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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼親和性ウイルスの細胞への付着を軽減するための組成物であって、第二のポリペプチ
ドに作動可能に連結された第一のポリペプチドを含む単離された融合ポリペプチドを含み
、該第一のポリペプチドは、Ｐ－セレクチン糖タンパク質リガンド－１の細胞外部分であ
り、かつ、Ｓｉａα３Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβグリカンをもち、
　そして該第二のポリペプチドは、免疫グロブリンポリペプチドの少なくとも一領域を含
む、組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物であって、前記第二のポリペプチドが、免疫グロブリンポリペ
プチドの重鎖の一領域を含む、組成物。
【請求項３】
　請求項１に記載の組成物であって、前記第二のポリペプチドが、免疫グロブリン重鎖の
Ｆｃ領域を含む、組成物。
【請求項４】
　請求項１に記載の組成物であって、前記眼親和性ウイルスが、アデノウイルス３７、ア
デノウイルス１９、アデノウイルス８、エンテロウイルス７０またはトリインフルエンザ
ウイルスである、組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 5199886 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、全般的にウイルス感染を処置または予防するための組成物および方法、そし
て、より詳しくはウイルスの接着を媒介する糖質エピトープを含む融合ポリペプチドを含
有する組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　ウイルス粒子による特異的な細胞表面付着が、ウイルスの侵入、複製、および感染には
必須である。ウイルスは、正常な細胞機能に関与する細胞表面分子をレセプターとして使
用する。そのようなレセプターは典型的には糖タンパクであり、そしてウイルスの付着は
、そのような糖タンパクのポリペプチド部分またはグリカン部分の両方にされ得る。ウイ
ルスレセプターは、付着に重要なだけではなく、ウイルスの侵入および複製のために必要
な続いて起こる第二のレセプターとの相互作用の引き金を引くことが示されている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　（発明の要旨）
　本発明は、ウイルスの付着を媒介する糖質エピトープは、高密度で、かつ、ムチン型タ
ンパク質のバックボーン上の種々の中核的なサッカリド鎖によって、特異的に発現され得
るという発見に一部において基づいている。前記ポリペプチドは、本明細書中では、ＡＶ
融合ポリペプチドとして言及される。糖質決定基でキャップされた豊富なＮ結合グリカン
またはＯ結合グリカンを持ち、公知のウイルス結合活性のある、これらの高度にグリコシ
ル化された組み換えタンパク質は、おとりとして作用し得、そしてそれ自体で特異的かつ
立体的にウイルス感染（例えば、眼、気道、または胃腸管における）を予防し得る。その
融合タンパク質は、低い毒性と、薬物に対するウイルスの耐性を誘導する低い危険性とを
もつ。
【０００４】
　一つの局面において、本発明は、第二のポリペプチドに作動可能に連結された一つまた
はそれより多い以下の糖質エピトープ（すなわち、Ｓｉａα３Ｇａｌβ３ＧａｌＮＡｃα
、Ｓｉａα３Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβ、Ｓｉａα３Ｇａｌβ３ＧｌｃＮＡｃβ、Ｓｉａ
α６Ｇａｌβ３ＧａｌＮＡｃα、Ｓｉａα６Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβ、Ｓｉａα６Ｇａ
ｌβ３ＧｌｃＮＡｃβ、Ｆｕｃα２Ｇａｌβ３ＧａｌＮＡｃα、Ｆｕｃα２Ｇａｌβ３Ｇ
ｌｃＮＡｃβ、Ｆｕｃα２Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβ、ＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）
Ｇａｌβ３ＧｌｃＮＡｃβ、ＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβ
、ＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）Ｇａｌβ３（Ｆｕｃα４）ＧｌｃＮＡｃβ、および／
またはＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）Ｇａｌβ４（Ｆｕｃα３）ＧｌｃＮＡｃβ）を持
つ第一のポリペプチドを含有する融合ポリペプチドを提供する。第一のポリペプチドは、
これらのエピトープに関して、多価性である。例えば、第一のポリペプチドは、ＰＳＧＬ
－１のようなムチンポリペプチドまたはその一部分である。好ましくは、そのムチンポリ
ペプチドは、ＰＳＧＬ－１の細胞外部分である。あるいは、第一のポリペプチドは、α１
－酸性糖タンパク（すなわち、オロソムコイド（ｏｒｏｓｏｍｕｃｉｏｄ）またはＡＧＰ
）のようなα糖タンパクまたはその一部である。
【０００５】
　第二のポリペプチドは、少なくとも免疫グロブリンポリペプチドの領域を含む。例えば
、第二のポリペプチドは、重鎖免疫グロブリンポリペプチドの領域を含む。あるいは、第
二のポリペプチドは、免疫グロブリン重鎖のＦＣ領域を含む。
【０００６】
　ＡＶ融合ポリペプチドは、多量体である。好ましくは、そのＡＶ融合ポリペプチドは、
二量体である。



(3) JP 5199886 B2 2013.5.15

10

20

30

40

【０００７】
　本発明には、ＡＶ融合ポリペプチドをコードする核酸、ならびに本明細書に記載される
ＡＶ融合ポリペプチドをコードする核酸を含むベクター、および本明細書に記載されるベ
クターまたは核酸を含有する細胞もまた含まれる。必要に応じて、そのベクターは、望ま
しい糖質エピトープの合成に必要な一つまたはそれより多い糖転移酵素（ｇｌｙｃｏｔｒ
ａｎｓｆｅｒａｓｅ）をコードする核酸を、さらに含む。例えば、ベクターは、α２，６
－シアリルトランスフェラーゼをコードする核酸を含む。
【０００８】
　別の局面において、本発明は、細胞へのウイルスの付着を阻害する（例えば、減少させ
る）方法を提供する。付着は、ウイルスをＡＶ融合ポリペプチドと接触させることにより
阻害される。本発明はまた、ウイルス感染を罹患しているか、またはウイルス感染を発症
する危険のある被験体を同定し、そしてＡＶ融合ポリペプチドをこの被験体に投与するこ
とにより、被験体においてウイルス感染の症状もしくはウイルス感染に関連する障害の症
状を予防または軽減する方法を特徴とする。ウイルスは、例えば、カリシウイルス属また
はインフルエンザウイルス属である。
【０００９】
　被験体は哺乳動物（例えば、ヒト、霊長類、マウス、ラット、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ
、ブタ）である。被験体は、ウイルス感染もしくはウイルス感染に関連する障害を罹患し
ているか、または発症する危険がある。ウイルス感染もしくは微生物感染に関連する障害
を罹患しているか、または発症する危険がある被験体は、当該分野で公知の方法により同
定される。
【００１０】
　本発明には、ＡＶ融合ポリペプチドを含む薬学的な組成物もまた含まれる。
【００１１】
　他に定義しないかぎり、本明細書中で用いる全ての技術用語および科学用語は、本発明
が属す分野の当業者により一般的に理解されるものと同じ意味を持つ。本明細書中に記載
される方法および材料に類似または同一の方法および材料が、本発明の実施または試行に
おいて使用され得るが、適切な方法および材料は以下に記載される。本明細書中で言及さ
れる全ての公刊物、特許出願、特許、および他の引用は、それらの全体が参考として援用
される。矛盾する場合においては、定義を含めて本明細書が支配する。加えて、材料、方
法、および実施例は例証となるだけであって、制限されることは意図されない。
【００１２】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明、および特許請求の範囲より明白で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、ウイルスの付着を媒介する糖質エピトープが、糖タンパク（例えば、ムチン
型およびα糖タンパクのタンパク質バックボーン）上で高密度で特異的に発現され得ると
いう発見に部分的に基づいている。この糖質エピトープのより高い密度が、一価のオリゴ
サッカリドおよび野生型（例えば、組み換え法により発現されたものでない天然の糖タン
パク）と比較して、増大した結合価（ｖａｌａｎｃｙ）および親和性を生じさせる。
【００１４】
　表Ｉは、細胞表面のグリカンへの結合を介して宿主細胞に付着するウイルスの例を記載
する。
【００１５】
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【表１】

　その全体が本明細書により参考として援用されるＯｌｏｆｓｓｏｎ，Ｓ．ｅｔ　ａｌ．
Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　２００５，３７：１５４－１７２より改変され
た。
【００１６】
　糖質エピトープの
【００１７】
【化１】

ＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）Ｇａｌβ３（Ｆｕｃα４）ＧｌｃＮＡｃβ、および／ま
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たはＧａｌＮＡｃα３（Ｆｕｃα２）Ｇａｌβ４（Ｆｕｃα３）ＧｌｃＮＡｃβは、細胞
表面分子のためのリガンドである。多くのウイルスが、細胞に付着しそして感染するため
にシアル酸レセプターを使用する。
【００１８】
　本発明は、ウイルスと細胞との間の接着相互作用の妨害（すなわち、阻害）において有
用である多種のエピトープ
【００１９】
【化２】

を含む糖タンパク－免疫グロブリン融合タンパク質（本明細書中では「ＡＶ融合タンパク
質またはＡＶ融合ペプチド」として言及される）を提供する。エピトープは末端にある（
すなわち、グリカンの末端に存在する）。ＡＶ融合タンパク質は、細胞へのウイルス接着
の１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％
、９８％または１００％を阻害する。例えば、ＡＶ融合タンパク質は、細胞へのインフル
エンザウイルス、眼親和性ウイルス（ｏｃｕｌｏｔｒｏｐｉｃ　ｖｉｒｕｓ）またはノー
ウォークウイルスの接着の阻害に有用である。
【００２０】
　ＡＶ融合ペプチドは、遊離サッカリドと比較した場合、ウイルスの接着の阻害において
、糖質のモル濃度基準で、より有効である。ＡＶ融合ペプチドは、等量の遊離サッカリド
と比較した場合、２倍、４倍、１０倍、２０倍、５０倍、８０倍、１００倍またはそれよ
り多い倍数のビリオンを阻害する。
【００２１】
　（融合ポリペプチド）
　多様な局面において本発明は、第二のポリペプチドに作動可能に連結された糖タンパク
の少なくとも一部分（例えば、ムチンポリペプチドまたはα－グロブリンポリペプチド）
を含有する第一のポリペプチドを含む融合タンパク質を提供する。本明細書で用いられる
場合、「融合タンパク質」または「キメラタンパク質」は、非ムチンポリペプチドに作動
可能に連結された糖タンパクポリペプチドの少なくとも一部分を含む。
【００２２】
　「ムチンポリペプチド」は、ムチンドメインを有すポリペプチドをいう。ムチンポリペ
プチドは、１個、２個、３個、５個、１０個、２０個またはそれより多いムチンドメイン
を有す。ムチンポリペプチドは、Ｏ－グリカンで置換されたアミノ酸配列によって特徴づ
けられる任意の糖タンパクである。例えば、ムチンポリペプチドは、どの二番目または三
番目のアミノ酸もセリンまたはスレオニンである。ムチンポリペプチドは、分泌タンパク
である。あるいは、ムチンポリペプチドは、細胞表面タンパクである。
【００２３】
　ムチンドメインは、アミノ酸（スレオニン、セリンおよびプロリン）に富んでおり、こ
のムチンドメインではオリゴサッカリドがＮ－アセチルガラクトサミンを介してヒドロキ
シアミノ酸に結合される（Ｏ－グリカン）。ムチンドメインは、Ｏ－結合されたグリコシ
ル化部位を含有するか、またはその代わりに、Ｏ－結合されたグリコシル化部位からなる
。ムチンドメインは、１個、２個、３個、５個、１０個、２０個、５０個、１００個また
はそれより多いＯ－結合されたグリコシル化部位を有する。あるいは、ムチンドメインは
、Ｎ－結合されたグリコシル化部位を含有するか、またはその代わりにＮ－結合されたグ
リコシル化部位からなる。ムチンポリペプチドは、その質量の５０％、６０％、８０％、



(6) JP 5199886 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

９０％、９５％または１００％がグリカンに起因する。ムチンポリペプチドは、ＭＵＣ遺
伝子（すなわち、ＭＵＣ１、ＭＵＣ２、ＭＵＣ３、他）によりコードされる任意のポリペ
プチドである。あるいは、ムチンポリペプチドは、Ｐ－セレクチン糖タンパクリガンド１
（ＰＳＧＬ－１）、ＣＤ３４、ＣＤ４３、ＣＤ４５、ＣＤ９６、ＧｌｙＣＡＭ－１、ＭＡ
ｄＣＡＭまたは赤血球グリコホリンである。好ましくは、そのムチンは、ＰＳＧＬ－１で
ある。
【００２４】
　「α－グロブリンポリペプチド」とは、血清糖タンパクをいう。α－グロブリンとして
は例えば、肺および肝臓により産生される酵素、ならびにヘモグロビンと相互に結合する
ハプトグロビンが挙げられる。α－グロブリンは、α１グロブリンまたはα２グロブリン
である。α１グロブリンは、大部分は肺および肝臓により産生される酵素であるα１抗ト
リプシンである。血清ハプトグロビンを含むα２グロブリンは、ヘモグロビンに結合して
、その腎臓からの排出を妨げるタンパク質である。他のαグロブリンは、炎症、組織損傷
、自己免疫疾患、または特定の癌の結果として産生される。好ましくは、α－グロブリン
は、α－１－酸性糖タンパク（すなわち、オロソムコイド）である。
【００２５】
　「非ムチンポリペプチド」とは、少なくともその質量の４０％未満がグリカンに起因す
るポリペプチドをいう。
【００２６】
　本発明のＡＶ融合タンパク質では、ムチンポリペプチドは、ムチンタンパク質の全体ま
たは一部に対応する。ＡＶ融合タンパク質は、少なくともムチンタンパク質の一部を含有
する。「少なくとも一部」は、そのムチンポリペプチドが少なくとも一つのムチンドメイ
ン（例えば、Ｏ－結合したグリコシル化部位）を含むことを意味する。ムチンタンパク質
は、そのポリペプチドの細胞外部分を含む。例えば、ムチンポリペプチドは、ＰＳＧＬ－
１の細胞外部分を含む。
【００２７】
　α－グロブリンポリペプチドは、α－グロブリンポリペプチドの全体または一部分に対
応し得る。ＡＶ融合タンパク質はαグロブリンポリペプチドの少なくとも一部分を含有す
る。「少なくとも一部分」は、αグロブリンポリペプチドが、少なくとも一つのＮ結合グ
リコシル化部位を含むことを意味する。
【００２８】
　第一のポリペプチドは、一つまたはそれより多いグリコシルトランスフェラーゼによっ
て、グリコシル化される。第一のポリペプチドは、２、３、５またはそれより多いグリコ
シルトランスフェラーゼによってグリコシル化される。グリコシル化は、連続的または継
続的である。あるいは、グリコシル化は同時または無作為である（すなわち、特定の順序
はない）。第一のポリペプチドは、Ｎ－結合された、またはＯ－結合されたシアル酸決定
基をタンパク質バックボーンに付加することが可能な任意の酵素によりグリコシル化され
る。例えば、第一のポリペプチドは、一つまたはそれより多い、以下のトランスフェラー
ゼ（コア２β６－Ｎ－アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼ、コア３β３－Ｎ－ア
セチルグルコサミニルトランスフェラーゼ、β４－ガラクトシルトランスフェラーゼ、β
３－ガラクトシルトランスフェラーゼ、α３－シアリルトランスフェラーゼ、α６－シア
リルトランスフェラーゼ、α２－フコシルトランスフェラーゼ、α３／４－フコシルトラ
ンスフェラーゼ、および／またはα３－Ｎ－アセチルガラクトサミニルトランスフェラー
ゼ）によりグリコシル化される。第一のポリペプチドは、天然の（すなわち、野生型）糖
タンパクよりも、より高度にグリコシル化される。例えば、第一のポリペプチドは、天然
の糖タンパクよりも、２倍、３倍、４倍、５倍、６倍、７倍、８倍、９倍、もしくは１０
倍またはそれより多いグリカンをもつ。第一のポリペプチドは、その質量の４０％より多
く、５０％より多く、６０％より多く、７０％より多く、８０％より多く、９０％より多
く、または９５％より多くは糖質に起因する。
【００２９】
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　融合タンパク質において、「作動可能に連結された」は、第一のポリペプチドのＯ－結
合および／またはＮ－結合されたグリコシル化を可能にする様式で、第一のポリペプチド
と第二のポリペプチドとが化学的に連結される（最も典型的には、ペプチド結合のような
共有結合を介して）ことを示すことを意図する。融合ポリペプチドをコードする核酸に関
して用いられる場合、作動可能に連結されたという用語は、ムチンポリペプチドまたはα
グロブリンポリペプチドおよび非ムチンポリペプチドをコードする核酸が、インフレーム
でお互いに融合されていることを意味する。非ムチンポリペプチドは、ムチンポリペプチ
ドまたはαグロブリンポリペプチドのＮ末端またはＣ末端に融合させられ得る。
【００３０】
　ＡＶ融合タンパク質は、一つまたはそれより多い付加的な部分と連結される。例えば、
ＡＶ融合タンパク質は、ＧＳＴ融合タンパク質と付加的に連結させられ得、この場合、Ａ
Ｖ融合タンパク質配列がＧＳＴ（すなわち、グルタチオンＳ－トランスフェラーゼ）配列
のＣ末端に融合される。そのような融合タンパク質は、ＡＶ融合タンパク質の精製を容易
にさせ得る。あるいは、ＡＶ融合タンパク質は、固体担体に付加的に連結させられ得る。
多様な固体担体が、当業者には公知である。そのような組成物は、抗血液型抗体の除去を
容易にし得る。例えば、ＡＶ融合タンパク質は、例えば、金属化合物、シリカ、ラテック
ス、重合体材料；マイクロタイタープレート；ニトロセルロース、もしくはナイロンまた
はそれらの組み合わせからなる粒子に連結される。固体担体に連結されたＡＶ融合タンパ
ク質は、生物学的試料（例えば、胃の組織、血液、または血漿）から微生物または細菌毒
素を除くための吸収材として用いられる。
【００３１】
　融合タンパク質は、そのＮ末端で異種のシグナル配列（すなわち、ムチン核酸またはグ
ロブリン核酸によってコードされるポリペプチドには存在しないポリペプチド配列）を含
む。例えば、天然のムチンシグナル配列またはα糖タンパクシグナル配列は、除かれ得、
そして別のタンパク質からのシグナル配列で置き換えられ得る。特定の宿主細胞（例えば
、哺乳動物宿主細胞）において、ポリペプチドの発現および／または分泌は、異種のシグ
ナル配列の使用によって増加させられ得る。
【００３２】
　本発明のキメラタンパク質または融合タンパク質は、標準的な組み換えＤＮＡ技術によ
り生成され得る。例えば、異なるポリペプチド配列をコードするＤＮＡ断片が、従来の技
術に従って（例えば、ライゲーションのための平滑にされた末端または互い違いにされた
末端、適切な末端を提供する制限酵素消化、粘着末端の適切な充填、望ましくない結合を
避けるためのアルカリフォスファターゼ処理、および酵素的なライゲーションを用いるこ
とによって）、インフレームでお互いにライゲーションされる。その融合遺伝子は、自動
化されたＤＮＡ合成装置を含む従来の技術により合成される。あるいは、遺伝子断片のＰ
ＣＲ増幅が、二つの連続した遺伝子断片の間の相補的なオーバーハングを生じるアンカー
プライマーを用いて実行され、これらの相補的なオーバーハングはその後、キメラ遺伝子
配列を生ずるためにアニールされ再増幅され得る（例えば、Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ
．（ｅｄｓ．）　ＣＵＲＲＥＮＴ　ＰＲＯＴＯＣＯＬＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　Ｂ
ＩＯＬＯＧＹ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，１９９２を参照せよ）。さらに、
融合部分（例えば、免疫グロブリン重鎖のＦｃ領域）をコードする多くの発現ベクターが
市販されている。ムチンをコードする核酸またはα－グロブリンをコードする核酸は、そ
のような発現ベクター中にクローニングされ得、その結果、融合部分がインフレームで免
疫グロブリンタンパク質に連結される。
【００３３】
　ＡＶ融合ポリペプチドは、オリゴマー（例えば、２量体、３量体または５量体）として
存在し得る。好ましくは、そのＡＶ融合ポリペプチドは、２量体である。
【００３４】
　第一のポリペプチド、および／または第一のポリペプチドをコードする核酸は、当該分
野で公知の、ムチンをコードする配列またはα－グロブリンをコードする配列を用いて構
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築される。ムチンポリペプチドおよびムチンポリペプチドをコードする核酸のための適切
な供給源としては、ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ番号ＮＰ６６３６２５およびＮ
Ｍ１４５６５０、ＣＡＤ１０６２５およびＡＪ４１７８１５、ＸＰ１４０６９４およびＸ
Ｍ１４０６９４、ＸＰ００６８６７およびＸＭ００６８６７、ＮＰ００３３１７７７およ
びＮＭ００９１５１がそれぞれ挙げられ、そしてそれらの全体が参考として本明細書中に
援用される。α－グロブリンポリペプチドおよびα－グロブリンポリペプチドをコードす
る核酸のための適切な供給源としては、ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ番号ＡＡＨ
２６２３８およびＢＣ０２６２３８；ＮＰ０００５９８；およびＢＣ０１２７２５、ＡＡ
Ｈ１２７２５およびＢＣ０１２７２５、ならびにＮＰ４４５７０およびＮＭ０５３２８８
がそれぞれ挙げられ、そしてそれらの全体が参考として本明細書中に援用される。
【００３５】
　ムチンポリペプチド部分は、天然に存在するムチン配列（野生型）中に変異をもつ改変
体ムチンポリペプチドとして提供され、この変異は、増大した糖質含量（非変異配列と比
較した場合）を生じる。例えば、その改変体ムチンポリペプチドは、野生型ムチンと比較
して、付加的なＯ結合したグリコシル化部位を含有した。
【００３６】
　あるいは、その改変体ムチンポリペプチドは、野生型ムチンポリペプチドと比較した場
合、セリン、スレオニン、またはプロリン残基の数の増大を生じるアミノ酸配列の変異を
含む。この増大した糖質含量は、当業者に公知である方法により、そのムチンの、タンパ
ク質対糖質の割合を決定することにより評価され得る。
【００３７】
　同様に、α－グロブリンポリペプチド部分は、天然に存在するα－グロブリン配列（野
生型）中に変異をもつ改変体α－グロブリンポリペプチドとして提供され、この変異は、
増大した糖質含量（非変異配列と比較した場合）を生じる。例えば、改変体α－グロブリ
ンポリペプチドは、野生型α－グロブリンと比較して、付加的なＮ結合したグリコシル化
部位を含有した。
【００３８】
　あるいは、そのムチンポリペプチド部分またはα－グロブリンポリペプチド部分は、天
然に存在するムチンまたはα－グロブリン配列（野生型）中に変異をもつ改変体ムチンポ
リペプチドまたは改変体α－グロブリンポリペプチドとして提供され、この変異は、タン
パク分解に対して、より抵抗性（非変異配列と比較した場合）のムチン配列またはα－グ
ロブリン配列を生じる。
【００３９】
　第一のポリペプチドは、完全長のＰＳＧＬ－１を含む。あるいは、第一のポリペプチド
は、ＰＳＧＬ－１の細胞外部分のような、完全長のＰＳＧＬ－１ポリペプチドより短いポ
リペプチドを含む。例えば、第一のポリペプチドは、４００アミノ酸長より短い（例えば
、３００アミノ酸長以下、２５０アミノ酸長以下、１５０アミノ酸長以下、１００アミノ
酸長以下、５０アミノ酸長以下、または２５アミノ酸長以下）。
【００４０】
　第一のポリペプチドは、完全長のα酸性－グロブリンを含む。あるいは、第一のポリペ
プチドは、完全長のα酸性グロブリンポリペプチドより短いポリペプチドを含む。例えば
、第一のポリペプチドは、２００アミノ酸長より短い（例えば、１５０アミノ酸長以下、
１００アミノ酸長以下、５０アミノ酸長以下、または２５アミノ酸長以下）。
【００４１】
　第二のポリペプチドは、好ましくは、可溶性である。いくつかの実施形態において、第
二のポリペプチドは、ＡＶ融合ポリペプチドと第二のムチンポリペプチドまたはαグロブ
リンポリペプチドとの会合を促進する配列を含む。第二のポリペプチドは、免疫グロブリ
ンポリペプチドの少なくとも一領域を含む。「少なくとも一領域」とは、免疫グロブリン
分子の任意の一部分（例えば、軽鎖、重鎖、ＦＣ領域、Ｆａｂ領域、Ｆｖ領域またはそれ
らの任意の断片）を含むことを意味する。免疫グロブリン融合ポリペプチドは、当該分野
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において公知であり、例えば、米国特許第５，５１６，９６４号；同第５，２２５，５３
８号；同第５，４２８，１３０号；同第５，５１４，５８２号；同第５，７１４，１４７
号；および同第５，４５５，１６５号に記載される。
【００４２】
　第二のポリペプチドは、完全長の免疫グロブリンポリペプチドを含む。あるいは、第二
のポリペプチドは、完全長の免疫グロブリンポリペプチドより短いポリペプチド（例えば
、重鎖、軽鎖、Ｆａｂ、Ｆａｂ２、Ｆｖ、またはＦｃ）を含む。好ましくは、第二のポリ
ペプチドは、免疫グロブリンポリペプチドの重鎖を含む。より好ましくは、第二のポリペ
プチドは、免疫グロブリンポリペプチドのＦｃ領域を含む。
【００４３】
　第二のポリペプチドは、野生型免疫グロブリン重鎖のＦｃ領域のエフェクター機能より
も弱いエフェクター機能をもつ。あるいは、第二のポリペプチドは、野生型免疫グロブリ
ン重鎖のＦｃ領域と類似か、またはより大きいエフェクター機能をもつ。Ｆｃエフェクタ
ー機能としては、例えば、Ｆｃレセプターの結合、補体結合、およびＴ細胞減少活性が挙
げられる（例えば、米国特許第６，１３６，３１０号を参照せよ）。Ｔ細胞減少活性、Ｆ
ｃエフェクター機能、および抗体の安定性をアッセイする方法は、当該分野で公知である
。一つの実施形態において、第二のポリペプチドはＦｃレセプターに対する低い親和性を
もつか、またはＦｃレセプターに対する親和性をもたない。あるいは、第二のポリペプチ
ドは、補体タンパク質Ｃ１ｑに対する低い親和性をもつか、または補体タンパク質Ｃ１ｑ
に対する親和性をもたない。
【００４４】
　本発明の別の局面は、ムチンポリペプチドをコードする核酸、またはその誘導体、断片
、アナログもしくはホモログを含むベクター（好ましくは発現ベクター）に関係する。そ
のベクターは、免疫グロブリンポリペプチドをコードする核酸、またはその誘導体、断片
　アナログもしくはホモログに作動可能に連結された、ムチンポリペプチドまたはαグロ
ブリンポリペプチドをコードする核酸を含む。付加的に、そのベクターは、α２－フコシ
ルトランスフェラーゼのようなグリコシルトランスフェラーゼをコードする核酸を含む。
本明細書で用いられる場合、「ベクター」という用語は、それが連結された別の核酸を運
ぶことができる核酸分子を指す。ベクターの一つの型は「プラスミド」であり、これは、
付加的なＤＮＡセグメントがライゲーションされ得る環状の二本鎖ＤＮＡループを指す。
別の型のベクターは、付加的なＤＮＡセグメントがウイルスゲノム中にライゲーションさ
れ得るウイルスベクターである。特定のベクターは、それらが導入される宿主細胞中での
自律性複製が可能である（例えば、細菌の複製起点をもつ細菌ベクターおよび哺乳動物の
エピソーマルベクター）。他のベクター（例えば、哺乳動物の非エピソーマルベクター）
は、宿主細胞中へ導入されると、宿主細胞のゲノム中に組み込まれ、その結果、宿主ゲノ
ムと共に複製される。さらに、特定のベクターは、それらが作動可能に連結された遺伝子
の発現を導くことができる。そのようなベクターは、本明細書中で「発現ベクター」とし
て言及される。一般的に、組み換えＤＮＡ技術における発現ベクターの利用は、多くの場
合プラスミドの形態でされる。本明細書において、「プラスミド」および「ベクター」は
、プラスミドが最も一般的に用いられるベクターの形態であることから、互換的に用いら
れ得る。しかしながら、本発明は、同等の機能を持つウイルスベクター（例えば、複製能
をもたないレトロウイルス、アデノウイルスおよびアデノ関連ウイルス）のような発現ベ
クターの前記の他の形態を含むことを意図する。
【００４５】
　本発明の組み換え発現ベクターは、宿主細胞中での核酸の発現に適切な形態で本発明の
核酸を含むが、そのことは組み換え発現ベクターが、発現のために用いられる宿主細胞に
基づいて選択され、そして発現されるべき核酸配列に作動可能に連結された一つまたはそ
れより多い調節塩基配列を含むことを意味する。組み換え発現ベクターにおいて、「作動
可能に連結された」は、関心のあるヌクレオチド配列が、そのヌクレオチド配列の発現を
可能にする様式で（例えば、インビトロ転写／翻訳システムにおいて、または宿主細胞中
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にベクターが導入された場合の宿主細胞において）調節塩基配列に連結されることを意味
する意図がある。
【００４６】
　「調節塩基配列」という用語は、プロモーター、エンハンサー、および他の発現調節エ
レメント（例えば、ポリアデニル化シグナル）を含むことを意図する。そのような調節塩
基配列は、例えば、Ｇｏｅｄｄｅｌ，ＧＥＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＴＥＣＨＮＯＬ
ＯＧＹ：ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺＹＭＯＬＯＧＹ　１８５，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．（１９９０）に記載されている。調節塩基
配列は、多くの型の宿主細胞中でのヌクレオチド配列の構成的な発現を導く調節塩基配列
、および特定の宿主細胞中だけでのそのヌクレオチド配列の発現を導く調節塩基配列（例
えば、組織特異的調節塩基配列）を含む。発現ベクターの設計は、形質転換される宿主細
胞の選択や、望まれるタンパク質の発現の程度などのような要因に依存し得ることを、当
業者は理解する。本発明の発現ベクターは、宿主細胞中に導入され得、その結果、本明細
書中に記載された核酸によりコードされる融合タンパク質または融合ペプチド（例えば、
ＡＶ融合ポリペプチド、ＡＶ融合ポリペプチドの変異形態など）を含むタンパク質または
ペプチドを産生する。
【００４７】
　本発明の組み換え発現ベクターは、原核生物細胞または真核生物細胞中でのＡＶ融合ポ
リペプチドの発現のために設計され得る。例えば、ＡＶ融合ポリペプチドは、Ｅｓｃｈｅ
ｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉのような細菌細胞、昆虫細胞（バキュロウイルス発現ベクターを
使用）、酵母細胞または哺乳動物細胞中で発現され得る。適切な宿主細胞が、Ｇｏｅｄｄ
ｅｌ，ＧＥＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ：ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ
　ＥＮＺＹＭＯＬＯＧＹ　１８５，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ
，Ｃａｌｉｆ．（１９９０）でさらに検討される。あるいは、組み換え発現ベクターは、
例えばＴ７プロモーター調節塩基配列およびＴ７ポリメラーゼを用いて、インビトロで転
写および翻訳され得る。
【００４８】
　原核生物中でのタンパク質の発現は、最も多くの場合、融合タンパク質または非融合タ
ンパク質のいずれかの発現を導く構成的プロモーターまたは誘導プロモーターを含むベク
ターを用いて、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ中で実行される。融合ベクターは、そ
の内部のコードされたタンパク質（通常は組み換えタンパク質のアミノ末端）に、多数の
アミノ酸を加える。そのような融合ベクターは、典型的には三つの目的：すなわち（ｉ）
組み換えタンパク質の発現を増大させる；（ｉｉ）組み換えタンパク質の可溶性を増大さ
せる；および（ｉｉｉ）アフィニティ精製においてリガンドとして作用することにより組
み換えタンパク質の精製を助ける、に適う。多くの場合、融合発現ベクターにおいて、タ
ンパク質分解開裂部位は融合部分の連結部に導入され、その結果、組み換えタンパク質は
、融合部分からの組み換えタンパク質の分離とその後の融合タンパク質の精製が可能にな
る。そのような酵素と、そしてその同種の認識配列としては、血液凝固因子Ｘａ、トロン
ビン、およびエンテロキナーゼが挙げられる。典型的な融合発現ベクターとしては、ｐＧ
ＥＸ（Ｐｈａｒｍａｃｉａ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　Ｉｎｃ；Ｓｍｉｔｈ　ａｎｄ　Ｊｏｈｎｓ
ｏｎ，１９８８．Ｇｅｎｅ　６７：３１－４０）、ｐＭＡＬ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　
Ｂｉｏｌａｂｓ，Ｂｅｖｅｒｌｙ，Ｍａｓｓ．）およびｐＲＩＴ５（Ｐｈａｒｍａｃｉａ
，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，Ｎ．Ｊ．）が挙げられ、それらはそれぞれグルタチオンＳトラ
ンスフェラーゼ（ＧＳＴ）、マルトースＥ結合タンパク質またはプロテインＡを、標的組
み換えタンパク質に融合させる。
【００４９】
　適切な誘導性非融合Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ発現ベクターの例としては、ｐ
Ｔｒｃ（Ａｍｒａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，（１９８８）Ｇｅｎｅ　６９：３０１－３１５）
およびｐＥＴ　１１ｄ（Ｓｔｕｄｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＧＥＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯ
Ｎ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ：ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺＹＭＯＬＯＧＹ　１８５，Ａ
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ｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．（１９９０）６０－８
９）が挙げられる。
【００５０】
　Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ中での組み換えタンパク質の発現を最大にする一つ
の戦略は、組み換えタンパク質をタンパク質分解性解裂する能力の減少させられた宿主細
菌において、そのタンパク質を発現させることである。例えば、Ｇｏｔｔｅｓｍａｎ，Ｇ
ＥＮＥ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ：ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺ
ＹＭＯＬＯＧＹ　１８５，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌ
ｉｆ．（１９９０）１１９－１２８を参照せよ。別の戦略は、それぞれのアミノ酸につい
て個々のコドンは、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ中で優先的に利用されるコドンと
なるように発現ベクターに挿入される核酸の核酸配列を改変することである（例えば、Ｗ
ａｄａ，ｅｔ　ａｌ．，１９９２．Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２０：２１１１－２
１１８を参照せよ）。本発明の核酸配列のそのような改変は、標準的なＤＮＡ合成技術に
より実行され得る。
【００５１】
　ＡＶ融合ポリペプチド発現ベクターは、酵母発現ベクターである。酵母Ｓａｃｃｈａｒ
ｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｉｖｉｓａｅでの発現のためのベクターの例としては、ｐＹｅｐＳ
ｅｃ１（Ｂａｌｄａｒｉ，ｅｔ　ａｌ．，１９８７．ＥＭＢＯ　Ｊ．６：２２９－２３４
）、ｐＭＦａ（Ｋｕｒｊａｎ　ａｎｄ　Ｈｅｒｓｋｏｗｉｔｚ，１９８２．Ｃｅｌｌ　３
０：９３３－９４３）、ｐＪＲＹ８８（Ｓｃｈｕｌｔｚ　ｅｔ　ａｌ．，１９８７．Ｇｅ
ｎｅ　５４：１１３－１２３）、ｐＹＥＳ２（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．）、およびｐｉｃＺ（ＩｎＶｉｔｒｏｇｅｎ
　Ｃｏｒｐ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．）が挙げられる。
【００５２】
　あるいは、ＡＶ融合ポリペプチドは、バキュロウイルス発現ベクターを用いて、昆虫細
胞中で発現させられ得る。培養した昆虫細胞（例えば、ＳＦ９細胞）中でのタンパク質の
発現のために利用可能なバキュロウイルスベクターとしては、ｐＡｃシリーズ（Ｓｍｉｔ
ｈ，ｅｔ　ａｌ．，１９８３．Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．３：２１５６－２１６５）
およびｐＶＬシリーズ（Ｌｕｃｋｌｏｗ　ａｎｄ　Ｓｕｍｍｅｒｓ，１９８９．Ｖｉｒｏ
ｌｏｇｙ　１７０：３１－３９）が挙げられる。
【００５３】
　本発明の核酸は、哺乳動物発現ベクターを用いて、哺乳動物細胞中で発現される。哺乳
動物発現ベクターの例としては、ｐＣＤＭ８（Ｓｅｅｄ，１９８７．Ｎａｔｕｒｅ　３２
９：８４０）およびｐＭＴ２ＰＣ（Ｋａｕｆｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．，１９８７．ＥＭＢＯ
　Ｊ．６：１８７－１９５）が挙げられる。哺乳動物細胞中で用いられる場合、発現ベク
ターの制御機能は、多くの場合、ウイルスの調節エレメントによって提供される。例えば
、一般的に用いられるプロモーターは、ポリオーマウイルス、アデノウイルス２型、サイ
トメガロウイルス、およびシミアンウイルス４０に由来する。原核生物細胞および真核生
物細胞の両方のための他の適切な発現システムについては、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，
ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＣＬＯＮＩＮＧ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＭＡ
ＮＵＡＬ．２ｎｄ　ｅｄ．第１６章および第１７章，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂ
ｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．，１９８９を参
照せよ。
【００５４】
　本発明の別の局面は、本発明の組み換え発現ベクターが導入される宿主細胞に関係する
。「宿主細胞」および「組み換え宿主細胞」という用語は、本明細書中で互換的に用いら
れる。そのような用語は、特定の被験細胞のみならず、そのような細胞の子孫または可能
性がある子孫もまた指すと理解される。変異または環境の影響のいずれかによって、いく
らかの一時変異が継代された世代で起こり得るので、実際には、そのような子孫は、親細
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胞と同一ではない可能性があるが、本明細書で用いられる場合はその用語の範囲内になお
含まれる。
【００５５】
　宿主細胞は、任意の原核生物細胞または真核生物細胞であり得る。例えば、ＡＶ融合ポ
リペプチドは、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉのような細菌細胞、昆虫細胞、酵母ま
たは哺乳動物細胞（例えば、ヒト、チャイニーズハムスター卵巣細胞（ＣＨＯ）またはＣ
ＯＳ細胞）中で発現させられ得る。他の適切な宿主細胞が、当業者に知られている。
【００５６】
　ベクターＤＮＡは、従来の形質転換技術またはトランスフェクション技術を介して、原
核生物細胞または真核生物細胞中に導入され得る。本明細書で用いる場合、「形質転換」
および「トランスフェクション」という用語は、宿主細胞中に外来の核酸（例えば、ＤＮ
Ａ）を導入するための、当該分野で認識される多様な技術（リン酸カルシウム共沈殿もし
くは塩化カルシウム共沈殿、ＤＥＡＥ－デキストラン媒介トランスフェクション、リポフ
ェクション、またはエレクトロポレーション）を指すことが意図される。宿主細胞を形質
転換またはトランスフェクトするための適切な方法は、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，ｅｔ　ａｌ．
（ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＣＬＯＮＩＮＧ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＭＡＮＵＡＬ．２
ｎｄ　ｅｄ．，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌ
ｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｃｏｌｄ　Ｓ
ｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．，１９８９）、および他の実験手引書中に見い出さ
れ得る。
【００５７】
　哺乳動物細胞の安定なトランスフェクションに関しては、用いられる発現ベクターおよ
びトランスフェクション技術に依存して、ごくわずかの細胞分画だけが、そのゲノム中に
外来ＤＮＡを組み込む可能性があることが知られている。これらの組み込み体を同定し選
択するために、一般的に選択マーカー（例えば、抗生物質に対する耐性）をコードする遺
伝子が関心のある遺伝子と一緒に宿主細胞中に導入される。多様な選択マーカーとしては
、薬物（例えば、Ｇ４１８、ハイグロマイシン、およびメトトレキサート）に対する耐性
を与える選択マーカーが挙げられる。選択マーカーをコードする核酸は、融合ポリペプチ
ドをコードするベクターと同一のベクター上で宿主細胞に導入され得るか、または別々の
ベクター上で導入され得る。導入された核酸で安定にトランスフェクトされた細胞は、薬
物選択により同定され得る（例えば、組み込まれた選択マーカー遺伝子をもつ細胞は生存
するが、一方でその他の細胞は死滅する）。
【００５８】
　本発明の宿主細胞（例えば、培養中の、原核生物宿主細胞または真核生物宿主細胞）が
、ＡＶ融合ポリペプチドを産生する（すなわち発現させる）ために用いられ得る。したが
って、本発明は、本発明の宿主細胞を用いてＡＶ融合ポリペプチドを産生するための方法
をさらに提供する。一つの実施形態において、その方法は、（ＡＶ融合ポリペプチドをコ
ードする組み換え発現ベクターが導入された）本発明の宿主細胞を、ＡＶ融合ポリペプチ
ドが産生されるような適切な培地中で培養する工程を包含する。別の実施形態において、
その方法は、培地または宿主細胞からＡＶポリペプチドを単離する工程を、さらに包含す
る。
【００５９】
　ＡＶ融合ポリペプチドは、従来の条件（例えば、抽出、沈殿、クロマトグラフィー、ア
フィニティクロマトグラフィー、電気泳動またはその類似のもの）に従って、単離され得
そして精製され得る。例えば、免疫グロブリン融合タンパク質は、その融合タンパク質の
Ｆｃ部分に選択的に結合する固定されたプロテインＡまたはプロテインＧを含むカラムに
、溶液をとおすことにより精製され得る。例えば、Ｒｅｉｓ，Ｋ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ．，
Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１３２：３０９８－３１０２（１９８４）；国際公開第８７／００
３２９号パンフレットを参照せよ。融合ポリペプチドは、カオトロピック塩での処理によ
るか、または酢酸水溶液（１Ｍ）での溶出により、溶出され得る。
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【００６０】
　あるいは、本発明に従ったＡＶ融合ポリペプチドは、当該分野で公知の方法を用いて化
学的に合成され得る。ポリペプチドの化学的合成は、記載され、例えば、ペプチド合成装
置を用いる合成を含む多様なタンパク質合成法が、当該分野で一般的である。例えば、Ｐ
ｅｐｔｉｄｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ，Ｂｏ
ｄａｓｎｓｋｙ，Ｅｄ．Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，１９８８；Ｍｅｒｒｉｆｉｅ
ｌｄ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３２：２４１－２４７（１９８６）；Ｂａｒａｎｙ，ｅｔ　ａ
ｌ，Ｉｎｔｌ．Ｊ．Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｒｅｓ．３０：７０５－７３９（
１９８７）；Ｋｅｎｔ，Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５７：９５７－９８９（１９
８８）、およびＫａｉｓｅｒ，ｅｔ　ａｌ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４３：１８７－１９８（
１９８９）を参照せよ。そのポリペプチドは、標準的なペプチド精製技術を用いて精製さ
れ、その結果、化学的前駆体または他の化学物質を実質的に含まなくなる。「化学的前駆
体または他の化学物質を実質的に含まない」という言葉は、ペプチドの合成に関係する化
学的な前駆体または他の化学物質から、そのペプチドが分離される、ペプチドの調製物を
含む。一つの実施形態において、「化学的前駆体または他の化学物質を実質的に含まない
」という言葉は、含まれる化学的前駆体または他の化学物質が約３０％（乾燥重量による
）より少ない、より好ましくは含まれる化学的前駆体または非ペプチド化学物質が約２０
％より少ない、なおより好ましくは含まれる化学的前駆体または非ペプチド化学物質が約
１０％より少ない、そして最も好ましくは含まれる化学的前駆体または非ペプチド化学物
質が約５％より少ないペプチドの調製物を含む。
【００６１】
　ポリペプチドの化学的合成は、改変されたアミノ酸または非天然のアミノ酸（Ｄ－アミ
ノ酸および他の小型の有機分子を含む）の組み込みを容易にする。ペプチド中の一つまた
はそれより多いＬ－アミノ酸の、対応するＤ－アミノ酸アイソフォームでの置き換えは、
酵素的な加水分解に対するペプチドの抵抗性を増大させるために、そして生物学的に活性
なペプチドの一つまたはそれより多い特性（すなわち、レセプターの結合、機能上の潜在
能力または作用の継続時間）を増強するために用いられ得る。例えば、Ｄｏｈｅｒｔｙ，
ｅｔ　ａｌ．，１９９３．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．３６：２５８５－２５９４；Ｋｉｒｂ
ｙ，ｅｔ　ａｌ．，１９９３．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．３６：３８０２－３８０８；Ｍｏ
ｒｉｔａ，ｅｔ　ａｌ．，１９９４．ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．３５３：８４－８８；Ｗａｎ
ｇ，ｅｔ　ａｌ．，１９９３．Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｅｐｔ．Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｒｅｓ．４２：
３９２－３９９；Ｆａｕｃｈｅｒｅ　ａｎｄ　Ｔｈｉｕｎｉｅａｕ，１９９２．Ａｄｖ．
Ｄｒｕｇ　Ｒｅｓ．２３：１２７－１５９を参照せよ。
【００６２】
　ペプチド配列中への共有結合性の架橋の導入が、構造的および形態学的にポリペプチド
のバックボーンを束縛し得る。この戦略は、増大した潜在能力、選択性および安定性をも
つ融合ポリペプチドのペプチドアナログを開発するために用いられ得る。なぜならば、環
状ペプチドの構造的なエントロピーは、それの直鎖状の対応物よりも、より低いので、特
定の構造の選択は、非環状アナログに関するエントロピーよりも小さい、環状アナログに
関するエントロピーの減少をともなって生じ得、その結果、より有利な結合のための自由
エネルギーを生じる。ペプチドのＮ末端とＣ末端の間、側鎖とＮ末端またはＣ末端の間［
例えば、ｐＨ８．５でＫ３Ｆｅ（ＣＮ）６を用いて］（Ｓａｍｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｅ
ｎｄｏｃｒｉｎｏｌｏｇｙ，１３７：５１８２－５１８５（１９９６））、または二つの
アミノ酸側鎖の間のアミド結合を形成することによって、大環状化が多くの場合成し遂げ
られる。例えば、ＤｅＧｒａｄｏ，Ａｄｖ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｃｈｅｍ，３９：５１－１
２４（１９８８）を参照せよ。直鎖状配列の柔軟性を減少させるため、ジスルフィド架橋
がまた、直鎖状配列中に導入される。例えば、Ｒｏｓｅ，ｅｔ　ａｌ．，Ａｄｖ　Ｐｒｏ
ｔｅｉｎ　Ｃｈｅｍ，３７：１－１０９（１９８５）；Ｍｏｓｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ｒｅｓ　Ｃｏｍｍｕｎ，１０６：５０５－５１２（１
９８２）を参照せよ。さらに、ペニシラニン（Ｐｅｎ，３―メルカプト―（Ｄ）バリン）
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でのシステイン残基の置き換えが、オピオイドとレセプターのいくつかの相互作用の選択
性を増大させるために用いられた。Ｌｉｐｋｏｗｓｋｉ　ａｎｄ　Ｃａｒｒ，Ｐｅｐｔｉ
ｄｅｓ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ，ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｓ，Ｇｕｔｔｅ，ｅｄ．，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ　ｐｐ．２８７－３２０（１９
９５）。
【００６３】
　（ウイルスの付着を減少させる方法）
　細胞へのウイルスの付着は、ウイルスを本発明のＡＶ融合ペプチドと接触させることに
より阻害される（例えば、減少させられる）。そのウイルスは、例えば、Ａ型トリインフ
ルエンザウイルスである。
【００６４】
　付着の阻害は、ウイルスの侵入と複製の減少により特徴づけられる。ウイルスは、ＡＶ
ペプチドと直接接触させられる。あるいは、ＡＶペプチドは、被験体に全身的に投与され
る。ＡＶペプチドは、ウイルスの付着を減少させるのに（例えば、阻害するのに）充分な
量で投与される。付着は、当該分野で公知の標準的な接着アッセイ（例えば、放射活性ま
たは他の方法で標識されたウイルスを用いて細胞へのウイルスの付着を測定する工程、抗
ウイルス抗体を用いて付着したウイルスを検出する工程、またはウイルスの複製に続いて
産生されたウイルス産物を測定する工程による）を用いて測定される。
【００６５】
　その方法は、多様なウイルスの感染の症状またはウイルス感染に関連する疾患の症状を
軽減するうえで有用である。ウイルス感染は、例えば、インフルエンザウイルス属感染ま
たはカリシウイルス属感染である。ウイルス感染に関連した疾患としては、例えば、肺炎
および胃腸炎が挙げられる。
【００６６】
　本明細書に記載された方法は、重症度の減少、または本明細書に記載されたようなウイ
ルス感染もしくは障害の一つまたはそれより多い症状の軽減を導く。ウイルス感染または
ウイルス感染に関連した障害は、標準的な方法論を用いて典型的には内科医により診断さ
れるか、またはモニターされる。
【００６７】
　被験体は、例えば、任意の哺乳動物（例えば、ヒト、霊長類、マウス、ラット、イヌ、
ネコ、ウシ、ウマ、ブタ）である。微生物感染または障害の診断に先立って、処置が施さ
れる。あるいは、被験体が感染した後、処置が施行される。
【００６８】
　処置の有効性は、特定の微生物感染またはウイルス感染と関係する障害を、診断または
処置するための任意の公知の方法と関連して決定される。ウイルス感染または障害の一つ
またはそれより多い症状の軽減は、その化合物が臨床的な利益を与えることを示す。
【００６９】
　（具体例としてのウイルス）
　インフルエンザウイルス：Ａ型インフルエンザウイルスは高度に、しかし完全にではな
いが、種特異的かつレセプター特異的である。α２，３結合シアル酸をレセプターとして
用いるＡ型トリインフルエンザウイルスは、ヒトには容易に感染せず、そしてα２，６結
合シアル酸を用いるＡ型ヒトインフルエンザウイルスは、水鳥には容易に感染しない。ヒ
トの気道は、α２，６結合シアル酸に富んでおり、そして非線毛気管細胞がヒトインフル
エンザウイルスの主要な標的であるという証拠が最近示された。気管の非線毛細胞とは対
照的に、気管の線毛細胞はα２，３結合シアル酸を含有し、いくらかのトリインフルエン
ザの変異型の複製を維持することが可能である。インフルエンザウイルスはまた臓器特異
性を示し得る。例えば、２００３年のオランダ／Ｈ７Ｎ７トリインフルエンザの発生の間
、ヒトにおける感染の主要な症状は呼吸器よりはむしろ眼に関するものであった。そのウ
イルスは、最初の症例から、家族内の接触者の５０％より多くへと、伝染されたことが示
唆された。したがって、眼および気管の両方が、Ａ型トリインフルエンザウイルスのヒト
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での定着の入り口として適い得る。
【００７０】
　眼親和性ウイルス：アデノウイルス科は、主として呼吸器の症状または胃腸の症状を引
き起こす約５０の遺伝子型からなる大きな科である。Ａｄ８、Ａｄ１９およびＡｄ３７は
、眼に感染し、最も重要な疾患は流行性角結膜炎である。これらのアデノウイルス科は、
角膜細胞および結膜細胞におけるシアル酸結合の最もよくある型であるα２，３結合シア
ル酸を結合することにより、眼に親和性を示す。興味深いことに、涙液のムチンは、α２
，６結合シアル酸で終結するグリカンを持ち、そしてその結果、侵入する眼親和性アデノ
ウイルスの結合と阻止の点から見て役に立たない。同様に、エンテロウイルス７０（ＥＶ
７０）もまた、α２，３結合シアル酸をそのレセプターとして用いる。エンテロウイルス
７０は、急性出血性結膜炎として知られる、いくぶん重症ではないが、より伝染性の眼疾
患を引き起こす。
【００７１】
　ノーウォークウイルス：少数のヒトウイルスだけが中性の糖鎖エピトープをレセプター
として用い、そしてヒトパルボウイルスＢ１９およびノロウイルス属のいくつかのメンバ
ーが最も知られた例である。ノロウイルスは、一般人において、ならびに、患者ならびに
病院および他の病棟組織の職員メンバーの間で、下痢および嘔吐の重篤な発生を引き起こ
す。組織血液型ＡＢＨ抗原は、ノロウイルスのための有望なレセプターであり、そして機
能性のＦＵＴ２（分泌者）遺伝子は、ノロウイルス感染に感受性の個体にとって不可欠で
ある。多くのノロウイルスのレセプターとして作用するために、血液型Ｈ抗原が、特定の
中核のサッカリド鎖（すなわち、１型（Ｇａｌβ１，３ＧｌｃＮＡｃ）および３型（Ｇａ
ｌβ１，３ＧａｌＮＡｃα））に含有される必要があることもまた示されている。加えて
、ノロウイルスの遺伝子群Ｉ（例えば、ノーウォークウイルス）と遺伝子群ＩＩ（例えば
、スノーマウンテンウイルス）は、レセプターの選択性において異なり、またＡＢＯ組織
血液型抗原を結合する能力に関しても異なる。三つの結合パターンがこれまでに記載され
ている：ノーウォークウイルス（遺伝子群Ｉ）はＡ／Ｏを結合し、ＭＯＨ株（遺伝子群Ｉ
Ｉ）はＡ／Ｂを結合し、そしてＶＡ３８７株はＡ／Ｂ／Ｏを結合する。白人の約２０％と
アフリカ黒人の約２０％は、非分泌者であり（すなわち、欠陥ＦＵＴ２遺伝子をもつ）、
そして通常はほとんどのノロウイルス株に耐性である。これらの結合特異性に加えて、一
部のノロウイルス株が、先に言及した糖質エピトープの付加的なモノサッカリド置換を受
容できることが最近示された。例えば、血液型Ｈおよび血液型Ａは別にして、Ａ　Ｌｅｗ
ｉｓ　ｂおよびＡ　Ｌｅｗｉｓ　ｙのような関連した構造が結合される。また、中核のサ
ッカリド鎖１型およびサッカリド鎖３型が好ましいようであるが、２型鎖に基づく構造（
例えば、Ａ２および先に言及したＡ　Ｌｅｗｉｓ　ｙ）もまた少数の株により認識され得
る。
【００７２】
　（ＡＶ融合ポリペプチドまたはＡＶ融合ポリペプチドをコードする核酸を含む薬学的組
成物）
　本発明のＡＶ融合タンパク質またはこれらの融合タンパク質をコードする核酸分子（本
明細書で「治療用物質」または「活性な化合物」としてまた言及される）、ならびにそれ
らの誘導体、断片、アナログおよびホモログは、投与のために適切な薬学的組成物中に組
み込まれ得る。そのような組成物は、典型的には、その核酸分子、タンパク質、または抗
体、および薬学的に受容可能なキャリアを含有する。本明細書で用いる場合、「薬学的に
受容可能なキャリア」は、薬学的な投与と適合性のある、任意の、そして全ての溶媒、分
散媒体、被覆剤、抗細菌剤および抗真菌剤、等張剤および吸収遅延剤などを含むことが意
図される。適切なキャリアは、当該分野における標準的な参考テキストであり、本明細書
に参考として援用される、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓ
ｃｉｅｎｃｅｓの最新版に記載される。そのような担体または希釈剤の好ましい例として
は、水、生理食塩水、フィンガー溶液（ｆｉｎｇｅｒ’ｓ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）、デキス
トロース溶液、および５％ヒト血清アルブミンが挙げられるが、それらに限定されない。
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リポソームおよび不揮発性油のような非水性ビヒクルもまた、使用され得る。そのような
媒体および薬剤の、薬学的に活性な物質のための使用は、当該分野で周知である。任意の
従来の媒体または薬剤が、活性化合物と不適合である場合を除いて、組成物中でのそれら
の使用が意図される。追加の活性化合物がまた、その組成物中に組み込まれ得る。
【００７３】
　本明細書で開示される活性な薬剤はまた、リポソームとして処方され得る。リポソーム
は、当該分野で公知の方法（例えば、Ｅｐｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．　Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，８２：３６８８（１９８５）；Ｈｗａｎｇ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，７７：４０３０（１９８０）；
および米国特許第４，４８５，０４５号および同第４，５４４，５４５号に記載される）
により調製される。延長された循環時間を有すリポソームは、米国特許第５，０１３，５
５６号に開示される。
【００７４】
　特に有用なリポソームは、ホスファチジルコリン、コレステロール、およびＰＥＧ誘導
体化ホスファチジルエタノールアミン（ＰＥＧ－ＰＥ）を含む脂質組成物を用いる逆相蒸
着法により生成され得る。リポソームは、望ましい直径のリポソームを生じるために、規
定された孔径のフィルターを通して押し出される。
【００７５】
　本発明の薬学的な組成物は、その意図される投与の経路と適合するように処方される。
投与の経路の例としては、非経口投与（例えば、静脈内投与、皮内投与、皮下投与）、経
口投与（例えば、吸入）、経皮投与（すなわち、局所的な）、経粘膜投与、および直腸の
投与が挙げられる。非経口的、皮内、または皮下への適用に用いられる溶液または懸濁物
としては、以下の成分が挙げられ得る：注射のための水のような滅菌した希釈剤、生理食
塩溶液、不揮発性油、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、ま
たは他の合成溶媒；ベンジルアルコールまたはメチルパラベンのような抗菌剤；アスコル
ビン酸または亜硫酸水素ナトリウムのような抗酸化物質、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤ
ＴＡ）のようなキレート剤；酢酸、クエン酸またはリン酸のような緩衝剤、および塩化ナ
トリウムまたはデキストロースのような張性の調整のための薬剤を含み得る。塩酸または
水酸化ナトリウムのような酸または塩基でｐＨは調整され得る。非経口用調製物は、アン
プル、使い捨て注射器またはガラスもしくはプラスチック製の複数回用バイアルに封入さ
れ得る。
【００７６】
　注射での使用に適切な薬学的組成物は、滅菌した水性の溶液（水に可溶性）または分散
物、および滅菌した注射可能な溶液もしくは分散物の即時調製のための滅菌粉末を包含す
る。静脈内投与のための、適切なキャリアは、生理的食塩水、静菌性の水、Ｃｒｅｍｏｐ
ｈｏｒ　ＥＬＴＭ（ＢＡＳＦ、Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ、Ｎ．Ｊ．）またはリン酸緩衝生理
食塩水（ＰＢＳ）を含む。全ての場合において、その組成物は、滅菌され、そして容易な
注射針通過性が存在する程度に流体でなければならない。それは、製造と貯蔵の条件下で
安定でなければならず、そして細菌および真菌のような微生物の汚染作用に対して保護さ
れなければならない。キャリアは、例えば、水、エタノール、ポリオール（例えば、グリ
セロール、プロピレングリコール、および液体ポリエチレングリコールなど）、およびそ
れらの適切な混合物を含む、溶媒または分散媒体であり得る。適切な流動性は、例えば、
レシチンのような被覆剤の使用、分散物の場合は望ましい粒子サイズの維持、および界面
活性剤の使用により、維持され得る。微生物の作用の防止は、多様な抗菌剤および抗真菌
剤（例えば、パラベン、クロロブタノール、フェノール、アスコルビン酸、チメロサール
など）により成し遂げられ得る。多くの場合、等張剤（例えば、糖、マンニトール（ｍａ
ｎｉｔｏｌ）、ソルビトールのような多価アルコール、塩化ナトリウム）を組成物中に含
むことが望ましい。注射可能な組成物の延長された吸収は、吸収を遅らせる薬剤（例えば
、モノステアリン酸アルミニウムおよびゼラチン）を組成物中に含むことによってもたら
され得る。
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【００７７】
　滅菌した注射可能な溶液は、活性化合物（例えば、ＡＶ融合タンパク質）を、適切な溶
媒に望ましい量で、先に列挙された成分の一つまたは組み合わせとともに組み込み、必要
な場合は濾過滅菌を続けて行うことにより調製され得る。一般的に、分散物は、活性化合
物を、基礎となる分散媒体および先に列挙されたもののうち望ましい他の成分を含む滅菌
ビヒクル中に組み込むことにより調製される。滅菌した注射可能な溶液の調製のための滅
菌粉末の場合は、調製の方法は真空乾燥および凍結乾燥であって、これらの方法により、
活性成分と任意の付加的な望ましい成分の粉末を、前もって濾過滅菌したそれらの溶液か
ら生じる。
【００７８】
　経口組成物は、一般的に不活性な希釈剤または食用キャリアを含む。それらは、ゼラチ
ンカプセルに封入され得るか、または圧縮して錠剤中に固められ得る。治療上の経口投与
の目的のために、活性化合物は、賦形剤とともに組み込まれ得、錠剤、トローチ、または
カプセルの形態で使用され得る。経口組成物はまた、うがい薬としての使用のために流体
キャリアを用いて調製され得、流体キャリア中の化合物は、経口的に適用され、すばやく
動かされ、喀出されるか、または飲み込まれる。薬学的に適合性のある結合剤および／ま
たは補助的物質は、組成物の一部として含まれ得る。錠剤、丸薬、カプセル、トローチな
どは、任意の以下の成分、または類似した性質の化合物を含み得る：微結晶性セルロース
、トラガカントガムまたはゼラチンのような結合剤；デンプンまたは乳糖のような賦形剤
；アルギン酸、Ｐｒｉｍｏｇｅｌ、またはコーンスターチのような崩壊剤；ステアリン酸
マグネシウムまたはＳｔｅｒｏｔｅｓのような潤滑剤；コロイド状二酸化ケイ素のような
流動促進剤；ショ糖またはサッカリンのような甘味剤；ペパーミント、サリチル酸メチル
、またはオレンジ香味料のような矯味矯臭剤。
【００７９】
　吸入による投与のため、その化合物は、適切な圧縮不活性ガス（例えば、二酸化炭素の
ようなガス）を含む加圧された容器、もしくはディスペンサーからのエアロゾルスプレー
または噴霧器の形態で送達される。
【００８０】
　全身性の投与はまた、経粘膜的な方法または経皮的な方法によることが可能である。経
粘膜的投与または経皮的投与のため、浸透されるべきバリアに適切な浸透剤が処方物中で
使用される。そのような浸透剤は、当該分野で一般的に知られており、例えば、経粘膜的
投与のためには、洗浄剤、胆汁塩、およびフシジン酸誘導体が挙げられる。経粘膜的投与
は、鼻のスプレーまたは座薬の使用により成し遂げられ得る。経皮的な投与のために、活
性化合物が、当該分野で一般的に知られるように、軟膏、膏薬、ゲル、またはクリーム中
に処方される。
【００８１】
　化合物はまた、直腸での送達のための坐薬の形態で（例えば、カカオ脂および他のグリ
セリドのような従来の坐薬の基剤とともに）、または鬱帯用浣腸剤の形態で、調製され得
る。
【００８２】
　活性化合物は、身体からの迅速な排泄に対して化合物を保護するキャリアとともに調製
される（例えば、インプラントおよびマイクロカプセルに封入される送達システムを含む
制御放出処方物）。生分解性で、生体適合性の重合体（例えば、エチレン酢酸ビニル、ポ
リ無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステル、およびポリ乳酸）が用
いられ得る。そのような処方物の調製の方法は、当業者には明白である。これらの物質は
また、Ａｌｚａ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎおよびＮｏｖａ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ
ｌｓ，Ｉｎｃ．から商業的に入手可能である。リポソーム懸濁物（ウイルス抗原に対する
モノクローナル抗体を用いて感染細胞を標的にしたリポソームを含む）がまた、薬学的に
受容可能なキャリアとして用いられ得る。これらは、当業者に公知の方法（例えば米国特
許第４，５２２，８１１号に記載されたような方法）に従って、調製され得る。
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【００８３】
　経口用組成物または非経口用組成物は、投与の容易さ、および投薬量の均一性のために
、投薬単位形態で処方される。本明細書で用いられる投薬単位形態とは、処置される被験
体のための一つにまとまった投薬として合わせた、物理的に分離した単位を指す；それぞ
れの単位は、望ましい薬学的なキャリアと関連して、望ましい治療上の効果を生じるよう
に計算された活性化合物の前もって決定された量を含有する。本発明の投薬単位形態のた
めの仕様が、活性化合物の独特の性質および達成される特定の治療効果、ならびに個々の
処置のために、そのような活性化合物を配合する分野に固有の制限によって、および依存
して決定された。
【００８４】
　本発明の核酸分子は、ベクター中に挿入され得、そして遺伝子治療ベクターとして用い
られ得る。遺伝子治療ベクターは、例えば、静脈内注射、局所的投与（例えば、米国特許
第５，３２８，４７０号を参照せよ）または定位的な注射（例えば、Ｃｈｅｎ，ｅｔ　ａ
ｌ．，１９９４．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９１：３０５４－３
０５７を参照せよ）により被験体に送達され得る。遺伝子治療ベクターの薬学的な調製物
は、受容可能な希釈剤中に遺伝子治療ベクターを含み得るか、または、低速放出マトリク
スを含み得、このマトリクスの中に、遺伝子送達ビヒクルが入れられる。あるいは、完全
な遺伝子送達ベクターが、完全な形で組み換え細胞から産生され得る場合（例えば、レト
ロウイルスベクター）、薬学的調製物は、その遺伝子送達システムを生じる一つまたはそ
れより多い細胞を含み得る。
【００８５】
　所望される場合、持続放出調製物が、調製され得る。持続放出調製物の適切な例として
は、抗体を含む固体疎水性重合体の半透性マトリクスが挙げられ、そのマトリクスは、造
形品（例えば、フィルム、またはマイクロカプセル）としての形態である。持続放出マト
リクスの例としては、ポリエステル、ヒドロゲル（例えば、ポリ（２－ヒドロキシエチル
－メタクリレート）、またはポリ（ビニルアルコール））、ポリラクチド（米国特許第３
，７７３，９１９号）、Ｌ－グルタミン酸およびγエチル－Ｌ－グルタミン酸塩の共重合
体、非分解性エチレン酢酸ビニル、ＬＵＰＲＯＮ　ＤＥＰＯＴＴＭ（乳酸－グリコール酸
共重合体および酢酸ロイプロリドからなる注射可能なミクロスフェア）のような分解性乳
酸－グリコール酸共重合体、ならびにポリ－Ｄ－（－）－３－ヒドロキシ酪酸が挙げられ
る。エチレン酢酸ビニルおよび乳酸－グリコール酸のような重合体が、１００日を越える
分子の放出を可能にする一方で、特定のヒドロゲルがより短い時限でタンパク質を放出す
る。
【００８６】
　薬学的な組成物は、投与に関する説明書とともに、容器、包装、またはディスペンサー
中に包含され得る。
【００８７】
　本発明は、以下の非限定的な実施例においてさらに説明される。
【実施例】
【００８８】
　（実施例１：　Ｐ－セレクチン糖タンパクリガンド－１のＩｇＧ　Ｆｃ融合物およびＳ
ｉａα３Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβグリカンをもつα１－酸性糖タンパクのＩｇＧ　Ｆｃ
融合物を分泌する安定な細胞株の作製）
　ＰＳＧＬ－１／ｍＩｇＧ２ｂもしくはＡＧＰ／ｍＩｇＧ２ｂ発現プラスミドを、内在性
コア２β６ＧｌｃＮＡｃトランスフェラーゼ（Ｔ）活性をもつ、ＣＯＳもしくは２９３細
胞中に単独で安定にトランスフェクトするか、またはコア２β６ＧｌｃＮＡｃ－Ｔ１とと
もにＣＨＯ－Ｋ１細胞中に安定にトランスフェクトする。これらの細胞株は全て、２型鎖
（Ｇａｌβ１，４ＧｌｃＮＡｃ）を生じる内在性β１，４ガラクトシルトランスフェラー
ゼ活性、および望ましいエピトープ（Ｓｉａα３Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβ）の生合成の
間に最終的なシアリル化段階を実行する内在性α２，３－シアリルトランスフェラーゼ活
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性を有す。安定なクローンを、異なる選択薬物（例えば、プロマイシンおよびゼオシン）
に対する耐性に基づいて選択する。
【００８９】
　（実施例２：　Ｐ－セレクチン糖タンパクリガンド－１のＩｇＧ　Ｆｃ融合物およびＳ
ｉａα６Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβグリカンをもつα１－酸性糖タンパクのＩｇＧ　Ｆｃ
融合物を分泌する安定細胞株の作製）
　先に記載されたように作製された細胞株は、シアリル化をα２，６結合シアル酸の方向
へ向けるために、α２，６－シアリルトランスフェラーゼｃＤＮＡ（ＳＴ６ＧａｌＴＩま
たはＳＴ６ＧａｌＴＩＩ）で安定にトランスフェクトされる。α２，３－シアリル化を減
少させるため、α２，３－シアリルトランスフェラーゼｍＲＮＡを切断するｓｉＲＮＡの
使用により、α２，３－シアリルトランスフェラーゼの発現をダウンレギュレートするこ
とが必要になり得る。
【００９０】
　（実施例３：　Ｐ－セレクチン糖タンパクリガンド－１のＩｇＧ　Ｆｃ融合物およびＦ
ｕｃα２Ｇａｌβ３ＧａｌＮＡｃβ－Ｓｅｒ／ＴｈｒグリカンもしくはＦｕｃα２Ｇａｌ
β３ＧｌｃＮＡｃβ－Ｒグリカンをもつα１－酸性糖タンパクのＩｇＧ　Ｆｃ融合物を分
泌する安定細胞株の作製）
　ＣＨＯ－Ｋ１細胞を、融合タンパク質上のＦｕｃα２Ｇａｌβ３ＧａｌＮＡｃβ－Ｓｅ
ｒ／Ｔｈｒ決定基を得るためにＰＳＧＬ－１／ｍＩｇＧ２ｂもしくはＡＧＰ／ｍＩｇＧ２

ｂ発現プラスミドおよびＦＵＴ２遺伝子で安定にトランスフェクトし、そしてＦｕｃα２
Ｇａｌβ３ＧｌｃＮＡｃβ－Ｒ決定基を得るためにコア３β３ＧｌｃＮＡｃ－Ｔ６、β３
Ｇａｌ－ＴＶおよびＦＵＴ２で安定にトランスフェクトする。α２，３／６－シアリル化
を減少させるため、α２，３／６－シアリルトランスフェラーゼｍＲＮＡを切断するｓｉ
ＲＮＡの使用により、α２，３／６－シアリルトランスフェラーゼの発現をダウンレギュ
レートすることが必要になり得る。
【００９１】
　（実施例４：　インビトロでのウイルス接着およびウイルス感染の阻害）
　適切なウイルスおよび標的細胞を用いて、感受性宿主細胞におけるウイルスの付着およ
び複製を防止することに関して、先に記載された融合タンパク質の阻害能力を評価する。
【００９２】
　（実施例５：　投与の経路）
　トリインフルエンザウイルス、アデノウイルス３７およびエンテロウイルス７０のよう
な眼親和性ウイルスにより引き起こされる結膜炎を処置または予防するため、Ｓｉａα３
Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβをもつ組み換え体ＰＳＧＬ－１／ｍＩｇＧ２ｂまたはＡＧＰ／
ｍＩｇＧ２ｂを眼において局所的に投与することを、本発明者らは前もって考慮する。Ｓ
ｉａα６Ｇａｌβ４ＧｌｃＮＡｃβで置換された組み換え融合タンパク質が、気道のヒト
Ａ型インフルエンザウイルス感染を処置または予防するために、粉末またはエアロゾルと
して吸引される。ノロウイルス感染は、ＰＳＧＬ－１の組み換えＩｇＧ融合タンパク質、
もしくは類似のムチン型タンパク質の組み換えＩｇＧ融合タンパク質、または３型もしく
は１型に基づくＨ型血液型エピトープ（Ｆｕｃα２Ｇａｌβ１－Ｒ）をもつＡＧＰの組み
換えＩｇＧ融合タンパク質の経口摂取または吸引により、処置または予防される。
【００９３】
　（他の実施形態）
　本発明は、その詳細な説明とともに記載されるが、前記の説明は例証することを意図す
るものであって、添付の特許請求の範囲により規定される本発明の範囲を制限することを
意図しない。他の局面、利点、および改変は、上記の特許請求の範囲内にある。
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