
０５３５頁；Ｂｙｒｎら、１９９０年、Ｎａｔｕｒｅ　３４４巻：６７７頁；およびＨｏ
ｌｌｅｎｂａｕｇｈら、１９９２年「Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｇ
ｌｏｂｕｌｉｎ　Ｆｕｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ」、ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ、Ｓｕｐｐｌ．４、１０．１９．１－１０．１
９．１１頁に記載されている。
【００８６】
　一実施形態は、抗ＣＸＣＲ５抗体のＣＸＣＲ５結合断片を抗体のＦｃ領域に融合させる
ことによって作製された、２つの融合タンパク質を含む二量体を対象とする。二量体は、
例えば、融合タンパク質をコードする遺伝子融合体を、適切な発現ベクターに挿入し、組
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換え発現ベクターを用いて形質転換した宿主細胞において遺伝子融合体を発現させ、発現
した融合タンパク質を抗体分子に酷似するように構築することによって作製することがで
き、その後、鎖間ジスルフィド結合がＦｃ部分間に形成されて、二量体が得られる。
【００８７】
　用語「Ｆｃポリペプチド」には、抗体のＦｃ領域に由来するポリペプチドの天然および
突然変異形態が含まれる。二量体化を促進するヒンジ領域を含有するこのようなポリペプ
チドの切断形態もまた含まれる。Ｆｃ部分を含む融合タンパク質（およびそこから形成さ
れたオリゴマー）は、プロテインＡまたはプロテインＧカラム上の親和性クロマトグラフ
ィーによる容易な精製という利点を提供する。
【００８８】
　オリゴマー抗原結合タンパク質を調製するための別の方法は、ロイシンジッパーの使用
を伴う。ロイシンジッパードメインは、それらが見出されるタンパク質のオリゴマー化を
促進するペプチドである。ロイシンジッパーは、元々は、いくつかのＤＮＡ結合タンパク
質において同定されたものであり（Ｌａｎｄｓｃｈｕｌｚら、１９８８年、Ｓｃｉｅｎｃ
ｅ　２４０巻：１７５９頁）、それ以来、種々の異なるタンパク質で見出されている。公
知のロイシンジッパーには、天然に存在するペプチドおよび二量体化または三量体化する
これらの誘導体がある。可溶性オリゴマータンパク質の生成に適したロイシンジッパード
メインの例は、国際公開第ＷＯ９４／１０３０８号に記載され、肺サーファクタントタン
パク質Ｄ（ＳＰＤ）に由来するロイシンジッパーは、Ｈｏｐｐｅら、１９９４年、ＦＥＢ
Ｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　３４４巻：１９１頁に記載されている。それに融合された非相同性
タンパク質の安定な三量体化を可能にする、修飾されたロイシンジッパーの使用は、Ｆａ
ｎｓｌｏｗら、１９９４年、Ｓｅｍｉｎ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．６巻：２６７－７８頁に記載
されている。１つのアプローチにおいて、ロイシンジッパーペプチドに融合された、抗Ｃ
ＸＣＲ５抗体断片または誘導体を含む組換え融合タンパク質は、適切な宿主細胞において
発現され、形成される可溶性オリゴマー抗ＣＸＣＲ５抗体断片または誘導体が、培養上清
から回収される。
【００８９】
　本発明の抗原結合タンパク質の抗原結合断片は、従来技術により生成することができる
。このような断片の例には、限定されないが、ＦａｂおよびＦ（ａｂ’）２断片が含まれ
る。
【００９０】
　本開示は、ＣＸＣＲ５に結合するモノクローナル抗体を提供する。モノクローナル抗体
は、当該技術分野において公知の任意の技術を用いて、例えば、免疫化スケジュール終了
後のトランスジェニック動物から回収した脾臓細胞を不死化することにより生成すること
ができる。脾臓細胞は、当該技術分野において公知の任意の技術を用いて、例えば、それ
らを骨髄腫細胞と融合させてハイブリドーマを生成することにより不死化することができ
る。ハイブリドーマ生成融合手法において使用するための骨髄腫細胞は、好ましくは非抗
体産生であり、高融合効率であり、所望の融合細胞（ハイブリドーマ）だけの増殖を支持
するある種の選択的培地中での増殖を不可能とさせる酵素欠乏を有する。マウス融合物に
おいて使用するための適切な細胞株の例としては、Ｓｐ－２０、Ｐ３－Ｘ６３／Ａｇ８、
Ｐ３－Ｘ６３－Ａｇ８．６５３、ＮＳ１／１．Ａｇ　４　１、Ｓｐ２１０－Ａｇ１４、Ｆ
Ｏ、ＮＳＯ／Ｕ、ＭＰＣ－１１、ＭＰＣ１１－Ｘ４５－ＧＴＧ　１．７およびＳ１９４／
５ＸＸ０　Ｂｕｌが含まれ；ラット融合物において使用するための細胞株の例としては、
Ｒ２１０．ＲＣＹ３；Ｙ３－Ａｇ　１．２．３、ＩＲ９８３Ｆおよび４８２１０が含まれ
る。細胞融合物に有用な他の細胞株は、Ｕ－２６６、ＧＭ１５００－ＧＲＧ２、ＬＩＣＲ
－ＬＯＮ－ＨＭｙ２およびＵＣ７２９－６である。
【００９１】
　ＣＸＣＲ５に対する抗原結合タンパク質は、例えば、インビトロまたはインビボのいず
れかでＣＸＣＲ５ポリペプチドの存在を検出するためのアッセイにおいて使用することが
できる。また、抗原結合タンパク質は、免疫親和性クロマトグラフィーによるＣＸＣＲ５
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タンパク質の精製において使用されてもよい。遮断抗原結合タンパク質は、本明細書に開
示される方法において使用され得る。ＣＸＣＲ５アンタゴニストとして機能するこのよう
な抗原結合タンパク質は、限定されないが、種々のがんを含む任意のＣＸＣＲ５誘導状態
の治療に使用することができる。
【００９２】
　抗原結合タンパク質は、ＣＸＣＲ５誘導による生物学的活性を阻害するために、インビ
トロ手法において使用され、またはインビボにおいて投与されてもよい。例を本明細書に
記載するＣＸＣＲ５のタンパク分解性活性化が（直接的または間接的）に原因となるまた
はそれが増悪させる障害は、それゆえに治療され得る。一実施形態において、本発明は、
ＣＸＣＲ５誘導による生物学的活性の減少に有効な量でＣＸＣＲ５遮断抗原結合タンパク
質を、それを必要とする哺乳動物にインビボで投与することを含む治療法を提供する。
【００９３】
　抗原結合タンパク質は、ＣＸＣＲ５の生物学的活性を阻害する完全ヒトモノクローナル
抗体を含む。
【００９４】
　抗原結合タンパク質は、多数の従来技術のいずれかにより生成され得る。例えば、それ
らを天然に発現する細胞から精製することができ（例えば、抗体を、それを産生するハイ
ブリドーマから精製することができる。）、または組換え発現系において、当該技術分野
において公知の任意の技術を用いて生成することができる。例えば、Ｍｏｎｏｃｌｏｎａ
ｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ：Ａ　Ｎｅｗ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　
ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｅｓ、Ｋｅｎｎｅｔら（編集）、Ｐｌｅｎｕ
ｍ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９８０年）；およびＡｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：Ａ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、ＨａｒｌｏｗおよびＬａｎｄ（編集）、Ｃｏｌｄ
　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒ
ｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、Ｎ．Ｙ．（１９８８年）を参照されたい。
【００９５】
　当該技術分野において公知である任意の発現系を用いて、本発明の組換えポリペプチド
を作製することができる。一般に、宿主細胞は、所望のポリペプチドをコードするＤＮＡ
を含む組換え発現ベクターで形質転換される。用いることができる宿主細胞の中には、原
核生物、酵母または高等真核細胞が含まれる。原核生物は、グラム陰性生物またはグラム
陽性生物、例えば、Ｅ．コリまたはバチリ（ｂａｃｉｌｌｉ）を含む。高等真核細胞は、
昆虫細胞および哺乳動物起源の確立された細胞株を含む。適切な哺乳動物の宿主細胞株の
例としては、サル腎細胞のＣＯＳ－７系統（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１６５１）（Ｇｌｕｚｍ
ａｎら、１９８１年、Ｃｅｌｌ　２３巻：１７５頁）、Ｌ細胞、２９３細胞、Ｃ１２７細
胞、３Ｔ３細胞（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　１６３）、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）
細胞、ＨｅＬａ細胞、ＢＨＫ（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１０）細胞株およびＭｃＭａｈａｎら
、１９９１年、ＥＭＢＯ　Ｊ．１０巻：２８２１頁に記載されるアフリカミドリザル腎細
胞株ＣＶ１由来のＣＶ１／ＥＢＮＡ細胞株（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７０）が含まれる。細菌
、真菌、酵母および哺乳動物細胞宿主とともに使用するのに適したクローニングベクター
および発現ベクターは、Ｐｏｕｗｅｌｓら（Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｖｅｃｔｏｒｓ：Ａ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ、Ｎ．Ｙ．、１９８５年）に記載さ
れている。
【００９６】
　形質転換細胞は、ポリペプチドの発現を促進する条件下で培養され、ポリペプチドを慣
用のタンパク質精製手法により回収することができる。このような精製手法の１つは、例
えば、それに結合したＣＸＣＲ５の全てまたは一部（例えば、細胞外ドメイン）を含むマ
トリックス上の親和性クロマトグラフィーの使用を含む。本明細書において使用が意図さ
れるポリペプチドは、実質的に内在物質の汚染がない、実質的に均一な組換え哺乳動物の
抗ＣＸＣＲ５抗体ポリペプチドを含む。
【００９７】
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　抗原結合タンパク質は、多数の公知技術のいずれかにより生成され、所望の特性につい
てスクリーニングすることができる。これらの技術のいくつかは、対象とする抗原結合タ
ンパク質（例えば、抗ＣＸＣＲ５抗体）のポリペプチド鎖（またはその一部）をコードす
る核酸を単離し、組換えＤＮＡ技術を介して核酸を操作することを伴う。核酸を、対象と
する別の核酸と融合させ、または、例えば１つ以上のアミノ酸残基を付加、欠失または置
換するように（例えば、突然変異誘発または他の従来技術により）改変してもよい。
【００９８】
　一本鎖抗体は、一本のポリペプチド鎖を得るように、アミノ酸架橋（短いペプチドリン
カー）を介して、重鎖および軽鎖可変ドメイン（Ｆｖ領域）断片の結合により形成するこ
とができる。このような一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）は、２つの可変ドメインポリペプチド（
ＶＬおよびＶＨ）をコードするＤＮＡ間のペプチドリンカーをコードするＤＮＡを融合す
ることにより生成されている。得られたポリペプチドは、２つの可変ドメインの間の可動
性リンカーの長さに応じて、折り畳まれて抗原結合モノマーを形成することができ、また
は多量体（例えば、二量体、三量体もしくは四量体）を形成することができる（Ｋｏｒｔ
ｔら、１９９７年、Ｐｒｏｔ．Ｅｎｇ．１０巻：４２３頁；Ｋｏｒｔｔら、２００１年、
Ｂｉｏｍｏｌ．Ｅｎｇ．１８巻：９５－１０８頁）。異なるＶＬおよびＶＨ含有ポリペプ
チドを合わせることにより、異なるエピトープに結合する多量体ｓｃＦｖを形成すること
ができる（Ｋｒｉａｎｇｋｕｍら、２００１年、Ｂｉｏｍｏｌ．Ｅｎｇ．１８巻：３１－
４０頁）。一本鎖抗体の生成のために開発された技術は、米国特許第４，９４６，７７８
号；Ｂｉｒｄ、１９８８年、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２巻：４２３頁；Ｈｕｓｔｏｎら、１
９８８年、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８５巻：５８７９頁；Ｗａ
ｒｄら、１９８９年、Ｎａｔｕｒｅ　３３４巻：５４４頁、ｄｅ　Ｇｒａａｆら、２００
２年、Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．１７８巻：３７９－８７頁に記載のものを含
む。
【００９９】
　目的とする抗体から異なるサブクラスまたはアイソタイプの抗体を導く技術、すなわち
、サブクラススイッチングが知られている。したがって、例えば、ＩｇＧ抗体をＩｇＭ抗
体から誘導することができ、その逆も可能である。このような技術は、所定の抗体（親抗
体）の抗原結合特性を有するが、親抗体と異なる抗体アイソタイプまたはサブクラスと関
連する生物学的特性も示す新しい抗体の生成を可能にする。組換えＤＮＡ技術を用いるこ
とができる。クローニングされた、特定の抗体ポリペプチドをコードするＤＮＡ、例えば
、所望の抗体アイソタイプの定常ドメインをコードするＤＮＡを、このような手法におい
て用いることができる（Ｌａｎｔｔｏら、２００２年、Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏ
ｌ．１７８巻：３０３－１６頁）。さらに、ＩｇＧ４が望ましい場合、ＩｇＧ４抗体を不
均一にし得るＨ鎖内のジスルフィド結合を形成する傾向を軽減するために、ヒンジ領域（
Ｂｌｏｏｍら、１９９７年、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　６巻：４０７頁）に点突
然変異（ＣＰＳＣＰ－＞ＣＰＰＣＰ）を導入することが望ましい場合もある。
【０１００】
　特定の実施形態において、本発明の抗原結合タンパク質は、ＣＸＣＲ５に対して少なく
とも１０６の結合親和性（Ｋａ）を有する。他の実施形態において、抗原結合タンパク質
は、少なくとも１０７、少なくとも１０８、少なくとも１０９または少なくとも１０１０

のＫａを示す。別の実施形態において、抗原結合タンパク質は、本明細書の実施例に記載
される抗体と実質的に同じＫａを示す。
【０１０１】
　別の実施形態おいて、本開示は、ＣＸＣＲ５からの低解離速度を有する抗原結合タンパ
ク質を提供する。一実施形態において、抗原結合タンパク質は、１×１０－４から１０－

１以下のＫｏｆｆを有する。別の実施形態において、Ｋｏｆｆは５×１０－５から１０－

１以下である。別の実施形態において、Ｋｏｆｆは、本明細書に記載される抗体と実質的
に同じである。別の実施形態において、抗原結合タンパク質は、ＣＸＣＲ５に、本明細書
に記載される抗体と実質的に同じＫｏｆｆで結合する。
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【０１０２】
　別の態様において、本開示は、ＣＸＣＲ５の活性を阻害する抗原結合タンパク質を提供
する。一実施形態において、抗原結合タンパク質は、１０００ｎＭ以下のＩＣ５０を有す
る。別の実施形態において、ＩＣ５０は１００ｎＭ以下であり；別の実施形態において、
ＩＣ５０は１０ｎＭ以下である。別の実施形態において、ＩＣ５０は、本明細書の実施例
に記載される抗体と実質的に同じである。別の実施形態において、抗原結合タンパク質は
、本明細書に記載される抗体と実質的に同じＩＣ５０でＣＸＣＲ５の活性を阻害する。
【０１０３】
　別の態様において、本開示は、細胞表面上に発現されるヒトＣＸＣＲ５と結合し、この
ように結合したとき、細胞表面上のＣＸＣＲ５の量を有意に減少させることなく、細胞に
おけるＣＸＣＲ５シグナル伝達活性を阻害する、抗原結合タンパク質を提供する。細胞表
面上および／または細胞内部のＣＸＣＲ５の量を決定または推定するための任意の方法を
用いることができる。他の実施形態において、抗原結合タンパク質のＣＸＣＲ５発現細胞
への結合は、細胞表面ＣＸＣＲ５の内在化を約７５％、５０％、４０％、３０％、２０％
、１５％、１０％、５％、１％または０．１％未満にさせる。
【０１０４】
　別の態様において、本開示は、インビトロまたはインビボで（例えば、ヒト対象に投与
する場合）少なくとも１日の半減期を有する抗原結合タンパク質を提供する。一実施形態
において、抗原結合タンパク質は、少なくとも３日の半減期を有する。別の実施形態にお
いて、抗原結合タンパク質は、４日以上の半減期を有する。別の実施形態において、抗原
結合タンパク質は、８日以上の半減期を有する。別の実施形態において、抗原結合タンパ
ク質は、非誘導体化または非修飾の抗原結合タンパク質と比較して半減期が長くなるよう
に、誘導体化または修飾される。別の実施形態において、抗原結合タンパク質は、本明細
書において参照により組み込まれる国際公開第ＷＯ００／０９５６０号に記載されるよう
に、血清半減期を延長させる、１つ以上の点突然変異を含有する。
【０１０５】
　本開示は、さらに、多重特異的抗原結合タンパク質、例えば、二重特異的抗原結合タン
パク質、例えば、２つの異なる抗原結合部位または領域を介して、２つの異なるＣＸＣＲ
５のエピトープ、またはＣＸＣＲ５のエピトープと別の分子のエピトープに結合する抗原
結合タンパク質を提供する。さらに、本明細書に開示される二重特異的抗原結合タンパク
質は、本明細書に記載される抗体のうちの１つのものに由来するＣＸＣＲ５結合部位、お
よび他の刊行物を参照することにより本明細書に記載されるものを含む、本明細書に記載
される抗体のうちの別のものに由来のする第二のＣＸＣＲ５結合領域を含むことができる
。代わりに、二重特異的抗原結合タンパク質は、本明細書に記載される抗体のうちの１つ
のものに由来する抗原結合部位、および当該技術分野において公知である別のＣＸＣＲ５
抗体に由来する、または公知の方法もしくは本明細書に記載される方法により生成される
抗体に由来する第二の抗原結合部位を含んでいてもよい。
【０１０６】
　二重特異的抗体を調製するための多数の方法が当該技術分野において知られている。こ
のような方法は、Ｍｉｌｓｔｅｉｎら、１９８３年、Ｎａｔｕｒｅ　３０５巻：５３７頁
に記載されるハイブリッド－ハイブリドーマ、および抗体断片の化学的カップリング（Ｂ
ｒｅｎｎａｎら、１９８５年、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２２９巻：８１頁；Ｇｌｅｎｎｉｅら、
１９８７年、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１３９巻：２３６７頁；米国特許第６，０１０，９０
２号）の使用を含む。さらに、二重特異的抗体は、組換え手段により、例えば、ロイシン
ジッパー部分（すなわち、優勢にヘテロ二量体を形成するＦｏｓおよびＪｕｎタンパク質
由来；Ｋｏｓｔｅｌｎｙら、１９９２年、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４８巻：１５４７頁）
または米国特許第５，５８２，９９６号に記載される他の鍵孔と鍵の相互作用的ドメイン
構造の使用により生成され得る。さらに有用な技術は、米国特許第５，９５９，０８３号
および第５，８０７，７０６号に記載されるものを含む。
【０１０７】
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　別の態様において、抗原結合タンパク質は、抗体の誘導体を含む。誘導体化された抗体
は、特定の使用における半減期の増加のような所望の特性を抗体に与える任意の分子また
は物質を含み得る。誘導体化された抗体は、例えば、検出可能（または標識）部分（例え
ば、放射性、比色、抗原性または酵素分子、検出可能ビーズ（例えば、磁気または電極（
例えば、金）ビーズ）、または別の分子と結合する分子（例えば、ビオチンまたはストレ
プトアビジン）、治療的もしくは診断的な部分（例えば、放射性、細胞毒性または医薬と
して活性な部分）、または特定の使用（例えば、対象、例えばヒト対象への投与または他
のインビボまたはインビトロ使用）のための抗体の適性を増加させる分子を含み得る。抗
体を誘導体化させるために使用することができる分子の例としては、アルブミン（例えば
、ヒト血清アルブミン）およびポリエチレングリコール（ＰＥＧ）が挙げられる。抗体の
アルブミン結合およびペグ化誘導体は、当該技術分野において周知の技術を用いて生成さ
れ得る。一実施形態において、抗体は、トランスサイレチン（ＴＴＲ）またはＴＴＲ改変
体にコンジュゲートされ、または他には結合させる。ＴＴＲまたはＴＴＲ改変体は、例え
ば、デキストラン、ポリ（ｎ－ビニルピロリドン）、ポリエチレングリコール、プロプロ
ピレングリコールホモポリマー、ポリプロピレンオキシド／エチレンオキシドコポリマー
、ポリオキシエチル化されたポリオールおよびポリビニルアルコールからなる群より選択
される化学物質で化学修飾され得る。
【０１０８】
治療法および抗原結合タンパク質の投与
　本明細書で提供される特定の方法は、ＣＸＣＲ５結合抗原結合タンパク質を対象に投与
することを含み、それにより、特定の状態において役割を果たすＣＸＣＲ５誘導性生物応
答を低下させる。特定の実施形態において、本発明の方法は、例えば、対象への投与を介
してまたはエクスビボ手法において、内因性ＣＸＣＲ５をＣＸＣＲ５結合抗原結合タンパ
ク質と接触させることを伴う。
【０１０９】
　用語「治療」は、障害の少なくとも１つの症状もしくは他の側面の緩和または予防、あ
るいは疾患重症度の低下などを包含する。抗原結合タンパク質は、生存可能な治療剤を構
成するために、完全な治癒に影響を及ぼす必要はなく、あるいは疾患のあらゆる症状また
は兆候を根絶させる必要はない。関連分野において認識されるように、治療剤として使用
される薬物は、所与の疾患状態の重症度を低下させることができるが、有用な治療薬とみ
なされるために、疾患のあらゆる兆候を消失させることは必要ではない。同様に、予防的
に投与される治療は、生存可能な予防剤を構成するために状態の発症を予防するのに完全
に有効である必要はない。同様に、（例えば、症状の数もしくは重症度を減らすことによ
って、または別の治療の有効性を高めることによって、または別の有益な効果を生じさせ
ることによって）疾患の影響を軽減させること、または対象において疾患が起こるもしく
は悪化する可能性を低減させることだけで十分である。本発明の一実施形態は、特定の障
害の重症度を反映する指標のベースラインを超えた、持続的な改善を誘導するのに十分な
量および時間で患者にＣＸＣＲ５アンタゴニストを投与することを含む方法に関する。
【０１１０】
　エクスビボ手法における抗原結合タンパク質の使用もまた意図される。例えば、患者の
血液または他の体液は、エクスビボでＣＸＣＲ５に結合する抗原結合タンパク質と接触さ
せることができる。抗原結合タンパク質は、適切な不溶性マトリックスまたは固体支持材
料に結合され得る。
【０１１１】
　有利には、抗原結合タンパク質は、生理学的に許容される担体、賦形剤または希釈剤な
どの１つ以上の追加成分を含む組成物の形態で投与される。任意に、組成物は、１以上の
生理活性剤、例えば、非排他的な例が本明細書に提供される、第２の炎症抑制物質または
免疫抑制物質、抗血管新生物質、鎮痛物質などをさらに含む。様々な特定の実施形態にお
いて、組成物は、ＥＧＦＲ結合抗原結合タンパク質に加えて、１つ、２つ、３つ、４つ、
５つまたは６つの生理活性物質を含む。
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【０１１２】
併用療法
　別の態様において、本開示は、ＣＸＣＲ５阻害抗原結合タンパク質および１つ以上の他
の治療を用いて対象を治療するための方法を提供する。一実施形態において、このような
併用療法は、例えば、腫瘍中の複数の部位または分子標的を攻撃することによって、相乗
効果または相加効果を達成する。本発明と関連して使用することができる併用療法の種類
には、単一疾患関連経路の複数の節、標的細胞の複数の経路、および標的組織内の複数の
細胞型を（必要に応じて）阻害または活性化することが含まれる。
【０１１３】
　別の実施形態において、併用療法は、２つ、３つ、４つ、５つ、６つまたはそれを超え
る、本明細書に記載されるＣＸＣＲ５アゴニストまたはアンタゴニストを対象に投与する
ことを含む。別の実施形態において、この方法は、ＣＸＣＲ５媒介性シグナル伝達を（直
接的または間接的に）ともに阻害または活性化する２つ以上の治療を対象に投与すること
を含む。このような方法の例には、２つ以上のＣＸＣＲ５阻害抗原結合タンパク質の組み
合わせ、ＣＸＣＲ５阻害抗原結合タンパク質と、抗がん特性を有する１つ以上の他の治療
部分（例えば、細胞傷害剤および／または免疫調節物質）の組み合わせ、または抗原結合
タンパク質を阻害するＣＸＣＲ５と１つ以上の他の治療（例えば、外科手術または放射線
）の組み合わせを用いることが含まれる。さらに、１つ以上の抗ＣＸＣＲ５抗体または抗
体誘導体は、１つ以上の分子または他の治療と組み合わせて使用することができ、ここで
、他の分子および／または治療は、ＣＸＣＲ５に直接結合せずまたはＣＸＣＲ５に影響を
及ぼさないが、この組み合わせは、治療される状態の治療または予防に有効である。一実
施形態において、１つ以上の分子および／または治療は、治療中に１つ以上の他の分子ま
たは治療によって引き起こされる状態、例えば、吐き気、疲労、脱毛症、悪液質、不眠症
などを治療または予防する。分子および／または他の治療の組み合わせが使用されるあら
ゆる場合において、個々の分子および／または治療は、例えば、同時に、連続して、また
は交互に、効果的である任意の順序で、任意の時間長で投与することができる。一実施形
態において、治療方法は、第２の治療過程を開始する前に、１つの分子による治療または
他の治療の第１の過程を完了することを含む。治療の第１の過程の終了と治療の第２の過
程の開始の間の時間長は、治療の全過程が効果的である任意の時間長さであり得て、例え
ば、秒、分、時間、日、週、月、またはさらには年が含まれる。
【０１１４】
　別の実施形態において、本方法は、本明細書に記載される１つ以上のＣＸＣＲ５アンタ
ゴニスト、および１つ以上の他の治療（例えば、療法または緩和治療）を投与することを
含む。方法が１を超える治療を対象に投与することを含む場合、投与の順序、タイミング
、数、濃度および容量は、治療の医学的要件および限界によってのみ制限され、すなわち
、２つの治療が、対象に、例えば同時に、連続して、交互に、または他の処方計画に従っ
て投与され得ることは理解されたい。
【実施例】
【０１１５】
［実施例１］
　この実施例は、ヒトＣＸＣＲ５に結合する抗ＣＸＣＲ５抗体のＥＣ５０を決定するため
の細胞結合アッセイを記載する。この実施例は、最大細胞結合および５０％結合飽和（Ｅ
Ｃ５０）が達せられる濃度に関して、これらの抗体の結合特性を示す。この実施例におい
て、ＣＨＯ－ＣＸＣＲ５細胞は、非酵素的細胞解離緩衝液－ＰＢＳベース（Ｌｉｆｅ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　＃１３１５１－０１４）を用いて培養フラスコから取り出され
た。細胞を１×１０６細胞／ｍｌでＦＡＣＳ緩衝液（ＰＢＳ中の２％ウシ胎仔血清）に再
懸濁させ、５０μｌ（０．５×１０５細胞）を９６ウェルプレートのウェルに分注した。
播種された細胞をスピンダウンし、上清を捨てた。細胞は、連続希釈された濃度のＣＸＣ
Ｒ５　ＩｇＧを含有する３０μｌのＦＡＣＳ緩衝液中に３連で再懸濁された。プレートを
１時間、４℃でインキュベートし、次に、ＦＡＣＳ緩衝液で２回洗浄した。細胞は、ＦＡ



(63) JP 2017-525710 A 2017.9.7

10

20

30

40

ＣＳ緩衝液で１：５００に希釈された、５０μｌのヤギ抗ヒトＩｇＧ（γ鎖特異的）－Ｐ
Ｅコンジュゲートした二次抗体（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　＃２０４０－０９
）に再懸濁された。細胞をさらに３０分間、４℃でインキュベートし、次に、ＦＡＣＳ緩
衝液で１回洗浄した。細胞を最終容量３０μｌのＦＡＣＳ緩衝液に再懸濁し、Ｉｎｔｅｌ
ｌｉｃｙｔフローサイトメーターを用いて分析した。ＦＬ－２Ｈチャネルにおける蛍光の
中央値は、ＦｌｏｗＪｏソフトウェアを用いて測定され、ＥＣ５０値は、ＧｒａｐｈＰａ
ｄプリズムにデータをプロットし、可変スロープ非線形回帰を用いて分析することにより
を決定された。結果を表１に示す。
【０１１６】
【表１】
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【０１１７】
［実施例２］
　この実施例は、マウスＣＸＣＲ５に結合する抗ＣＸＣＲ５抗体のＥＣ５０を決定するた
めの細胞結合アッセイを記載する。この実施例は、最大細胞結合および５０％結合飽和（
ＥＣ５０）が達せられる濃度に関して、これらの抗体の結合特性を示す。この実施例にお
いて、マウス脾臓細胞は、Ｃ５７Ｂ１／６または無胸腺ｎｕ／ｎｕマウスのいずれかから
回収された。細胞は、ＲＰＭＩ＋１０％ＦＣＳ中、３７℃で５％ＣＯ２において最大４日
間、１０μｇ／ｍｌのＬＰＳで２×１０６／ｍｌで培養された。細胞を回収し、洗浄し、
１×１０６細胞／ｍｌでＦＡＣＳ緩衝液（ＰＢＳ中の２％ウシ胎仔血清）中に再懸濁し、
５０μｌ（０．５×１０５細胞）を９６ウェルプレートのウェルに分注した。播種された
細胞をスピンダウンし、上清を捨てた。細胞は、連続希釈された濃度のＣＸＣＲ５　Ｉｇ
Ｇを含有する３０μｌのＦＡＣＳ緩衝液中に３連で再懸濁された。プレートを１時間、４
℃でインキュベートし、次に、ＦＡＣＳ緩衝液で２回洗浄した。細胞は、ＦＡＣＳ緩衝液
で１：５００に希釈された、５０μｌのヤギ抗ヒトＩｇＧ（γ鎖特異的）－ＰＥコンジュ
ゲートした二次抗体（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　＃２０４０－０９）に再懸濁
された。細胞をさらに３０分間、４℃でインキュベートし、次に、ＦＡＣＳ緩衝液で１回
洗浄した。細胞を最終容量３０μｌのＦＡＣＳ緩衝液に再懸濁し、Ｉｎｔｅｌｌｉｃｙｔ
フローサイトメーターを用いて分析した。ＦＬ－２Ｈチャネルにおける蛍光の中央値は、
ＦｌｏｗＪｏソフトウェアを用いて測定され、ＥＣ５０値は、ＧｒａｐｈＰａｄプリズム
にデータをプロットし、可変スロープ非線形回帰を用いて分析することによりを決定され
た。結果を表２に示す。
【０１１８】
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【表２】

【０１１９】
［実施例３］
　この実施例において、ＣＨＯ－ＣＸＣＲ５細胞は、非酵素的細胞解離緩衝液－ＰＢＳベ
ース（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　＃１３１５１－０１４）を用いて培養フラ
スコから取り出された。細胞を１×１０６細胞／ｍｌで、アジ化ナトリウムを含むＦＡＣ
Ｓ緩衝液（ＰＢＳ中の２％ウシ胎仔血清）に再懸濁させ、各抗体について８００μｌずつ
チューブに分注した。抗体を最終濃度が５μｇ／ｍｌになるように添加し、室温で１時間
インキュベートした。次に、試料を氷上に置き、様々な時点で１０５μｌのアリコートを
取り出し、９６ウェルプレート中の１９０μｌのＦＡＣＳ緩衝液に添加し、３分間遠心分
離した。上清を捨て、細胞を１０５μｌのＦＡＣＳ緩衝液に再懸濁し、１５０μｌのＦＡ
ＣＳ緩衝液を含有する別の９６ウェルプレートに２連で分注し（５０μｌ）、室温でイン
キュベートした。全ての時間点を回収した後、プレートを３分間遠心分離し、上清を捨て
、細胞は、ＦＡＣＳ緩衝液中で１：５００に希釈された、５０μｌのヤギ抗ヒトＩｇＧ（
γ鎖特異的）－ＰＥコンジュゲートした二次抗体（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　
＃２０４０－０９）に再懸濁された。細胞をさらに３０分間、４℃でインキュベートし、
次に、ＦＡＣＳ緩衝液で１回洗浄した。細胞を最終容量３０μｌのＦＡＣＳ緩衝液に再懸
濁し、Ｉｎｔｅｌｌｉｃｙｔフローサイトメーターを用いて分析した。経時的な種々のＩ
ｇＧ１クローンの結合を図１に示す。
【０１２０】
［実施例４］
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　この実施例は、ＣＨＯ－ＣＸＣＲ５細胞を用いたカルシウムアッセイを示す。ＣＨＯ－
ＣＸＣＲ５細胞（ヒトＣＸＣＲ５遺伝子をトランスフェクトされたＣＨＯ細胞）をカルシ
ウムアッセイに使用した。細胞（０．１×１０５個）は、３８４ウェルプレート（＃７８
１０９１、Ｇｒｅｉｎｅｒ）のウェル当たり２０μｌの増殖培地に播種され、２０時間イ
ンキュベートされた。増殖培地は、Ｆ－１２Ｋ（＃２１１２７、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ）＋１０％ＦＢＳである。連続希釈された投薬量のｍＡｂ（５μｌ）を２０
μｌの細胞に添加し、２０分間、室温でインキュベートした。次に、０．５ｍＭプロベネ
シド（Ｓｉｇｍａ＃Ｐ８７６１－２５Ｇ）を含む、２５μｌのカルシウム４アッセイキッ
ト試薬（Ｒ８１４２、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）は、ｍＡｂとともにプレイ
ンキュベートされた２５μｌの細胞に添加された。３７℃、５％ＣＯ２で１時間インキュ
ベートし、続いて、１５分間、室温でインキュベートした後、１２．５μｌの５×投薬量
のリガンドをチャレンジアゴニストとしてプレートの各ウェルに添加し、ＦｌｅｘＳｔａ
ｔｉｏｎ３（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）上でカルシウム応答を検出した。ア
ッセイに用いられたリガンドの最終濃度は、９ｎＭのＣＸＣＬ１３（＃８０１－ＣＸ－０
２５／ＣＦ、Ｒ＆Ｄ）であった。表３に示された各ｍＡｂのＩＣ５０値は、Ｐｒｉｓｍ５
によって算出された。各ＩＣ５０値は、平均±Ｓ．Ｄ．（ｎ＝２）を表し、同様の結果を
有する２つの独立した実験のうちの１つを表す。Ｒ＆Ｄ　ｍＡｂ（カタログ番号ＭＡＢ　
１９０、Ｒ＆Ｄ）を対照の抗ＣＸＣＲ５抗体として使用した。抗体１１Ａ７は完全ヒトＩ
ｇＧ１である。
【０１２１】
【表３】

【０１２２】
［実施例６］
　この実施例は、スルタン細胞による走化性アッセイを示す。ヒトＢリンパ球ＳＨ－スル
タン細胞株（ＣＲＬ－１４８４、ＡＴＣＣ）を走化性アッセイに使用した。化学走性アッ
セイは、５μｍのポリカーボネート膜で隔てられた２つの区画を有する９６ウェル走化性
チャンバー（ＣｈｅｍｏＴＸ；ＮｅｕｒｏＰｒｏｂｅ、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、ＭＤ
）を用いて設定された。走化性のために使用されるアッセイ緩衝液は、ＲＰＭＩ＋０．５
％ＦＢＳ、０．５ｍＭピルビン酸ナトリウムおよび０．５％ＢＳＡであった。連続希釈さ
れた濃度のｍＡｂは、活性化されたＴ細胞（２５μｌのアッセイ緩衝液中の０．１×１０
６細胞）とともに室温で２０分間プレインキュベートされた。２５ｎＭのリガンド（ＣＸ
ＣＬ１３）を下部チャンバー内のプレートのウェルに加え、一方、ｍＡｂとともにプレイ
ンキュベートされた細胞を膜の上部に加えた。３７℃、５％ＣＯ２で４時間インキュベー
トした後、下部チャンバー内に移動した細胞は、不透明白色９６ウェルプレートに移され
、ＣｅｌｌＴｉｔｅｒ　ＧＬＯ（カタログ番号Ｇ７５７１、Ｐｒｏｍｅｇａ）とともに１
０分間、室温でインキュベートされた。各ウェルの細胞から発生した発光シグナルを蛍光
プレートリーダー（ＦｌｅｘＳｔａｔｉｏｎ３、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）
によって検出した。表４に示された各ｍＡｂのＩＣ５０値は、Ｐｒｉｓｍ５によって算出
された。各ＩＣ５０値は、平均±Ｓ．Ｄ．（ｎ＝３）を表し、同様の結果を有する２つの
独立した実験のうちの１つを表す。アッセイにおいて対照として使用されたＳＡＲＩ　１
３２４４抗体は、ＩｇＧ１として発現されるサノフィ抗体である。
【０１２３】
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【表４】

【０１２４】
【表５】
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