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(57)【要約】
　本発明は、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質を含む自己
集合性医薬組成物（このビオチン結合タンパク質は、４個のビオチン化成分と非共有結合
させられ、この４個のビオチン化成分のうち少なくとも２つは同一ではない。）を提供す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビオチン結合タンパク質と融合させられた熱ショックタンパク質を含み、このビオチン
結合タンパク質が４個のビオチン化成分と非共有結合し、さらに、この４個のビオチン化
成分のうち少なくとも２つが同一ではない、医薬組成物。
【請求項２】
　４個のビオチン化成分のうち少なくとも１つが、タンパク質、細胞又はウイルスを含む
、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　細胞が、亜致死的照射を受けた、腫瘍細胞、細菌細胞、真菌細胞及び原生動物細胞から
なる群から選択される、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　タンパク質が、抗原、抗体及び共刺激分子からなる群から選択される、請求項２に記載
の医薬組成物。
【請求項５】
　ビオチン結合タンパク質が、アビジン、ストレプトアビジン及びニュートラアビジンか
らなる群から選択される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　熱ショックタンパク質が、哺乳動物熱ショックタンパク質又は細菌熱ショックタンパク
質である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　熱ショックタンパク質が、ＭＴＢｈｓｐ７０熱ショックタンパク質及びヒト熱ショック
タンパク質からなる群から選択される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　ワクチンである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化成分の非共有結合性複合体を形成させるた
めに十分に、４個のビオチン化成分と、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショ
ックタンパク質を接触させることを含み、この４個のビオチン化成分のうち少なくとも２
つが同一ではない、請求項１から請求項８の何れか１項に記載の自己集合性医薬組成物を
作製するための方法。
【請求項１０】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化
成分（この４個のビオチン化成分うち少なくとも２つは同一ではない。）を対象に投与す
ることを含む、対象において免疫反応を誘導するための方法。
【請求項１１】
　４個のビオチン化成分のうち少なくとも１つが、タンパク質、細胞又はウイルスを含む
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　細胞が、亜致死的照射を受けた、腫瘍細胞、細菌細胞、真菌細胞及び原生動物細胞から
なる群から選択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　腫瘍細胞が前記対象から取り出された、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ビオチン結合タンパク質が、アビジン、ストレプトアビジン及びニュートラアビジンか
らなる群から選択される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　熱ショックタンパク質が、哺乳動物熱ショックタンパク質又は細菌熱ショックタンパク
質である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
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　熱ショックタンパク質が、ＭＴＢｈｓｐ７０熱ショックタンパク質及びヒト熱ショック
タンパク質からなる群から選択される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化
成分が、非共有結合性複合体として対象に投与される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化
成分を対象に投与することを含み、この４個のビオチン化成分のうち少なくとも２つが同
一ではない、対象において治療の効力を高めるための方法。
【請求項１９】
　４個のビオチン化成分のうち少なくとも１つが、タンパク質、細胞及びウイルスからな
る群から選択される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　細胞が、亜致死的照射を受けた、腫瘍細胞、細菌細胞、真菌細胞及び原生動物細胞から
なる群から選択される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ビオチン結合タンパク質が、アビジン、ストレプトアビジン及びニュートラアビジンか
らなる群から選択される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　熱ショックタンパク質が、哺乳動物熱ショックタンパク質又は細菌熱ショックタンパク
質である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　熱ショックタンパク質が、ＭＴＢｈｓｐ７０熱ショックタンパク質及びヒト熱ショック
タンパク質からなる群から選択される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化
成分が非共有結合性複合体として対象に投与される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　タンパク質が、抗原、抗体及び共刺激分子からなる群から選択される、請求項１１に記
載の方法。
【請求項２６】
　４個のビオチン化成分うち少なくとも１つが共刺激分子を含む、請求項１０に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願に対する相互参照
　本願は、米国仮出願第６１／０４６，１９５号（２００８年４月１８日提出）（その全
体的内容は参照により本明細書中に明確に組み込まれる。）に対する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　ワクチンによる免疫付与は、今も疾患及び感染の脅威に対する防御の要である。ワクチ
ン開発における重要な問題点は、ワクチン又は抗毒素を具体的な脅威に迅速に適合させる
ことである。現在のワクチン開発ストラテジーは、感染又は疾患の撲滅を成功させるため
に標的とすることができる抗原の同定及び特性評価に依存する。現在のワクチン開発スト
ラテジーは、時間及び労働集約的であり、脅威が出現しないとこの開発ストラテジーを開
始できない。このようなストラテジーはまた、標的抗原が個体間で変動する疾患を治療す
るための個人用ワクチンを作製するためには実際的でない。従って、最新のワクチン開発
ストラテジーは、新しい重大な脅威が現れた場合には不十分であり、新しい重大な脅威に
対して、このような脅威が含有され得る前に標的抗原を同定し特性評価するための十分な
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時間をとることはできない。現在のワクチン開発ストラテジーはまた、一般集団に対する
個人用ワクチンを作製するためにも不十分である。
【０００３】
　このように、個人用ワクチンを作製するための、及び急に現れ、急速に作用し及び／又
は感染性が強い重大な脅威となるものを含有するための、技術プラットフォームが必要と
されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ある態様において、本発明は、関心のある抗原に対する免疫反応を誘導するために対象
に投与することができる医薬組成物に関する。ある実施形態において、本組成物は、ビオ
チン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質を含む。別の実施形態におい
て、本組成物は、ビオチン結合タンパク質に融合させられ、少なくとも１、２、３又は４
個のビオチン化成分に非共有結合させられた熱ショックタンパク質を含む。ある一定の実
施形態において、本ビオチン化成分は、同じであるか又は異なる分子である。ビオチン化
成分の非限定例には、ビオチン化タンパク質、細胞及びウイルスが含まれる。ビオチン化
タンパク質の非限定例には、ビオチン化抗原、抗体及び共刺激分子が含まれる。
【０００５】
　関心のある抗原を発現し示すか又はその一部を提示する対象において、ウイルス又は細
胞の確立及び増殖を阻止する、関心のある抗原に対する免疫を生成させるために、予防的
に本発明の組成物を使用することができる。このようにして、関心のある抗原を発現する
腫瘍又は外来細胞の確立及び増殖の阻止が達成され得る。本明細書中で提供される組成物
はまた、さらなるウイルス又は細胞増殖を阻止するために又は関心のある抗原を発現し示
すか又は抗原の一部を提示する腫瘍細胞を含め、増殖する対象の細胞を排除するために、
以前にウイルスに感染したか又はこのような細胞を保有する対象において治療的に使用す
ることもできる。
【０００６】
　別の実施形態において、組成物は、本明細書中で提供されるような、ビオチン結合タン
パク質に融合させられた熱ショックタンパク質及び／又はビオチン化されるべきタンパク
質の発現を指示することができる発現ベクターを含む。
【０００７】
　またさらなる実施形態において、本発明は、熱ショックタンパク質及びこの４個のビオ
チン化成分の非共有結合性複合体を形成させるために十分に、４個のビオチン化成分と、
ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質を接触させることを含み
、この４個のビオチン化成分のうち少なくとも２つが同一ではない、自己集合性医薬組成
物を作製するための方法を提供する。本発明はまた、ビオチン結合タンパク質に融合させ
られた熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化成分を対象に投与することを含む（こ
の４個のビオチン化成分のうち少なくとも２つは同一ではない。）、対象において免疫反
応を誘導するための方法も提供する。本発明は、ビオチン結合タンパク質に融合させられ
た熱ショックタンパク質及び４個のビオチン化成分を対象に投与することを含む（この４
個のビオチン化成分のうち少なくとも２つは同一ではない。）、対象において治療の効力
を高めるための方法をさらに提供する。
【０００８】
　ビオチン化モノクローナル抗体及びビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショッ
クタンパク質の投与は、免疫の有効性及び利用可能なモノクローナル抗体の効力を劇的に
促進し得、これは、もしそうでなければ、弱いワクチン免疫原として働く。さらに、関心
のある抗原に対する抗体の産生及び細胞毒性Ｔ細胞の刺激を刺激し得る免疫刺激性複合体
を産生させるためには、特異的な標的抗原に対するモノクローナル抗体又は免疫血清が利
用可能であるだけで十分であり得る。最後に、本明細書中に記載の医薬組成物によって、
各抗原に特異的なｓｃＦｖ及び又は抗体に対してｓｃＦｖ特異的な熱ショック融合タンパ
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ク質を作製する必要がなくなる。
【０００９】
　このようにして、本発明は、１）未同定の、特徴不明の抗原に対するワクチンの調製；
２）個人用ワクチンの調製；３）医薬組成物（例えばワクチン）の迅速な作製（これによ
り、同様に、このような医薬組成物の作製能力を向上させることが可能になる。）；及び
４）モノクローナル抗体などの既存の治療薬を「強化する」ことを可能にする、既存の技
術を上回る明確な長所を提供する。本明細書中に記載の技術により、様々な異なる抗原、
ペプチド又は抗原標的分子（１本鎖抗体の腫瘍抗原特異的モノクローナル抗体を含む。）
との、固定化及び強力なアジュバントの自己集合が可能になる。
【００１０】
　さらなる特性及び長所は「発明を実施するための形態」及び「特許請求の範囲」で記載
する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、ｐＥＴ－４５ｂ（＋）発現ベクターの改変を示す。Ａ）ＳｆｉＩ制限部
位の挿入物の概略図。Ｂ）改変ｐＥＴ－４５ｂ（＋）ベクターの最終的な多重クローニン
グ部位。
【図２】図２は、ＭＴＢｈｓｐ７０へのＮｏｔＩ及びＸｈｏＩ制限部位の導入を示す。Ｍ
ＴＢｈｓｐ７０のＮ及びＣ末端に重複するプライマーを用いて、ＮｏｔＩ部位及びＸｈｏ
Ｉ部位をＰＣＲにより導入した。得られたＰＣＲ産物をレーン１で示す。
【図３】図３は、ゲルの写真で示されるような２つのバンドを生ずるＮｏｔＩ及びＸｈｏ
Ｉでの増幅ＭＴＢｈｓｐ７０の消化を示す。配列決定分析により、内部ＮｏｔＩ及びＳｆ
ｉＩ部位の存在が証明された。
【図４】図４は、ＰＣＲに基づく部位特異的突然変異誘発を用いることによる、ＮｏｔＩ
及びＳｆｉＩ部位の除去を示す。所望の突然変異を含有する改変プライマーを用いて、２
つの重複ＰＣＲ産物を作製した。プライマーなしでＰＣＲを行い、その後特異的プライマ
ーを添加することによりこれらを伸長させた。
【図５】図５は、ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ末端でのオボアルブミンペプチド（残基２５４－
２６４）の導入を示す。発明者らは、オボアルブミンペプチドＳＩＩＮＦＥＫＬをコード
する合成リンカーを設計し、ＳｆｉＩ及びＮｏｔＩで消化した。同様に、発明者らは、Ｓ
ｆｉＩ及びＮｏｔＩでｐＥＴ－４５ｂ（＋）ＭＴＢｈｓｐ７０プラスミドを切断した。両
成分を結合させ（ライゲーション）、コンピーテント細菌を形質変換するために結合（ラ
イゲーション）産物を使用した。アンピシリン耐性コロニーを採取し、配列決定によりス
クリーニングした。
【図６】図６は、Ｏｖａ２５７－２６４－ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ末端領域の部分的配列決
定を示す。
【図７】図７は、自己集合性医薬組成物の熱ショックタンパク質融合の構造の概略図であ
る。ビオチン結合タンパク質としてアビジンに個別にそれぞれ融合される、熱ショックタ
ンパク質ＭＴＢ－ＨＳＰ－７０及びヒトＨＳＰ－７０を示す。
【図８】図８は、野生型及び単量体アビジンの集合に対するストラテジーを示す。
【図９】図９は、野生型と単量体アビジンとの間のアミノ酸及びヌクレオチド比較を示す
。
【図１０】図１０は、ＰＣＲに基づく突然変異誘発により補正される配列エラーを示す。
【図１１】図１１は、部分的ＭＴＢｈｓｐ７０配列が示される、単量体／野生型アビジン
－リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０配列を示す。
【図１２】図１２は、封入体中で見られるアビジン－リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパ
ク質の再折り畳みを示す。
【図１３】図１３は、多価自己集合性ワクチンを形成するための、熱ショックタンパク質
融合物（ＭＴｂ　ＨＳＰ７０及びアビジンの融合タンパク質として示される。）及び４個
のビオチン化成分（ビオチン化ペプチド１－４として示される。）の多価自己集合の概略
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図である。
【図１４】図１４は、それぞれマイコバクテリウム・ツベルキュロシス（Ｍｙｃｏｂａｃ
ｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）ＨＳＰ７０及びマイコバクテリウム・ボブス
（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｕｓ）ＨＳＰ７０由来のＨＳＰ７０の全長タンパ
ク質配列を示す。
【図１５】図１５は、熱ショック融合タンパク質及びビオチン化成分の自己集合性ワクチ
ンの説明である。熱ショック融合タンパク質はここでＨＳＰ－アビジン融合物として示さ
れ、ビオチン化成分はビオチン化モノクローナル抗体（ビオチン化ｍＡｂ）として示され
る。
【図１６】図１６は、インターフェロン－γ産生のフローサイトメトリー分析を示す。
【図１７】図１７は、ビオチンと結合するように集合する場合の、４個の四量体化アビジ
ンメンバーの周囲で四量体として組み立てられた、４個の単量体ＨＳＰ－アビジン融合物
が結合した、ＭＴｂ　ＨＳＰ７０－アビジン融合物の２－Ｄ分子モデルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　定義
　便宜上、本発明のさらなる説明の前に、明細書、実施例及び添付の特許請求の範囲にお
いて使用されるある一定の用語をここで定義する。
【００１３】
　文脈から別段の明らかな指示がない限り、単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」には
、複数形の対象が含まれる。
【００１４】
　「投与する（ａｄｍｉｎｉｓｔｅｒ）」又は「投与していること（ａｄｍｉｎｉｓｔｅ
ｒｉｎｇ）」という用語は、全身性又は局所投与を含む、本発明の医薬組成物の送達の何
らかの方法を含む。「非経口」とは、通常、注射による、腸及び局所投与以外の投与方式
を意味し、これには、限定されないが、静脈内、筋肉内、病巣内、動脈内、髄腔内、嚢内
、眼窩内、心内、皮内、腹腔内、経気管、皮下（ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ）、皮下（ｓ
ｕｂｃｕｔｉｃｕｌａｒ）、関節内、嚢下、くも膜下、脊髄内及び胸骨内注射、経口、硬
膜外、鼻内及び点滴が含まれる。
【００１５】
　「アミノ酸」という用語は、天然であれ合成であれ、アミノ官能基及び酸性官能基の両
方を含み、天然アミノ酸のポリマーに含まれ得る、全ての分子を含むものとする。代表的
アミノ酸としては、天然のアミノ酸；その類似体、誘導体及びコンジナー；変異側鎖を有
するアミノ酸類似体；及び前出のものの何れかの全ての立体異性体が挙げられる。天然ア
ミノ酸の名称は、本明細書中でＩＵＰＡＣ－ＩＵＢの推奨に従い略称する。
【００１６】
　「抗体」という用語は、免疫グロブリン又はその誘導体を指し、これらは、特異的な結
合能及び免疫グロブリン結合ドメインに対して相同であるか又は相同性が大きい結合ドメ
インを有するタンパク質を維持する。「抗体」という用語は、全抗体又はその抗原結合断
片を包含するものとする。これらのタンパク質は、天然源由来であるか又は部分的もしく
は完全に合成により作製され得る。抗体は、モノクローナル又はポリクローナルであり得
る。この抗体は、ヒトクラス：ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＤ及びＩｇＥの何れかを含
む、何らかの種からの何らかの免疫グロブリンクラスのメンバーであり得る。代表的実施
形態において、本明細書中に記載の方法及び組成物とともに使用される抗体は、ＩｇＧク
ラスの誘導体である。抗体は、改変又は天然抗体であり得る。
【００１７】
　「抗体断片」という用語は、全長未満の抗体の何らかの誘導体を指す。代表的実施形態
において、この抗体断片は、全長抗体の特異的な結合能の少なくとも重要な部分を保持す
る。抗体断片の例としては、以下に限定されないが、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２

、Ｆｃ、ｓｃＦｖ、Ｆｖ、ｄｓＦｖダイアボディ及びＦｄ断片が挙げられる。この抗体断
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片は、何らかの手段により産生され得る。例えば、この抗体断片は、無傷抗体の断片化に
より酵素的又は化学的に作製され得、これは、部分的な抗体配列をコードする遺伝子から
組み換え産生され得るか又は完全にもしくは部分的に合成により作製され得る。この抗体
断片は、場合によっては１本鎖抗体断片であり得る。あるいは、この断片は、例えばジス
ルフィド結合により一緒に連結される複数の鎖を含み得る。この断片はまた、場合によっ
ては多分子複合体でもあり得る。機能的抗体断片は、一般的に、少なくとも約５０個のア
ミノ酸を含み、より一般的には、少なくとも約２００個のアミノ酸を含む。
【００１８】
　「抗原」は、本明細書中に記載の組成物により誘導される免疫反応の標的を指す。抗原
は、タンパク質抗原であり得、対象の、ウイルス又は感染細胞、外来細胞もしくは腫瘍細
胞の表面で示される完全タンパク質、タンパク質の断片ならびに、タンパク質のプロセシ
ング及び提示の結果、例えば典型的なＭＨＣクラスＩ又はＩＩ経路を通じて、感染細胞、
外来細胞又は腫瘍細胞により露呈されるペプチドを含むと理解されたい。このような外来
細胞の例としては、細菌、真菌及び原生動物が挙げられる。細菌抗原の例としては、プロ
テインＡ（ＰｒＡ）、プロテインＧ（ＰｒＧ）及びプロテインＬ（ＰｒＬ）が挙げられる
。
【００１９】
　「抗原結合部位」という用語は、抗原上のエピトープに特異的に結合する抗体の領域を
指す。
【００２０】
　「ビオチン結合タンパク質」という用語は、ビオチンに非共有結合するタンパク質を指
す。ビオチン結合タンパク質は、単量体、二量体又は四量体であり得、本明細書中に記載
のように、それぞれ１価、２価又は４価の医薬組成物を形成可能であり得る。非限定例と
しては、抗ビオチン抗体、アビジン、ストレプトアビジン及びニュートラアビジンが挙げ
られる。アビジンは、成熟アビジン又は、ＮＣＢＩ受入番号ＮＰ＿９９０６５１により識
別される配列と少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％又は９９％同一である配列を
含み得る。ストレプトアビジンは、例えば、ＮＣＢＩ受入番号ＡＡＵ４８６１７により識
別される配列と少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％又は９９％同一である配列を
含み得る。「ビオチン結合タンパク質」という用語は、単量体、二量体又は四量体を形成
する、アビジン、ストレプトアビジン及びニュートラアビジンの野生型及び誘導体を包含
するものとする。このような誘導体の例を下記で示し、またＬａｉｔｉｎｅｎ、Ｏ．Ｈ．
（２００７）、「Ｂｒａｖｅ　Ｎｅｗ（ｓｔｒｅｐｔ）ａｖｉｄｉｎｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２５（６）
：２６９－２７７及びＮｏｒｄｌｕｎｄ、Ｈ．Ｒ．（２００３）、「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｓｔｉｄｉｎｅ　ｒｅｓｉｄｕｅｓ　ｉｎｔｏ　ａｖｉｄｉｎ　ｓｕ
ｂｕｎｉｔ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ａｌｌｏｗｓ　ｐＨ－ｄｅｐｅｎｎｄｅｎｔ　ｒｅ
ｇｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｂｉｏ
ｔｉｎ　ｂｉｎｄｉｎｇ」、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　５５５：４４９－４５４（これ
ら両方の内容は参照により本明細書中に明確に組み込まれる。）でも示す。
【００２１】
　抗原含有ビオチン化成分としてこの文脈で使用される場合、「細胞」という用語は、細
胞全体又はその一部を包含するものとするが、ただし、この一部とは、ビオチン化「細胞
」を含む医薬組成物が対象に投与される場合、免疫系による認識のために接近可能な表面
上の関心のある抗原を含有する。
【００２２】
　「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」及び「含むこと（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語
は、さらなる要素が含まれ得る、包括的なオープンセンスの意味で使用される。
【００２３】
　「共刺激分子」という用語は、本明細書中で使用される場合、抗原特異的な一次Ｔ細胞
刺激物の刺激効果を促進するか又は細胞活性化に必要とされる閾値レベルを超えるその活
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性を惹起する（その結果、ナイーブＴ細胞の活性化が起こる。）かの何れかが可能である
あらゆる分子を含む。このような共刺激分子は、膜上にある受容体タンパク質であり得る
。
【００２４】
　「有効量」という用語は、所望の結果をもたらすのに十分である医薬組成物の量を指す
。医薬組成物の有効量は、1以上の投与で投与され得る。
【００２５】
　「改変抗体」という用語は、抗体の重鎖及び／又は軽鎖の可変ドメイン由来の抗原結合
部位を含む少なくとも１つの抗体断片を含み、場合によっては、Ｉｇクラス（例えばＩｇ
Ａ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、ＩｇＧ、ＩｇＭ及びＩｇＹ）の何れかからの抗体の可変及び／又は
定常ドメインの全体又は一部を含み得る、組み換え分子を指す。改変抗体の例としては、
強化された１本鎖モノクローナル抗体及び強化されたモノクローナル抗体が挙げられる。
改変抗体の例は、ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０６１５５４にさらに記載されている（その全
体の内容が参照により本明細書中に組み込まれる。）。
【００２６】
　「エピトープ」という用語は、抗体が選択的及び特異的に結合する抗原の領域を指す。
モノクローナル抗体は、分子的に定義され得る分子の単一の特異的なエピトープに選択的
に結合する。本発明において、多特異性抗体によって複数のエピトープが認識され得る。
【００２７】
　「融合タンパク質」とは、少なくとも２つの異なるタンパク質からの配列を含むハイブ
リッドタンパク質を指す。この配列は、同種又は異種生物のタンパク質由来であり得る。
様々な実施形態において、この融合タンパク質は、第一のタンパク質に連結された１以上
のアミノ酸配列を含み得る。複数のアミノ酸配列が第一のタンパク質に融合される場合、
この融合配列は、同じ配列の複数コピーであり得るか又はあるいは異なるアミノ酸配列で
あり得る。第一のタンパク質を第二のタンパク質の、Ｎ末端、Ｃ末端又はＮ及びＣ末端に
融合させ得る。
【００２８】
　「Ｆａｂ断片」という用語は、酵素パパイン（これは、インターＨ－鎖ジスルフィド結
合に対してＮ末端側でヒンジ領域で切断し、１つの抗体分子から２つのＦａｂ断片を生じ
させる。）による抗体の切断により作製された抗原結合部位を含む抗体の断片を指す。
【００２９】
　「Ｆ（ａｂ’）２断片」という用語は、酵素ペプシン（これは、インターＨ－鎖ジスル
フィド結合に対してＣ末端側でヒンジ領域で切断する。）での抗体分子の切断により作製
される、２つの抗原結合部位を含有する抗体の断片を指す。
【００３０】
　「Ｆｃ断片」という用語は、その重鎖の定常ドメインを含む抗体の断片を指す。
【００３１】
　「Ｆｖ断片」という用語は、その重鎖及び軽鎖の可変ドメインを含む抗体の断片を指す
。「遺伝子コンストラクト」とは、ポリペプチドに対する「コード配列」を含むか又は生
物学的に活性のあるＲＮＡ（例えば、アンチセンス、デコイ、リボザイムなど）に転写可
能である、ベクター、プラスミド、ウイルスゲノムなどの核酸を指し、細胞に、例えばあ
る一定の実施形態においては哺乳動物細胞に、遺伝子移入され得、そのコンストラクトで
遺伝子移入された細胞においてコード配列の発現を引き起こし得る。この遺伝子コンスト
ラクトは、コード配列ならびにイントロン配列、ポリアデニル化部位、複製起点、マーカ
ー遺伝子などに操作可能に連結される１以上の制御エレメントを含み得る。
【００３２】
　「宿主細胞」は、指定された移入ベクターで形質導入され得る細胞を指す。この細胞は
、場合によっては、細胞培養物由来のものなどのインビトロ細胞、生物由来のものなどの
エクスビボ細胞及び生物におけるものなどのインビボ細胞から選択される。このような用
語が、特定の対象細胞を指すだけでなく、このような細胞の子孫又は潜在的な子孫も指す
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ことを理解されたい。突然変異又は環境的影響の何れかにより続く世代である一定の修飾
が起こり得るので、このような子孫は、実際、親細胞と同一ではない場合があるが、これ
も、本明細書中で使用される場合、この用語の範囲内に含まれる。
【００３３】
　「免疫原性」という用語は、物質の、免疫反応誘発能を指す。「免疫原性組成物」又は
「免疫原」は、免疫反応を誘発する組成物又は物質である。「免疫反応」とは、抗原の存
在に対する対象の反応を指し、これには、次のもの：抗体の産生、免疫の発現、抗原に対
する過敏性の発現及び耐性の発現のうち少なくとも１つが含まれ得る。
【００３４】
　「含むこと（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」という用語は、本明細書中で、「含むが、限定さ
れない」ことを意味するために使用される。「含む」及び「含むが、限定されない」は交
換可能に使用される。
【００３５】
　「リンカー」は、当技術分野で認識されており、熱ショックタンパク質及びビオチン結
合タンパク質など、２つの共有結合性部分を連結する分子又は分子の群を指す。このリン
カーは、１つの連結分子からなり得るか又は連結分子及びスペーサー分子（特異的な距離
により連結分子及び連結される部分を分離するため）を含み得る。
【００３６】
　「多価抗体」という用語は、複数の抗原認識部位を含む、抗体又は改変抗体を指す。例
えば、「２価」抗体は２つの抗原認識部位を有し、一方で「４価」抗体は４個の抗原認識
部位を有する。「単一特異性」、「二特異性」、「三特異性」、「四特異性」などという
用語は、多価抗体において存在する異なる抗原認識部位特異性の数を指す（抗原認識部位
の数ではない。）。例えば、「単一特異性」抗体の抗原認識部位は全て同じエピトープに
結合する。「二特異性」抗体は、第一のエピトープに結合する少なくとも１つの抗原認識
部位及び第一のエピトープとは異なる第二のエピトープに結合する少なくとも１つの抗原
認識部位を有する。「多価単一特異性」抗体は、全て同じエピトープに結合する複数の抗
原認識部位を有する。「多価二特異性」抗体は、複数の抗原認識部位を有し、このうちい
くつかは第一のエピトープに結合し、いくつかは、第一のエピトープとは異なる第二のエ
ピトープに結合する。
【００３７】
　「多価」という用語は、本明細書中に記載の自己集合性医薬組成物に関する場合、複数
のビオチン化成分に非共有結合する熱ショック融合タンパク質を指す。「２価」という用
語は、本明細書中に記載の自己集合性医薬組成物に関する場合、２つのビオチン化成分に
非共有結合する熱ショック融合タンパク質を指す。「４価」という用語は、本明細書中に
記載の自己集合性医薬組成物に関する場合、４個のビオチン化成分に非共有結合する熱シ
ョック融合タンパク質を指す。多価医薬組成物のビオチン化成分は同一であるか又は異な
り得る。
【００３８】
　「核酸」という用語は、ヌクレオチド、リボヌクレオチド又はデオキシヌクレオチドの
何れか又はヌクレオチドの何れかのタイプの修飾形態、のポリマー形態を指す。この用語
はまた、同等物として、ヌクレオチド類似体から構成されるＲＮＡ又はＤＮＡの何れかの
類似体及び、記載されている実施形態に適用可能である場合、１本鎖（センス又はアンチ
センスなど）及び２本鎖ポリヌクレオチドを含むことも理解されたい。
【００３９】
　「患者」又は「対象」又は「宿主」は交換可能に使用され、それぞれ、ヒト又は非ヒト
動物の何れかを指す。
【００４０】
　「医薬的に許容可能な」という句は、健全な医学的判断の範囲内で、妥当なリスク対効
果比にふさわしい、過剰な毒性、刺激、アレルギー反応又はその他の問題又は合併症がな
い、ヒト及び動物の組織との接触における使用に適切である医薬組成物を指すために本明
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細書中で使用される。
【００４１】
　「医薬的に許容可能な担体」とは、本明細書中で使用される場合、本医薬組成物をある
器官又は身体の一部から別の器官又は身体の一部に運搬又は輸送することに関与する、液
体又は固形の充填剤、希釈剤、賦形剤又は溶媒封入物質など、医薬的に許容可能な物質、
組成物又はビヒクルを意味する。各担体は、処方物のその他の成分と適合し、患者に対し
て有害ではないという意味で「許容可能」でなければならない。医薬的に許容可能な担体
として役立ち得る物質の一部の例として、（１）糖、例えばラクトース、グルコース及び
スクロース；（２）デンプン、例えばコーンスターチ及びジャガイモデンプン；（３）セ
ルロース及びその誘導体、例えばカルボキシメチルセルロースナトリウム、エチルセルロ
ース及び酢酸セルロース；（４）粉末トラガカント；（５）麦芽；（６）ゼラチン；（７
）タルク；（８）賦形剤、例えばカカオバター及び坐薬用ワックス；（９）油、例えばピ
ーナツ油、綿実油、ベニバナ油、ゴマ油、オリーブ油、トウモロコシ油及び大豆油；（１
０）グリコール、例えばプロピレングリコール；（１１）ポリオール、例えばグリセリン
、ソルビトール、マンニトール及びポリエチレングリコール；（１２）エステル、例えば
オレイン酸エチル及びラウリン酸エチル；（１３）寒天；（１４）緩衝剤、例えば水酸化
マグネシウム及び水酸化アルミニウム；（１５）アルギン酸；（１６）発熱物質不含水；
（１７）等張食塩水；（１８）リンゲル溶液；（１９）エチルアルコール；（２０）ｐＨ
緩衝溶液；（２１）ポリエステル、ポリカーボネート及び／又はポリ無水物；及び（２２
）製剤処方で使用されるその他の無毒性の適合物質が挙げられる。
【００４２】
　文脈により明確に指示されない限り、「タンパク質」、「ポリペプチド」及び「ペプチ
ド」は、例えば、コード配列によりコードされるようなアミノ酸配列など、遺伝子発現産
物を指す場合、本明細書中で交換可能に使用される。「タンパク質」はまた、抗体などの
１以上のタンパク質の会合物も指し得る。「タンパク質」は、タンパク質断片も指し得る
。タンパク質は、グリコシル化タンパク質などの翻訳後修飾されたタンパク質であり得る
。「遺伝子発現産物」は、遺伝子の全体又は一部の転写の結果として産生される分子を意
味する。遺伝子産物には、遺伝子から転写されたＲＮＡ分子ならびにこのような転写産物
から翻訳されたタンパク質が含まれる。
【００４３】
　タンパク質は、天然の単離タンパク質であり得るか又は組み換え又は化学合成の産物で
あり得る。「タンパク質断片」という用語は、参照タンパク質それ自身と比較した場合に
アミノ酸残基が欠失しているが、参照タンパク質のものと残りのアミノ酸配列が通常は同
一であるタンパク質を指す。このような欠失は、参照タンパク質のアミノ末端もしくはカ
ルボキシ末端又はあるいは両方で起こり得る。断片は、一般に、少なくとも約５、６、８
又は１０アミノ酸長、少なくとも約１４アミノ酸長、少なくとも約２０、３０、４０又は
５０アミノ酸長、少なくとも約７５アミノ酸長又は少なくとも約１００、１５０、２００
、３００、５００以上のアミノ酸長である。より大きなタンパク質を断片化するために、
プロテイナーゼを使用して、又は、タンパク質コードヌクレオチド配列（単独又は別のタ
ンパク質コード核酸配列と融合しているかの何れか）の一部のみの発現など、組み換え法
により、断片を得ることができる。様々な実施形態において、断片は、例えば細胞受容体
に対する、参照タンパク質の、酵素活性及び／又は相互作用部位を含み得る。別の実施形
態において、断片は免疫原性特性を有し得る。このタンパク質は、様々な公知の技術によ
り特定の遺伝子座に導入される突然変異を含み得、これは、悪影響を与えないが、本明細
書中で提供される方法でのそれらの使用を促進し得る。断片は、参照タンパク質の生物学
的活性の１以上を保持し得る。
【００４４】
　「自己集合性」という用語は、本明細書中で使用される場合、本明細書中に記載のよう
な、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質の、ビオチン化成分
との非共有結合性複合体形成能を指す。このような能力は、ビオチン結合タンパク質との
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ビオチンの非共有結合により付与される。
【００４５】
　「１本鎖可変断片」又は「ｓｃＦｖ」という用語は、重鎖ドメイン及び軽鎖ドメインが
連結されるＦｖ断片を指す。１以上のｓｃＦｖ断片は、１以上の抗原認識部位を有する抗
体コンストラクトを形成するために、その他の抗体断片（重鎖又は軽鎖の定常ドメインな
ど）に連結され得る。
【００４６】
　対象における疾患を「治療する」又は疾患に罹患している対象を「治療する」とは、対
象に、医薬品治療、例えば、その疾患の程度が軽減されるか又は予防されるよう、薬物の
投与を行うことを指す。治療は、（以下に限定されないが）、医薬組成物などの組成物の
投与を含み、予防的に行い得るか、又は病理学的事象の発生後に行い得る。
【００４７】
　「ワクチン」という用語は、関心のある抗原に対する免疫反応を誘発する医薬組成物を
指す。このワクチンはまた、さらに対象に防御的免疫も付与し得る。
【００４８】
　「ベクター」とは、それが連結されている別の核酸を輸送することが可能な核酸分子を
指す。好ましいベクターのあるタイプは、エピソーム、即ち、染色体外複製可能な核酸で
ある。好ましいベクターは、それらが連結される核酸の自律的複製及び／又は発現の可能
なものである。それらが操作可能に連結される遺伝子の発現を指示することが可能なベク
ターは、本明細書中で「発現ベクター」と呼ばれる。一般に、組み換えＤＮＡ技術におい
て有用な発現ベクターは、多くの場合、一般に、ベクター形態において、染色体に結合さ
れない、環状の２本鎖ＤＮＡループを指す「プラスミド」の形態である。本明細書におい
て、プラスミドは、ベクターの最も一般的に使用される形態であるため、「プラスミド」
及び「ベクター」は、交換可能に使用される。しかし、当業者にとって当然のことながら
、本発明は、同等の機能を果たし、その後当技術分野で知られるようになる、発現ベクタ
ーのこのようなその他の形態を含むものとする。
【００４９】
　「ウイルス」という用語は、抗原含有ビオチン化成分として文脈中で使用される場合、
ビオチン化「ウイルス」を含む医薬組成物が対象に投与されるとき、その部分が、免疫系
による認識のために接近可能な表面上に関心のある抗原を含有するならば、ウイルス粒子
全体又はその一部を包含するものとする。
【００５０】
　一般的事項
　本発明は、対象に投与される際に、非常に強力な免疫反応を生じさせるために複数の免
疫成分を組み合わせる新規ワクチンプラットフォームを特色とする。新しいワクチンの迅
速な組み立てのために複数のサブユニットを連結させる組成物及び方法も提供される。
【００５１】
　本発明は、少なくとも部分的に、非共有結合での抗体又は抗原のビオチン化成分との熱
ショックタンパク質融合の結果、細胞性、特に細胞介在性細胞溶解、非共有結合タンパク
質抗原に対する反応（この反応は抗原を提示する細胞を殺滅し得る。）を強く刺激する組
成物が得られるという発見に基づく。
【００５２】
　熱ショックタンパク質融合物
　「熱ショックタンパク質」は、「熱ショック遺伝子」又はストレス遺伝子によりコード
され、（遺伝子を含有する）生物の、ストレス因子、例えば、熱ショック、低酸素、グル
コース欠乏、重金属塩、エネルギー代謝及び電子伝達の阻害剤及びタンパク質変性因子に
対するか又はある種のベンゾキノンアンサマイシンに対する接触又は曝露に起因して、活
性化又は検出可能に上方制御される遺伝子を指す。Ｎｏｖｅｒ、Ｌ．、Ｈｅａｔ　Ｓｈｏ
ｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ、Ｉｎｃ．、Ｂｒｏｃａ　Ｒａｔｏｎ、Ｆ
Ｌ（１９９１）。「熱ショックタンパク質」にはまた、公知のストレス遺伝子ファミリー
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内の遺伝子によりコードされる相同タンパク質も、このような相同遺伝子がそれ自身スト
レス因子により誘発されないとしても、含まれる。
【００５３】
　「熱ショックタンパク質融合物」は、ビオチン結合タンパク質に連結される熱ショック
タンパク質を指す。例えば、熱ショックタンパク質は、熱ショックタンパク質融合物を作
製するために、ビオチン結合タンパク質にＣ又はＮ末端で連結され得る。本明細書中で提
供されるビオチン化成分と組み合わせて投与される場合、熱ショックタンパク質融合物は
、関心のある抗原に対するＣＤ８細胞毒性Ｔ細胞（ＣＴＬ）反応を含む、液性及び／又は
細胞性免疫反応を刺激又は促進することができる。
【００５４】
　例えば、限定ではないが、本発明に従い使用され得る熱ショックタンパク質には、Ｂｉ
Ｐ（ｇｒｐ７８とも呼ばれる。）、Ｈｓｐ１０、Ｈｓｐ２０－３０、Ｈｓｐ６０、ｈｓｐ
７０、ｈｓｃ７０、ｇｐ９６（ｇｒｐ９４）、ｈｓｐ６０、ｈｓｐ４０及びＨｓｐ１００
－２００、Ｈｓｐ１００、Ｈｓｐ９０及びそのファミリーのメンバーが含まれる。特に好
ましい熱ショックタンパク質は、下記で例示されるように、ＢｉＰ、ｇｐ９６及びｈｓｐ
７０である。熱ショックタンパク質の特定の群には、Ｈｓｐ９０、Ｈｓｐ７０、Ｈｓｐ６
０、Ｈｓｐ２０－３０、さらに好ましくはＨｓｐ７０及びＨｓｐ６０が含まれる。ｈｓｐ
７０ファミリーのメンバーが最も好ましい。
【００５５】
　Ｈｓｐ１０の例には、ＧｒｏＥＳ及びＣｐｎ１０が含まれる。Ｈｓｐ１０は、通常、Ｅ
．コリで及び真核細胞のミトコンドリア及び葉緑体で見られる。Ｈｓｐ１０は、Ｈｓｐ６
０オリゴマーと会合する7員環を形成する。Ｈｓｐ１０はまた、タンパク質フォールディ
ングにも関与する。
【００５６】
　Ｈｓｐ６０の例には、マイコバクテリウム由来のＨｓｐ６５が含まれる。細菌Ｈｓｐ６
０は、一般に、Ｅ．コリ由来のＧｒｏＥＬなど、ＧｒｏＥＬという名称でも知られる。Ｈ
ｓｐ６０は、大型のホモオリゴマー複合体を形成し、タンパク質のフォールディングにお
いて重要な役割を果たすと思われる。Ｈｓｐ６０相同体は、真核細胞ミトコンドリア及び
葉緑体に存在する。
【００５７】
　Ｈｓｐ７０の例には、哺乳動物細胞由来のＨｓｐ７２及びＨｓｃ７３、細菌、特にマイ
コバクテリウム、例えば、マイコバクテリウム・レプレ（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　
ｌｅｐｒａｅ）、マイコバクテリウム・ツベルキュロシス（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）及びマイコバクテリウム・ボビス（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒ
ｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ）（カルメットゲラン桿菌など；本明細書ではＨｓｐ７１と呼ぶ。）
由来のＤｎａＫ、エスケリキア・コリ（大腸菌、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、
酵母及びその他の原核生物由来のＤｎａＫ及びＢｉｐ及びＧｒｐ７８が含まれる。Ｈｓｐ
７０は、ＡＴＰのならびに、フォールディングされていないタンパク質に特異的に結合す
ることが可能であり、それにより、タンパク質フォールディング及び解除ならびにタンパ
ク質複合体の集合及び分散に関与し得る。好ましい実施形態において、熱ショックタンパ
ク質は、ＭＴｂ　ＨＳＰ７０であるか又はそれ由来である。マイコバクテリウム・ツベル
キュロシス（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）ＨＳＰ７０及び
マイコバクテリウム・ボブス（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｕｓ）ＨＳＰ７０の
全長タンパク質配列は、それぞれ配列番号１及び２として図２で示す。本明細書中に記載
の方法と組み合わせて使用されるべき熱ショックタンパク質融合物は、配列番号１又は２
と少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％又は９９％同一である配列を含み得る。
【００５８】
　Ｈｓｐ９０の例には、大腸菌のＨｔｐＧ、酵母のＨｓｐ８３及びＨｓｃ８３及びヒトの
Ｈｓｐ９０アルファ、Ｈｓｐ９０ベータ及びＧｒｐ９４が含まれる。Ｈｓｐ９０は、タン
パク質群に結合するが、そのタンパク質は、通常、細胞の調節分子、例えば、ステロイド
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ホルモン受容体（例えば、グルココルチコイド、エストロゲン、プロゲステロン及びテス
トステロン受容体）、転写因子及びシグナル伝達機構に関与するタンパク質キナーゼであ
る。Ｈｓｐ９０タンパク質はまた、その他の熱ショックタンパク質を含む、大型で、豊富
なタンパク質複合体の形成にも関与する。
【００５９】
　Ｈｓｐ１００の例としては、哺乳動物Ｈｓｐ１１０、酵母Ｈｓｐ１０４、ＣｌｐＡ、Ｃ
ｌｐＢ、ＣｌｐＣ、ＣｌｐＸ及びＣｌｐＹが挙げられる。酵母Ｈｓｐ１０４及びＥ．コリ
ＣｌｐＡは、六量体粒子を形成し、Ｅ．コリＣｌｐＢは四量体粒子で、その集合にはアデ
ニンヌクレオチド結合が必要であると思われる。Ｃｌｐプロテアーゼは、ＣｌｐＰ（タン
パク質分解サブユニット）及びＣｌｐＡから構成される７５０ｋＤａヘテロオリゴマーを
提供する。ＣｌｐＢ－Ｙは、ＣｌｐＡと構造的に関連するが、ＣｌｐＡとは異なり、それ
らはＣｌｐＰと複合体を形成しないと思われる。
【００６０】
　Ｈｓｐ１００－２００の例には、（グルコース制御タンパク質に対する）Ｇｒｐ１７０
が含まれる。Ｇｒｐ１７０は、ＥＲ内腔、プレゴルジ区画の中に存在し、免疫グロブリン
のフォールディング及び集合に関与し得る。
【００６１】
　本発明に従い、熱ショックタンパク質の天然又は組み換え由来突然変異が使用され得る
。例えば、限定ではないが、本発明は、細胞からのそれらの分泌を促進するように突然変
異が行われた熱ショックタンパク質の使用を提供する（例えば、ＫＤＥＬ（配列番号２６
６）又はその相同体など、小胞体回復を促進するエレメントの突然変異又は欠失がある；
このような突然変異は、参照により本明細書中に組み込まれるＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ
９６／１３２３３（ＷＯ９７／０６６８５）に記載されている。）。
【００６２】
　特定の実施形態において、本発明の熱ショックタンパク質は、腸内細菌、マイコバクテ
リウム（特に、Ｍ．レプレ、Ｍ．ツベルキュロシス、Ｍ．ヴァケエ、Ｍ．スメグマチス及
びＭ．ボビス）、Ｅ．コリ、酵母、ショウジョウバエ、脊椎動物、鳥類、ニワトリ、哺乳
動物、ラット、マウス、霊長類又はヒトから得られる。
【００６３】
　本明細書中で提供される医薬組成物は、酸化又は還元により修飾される個々のアミノ酸
残基を有し得る。さらに、様々な置換、欠失又は付加は、アミノ酸又は核酸配列に対して
為され得、その全体的効果は、熱ショックタンパク質の生物学的活性の向上を維持するか
又はさらにそれを促進することである。コード縮重ゆえに、例えば、同じアミノ酸配列を
コードするヌクレオチド配列のかなりの変異が存在し得る。「熱ショックタンパク質」と
いう用語は、熱ショックタンパク質から得られる熱ショックタンパク質の断片を包含する
ものとし、提供されるこのような断片は、関心のある抗原に対する免疫反応を促進するこ
とに関与するエピトープを含む。熱ショックタンパク質の断片は、プロテイナーゼを用い
て又はストレスタンパク質コードヌクレオチド配列の一部のみの発現（単独又は別のタン
パク質コード核酸配列と融合させて、の何れか）などの組み換え法により、得られ得る。
本熱ショックタンパク質は、免疫系におけるその影響を促進するための様々な公知の技術
により、特定の遺伝子座に導入される突然変異を含み得る。例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら
、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第
２版、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ（１
９８９）；Ｄｒｉｎｋｗａｔｅｒ及びＫｌｉｎｅｄｉｎｓｔ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃ
ａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８３：３４０２－３４０６（１９８６）；Ｌｉａｏ及びＷｉｓｅ
、Ｇｅｎｅ　８８：１０７－１１１（１９９０）；Ｈｏｒｗｉｔｚら、Ｇｅｎｏｍｅ　３
：１１２－１１７（１９８９）を参照のこと。
【００６４】
　特定の実施形態において、例えば、熱ショックタンパク質とビオチン結合タンパク質と
の間の化学結合を含む熱ショックタンパク質融合において、本発明で使用される熱ショッ
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クタンパク質は、単離熱ショックタンパク質であり、これは、熱ショックタンパク質が、
それらが産生される宿主細胞から選択され、分離されたことを意味する。ビオチン結合タ
ンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質の融合物として熱ショック物が組み換え
発現されるある実施形態において、本発明で使用される熱ショックタンパク質融合物は、
単離熱ショックタンパク質融合物であり、これは、熱ショックタンパク質が、それらが産
生される宿主細胞から選択され、分離されたことを意味する。本明細書中に記載のように
、及び当技術分野で公知のタンパク質単離の通常の方法を用いて、このような単離を行い
得る。Ｍａｎｉａｔｉｓら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ、Ａ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、Ｎ．Ｙ．（１９８２）；Ｓａｍｂｒｏｏｋら
、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第
２版、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ（１
９８９）；Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ、Ｍ．、Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ、ｖｏｌ．１８２．Ａｃａｄｅ
ｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｉｎｃ．、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ（１９９０）。
【００６５】
　ビオチン化成分
　「ビオチン化成分」という用語は、本明細書中で使用される場合、ビオチン化された、
タンパク質、細胞又はウイルスを指す。ビオチン化タンパク質の非限定例には、ビオチン
化された、抗原、抗体及び共刺激分子が含まれる。このビオチン化成分は、本明細書中に
記載のように、熱ショックタンパク質融合物と組み合わせて投与されるべきものである。
【００６６】
　ｉ）抗原含有ビオチン化成分
　ある実施形態において、このビオチン化成分は、対象由来であり、これは、医薬組成物
が投与されるべき者と同一又は異なる者であり得る。例えば、免疫反応が所望されるタン
パク質、細胞及び／又はウイルスは、対象から単離され得、場合によっては、インビトロ
で増幅又はクローニングされ得る。次に、このタンパク質、細胞及び／又はウイルスは、
当技術分野で公知の方法を用いてインビトロでビオチン化され得る。次に、タンパク質、
細胞及び／又はウイルスが単離された同一の対象に、本明細書中に記載の熱ショックタン
パク質融合物と組み合わせて、このビオチン化成分が投与され得、このようにして、個人
用ワクチンの開発が可能になる。あるいは、このビオチン化成分は、タンパク質、細胞及
び／又はウイルスが単離された者とは異なる対象に、本明細書中に記載の熱ショックタン
パク質融合物と組み合わせて投与され得る。後者のアプローチによって、一般集団に投与
される場合、疾患又は感染因子に対する一般集団用のワクチンの開発が可能になる。
【００６７】
　これらのアプローチの両者とも、現在の技術を上回る独特の長所を与え、即ち、この成
分は、特定の疾患又は感染に対するその相互関連を可能にし、対象からのその単離を可能
にする程度まで識別されれば十分である。これは、配列が未知であり得るか又は構造も同
定され得ない抗原を標的とするための新規アプローチである。従って、本発明は、既知で
あるか又は識別されていない、特徴が分からない抗原に対する免疫反応を誘導するための
医薬組成物の調製を可能にする。細胞又は抗体などのタンパク質は、例えば、ビオチン化
成分が投与されるべき同一宿主由来であるので、個人用ワクチンは、ＨＬＡ拘束性（ＨＬ
Ａ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ）が問題とならないということにおいて、従来のワクチンを
上回るさらなる長所を提供する。
【００６８】
　ワクチンを作製するために熱ショックタンパク質に合成抗原ペプチドを直接連結するか
わりに、ｓｃＦｖは、例えば、代わりにビオチンに結合され得、本明細書中に記載の熱シ
ョックタンパク質融合部分と組み合わせて投与され得、このようにして、液性及びＣＤ－
８反応の両方を惹起するためにＡＰＣに抗原を提示するための新規融合タンパク質ワクチ
ンを使用する。ｓｃＦｖ１は、例えば、結合実験による特徴の分からない抗原へ又は特徴
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の分かっている抗原へのそれらの結合によって、選択され得る。この例において、ｓｃＦ
ｖは、ビオチン化され、例えば熱ショックタンパク質融合部分と組み合わせて投与される
べきものである。
【００６９】
　同様に、本明細書中に記載の熱ショック融合タンパク質と組み合わせて投与される場合
、ビオチン化タンパク質、細胞及び／又はウイルスが、関心のある抗原に対する免疫反応
を標的とするように、何らかのタンパク質、細胞及び／又はウイルスがビオチン化され、
本明細書中に記載の熱ショックタンパク質融合部分と組み合わせられて対象に投与され得
る。
【００７０】
　このような細胞の例は、対象から単離された腫瘍細胞であり、これが、ビオチン化され
、本明細書中に記載の熱ショックタンパク質融合物と組み合わせられて投与される。この
腫瘍細胞は、本発明における対象への導入又は再導入前に、この細胞が、再生せず、投与
される対象に対して害を及ぼさないように処理されるべきである。これは、ビオチン化の
前又は後に、腫瘍細胞を亜致死線量で放射線照射することにより達成され得る。この腫瘍
細胞は、その表面上で抗原を発現し、その独自性は既知であっても又は未知であっても又
は特徴が分かっていても又は特徴が分かっていなくてもよい。熱ショックタンパク質融合
物と組み合わせて対象に投与される場合、非共有結合性複合体は、腫瘍抗原に対する免疫
反応を誘導する。この結果は、抗原を発現する細胞に対する「キラーＴ細胞」反応であり
、それにより、破壊に対する疾患のある細胞型を標的化する。
【００７１】
　腫瘍細胞は、本発明の方法により治療されるか又は予防されるべき癌の型の細胞である
。このような細胞には、以下に限定されないが、例えば、ヒト肉腫細胞又は癌細胞、例え
ば、線維肉腫、粘液肉腫、脂肪肉腫、軟骨肉腫、骨肉腫、脊索腫、血管肉腫、内皮肉腫、
リンパ管肉腫、リンパ管内皮肉腫、滑膜腫、中皮腫、ユーイング腫瘍、平滑筋肉腫、横紋
筋肉腫、結腸癌、結腸直腸癌、膵臓癌、乳癌、卵巣癌、前立腺癌、扁平細胞癌、基底細胞
癌、腺腫、汗腺癌、脂腺癌、乳頭状癌、乳頭状腺癌、嚢胞腺癌、髄様癌、気管支原性癌、
腎細胞癌、肝細胞癌、胆管癌、絨毛癌、精上皮腫、胚性癌、ウィルムス腫瘍、子宮頸癌、
精巣腫瘍、肺癌、小細胞肺癌、膀胱癌、上皮癌、神経膠腫、星状細胞腫、髄芽腫、頭蓋咽
頭腫、上衣腫、松果体腫、血管芽腫、聴神経腫、乏突起膠腫、髄膜腫、悪性黒色腫、神経
芽腫、網膜芽細胞腫；白血病、例えば、急性リンパ性白血病及び急性骨髄性白血病（骨髄
芽球性、前骨髄球性、骨髄単球性、単球性及び赤血白血病）；慢性白血病（慢性骨髄性（
顆粒球性）白血病及び慢性リンパ性白血病）；及び真性赤血球増加症、リンパ腫（ホジキ
ン病及び非ホジキン病）、多発性骨髄腫、ワルデンシュトレームマクログロブリン血症又
は重鎖疾患細胞が含まれる。
【００７２】
　上述のように同じ方式でビオチン化され得、熱ショックタンパク質融合物と組み合わせ
て投与され得るその他の細胞には、「キラーＴ細胞」反応が所望される、対象におけるあ
らゆる細胞が含まれる。このような細胞の例には、その表面上で抗原を発現するその他の
疾患及び／又はウイルス感染細胞が含まれる。腫瘍細胞に対して上述されるように、これ
らの細胞は、好ましくは、本発明における対象への導入又は再導入前に、それらの細胞が
再生しないか又は対象に害を及ぼさないように処置される。これは、ビオチン化の前又は
後に、細胞を亜致死線量で放射線照射することにより達成され得る。このような細胞は、
非感染性となるように又は、毒素分泌細胞である場合は、毒素をもはや分泌しないように
処置され得る。
【００７３】
　本発明の方法により治療又は予防され得る感染疾患は、感染性因子により引き起こされ
る。ビオチン化され、本発明と組み合わせて投与され得るこのような感染性因子又はそれ
由来の抗原には、以下に限定されないが、ウイルス、細菌、真菌及び原生動物が含まれる
。本発明は、細胞内病原体により引き起こされる感染疾患を治療又は予防することに限定
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されないが、同様に細胞外病原体を含むものとする。多くの医学関連微生物は文献で詳述
されていおり、例えば、Ｃ．Ｇ．Ａ　Ｔｈｏｍａｓ、Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏ
ｌｏｇｙ、Ｂａｉｌｌｉｅｒｅ　Ｔｉｎｄａｌｌ、Ｇｒｅａｔ　Ｂｒｉｔａｉｎ　１９８
３（その内容全体が参照により本明細書中に組み込まれる。）を参照のこと。
【００７４】
　ある実施形態において、抗原又はウイルス抗原を発現するウイルスは、上述のものと同
様にして、ビオチン化され、熱ショックタンパク質融合物と組み合わせて投与され得る。
【００７５】
　ヒト及び非ヒト脊椎動物両方の感染性ウイルスには、抗原を発現する、レトロウイルス
、ＲＮＡウイルス及びＤＮＡウイルスが含まれる。ウイルスの例としては、以下に限定さ
れないが：レトロウイルス科（例えば、ヒト免疫不全ウイルス、ＨＩＶ－１など（ＨＴＬ
Ｖ－ＩＩＩ、ＬＡＶ又はＨＴＬＶ－ＩＩＩ／ＬＡＶ又はＨＩＶ－ＩＩＩとも呼ばれる。）
；及びその他の分離株、ＨＩＶ－ＬＰなど；ピコマウイルス科（Ｐｉｃｏｍａｖｉｒｉｄ
ａｅ）（例えばポリオウイルス、Ａ型肝炎ウイルス；エンテロウイルス、ヒトコクサッキ
ーウイルス、ライノウイルス、エコーウイルス）；カリシウイルス科（例えば胃腸炎を引
き起こす株）；トガウイルス科（例えばウマ脳炎ウイルス、風疹ウイルス）；フラウイル
ス（Ｆｌａｖｉｒｉｄａｅ）科（例えばデング熱ウイルス、脳炎ウイルス、黄熱病ウイル
ス）；コロナウイルス科（例えばコロナウイルス）；ラブドウイルス科（例えば水疱性口
内炎ウイルス、狂犬病ウイルス）；フィロウイルス科（例えばエボラウイルス）；パラミ
クソウイルス科（例えばパラインフルエンザウイルス、おたふくかぜウイルス、麻疹ウイ
ルス、呼吸器多核体ウイルス）；オルトミクソウイルス科（例えばインフルエンザウイル
ス）；ブニヤウイルス科（例えばハンタウイルス、ブンガウイルス、フレボウイルス及び
ナイロウイルス）；アレナウイルス科（出血熱ウイルス）；レオウイルス科（例えばレオ
ウイルス、オルビウイルス及びロタウイルス）；ビマウイルス科；ヘパドナウイルス科（
Ｂ型肝炎ウイルス）；パルボウイルス科（パルボウイルス）；パポバウイルス科（パピロ
ーマウイルス、ポリオーマウイルス）；アデノウイルス科（殆どのアデノウイルス）；ヘ
ルペスウイルス科（単純ヘルペスウイルス（ＨＳＶ）１及び２、水痘帯状疱疹ウイルス、
サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）、ヘルペスウイルス）；ポックスウイルス科（天然痘ウ
イルス、ワクシニアウイルス、ポックスウイルス）；及びイリドウイルス科（例えばアフ
リカブタコレラウイルス）；及び未分類ウイルス（例えば海綿状脳症の原因物質、デルタ
肝炎の原因物質（Ｂ型肝炎ウイルスの欠陥ウイルスと思われる。）、非Ａ非Ｂ型肝炎の原
因物質（クラス１＝内部感染（ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ）；クラ
ス２＝非経口感染（即ちＣ型肝炎）；ノーウォーク及び関連ウイルス及びアストロウイル
ス）が含まれる。
【００７６】
　もくろまれるレトロウイルスには、単純型レトロウイルス及び複雑型レトロウイルスの
両方が含まれる。単純型レトロウイルスには、Ｂ型レトロウイルス、Ｃ型レトロウイルス
及びＤ型レトロウイルスのサブグループが含まれる。Ｂ型レトロウイルスの例は、マウス
乳癌ウイルス（ＭＭＴＶ）である。Ｃ型レトロウイルスには、サブグループＣ型Ａ群（ラ
ウス肉腫ウイルス（ＲＳＶ）、トリ白血病ウイルス（ＡＬＶ）及びトリ骨髄芽球症ウイル
ス（ＡＭＶ）が含まれる。）及びＣ型Ｂ群（マウス白血病ウイルス（ＭＬＶ）、ネコ白血
病ウイルス（ＦｅＬＶ）、マウス肉腫ウイルス（ＭＳＶ）、テナガザル白血病ウイルス（
ＧＡＬＶ）、脾臓壊死ウイルス（ＳＮＶ）、細網内皮症ウイルス（ＲＶ）及びサル肉腫ウ
イルス（ＳＳＶ）が含まれる。）が含まれる。Ｄ型レトロウイルスには、アカゲザルウイ
ルス（ＭＰＭＶ）及びサルレトロウイルス１型（ＳＶ－Ｉ）が含まれる。複雑型レトロウ
イルスには、レンチウイルス、Ｔ細胞白血病ウイルス及び泡沫状ウイルスのサブグループ
が含まれる。レンチウイルスには、ＨＩＶ－Ｉだけでなく、ＨＩＶ－２、ＳＩＶ、ビスナ
ウイルス、ネコ免疫不全ウイルス（ＦＩＶ）及びウマ伝染性貧血ウイルス（ＥＩＡＶ）も
含まれる。Ｔ細胞白血病ウイルスには、ＨＴＬＶ－Ｉ、ＨＴＬＶ－ＩＩ、サルＴ細胞白血
病ウイルス（ＳＴＬＶ）及びウシ白血病ウイルス（ＢＬＶ）が含まれる。泡沫状ウイルス
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には、ヒト泡沫状ウイルス（ＨＦＶ）、サル泡沫状ウイルス（ＳＦＶ）及びウシ泡沫状ウ
イルス（ＢＦＶ）が含まれる。
【００７７】
　脊椎動物における抗原であるＲＮＡウイルスの例には、限定されないが、次のものが含
まれる：次のものを含むレオウイルス科のメンバー、オルトレオウイルス属（哺乳動物及
びトリレトロウイルス両方の複数の血清型）、オルビウイルス属（ブルータングウイルス
、ユーギナンギーウイルス、ケメロボウイルス、アフリカ馬疫ウイルス及びコロラドダニ
熱ウイルス）、ロタウイルス属（ヒトロタウイルス、ネブラスカウシ下痢ウイルス、マウ
スロタウイルス、サルロタウイルス、ウシ又はヒツジロタウイルス、トリロタウイルス）
；次のものを含むピコマウイルス科、エンテロウイルス属（ポリオウイルス、コクサッキ
ーウイルスＡ及びＢ、腸細胞壊死性ヒトオーファン（ｅｎｔｅｒｉｃ　ｃｙｔｏｐａｔｈ
ｉｃ　ｈｕｍａｎ　ｏｒｐｈａｎ）（ＥＣＨＯ）ウイルス、Ａ型肝炎ウイルス、サルエン
テロウイルス、マウス脳脊髄炎（ＭＥ）ウイルス、ネズミポリオウイルス、ウシエンテロ
ウイルス、ブタエンテロウイルス）、カルディオウイルス属（脳心筋炎ウイルス（ＥＭＣ
）、メンゴウイルス）、ライノウイルス属（少なくとも１１３サブタイプを含むヒトライ
ノウイルス；その他のライノウイルス）、アプトウイルス属（口蹄疫（ＦＭＤＶ））；次
のものを含むカリシウイルス科、ブタ水疱疹ウイルス、サンミゲルアシカウイルス、ネコ
ピコルナウイルス及びノーウォークウイルス；次のものを含むトガウイルス科、アルファ
ウイルス属（東部ウマ脳炎ウイルス、セムリキ森林ウイルス、シンドビスウイルス、チク
ングンヤウイルス、オニョンニョンウイルス、ロスリバーウイルス、ベネズエラウマ脳炎
ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス）、フラビウイルス属（蚊媒介性黄熱病ウイルス、デン
グ熱ウイルス、日本脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、マリーバレー脳炎ウイル
ス、西ナイルウイルス、クンジンウイルス、中欧ダニ媒介ウイルス、極東ダニ媒介ウイル
ス、キャサヌール森林病ウイルス、跳躍病ウイルス、ポワッサンウイルス、オムスク出血
熱ウイルス）、ルビウイルス属（風疹ウイルス）、ペスチウイルス属（粘膜病ウイルス、
ブタコレラウイルス、ボーダー病ウイルス）；次のものを含むブニヤウイルス科、ブニウ
イルス属（ブニヤムウェラ及び関連ウイルス、カリフォルニア脳炎群ウイルス）、フレボ
ウイルス属（サシチョウバエ熱シチリア型ウイルス、リフトバレー熱ウイルス）、ナイロ
ウイルス属（クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、ナイロビ羊病疾患ウイルス）及びウクウ
イルス属（ウクニエミ及び関連ウイルス）；次のものを含むオルトミクソウイルス科、イ
ンフルエンザウイルス属（インフルエンザウイルスＡ型、多くのヒトサブタイプ）；ブタ
インフルエンザウイルス及びトリ及びウマインフルエンザウイルス；インフルエンザＢ型
（多くのヒトサブタイプ）及びインフルエンザＣ型（個別の属の可能性あり）；次のもの
を含むパラミクソウイルス科、パラミクソウイルス属（パラインフルエンザウイルス１型
、センダイウイルス、血球吸着ウイルス、パラインフルエンザウイルス２型から５型、ニ
ューキャッスル病ウイルス、おたふくかぜウイルス）、モルビリウイルス属（麻疹ウイル
ス、亜急性硬化性全脳炎脳炎ウイルス、ジステンパーウイルス、牛疫ウイルス）、肺炎ウ
イルス属（呼吸器多核体ウイルス（ＲＳＶ）、ウシ呼吸器多核体ウイルス及びマウスの肺
炎ウイルス）；森林ウイルス、シンドビスウイルス、チクングニヤウイルス、オニョンニ
ョンウイルス、ロスリバーウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイル
ス）、フラビウイルス属（蚊媒介黄熱病ウイルス、デング熱ウイルス、日本脳炎ウイルス
、セントルイス脳炎ウイルス、マリーバレー脳炎ウイルス、西ナイルウイルス、クンジン
ウイルス、中欧ダニ媒介ウイルス、極東ダニ媒介ウイルス、キャサヌール森林病ウイルス
、跳躍病ウイルス、ポワッサンウイルス、オムスク出血熱ウイルス）、ルビウイルス属（
風疹ウイルス）、ペスチウイルス属（粘膜病ウイルス、ブタコレラウイルス、ボーダー病
ウイルス）；次のものを含むブニヤウイルス科、ブニウイルス属（ブニヤムウェラ及び関
連ウイルス、カリフォルニア脳炎群ウイルス）、フレボウイルス属（サシチョウバエ熱シ
チリア型ウイルス、リフトバレー熱ウイルス）、ナイロウイルス属（クリミア・コンゴ出
血熱ウイルス、ナイロビ羊病疾患ウイルス）及びウクウイルス属（ウクニエミ及び関連ウ
イルス）；次のものを含むオルトミクソウイルス科、インフルエンザウイルス属（インフ
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ルエンザウイルスＡ型、多くのヒトサブタイプ）；ブタインフルエンザウイルス及びトリ
及びウマインフルエンザウイルス；インフルエンザＢ型（多くのヒトサブタイプ）及びイ
ンフルエンザＣ型（個別の属の可能性あり）；次のものを含むパラミクソウイルス科、パ
ラミクソウイルス属（パラインフルエンザウイルス１型、センダイウイルス、血球吸着ウ
イルス、パラインフルエンザウイルス２型から５型、ニューキャッスル病ウイルス、おた
ふくかぜウイルス）、モルビリウイルス属（麻疹ウイルス、亜急性硬化性全脳炎脳炎ウイ
ルス、ジステンパーウイルス、牛疫ウイルス）、肺炎ウイルス属（呼吸器多核体ウイルス
（ＲＳＶ）、ウシ呼吸器多核体ウイルス及びマウスの肺炎ウイルス）；次のものを含むラ
ブドウイルス科、ベシクロウイルス属（ＶＳＶ）、チャンビプラ（ＣｈａｎＢｉｐｕｒａ
）ウイルス、フランダース・ハート・パークウイルス）、リサウイルス属（狂犬病ウイル
ス）、魚類ラブドウイルス及び２種類の可能性のあるラブドウイルス（マルブルグウイル
ス及びエボラウイルス）；次のものを含むアレナウイルス科、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイ
ルス（ＬＣＭ）、タカリベウイルス複合体及びラッサウイルス；次のものを含むコロナウ
イルス科（Ｃｏｒｏｎｏａｖｉｒｉｄａｅ）、伝染性気管支炎ウイルス（ＩＢＶ）、マウ
ス肝炎ウイルス、ヒト腸コロナウイルス及びネコ伝染性腹膜炎（ネココロナウイルス）。
【００７８】
　脊椎動物における抗原である実例となるＤＮＡウイルスには、以下に限定されないが、
次のものが含まれる：次のものを含むポックスウイルス科、オルトポックスウイルス属（
大痘瘡、小痘瘡、サルポックスワクシニア、牛痘、スイギュウポックス、ウサギポックス
、エクロトメリア）、レポリポックスウイルス属（粘液腫、線維腫）、トリポックスウイ
ルス属（家禽ポックス、その他のトリポックスウイルス）、カプリポックスウイルス属（
ヒツジポックス、ヤギポックス）、スイポックスウイルス属（ブタポックス）、パラポッ
クスウイルス属（伝染性膿胞性皮膚炎ウイルス、偽牛痘、ウシ丘疹性口炎ウイルス）；イ
リドウイルス科（アフリカブタコレラウイルス、カエルウイルス２及び３、魚類のリンホ
シスチス病ウイルス）；次のものを含むヘルペスウイルス科、アルファ－ヘルペスウイル
ス（単純ヘルペス１型及び２型、水痘帯状疱疹、ウマ流産ウイルス、ウマヘルペスウイル
ス２型及び３型、仮性狂犬病ウイルス、伝染性ウシ角結膜炎ウイルス、伝染性ウシ鼻気管
炎ウイルス、ネコ鼻気管炎ウイルス、伝染性喉頭気管炎ウイルス）、β－ヘルペスウイル
ス（ヒトサイトメガロウイルス及びブタ、サル及びげっ歯類のサイトメガロウイルス）；
γ－ヘルペスウイルス（エプスタインバーウイルス（ＥＢＶ）、マレック病ウイルス、リ
スザルヘルペス、クモザルヘルペスウイルス、ウサギヘルペスウイルス、モルモットヘル
ペスウイルス、ルッケ腫瘍（Ｌｕｃｋｅ　ｔｕｍｏｒ）ウイルス）；次のものを含むアデ
ノウイルス科、マストアデノウイルス属（ヒトサブグループＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及び未分
類；サルアデノウイルス（少なくとも２３種の血清型）、伝染性イヌ肝炎及びウシ、ブタ
、ヒツジ、カエル及び多くのその他の種のアデノウイルス、トリアデノウイルス属（トリ
アデノウイルス）；及び培養不可能なアデノウイルス；次のものを含むパポウイルス科、
パピローマウイルス属（ヒトパピローマウイルス、ウシパピローマウイルス、ショープウ
サギパピローマウイルス及びその他の種の様々な病原性パピローマウイルス）、ポリオー
マウイルス属（ポリオーマウイルス、サル空胞形成因子（ＳＶ－４０）、ウサギ空胞形成
因子（ＲＫＶ）、Ｋウイルス、ＢＫウイルス、ＪＣウイルス及びその他の霊長類ポリオー
マウイルス、例えばリンパ球向性パピローマウイルスなど）；次のものを含むパルボウイ
ルス科、アデノ関連ウイルス属、パルボウイルス属（ネコ汎血球減少症ウイルス、ウシパ
ルボウイルス、イヌパルボウイルス、アリューシャンミンク病ウイルスなど）。最後に、
ＤＮＡウイルスには、クル及びクロイツフェルト・ヤコブ病ウイルス及び慢性伝染性神経
障害因子などの上記科に合致しないウイルスが含まれ得る。
【００７９】
　ｉｉ）抗体含有ビオチン化成分
　別の実施形態において、抗体などの免疫治療薬は、ビオチン化され、本明細書中に記載
のような熱ショックタンパク質融合物と組み合わされて投与され得る。天然抗体はそれ自
身二量体であり、従って２価である。異なる抗体を産生する２種類のハイブリドーマ細胞
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を人工的に融合させた場合、このハイブリッドハイブリドーマにより産生される抗体のう
ちあるものは、異なる特異性を有する２つの単量体から構成される。このような二重特異
性抗体はまた、２種類の抗体を化学的に結合させることによって作製することもできる。
天然抗体及びその二重特異性誘導体は、比較的大きく、産生のための費用が嵩む。マウス
抗体の定常ドメインもまた、ヒト抗マウス抗体（ＨＡＭＡ）反応の主要原因となり、この
ため、治療薬としてこのようなマウス抗体は広く使用できない。マウス抗体はまた、それ
らがＦｃ受容体に結合するために不必要な作用を引き起こし得る。これらの理由のために
、分子免疫学者らは、微生物におけるはるかに小さいＦａｂ－及びＦｖ－断片の作製に努
力を傾けている。これらのより小さな断片は、作製がはるかに簡単であるだけでなく、免
疫原性もより小さく、エフェクター機能がなく、比較的小型であるために、組織及び腫瘍
へより良好に浸透可能である。Ｆａｂ断片の場合、可変ドメインに近接する定常ドメイン
が、重鎖及び軽鎖二量体の安定に大きく関与する。従って、本発明と組み合わせて使用さ
れるべき抗体が全長又はほぼ全長の改変抗体を含み得る一方で、より小さい、単一ドメイ
ンの改変抗体（多価及び多重特異性であり得る。）が好ましいものであり得る。
【００８０】
　Ｆｖ断片は、はるかに安定性が劣り、従って、安定性を向上させるために、重鎖と軽鎖
可変ドメインとの間にペプチドリンカーが挿入され得る。このコンストラクトは、単鎖Ｆ
ｖ（ｓｃＦｖ）断片として知られている。さらなる安定性のために、この３つのドメイン
間にジスルフィド結合が導入されることがある。
【００８１】
　抗体の可変ドメインだけを用いて、２価、二重特異性抗体を構築することができる。非
常に効率的で比較的単純な方法は、ＶＨドメインとＶＬドメインとの間のリンカー配列を
、それらのドメインが折り重なって、互いに結合できなくなるほど短くすることである。
このリンカー長を３－１２残基に短縮することによって、ｓｃＦｖ分子の単量体形態が阻
止され、ＶＨ－ＶＬ分子間対形成が有利になり、６０ｋＤａの、非共有結合性ｓｃＦｖ二
量体「ダイアボディ」が形成される（Ｈｏｌｌｉｇｅｒら、１９９３、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０、６４４４－６４４８）。このダイアボディ形式は
、組み換えの二重特異性抗体の作製に対しても使用され得、このような抗体は、ある抗体
からのＶＨドメインが、別の抗体のＶＬドメインに短いリンカーによって連結されるとい
う、２本の１本鎖融合産物の非共有結合によって得られる。リンカー長をさらに３残基未
満に短縮することによって、その結果、三量体（「トリアボディ」、約９０ｋＤａ）又は
四量体（「テトラボディ」、約１２０ｋＤａ）が形成され得る（Ｌｅ　Ｇａｌｌら、１９
９９、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　４５３、１６４－１６８）。改変抗体、特に単一ドメ
イン断片に関する概要については、Ｈｏｌｌｉｇｅｒ及びＨｕｄｓｏｎ、２００５、Ｎａ
ｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、２３：１１２６－１１３６を参照のこと。この
ような改変抗体は全て、ビオチンと結合させられ、本明細書で提供される方法において使
用され得る。
【００８２】
　本実施形態と組み合わせて使用され得るその他の多価改変抗体は、Ｌｕら、２００３、
Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈ．２７９：２１９－２３２（ダイ－ダイアボディ又は４価
二重特異性抗体）；米国出願公開第２００５００７９１７０（多量体Ｆｖ分子又は「フレ
キシボディ」）及びＷＯ第９９／５７１５０及びＫｉｐｒｉｙａｎｏｖら、１９９９、Ｊ
．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２９３：４１－５６（タンデムダイアボディ又は「タンダブ」）に
記載されている。
【００８３】
　上述の多価改変抗体の何れも、通常の組み換えＤＮＡ技術、例えば、国際出願ＰＣＴ／
ＵＳ８６／０２２６９；欧州特許出願第１８４，１８７号；欧州特許出願第１７１，４９
６号；欧州特許出願第１７３，４９４号；ＰＣＴ国際公開第８６／０１５３３号；米国特
許第４，８１６，５６７号；欧州特許出願第１２５，０２３号；Ｂｅｔｔｅｒら（１９８
８）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４０：１０４１－１０４３；Ｌｉｕら（１９８７）Ｐｒｏｃ．Ｎ
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ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８４：３４３９－３４４３；Ｌｉｕら（１９８７）
Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１３９：３５２１－３５２６；Ｓｕｎら（１９８７）Ｐｒｏｃ．Ｎ
ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８４：２１４－２１８；Ｎｉｓｈｉｍｕｒａら（１
９８７）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．４７：９９９－１００５；Ｗｏｏｄら（１９８５）Ｎａ
ｔｕｒｅ　３１４：４４６－４４９；Ｓｈａｗら（１９８８）Ｊ．Ｎａｔｌ．Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｉｎｓｔ．８０：１５５３－１５５９）；Ｍｏｒｒｉｓｏｎ（１９８５）Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ　２２９：１２０２－１２０７；Ｏｉら（１９８６）Ｂｉｏ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ
　４：２１４；米国特許第５，２２５，５３９号；Ｊｏｎｅｓら（１９８６）Ｎａｔｕｒ
ｅ　３２１：５５２－５２５；Ｖｅｒｈｏｅｙａｎら（１９８８）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３
９：１５３４；Ｂｅｉｄｌｅｒら（１９８８）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４１：４０５３－
４０６０；及びＷｉｎｔｅｒ及びＭｉｌｓｔｅｉｎ、Ｎａｔｕｒｅ、３４９、ｐｐ．２９
３－９９（１９９１））に記載のようなＤＮＡ技術を用いて、当業者により開発され得る
。好ましくは、非ヒト抗体は、この非ヒト抗原結合ドメインを、ヒトの定常ドメインと連
結することによって「ヒト化」される（例えばＣａｂｉｌｌｙら、米国特許第４，８１６
，５６７号；Ｍｏｒｒｉｓｏｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ
．、８１、ｐｐ．６８５１－５５（１９８４））。
【００８４】
　本改変抗体の抗原認識部位又は可変領域全体は、何らかの関心のある抗原に対する１以
上の親抗体由来であり得る。この親抗体は、天然抗体、天然抗体から改変された抗体又は
抗体の配列を用いてデノボ構築されたか又は関心のある抗原に特異的であることが知られ
る抗体を含み得る。親抗体由来であり得る配列としては、重鎖及び／又は軽鎖可変領域及
び／又はＣＤＲ、フレームワーク領域又はそれらのその他の部分が挙げられる。
【００８５】
　多価、多重特異性抗体は、２以上の可変領域を含む重鎖及び／又は１以上の可変領域を
含む軽鎖を含有し得、これらの可変領域のうち少なくとも２つは、同じ抗原上の異なるエ
ピトープを認識する。
【００８６】
　様々な公知のアッセイを用いて、ビオチン化しようとする候補抗体を活性についてスク
リーニングし得る。例えば、結合特異性を決定するスクリーニングアッセイは周知であり
、当技術分野で日常的に実施されている。このようなアッセイの総括的考察については、
Ｈａｒｌｏｗら（編）ＡＮＴＩＢＯＤＩＥＳ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＭＡＮＵＡＬ
；Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ；Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉ
ｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、Ｎ．Ｙ．、１９８８、第６章を参照のこと。
【００８７】
　ある実施形態において、本抗体は、モノクローナル抗体であり及び／又は癌に対して、
インビボ治療及び／又は予防的用途を有する。ある実施形態において、本抗体は、感染疾
患の治療及び／又は予防のために使用され得る。治療用及び予防用抗体の例としては、以
下に限定されないが、次のものが挙げられる：ＥＲＢＩＴＵＸ（Ｒ）（セツキシマブ）（
ＩｍＣｌｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＭＤＸ－０１０（Ｍｅｄａｒｅｘ、ＮＪ）（現在のと
ころ臨床にある前立腺癌の治療のためのヒト化抗ＣＴＬＡ－４抗体である。）；ＳＹＮＡ
ＧＩＳ（Ｒ）（ＭｅｄＩｍｍｕｎｅ、ＭＤ）（呼吸器多核体ウイルス（ＲＳＶ）感染の患
者の治療のためのヒト化抗ＲＳＶモノクローナル抗体である。）；ＨＥＲＣＥＰＴＩＮ（

Ｒ）（トラスツズマブ）（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ、ＣＡ）（転移性乳癌の患者の治療のため
のヒト化抗ＨＥＲ２モノクローナル抗体である。）。その他の例は、ヒト化抗ＣＤ１８Ｆ
（ａｂ’）２（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）；ＣＤＰ８６０（ヒト化抗ＣＤ１８Ｆ（ａｂ’）２

（Ｃｅｌｌｔｅｃｈ、ＵＫ）である。）；ＰＲＯ５４２（ＣＤ４と融合させられた抗ＨＩ
Ｖｇｐ１２０抗体（Ｐｒｏｇｅｎｉｃｓ／Ｇｅｎｚｙｍｅ　Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃｓ）で
ある。）；Ｏｓｔａｖｉｒ（ヒト抗Ｂ型肝炎ウイルス抗体である（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅ
ｓｉｇｎ　Ｌａｂ／Ｎｏｖａｒｔｉｓ）。）；ＰＲＯＴＯＶＩＲＴＭ（ヒト化抗ＣＭＶ　
ＩｇＧ１抗体である（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ／Ｎｏｖａｒｔｉｓ）。）
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；ＭＡＫ－１９５（ＳＥＧＡＲＤ）（マウス抗ＴＮＦ－αＦ（ａｂ’）２（Ｋｎｏｌｌ　
Ｐｈａｒｍａ／ＢＡＳＦ）である。）；ＩＣ１４（抗ＣＤ１４抗体である（ＩＣＯＳ　Ｐ
ｈａｒｍ）。）；ヒト化抗ＶＥＧＦ　ＩｇＧ１抗体（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）；ＯＶＡＲＥ
ＸＴＭ（マウス抗ＣＡ１２５抗体（Ａｌｔａｒｅｘ）である。）；ＰＡＮＯＲＥＸＴＭ（
マウス抗１７－ＩＡ細胞表面抗原ＩｇＧ２ａ抗体である（Ｇｌａｘｏ　Ｗｅｌｌｃｏｍｅ
／Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）。）；ＢＥＣ２（マウス抗イディオタイプ（ＧＤ３エピトープ）Ｉ
ｇＧ抗体である（ＩｍＣｌｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）。）；ＩＭＣ－Ｃ２２５（キメラ抗Ｅ
ＧＦＲ　ＩｇＧ抗体である（ＩｍＣｌｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）。）；ＶＩＴＡＸＩＮＴＭ

（ヒト化抗αＶβ３インテグリン抗体である（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ／ＭｅｄＩｍｍｕｎｅ）。）；Ｃａｍｐａｔｈ　１Ｈ／ＬＤＰ－０３（
ヒト化抗ＣＤ５２　ＩＧＧＩ抗体である（Ｌｅｕｋｏｓｉｔｅ）。）；ＳｍａｒｔＭ１９
５（ヒト化抗ＣＤ３３ＩｇＧ抗体である（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ／Ｋａ
ｎｅｂｏ）。）；ＲＩＴＵＸＡＮＴＭ（キメラ抗ＣＤ２０　ＩｇＧ１抗体である（ＩＤＥ
Ｃ　Ｐｈａｒｍ／Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ、Ｒｏｃｈｅ／Ｚｅｔｔｙａｋｕ）。）；ＬＹＰＨ
ＯＣＩＤＥＴＭ（ヒト化抗ＣＤ２２ＩｇＧ抗体である（Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ）。）
；Ｓｍａｒｔ　ＩＤ１０（ヒト化抗ＨＬＡ抗体である（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　
Ｌａｂ）。）であり；ＯＮＣＯＬＹＭＴＭ（Ｌｙｍ－１）は放射性標識マウス抗ＨＬＡ診
断試薬抗体であり（Ｔｅｃｈｎｉｃｌｏｎｅ）；ＡＢＸ－ＩＬ８は、ヒト抗ＩＬ８抗体で
あり（Ａｂｇｅｎｉｘ）；抗ＣＤ１１ａはヒト化ＩｇＧ１抗体であり（Ｇｅｎｅｎｔｅｃ
ｈ／Ｘｏｍａ）；ＩＣＭ３はヒト化抗ＩＣＡＭ３抗体であり（ＩＣＯＳ　Ｐｈａｒｍ）；
ＩＤＥＣ－１１４は霊長類化抗ＣＤ８０抗体であり（ＩＤＥＣ　Ｐｈａｒｍ／Ｍｉｔｓｕ
ｂｉｓｈｉ）；ＺＥＶＡＬＩＮＴＭは放射性標識マウス抗ＣＤ２０抗体であり（ＩＤＥＣ
／Ｓｃｈｅｒｉｎｇ　ＡＧ）；ＩＤＥＣ－１３１はヒト化抗ＣＤ４０Ｌ抗体であ（ＩＤＥ
Ｃ／エーザイ）り；ＩＤＥＣ－１５１は霊長類化抗ＣＤ４抗体であり（ＩＤＥＣ）；ＩＤ
ＥＣ－１５２は霊長類化抗ＣＤ２３抗体であり（ＩＤＥＣ／Ｓｅｉｋａｇａｋｕ）；ＳＭ
ＡＲＴ抗ＣＤ３はヒト化抗ＣＤ３ＩｇＧであり（Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ
）；５Ｇ１．１はヒト化抗補体因子５（Ｃ５）抗体であり（Ａｌｅｘｉｏｎ　Ｐｈａｒｍ
）；Ｄ２Ｅ７はヒト化抗ＴＮＦ－α抗体であり（ＣＡＴ／ＢＡＳＦ）；ＣＤＰ８７０はヒ
ト化抗ＴＮＦ－αＦａｂ断片であり（Ｃｅｌｌｔｅｃｈ）；ＩＤＥＣ－１５１は霊長類化
抗ＣＤ４ＩｇＧ１抗体であり（ＩＤＥＣ　Ｐｈａｒｍ／ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ　Ｂｅｅｃ
ｈａｍ）；ＭＤＸ－ＣＤ４はヒト抗ＣＤ４　ＩｇＧ抗体であり（Ｍｅｄａｒｅｘ／エーザ
イ／Ｇｅｎｍａｂ）；ＣＤＰ５７１はヒト化抗ＴＮＦ－α　ＩｇＧ４抗体であり（Ｃｅｌ
ｌｔｅｃｈ）；ＬＤＰ－０２はヒト化抗α４Ｂ７抗体であり（ＬｅｕｋｏＳｉｔｅ／Ｇｅ
ｎｅｎｔｅｃｈ）；ＯｒｔｈｏＣｌｏｎｅ　ＯＫＴ４Ａはヒト化抗ＣＤ４ＩｇＧ抗体であ
り（Ｏｒｔｈｏ　Ｂｉｏｔｅｃｈ）；ＡＮＴＯＶＡＴＭはヒト化抗ＣＤ４０Ｌ　ＩｇＧ抗
体であり（Ｂｉｏｇｅｎ）；ＡＮＴＥＧＲＥＮＴＭはヒト化抗ＶＬＡ－４　ＩｇＧ抗体で
あり（Ｅｌａｎ）；ＭＤＸ－３３はヒト抗ＣＤ６４（ＦｃγＲ）抗体であり（Ｍｅｄａｒ
ｅｘ／Ｃｅｎｔｅｏｎ）；ＳＣＨ５５７００はヒト化抗ＩＬ－５　ＩｇＧ４抗体であり（
Ｃｅｌｌｔｅｃｈ／Ｓｃｈｅｒｉｎｇ）；ＳＢ－２４０５６３及びＳＢ－２４０６８３は
それぞれヒト化抗ＩＬ－５及びＩＬ－４抗体であり（ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ　Ｂｅｅｃｈ
ａｍ）；ｒｈｕＭａｂ－Ｅ２５はヒト化抗ＩｇＥ　ＩｇＧ１抗体であり（Ｇｅｎｅｎｔｅ
ｃｈ／Ｎｏｖａｒｔｉｓ／Ｔａｎ－ｏｘ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）；ＡＢＸ－ＣＢＬはマ
ウス抗ＣＤ－１４７ＩｇＭ抗体（Ａｂｇｅｎｉｘ）；ＢＴＩ－３２２はラット抗ＣＤ２Ｉ
ｇＧ抗体（Ｍｅｄｉｍｍｕｎｅ／Ｂｉｏ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ）であり；ＯｒｔｈｏＣ
ｌｏｎｅ／ＯＫＴ３はマウス抗ＣＤ３ＩｇＧ２ａ抗体であり（Ｏｒｔｈｏ　Ｂｉｏｔｅｃ
ｈ）；ＳＩＭＵＬＥＣＴＴＭはキメラ抗ＣＤ２５ＩｇＧ１抗体であり（Ｎｏｖａｒｔｉｓ
　Ｐｈａｒｍ）；ＬＤＰ－０１はヒト化抗β２－インテグリンＩｇＧ抗体であり（Ｌｅｕ
ｋｏＳｉｔｅ）；抗ＬＦＡ－１はマウス抗ＣＤ１８Ｆ（ａｂ’）２であり（Ｐａｓｔｅｕ
ｒ－Ｍｅｒｉｅｕｘ／Ｉｍｍｕｎｏｔｅｃｈ－）；ＣＡＴ－１５２はヒト抗ＴＧＦ－β２
抗体であり（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ａｂ　Ｔｅｃｈ）；Ｃｏｒｓｅｖｉｎ　Ｍはキメラ抗
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第ＶＩＩ因子抗体である（Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）。
【００８８】
　自己集合性ワクチン
　さらに記載されるように、熱ショックタンパク質融合物と組み合わせて、複数のビオチ
ン化成分が投与され得る。このようにして、多価医薬組成物が作製され、対象に投与され
得る。多価医薬組成物の作製により、「強化された」又はより強力なワクチン及び治療薬
の作製が可能になる。ビオチン化成分が抗体を含む場合、このようなワクチンは、市販抗
体よりも活性が向上している。
【００８９】
　医薬組成物が多価である場合、投与しようとするビオチン化成分は、本明細書中に記載
のビオチン化成分の何らかの組み合わせであり得る。例えば、同じ又は異なるビオチン化
成分は、本明細書中で提供されるような熱ショックタンパク質融合物と組み合わせて投与
され得るが、ただし、ビオチン結合タンパク質及び同様に熱ショックタンパク質融合物は
、多価であるか又は複数のビオチン化成分に結合可能である。例として、野生型ビオチン
結合タンパク質アビジンは、４個のビオチン－結合部位を有し、従って、４個のビオチン
化成分に結合可能である。この例において、この４個の部位は４個のビオチン化成分によ
り結合されるべきものであり、ビオチン結合成分は、本明細書中に記載の、１、２、３、
４又は４個の同一ビオチン化成分の何れかの可能な配列での独自性に基づき、混合され得
、組み合わせられ得る。４個のビオチン結合部位に、４個の同一ビオチン化成分を結合さ
せ得る。
【００９０】
　従って、第一の独自性を有するビオチン化成分の有効量は、４部の第一の独自性のビオ
チン化成分及びビオチン結合タンパク質に融合させられた１部の熱ショックタンパク質を
含む医薬組成物を形成するために十分である、ビオチン結合タンパク質に融合させられた
熱ショックタンパク質と組み合わせて対象に投与され得る。あるいは、第一及び第二の独
自性を有するビオチン化成分の有効量は、３部の第一の独自性のビオチン化成分及び１部
の第二の独自性のビオチン化成分及び１部の熱ショックタンパク質融合物を含む医薬組成
物を形成するために十分である、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタ
ンパク質と組み合わせて対象に投与され得る。別の実施形態において、第一及び第二の独
自性を有するビオチン化成分の有効量は、２部の第一の独自性のビオチン化成分、２部の
第二の独自性のビオチン化成分及び１部の熱ショックタンパク質融合物を含む医薬組成物
を形成するために十分である、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタン
パク質と組み合わせて対象に投与され得る。
【００９１】
　自己集合性医薬組成物が２価である場合、第一の独自性のビオチン化成分の有効量は、
２部の第一の独自性のビオチン化成分及び１部の熱ショックタンパク質融合物を含む医薬
組成物を形成させるために十分である、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショ
ックタンパク質と組み合わせて、対象に投与され得る。あるいは、第一及び第二の独自性
を有するビオチン化成分の有効量は、１部の第一の独自性のビオチン化成分、１部の第二
の独自性のビオチン化成分及び１部の熱ショックタンパク質融合物を含む医薬組成物を形
成させるために十分である、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパ
ク質と組み合わせて、対象に投与され得る。
【００９２】
　多価医薬組成物のビオチン化成分は、共刺激分子又は封鎖基（即ち、ビオチン単独又は
非機能分子に結合したビオチン）を含み得る。本発明と組み合わせて投与され得る共刺激
分子の例としては、Ｂ７－１（ＣＤ８０）及びＢ７－２（ＣＤ８６）を含むＢ７分子、Ｃ
Ｄ２８、ＣＤ５８、ＬＦＡ－３、ＣＤ４０、Ｂ７－Ｈ３、ＣＤ１３７（４－１ＢＢ）及び
インターロイキン（例えば、ＩＬ－１、ＩＬ－２又はＩＬ－１２）が含まれる。例として
、共刺激分子を含む１部のビオチン化成分は、ｉ）タンパク質、細胞又はウイルスを含む
別のビオチン化成分３部；及びｉｉ）ビオチン結合タンパク質に融合させられた１部の熱
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ショックタンパク質と組み合わせて投与され得る。別の例において、共刺激分子を含む２
部のビオチン化成分は、ｉ）タンパク質、細胞又はウイルスを含む別のビオチン化成分２
部；及びｉｉ）ビオチン結合タンパク質に融合させられた１部の熱ショックタンパク質と
組み合わせて投与され得る。別の例において、共刺激分子を含む３部のビオチン化成分は
、ｉ）タンパク質、細胞又はウイルスを含む別のビオチン化成分１部；及びｉｉ）ビオチ
ン結合タンパク質に融合させられた１部の熱ショックタンパク質と組み合わせて投与され
得る。
【００９３】
　アビジン、ストレプトアビジン又はニュートラアビジンのｐＨ感受性突然変異は、例え
ば、ビオチンに対する、アビジン、ストレプトアビジン又はニュートラアビジンの非共有
結合を調節し、それにより、本明細書中に記載のように、ビオチン化成分の様々な入れ替
え及び組み合わせがある熱ショックタンパク質融合物の所望の化学量論を達成するために
使用され得る。アビジンなどのビオチン結合タンパク質の野生型又は特定の突然変異体の
選択は、医薬組成物（例えば、アビジンの、単量体、二量体又は四量体）の所望の価数を
調節するために使用され得る。１価又は２価ワクチンは、１価又は２価の形態以外でビオ
チンに結合する、その他のアビジン、ストレプトアビジン又はニュートラアビジン突然変
異タンパク質を含む熱ショック融合タンパク質を使用することによって、同様に作製され
得る。アビジン突然変異の例は、下記の実施例セクションに記載する。ｐＨ調整可能なビ
オチン結合をもたらすアビジンのｐＨ感受性点突然変異の例はＹ３３Ｈである。別の突然
変異は、Ｍｅｔ９６、Ｖａｌ１１５及びＩｌｅ１１７に対するヒスチジンの置換（場合に
よってはＴｒｐ１１０でのヒスチジン置換を伴う。）である。ビオチン－ストレプトアビ
ジン結合を調節するためのこのようなアプローチは、Ｌａｉｔｉｎｅｎ、Ｏ．Ｈ．（２０
０７）、「Ｂｒａｖｅ　Ｎｅｗ（Ｓｔｒｅｐｔ）Ａｖｉｄｉｎｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ」、Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２５（６）：２６
９－２７７及びＮｏｒｄｌｕｎｄ、Ｈ．Ｒ．（２００３）、「Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
　ｏｆ　ｈｉｓｔｉｄｉｎｅ　ｒｅｓｉｄｕｅｓ　ｉｎｔｏ　ａｖｉｄｉｎ　ｓｕｂｕｎ
ｉｔ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ａｌｌｏｗｓ　ｐＨ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｒｅｇｕｌａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｑｕａｔｅｒｎａｒｙ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｂｉｏｔｉｎ　
ｂｉｎｄｉｎｇ」、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　５５５：４４９－４５４（これらの両者
の内容は、参照により本明細書中に組み込まれる。）に記載されている。
【００９４】
　自己集合性医薬組成物を作製する方法
　本発明のある実施形態において、組成物は、２つの部分：ビオチン結合タンパク質に融
合させられた熱ショックタンパク質と、免疫反応が所望される抗原に対する免疫反応を標
的とするビオチン化成分と、から構成される。本発明は、ビオチン化抗原又は抗体の作製
は周知であり迅速であるので、大量の医薬組成物（例えばワクチン）の迅速で簡便な作製
を可能とし、同様に、ワクチン産生能の向上を可能とする。単一独自性の熱ショックタン
パク質融合物は、本明細書中に記載のように多くの様々なビオチン化成分の何れかと組み
合わせて投与され得るので、新しい関心のある標的抗原が同定される毎に、熱ショック融
合タンパク質をデノボ合成する必要はない。従ってこのような作製方法は、投与しようと
する熱ショックタンパク質融合物が一旦確立され、作製されると、特に迅速である。
【００９５】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質を作製するための方法
が提供される。この熱ショックタンパク質は、標準的技術を用いて、天然源、例えばＦｌ
ｙｎｎら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４５：３８５－３９０（１９８９）に記載のものなどから
、又は細菌、酵母又は哺乳動物細胞などの適切な宿主細胞での熱ショックコード遺伝子コ
ンストラクトの発現など、組み換え技術を用いて、調製され得る。熱ショックタンパク質
及びビオチン結合タンパク質を含む融合タンパク質は、組み換え手段により作製され得る
。例えば、熱ショックタンパク質をコードする核酸は、２個のタンパク質コード配列が共
通の翻訳リーディングフレームを有し、ビオチン結合タンパク質及び熱ショックタンパク
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質を含む融合タンパク質として発現され得るように、ビオチン結合タンパク質をコードす
る核酸配列の何れかの末端に連結され得る。組み合せ配列は、所望の発現特性及び宿主細
胞の性質に基づき選択される適切なベクターに挿入される。後述の実施例において、核酸
配列は、細菌Ｅ．コリにおけるタンパク質発現に適切なベクターにおいて集合させられる
。選択された宿主細胞における発現後、融合タンパク質は、通常の生化学的分離技術によ
り、又は融合タンパク質のある部分又はその他の部分に対する抗体を用いる免疫アフィニ
ティー法によって、精製することができる。あるいは、選択されたベクターは、この融合
タンパク質配列にタグを付加することができ、例えば、後述の実施例に記載されるような
オリゴヒスチジンタグを付加でき、これにより、タグ付加融合タンパク質の発現が可能と
なり、このタンパク質を、タグに対して適切に高い親和性を有する抗体又はその他の物質
を用いて、アフィニティー法により精製することができる。Ｓａｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第２版、Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ（１９８９）
；Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ、Ｍ．、Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ、ｖｏｌ．１８２．Ａｃａｄｅｍｉｃ　
Ｐｒｅｓｓ、Ｉｎｃ．、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ（１９９０）。哺乳動物細胞での発現
に適切なベクター、例えば、後述のベクターの１つが使用される場合、熱ショックタンパ
ク質融合物は、哺乳動物細胞において発現され、精製され得る。あるいは、（融合タンパ
ク質コード配列を含む）哺乳動物発現ベクターは、対象に、この対象の細胞において熱シ
ョックタンパク質融合タンパク質の直接的発現のために投与することもできる。熱ショッ
クタンパク質をコードする核酸はまた、化学的に生成され、次いで、融合タンパク質作製
及び精製又は対象への投与に適切なベクターに挿入することができる。最後に、融合タン
パク質を化学的に調製することもできる。
【００９６】
　融合遺伝子を作製するための技術は当技術分野で周知である。基本的に、異なるポリペ
プチド配列をコードする様々なＤＮＡ断片の連結は、当技術分野に従い、結合（ライゲー
ション）のための平滑末端又は付着末端、適切な末端を提供するための制限酵素消化、必
要に応じて粘着末端の充填、不要の連結を回避するためのアルカリフォスファターゼ処理
及び酵素的結合（ライゲーション）を用いて行われる。別の実施形態において、融合遺伝
子は、自動ＤＮＡ合成装置を含む当技術分野により合成され得る。あるいは、遺伝子断片
のＰＣＲ増幅は、アンカープライマーを用いて行い得るが、このアンカープライマーは、
２つの連続遺伝子断片の間に相補的突出部を生じさせ、次にこれらがアニーリングされ、
キメラ遺伝子配列を生じさせる（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、Ａｕｓｕｂｅｌら編、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆
　Ｓｏｎｓ：１９９２参照）。従って、ビオチン結合タンパク質をコードする遺伝子に融
合させられた熱ショックタンパク質をコードする遺伝子の融合遺伝子を含む単離核酸が提
供される。
【００９７】
　この核酸は、熱ショックタンパク質融合物をコードし、少なくとも１つの調節配列に操
作可能に連結されるヌクレオチド配列を含むベクターにおいて提供され得る。発現ベクタ
ーの設計は、形質転換しようとする宿主細胞の選択及び／又は発現されることが所望され
るタンパク質のタイプなどの要因に依存し得ることを理解されたい。ベクターのコピー数
、そのコピー数を調節する能力及びベクターによってコードされる何らかのその他のタン
パク質、例えば抗生物質マーカーの発現を考慮すべきである。このようなベクターは、何
らかの生物学的に有効な担体、例えば、キメラポリペプチドをコードする遺伝物質により
、エクスビボ又はインビボの何れかで、細胞に効果的に遺伝子移入することが可能な何ら
かの処方物又は組成物において、投与され得る。方法には、組み換えレトロウイルス、ア
デノウイルス、アデノ関連ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス及び単純ヘルペスウイルス－
１を含むウイルスベクター又は組み換え細菌又は真核細胞プラスミドでの核酸の挿入が含
まれる。ウイルスベクターは、直接細胞に遺伝子移入するために使用され得、プラスミド
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ＤＮＡは、単独で、例えば、陽イオン性リポソーム（リポフェクチン）又は誘導体化（例
えば、抗体結合された）ポリリジン結合体、グラミシジンＳ、人工ウイルスエンベロープ
又はその他のこのような細胞内担体を用いて、送達され得る。核酸はまた、直接注入され
得る。あるいは、核酸の細胞への進入を促進するために、リン酸カルシウム沈殿を行い得
る。
【００９８】
　培養において増殖させられる細胞において、例えば、融合タンパク質を生産させるため
に、熱ショックタンパク質融合タンパク質の発現及び過剰発現を引き起こすために、本核
酸が使用され得る。
【００９９】
　熱ショックタンパク質融合物を発現させるために、組み換え遺伝子によって遺伝子移入
される宿主細胞もまた提供される。宿主細胞は何らかの原核細胞又は真核細胞であり得る
。
【０１００】
　例えば、熱ショックタンパク質融合物は、大腸菌などの細菌細胞、昆虫細胞（バキュロ
ウイルス）、酵母、昆虫、植物又は哺乳動物細胞において発現され得る。宿主細胞がヒト
細胞である場合、それは、生きている対象の中にあっても又はそうでなくてもよい。その
他の適切な宿主細胞は当業者にとって公知である。さらに、宿主細胞には、ポリペプチド
の発現を最適化するために、宿主では通常見られないｔＲＮＡ分子を補充し得る。融合ポ
リペプチドの発現を最大にするために適切なその他の方法は、当業者にとって公知である
。
【０１０１】
　細胞培養は、宿主細胞、培地及びその他の副産物を含む。細胞培養に適切な培地は当技
術分野で周知である。融合ポリペプチドは分泌され、細胞及び、ポリペプチドを含む培地
の混合物から単離され得る。あるいは、融合ポリペプチドは、細胞質で維持されており、
細胞を回収し、溶解し、そのタンパク質を単離し得る。融合ポリペプチドは、タンパク質
を生成するための当技術分野で既知の技術（イオン交換クロマトグラフィー、ゲルろ過ク
ロマトグラフィー、限外ろ過、電気泳動及び融合体の特定エピトープに特異的な抗体での
免疫アフィニティー精製を含む。）により、細胞培養液、宿主細胞又はその両者から単離
され得る。
【０１０２】
　従って、微生物又は真核細胞のプロセスを介してタンパク質の組み換え体を産生させる
ために、熱ショックタンパク質融合物の全て又は一部をコードするヌクレオチド配列を使
用し得る。発現ベクターなどのポリヌクレオチドコンストラクトに配列を連結し、真核細
胞（酵母、鳥類、昆虫又は哺乳動物）又は原核細胞（細菌細胞）の何れかの宿主に形質転
換又は遺伝子移入することは、標準的手順である。本発明に従い、微生物手段又は組織培
養技術によって組み換え融合ポリペプチドを調製するために、同様の手順又はその変法を
使用し得る。
【０１０３】
　組み換えタンパク質産生のための発現ビヒクルとしては、プラスミド及びその他のベク
ターが挙げられる。例えば、融合ポリペプチドの発現に適切なベクターとしては、次のタ
イプのプラスミド：Ｅ．コリなどの原核細胞における発現のための、ｐＢＲ３２２由来プ
ラスミド、ｐＥＭＢＬ－由来プラスミド、ｐＥＸ－由来プラスミド、ｐＢＴａｃ－由来プ
ラスミド及びｐＵＣ－由来プラスミドが挙げられる。
【０１０４】
　別の実施形態において、熱タンパク質融合ポリペプチドをコードする核酸は、細菌プロ
モーター、例えば、嫌気性Ｅ．コリ、ＮｉｒＢプロモーター又はＥ．コリリポタンパク質
ｌｌｐプロモーター（例えばＩｎｏｕｙｅら（１９８５）Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ
．１３：３１０１に記載）；サルモネラｐａｇＣプロモーター（Ｍｉｌｌｅｒら前出）、
シゲラｅｎｔプロモーター（Ｓｃｈｍｉｔｔ及びＰａｙｎｅ、Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．
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１７３：８１６（１９９１））、Ｔｎ１０におけるｔｅｔプロモーター（Ｍｉｌｌｅｒら
、前出）又はビブリオ・コレラ（Ｖｉｂｒｉｏ　ｃｈｏｌｅｒａ）のｃｔｘプロモーター
に、操作可能に連結される。あらゆるその他のプロモーターを使用し得る。細菌プロモー
ターは、構成的プロモーター又は誘発性プロモーターであり得る。実例となる誘発性プロ
モーターは、鉄又は鉄制限状態によって誘発可能なプロモーターである。実際に、ある種
の細菌、例えば、細胞内微生物は、宿主の細胞質において鉄制限状態に遭遇すると考えら
れる。ＦｅｐＡ及びＴｏｎＢの鉄調節プロモーターの例は、当技術分野で公知であり、例
えば下記の参考文献に記載される：Ｈｅａｄｌｅｙ、Ｖ．ら（１９９７）Ｉｎｆｅｃｔｉ
ｏｎ　＆　Ｉｍｍｕｎｉｔｙ　６５：８１８；Ｏｃｈｓｎｅｒ、Ｕ．Ａ．ら（１９９５）
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ　１７７：７１９４；Ｈｕｎｔ、Ｍ．
Ｄ．ら（１９９４）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ　１７６：３９４
４；Ｓｖｉｎａｒｉｃｈ、Ｄ．Ｍ．及びＳ．Ｐａｌｃｈａｕｄｈｕｒｉ．（１９９２）Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｄｉａｒｒｈｏｅａｌ　Ｄｉｓｅａｓｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　１
０：１３９；Ｐｒｉｎｃｅ、Ｒ．Ｗ．ら（１９９１）Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｍｉｃｒｏｂ
ｉｏｌｏｇｙ　５：２８２３；Ｇｏｌｄｂｅｒｇ、Ｍ．Ｂ．ら（１９９０）Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ　１７２：６８６３；ｄｅ　Ｌｏｒｅｎｚｏ、Ｖ．
ら（１９８７）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｙ　１６９：２６２４；
及びＨａｎｔｋｅ、Ｋ．（１９８１）Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　＆　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｇｅｎ
ｅｔｉｃｓ　１８２：２８８。
【０１０５】
　プラスミドは、好ましくは、細菌における核酸の適切な転写に必要な配列、例えば転写
終結シグナルを含む。ベクターはさらに、関心のある核酸、例えば、抗生物質に対する耐
性、核酸増幅に必要な配列、例えば、細菌の複製起点をもたらすタンパク質をコードする
遺伝子を含む細菌の選択を可能とする因子をコードする配列を含み得る。
【０１０６】
　別の実施形態において、融合ポリペプチドが細胞から分泌されるように、シグナルペプ
チド配列がコンストラクトに付加される。このようなシグナルペプチドは当技術分野にお
いて周知である。
【０１０７】
　ある実施形態において、Ｅ．コリにおける組み換えタンパク質の、厳密に制御された、
高レベル発現をもたらすために、Ｅ．コリＲＮＡポリメラーゼにより認識される強力なフ
ァージＴ５プロモーターが、ｌａｃオペレーター抑制モジュールと共に使用される。この
系では、タンパク質発現は、高レベルのｌａｃリプレッサーの存在下で阻止される。
【０１０８】
　ある実施形態において、ＤＮＡは、第１のプロモーターに操作可能に連結され、細菌は
さらに、第１のプロモーターからの転写を媒介可能である第１ポリメラーゼをコードする
第２のＤＮＡを含み、この場合、第１のポリメラーゼをコードするＤＮＡは、第２のプロ
モーターに操作可能に連結される。好ましい実施形態において、第２のプロモーターは、
上に表示したものなどの、細菌プロモーターである。さらにより好ましい実施形態におい
て、ポリメラーゼは、バクテリオファージポリメラーゼ、例えば、ＳＰ６、Ｔ３又はＴ７
ポリメラーゼであり、第１のプロモーターは、バクテリオファージプロモーター、それぞ
れ、例えば、ＳＰ６、Ｔ３又はＴ７プロモーターである。バクテリオファージプロモータ
ーを含むプラスミド及びバクテリオファージポリメラーゼをコードするプラスミドは、例
えば、Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒｐ．（Ｍａｄｉｓｏｎ、Ｗｉｓ．）及びＩｎＶｉｔｒｏｇ
ｅｎ（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆ．）から市販されているものを入手することがで
きるか又は標準的組み換えＤＮＡ技術を用いてバクテリオファージから直接入手すること
ができる（Ｊ．Ｓａｍｂｒｏｏｋ、Ｅ．Ｆｒｉｔｓｃｈ、Ｔ．Ｍａｎｉａｔｉｓ、Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、Ｃｏｌｄ　
Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、１９８９）。バクテリオファージポ
リメラーゼ及びプロモーターは、さらに、例えば、下記の参考文献に記載されている：Ｓ
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ａｇａｗａ、Ｈ．ら（１９９６）Ｇｅｎｅ　１６８：３７；Ｃｈｅｎｇ、Ｘ．ら（１９９
４）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９１：４０３４；Ｄｕｄｅｎｄｏｒｆｆ、Ｊ．Ｗ．及びＦ．Ｗ．
Ｓｔｕｄｉｅｒ（１９９１）Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｙ　２１９：４５；Ｂｕｊａｒｓｋｉ、Ｊ．Ｊ．及びＰ．Ｋａｅｓｂｅｒｇ（１９８７）
Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　１５：１３３７；及びＳｔｕｄｉｅｒ
、Ｆ．Ｗ．ら（１９９０）Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１８５：６０
）。このようなプラスミドは、発現させようとする熱ショックタンパク質融合物の具体的
実施形態に従ってさらに修飾され得る。
【０１０９】
　別の実施形態において、細菌はさらに、第２のプロモーターからの転写を媒介すること
ができる第２のポリメラーゼをコードするＤＮＡを含み、この場合、第２のポリメラーゼ
をコードするＤＮＡは、第３のプロモーターに操作可能に連結される。この第３のプロモ
ーターは細菌プロモーターであり得る。しかし、高レベルの転写を得るために、細菌に３
以上の異なるポリメラーゼ及びプロモーターを導入することができる。細菌における転写
を媒介するために１以上のポリメラーゼを使用することにより、ＤＮＡが直接細菌プロモ
ーターの調節下にある細菌と比べて、細菌中のポリペプチド量を顕著に増加させることが
できる。採用すべき系の選択は、具体的な使用、例えば、産生させたいタンパク質の量に
応じて変動する。
【０１１０】
　一般に、融合タンパク質をコードする核酸は、遺伝子移入などによって宿主細胞中に導
入され、宿主細胞は、この融合タンパク質の発現を可能にする条件下で培養される。原核
細胞及び真核細胞に核酸を導入する方法は当技術分野で周知である。哺乳動物及び原核宿
主細胞培養に適切な培地は当技術分野で周知である。一般に、本融合ポリペプチドをコー
ドする核酸は、誘導可能なプロモーターの調節下にあり、この核酸を含む宿主細胞がある
一定回数分裂すると誘導される。例えば、核酸が、β－ガラクトースオペレーター及びリ
プレッサーの調節下にある場合、細菌宿主細胞が、約０．４５－０．６０のＯＤ６００の
密度に到達したとき、イソプロピルβ－Ｄ－チオガラクトピラノシド（ＩＰＴＧ）を培養
物に添加する。次に、もうしばらくこの培養物を増殖させ、宿主細胞に、タンパク質を合
成する時間を与える。次に、通常、培養物を凍結し、タンパク質の単離及び精製前に、し
ばらくの間凍結保存し得る。
【０１１１】
　原核宿主細胞を使用する場合、宿主細胞は、例えば、プラスミドｐＬｙｓＳＬから発現
される内部Ｔ７リゾチームを発現するプラスミドを含み得る（実施例参照）。このような
宿主細胞の溶解により、リゾチームが放出され、これが次に細菌の膜を分解する。
【０１１２】
　細菌又はその他の原核細胞における発現用ベクターに含まれ得る、その他の配列として
は、合成リボソーム結合部位；強力な転写終結因子、例えば転写読み過ごしを阻止し、発
現タンパク質の安定性を確保するための、ファージλ由来のｔ０及びＥ．コリのｒｒｎＢ
オペロン由来のｔ４；複製起点、例えばＣｏｌＥ１；及びアンピシリン耐性を付与するβ
－ラクタマーゼ遺伝子が挙げられる。
【０１１３】
　その他の宿主細胞としては、原核宿主細胞が挙げられる。さらにより好ましい宿主細胞
は、細菌、例えば、Ｅ．コリである。使用することができるその他の細菌としては、シゲ
ラ（Ｓｈｉｇｅｌｌａ）種、サルモネラ（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ）種、リステリア（Ｌｉ
ｓｔｅｒｉａ）種、リケッチア（Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ）種、エルシニア（Ｙｅｒｓｉｎ
ｉａ）種、エスケリキア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）種、クレブシエラ（Ｋｌｅｂｓｉｅ
ｌｌａ）種、ボルデテラ（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ）種、ネイセリア（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
）種、エアロモナス（Ａｅｒｏｍｏｎａｓ）種、フランシセラ（Ｆｒａｎｃｉｅｓｅｌｌ
ａ）種、コリネバクテリウム（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ）種、シトロバクター（
Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ）種、クラミジア（Ｃｈｌａｍｙｄｉａ）種、ヘモフィルス（Ｈ
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ｅｍｏｐｈｉｌｕｓ）種、ブルセラ（Ｂｒｕｃｅｌｌａ）種、マイコバクテリウム（Ｍｙ
ｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）種、レジオネラ（Ｌｅｇｉｏｎｅｌｌａ）種、ロドコッカス（
Ｒｈｏｄｏｃｏｃｃｕｓ）種、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）種、ヘリコバ
クター（Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ）種、ビブリオ（Ｖｉｂｒｉｏ）種、バチルス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ）種及びエリシペロスリクス（Ｅｒｙｓｉｐｅｌｏｔｈｒｉｘ）種が挙げら
れる。これらの細菌の多くは、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌ
ｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ；１０８０１　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｂｌｖｄ．、Ｍａｎａｓ
ｓａｓ、ＶＡ２０１１０－２２０９）から入手され得る。
【０１１４】
　酵母における組み換えタンパク質の発現のために多くのベクターが存在する。例えば、
ＹＥＰ２４、ＹＩＰ５、ＹＥＰ５１、ＹＥＰ５２、ｐＹＥＳ２及びＹＲＰ１７は、Ｓ．セ
レビシエへの遺伝子コンストラクトの導入に有用なクローニング及び発現ビヒクルである
（例えば、Ｂｒｏａｃｈら（１９８３）Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｅｎｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ、Ｍ．Ｉｎｏｕｙｅ編　Ａｃａｄｅｍｉ
ｃ　Ｐｒｅｓｓ、ｐ．８３参照）。これらのベクターは、ｐＢＲ３２２ｏｒｉが存在する
ことによりＥ．コリにおいて及び酵母２ミクロンプラスミドの複製決定基のためにＳ．セ
レビシエにおいて、複製され得る。さらに、アンピシリンなどの薬剤耐性マーカーを使用
し得る。
【０１１５】
　ある一定の実施形態において、哺乳動物発現ベクターは、細菌におけるベクターの増殖
を促進するための原核配列及び、真核細胞において発現される１以上の真核細胞転写単位
の両方を含有する。ｐｃＤＮＡＩ／ａｍｐ、ｐｃＤＮＡＩ／ｎｅｏ、ｐＲｃ／ＣＭＶ、ｐ
ＳＶ２ｇｐｔ、ｐＳＶ２ｎｅｏ、ｐＳＶ２－ｄｈｆｒ、ｐＴｋ２、ｐＲＳＶｎｅｏ、ｐＭ
ＳＧ、ｐＳＶＴ７、ｐｋｏ－ｎｅｏ及びｐＨｙｇ由来ベクターは、真核細胞の転写に適切
な哺乳動物発現ベクターの例である。これらのベクターのうちあるものは、原核細胞及び
真核細胞両方における複製及び薬剤耐性選択を促進するために、ｐＢＲ３２２などの細菌
プラスミド由来の配列により修飾される。あるいは、ウシパピローマウイルス（ＢＰＶ－
１）又はエプスタインバーウイルス（ｐＨＥＢｏ、ｐＲＥＰ由来及びｐ２０５）などのウ
イルス誘導体が、真核細胞におけるタンパク質の一過性発現のために使用され得る。プラ
スミドの調製及び宿主生物の形質転換で使用される様々な方法が当技術分野で周知である
。原核細胞及び真核細胞の両方のためのその他の適切な発現系ならびに一般的組み換え法
については、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎ
ｕａｌ、第２版、Ｓａｍｂｒｏｏｋ、Ｆｒｉｔｓｃｈ及びＭａｎｉａｔｉｓ編（Ｃｏｌｄ
　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、１９８９）第１６
及び１７章を参照のこと。場合により、バキュロウイルス発現系を用いて組み換えタンパ
ク質を発現することが望ましい場合がある。このようなバキュロウイルス発現系の例とし
ては、ｐＶＬ－由来ベクター（ｐＶＬ１３９２、ｐＶＬ１３９３及びｐＶＬ９４１など）
、ｐＡｃＵＷ－由来ベクター（ｐＡｃＵＷ１など）及びｐＢｌｕｅＢａｃ－由来ベクター
（β－ｇａｌを含むｐＢｌｕｅＢａｃＩＩＩなど）が挙げられる。
【０１１６】
　別の変法において、タンパク質産生は、インビトロ翻訳系を用いて達成され得る。イン
ビトロ翻訳系は、一般に、ＲＮＡ分子をタンパク質に翻訳するのに必要な、少なくとも最
小要素を含む、細胞不含抽出物である翻訳系である。インビトロ翻訳系は、通常、少なく
ともリボソーム、ｔＲＮＡ、開始因子メチオニル－ｔＲＮＡＭｅｔ、翻訳に関与するタン
パク質又は複合体、例えば、ｅＩＦ２、ｅＩＦ３、キャップ結合（ＣＢ）複合体（これら
は、キャップ結合タンパク質（ＣＢＰ）及び真核細胞開始因子４Ｆ（ｅＩＦ４Ｆ）を含む
。）を含む。様々のインビトロ翻訳系が当技術分野において周知であり、これには市販の
キットも含まれる。インビトロ翻訳系の例としては、真核細胞溶解物、例えばウサギ網状
赤血球溶解物、ウサギ卵細胞溶解物、ヒト細胞溶解物、昆虫細胞溶解物及び小麦麦芽抽出
物などが挙げられる。溶解物は、Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒｐ．、Ｍａｄｉｓｏｎ，Ｗｉｓ
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．；Ｓｔｒａｔａｇｅｎ、Ｌａ　Ｊｏｌｌａ、Ｃａｌｉｆ．；Ａｍｅｒｓｈａｍ、Ａｒｌ
ｉｎｇｔｏｎ　Ｈｅｉｇｈｔｓ、Ｉｌｌ．；及びＧＩＢＣＯ／ＢＲＬ、Ｇｒａｎｄ　Ｉｓ
ｌａｎｄ、Ｎ．Ｙ．などの製造者から市販されている。インビトロ翻訳系は、通常、巨大
分子、例えば、酵素、翻訳、開始及び伸長因子、化学的試薬及びリボソームを含む。さら
に、インビトロ転写系が使用され得る。このような系は、通常、少なくとも、ＲＮＡポリ
メラーゼホロ酵素、リボヌクレオチド及び何らかの必要な、転写開始、伸長及び終結因子
を含む。インビトロ翻訳のためのＲＮＡヌクレオチドは、当技術分野で公知の方法を用い
て産生され得る。インビトロ転写及び翻訳は、１以上の単離ＤＮＡからタンパク質を産生
させるためにワンポット反応中で結合され得る。
【０１１７】
　タンパク質のカルボキシ末端断片、即ち、短縮型突然変異の発現が望ましい場合、発現
させようとする所望配列を含むオリゴヌクレオチド断片に対し開始コドン（ＡＴＧ）を付
加することが必要である場合がある。酵素メチオニンアミノペプチダーゼ（ＭＡＰ）を用
いてＮ－末端位置のメチオニンが酵素的に切断され得ることは当技術分野で周知である。
ＭＡＰは、Ｅ．コリ（Ｂｅｎ－Ｂａｓｓａｔら（１９８７）Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．１
６９：７５１－７５７）及びサルモネラ・チフィムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙ
ｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）からクローンニングされており、そのインビトロ活性は、組み換え
タンパク質において明らかにされている（Ｍｉｌｌｅｒら（１９８７）ＰＮＡＳ　ＵＳＡ
　８４：２７１８－１７２２）。従って、必要に応じて、Ｎ－末端メチオニンの除去は、
ＭＡＰを産生する宿主において（例えば、Ｅ．コリ又はＣＭ８９又はＳ．セレビシエ）こ
のような組み換えタンパク質を発現させることによりインビボで又は精製ＭＡＰ（例えば
、Ｍｉｌｌｅｒらの手順）を用いてインビトロで、の何れかで、達成され得る。
【０１１８】
　植物発現ベクターが使用される場合、熱ショックタンパク質融合物の発現は、いくつか
のプロモーターの何れかにより駆動され得る。例えば、ウイルスプロモーター、例えばＣ
ａＭＶの３５ＳＲＮＡ及び１９ＳＲＮＡプロモーター（Ｂｒｉｓｓｏｎら、１９８４、Ｎ
ａｔｕｒｅ、３１０：５１１－５１４）又はＴＭＶのコートタンパク質プロモーター（Ｔ
ａｋａｍａｔｓｕら、１９８７、ＥＭＢＯ　Ｊ．、６：３０７－３１１）などが使用され
得、あるいは、植物プロモーター、例えば、ＲＵＢＩＳＣＯの小ユニット（Ｃｏｒｕｚｚ
ｉら、１９９４、ＥＭＢＯ　Ｊ．、３：１６７１－１６８０；Ｂｒｏｇｌｉｅら、１９８
４、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２２４：８３８－８４３）など；又は熱ショックプロモーター、例
えば、ダイズＨｓｐ１７．５－Ｅ又はＨｓｐ１７．３－Ｂ（Ｇｕｒｌｅｙら、１９８６、
Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．、６：５５９－５６５）などが使用され得る。これらのコ
ンストラクトは、Ｔｉプラスミド、Ｒｉプラスミド、植物ウイルスベクター；直接的ＤＮ
Ａ形質転換；マイクロインジェクション、エレクトロポレーションなどを用いて植物細胞
に導入することができる。このような技術の総説については、例えば、Ｗｅｉｓｓｂａｃ
ｈ及びＷｅｉｓｓｂａｃｈ、１９８８、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｓｅ
ｃｔｉｏｎ　ＶＩＩＩ、ｐｐ．４２１－４６３；及びＧｒｉｅｒｓｏｎ及びＣｏｒｅｙ、
１９８８、Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、第２版、Ｂｌａｃｋｉｅ
、Ｌｏｎｄｏｎ、Ｃｈ．７－９を参照のこと。
【０１１９】
　タンパク質タグ又はタンパク質タグを含む融合タンパク質を発現させるために使用され
得る代替的発現系は昆虫系である。あるこのような系において、オートグラファ・カリフ
ォルニカ（Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ　ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ）核多角体病ウイルス（Ａｃ
ＮＰＶ）が、外来遺伝子を発現するためのベクターとして使用される。このウイルスは、
スポドプテラ・フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）細胞にお
いて増殖する。ＰＧＨＳ－２配列は、ウイルスの非必須領域（例えば、ポリヘドリン遺伝
子）にクローニングされ、ＡｃＮＰＶプロモーター（例えばポリヘドリンプロモーター）
の調節下に置かれ得る。コード配列の挿入が成功すると、その結果、ポリヘドリン遺伝子
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の不活性化、及び非被覆組み換えウイルス（即ち、ポリヘドリン遺伝子によってコードさ
れるタンパク質様コートを欠くウイルス）が作製される。次に、スポドプテラ・フルギペ
ルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）細胞（その中で挿入遺伝子が発現
される。）を感染させるために、これらの組み換えウイルスが使用される（例えば、Ｓｍ
ｉｔｈら、１９８３、Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．、４６：５８４、Ｓｍｉｔｈ、米国特許第４，２
１５，０５１号参照）。
【０１２０】
　昆虫系の具体的な実施形態において、組み換えウイルスを作製するために、熱ショック
タンパク質融合タンパク質をコードするＤＮＡは、ポリヘドリンプロモーターの下流でｐ
ＢｌｕｅＢａｃＩＩＩ組み換えトランスファーベクター（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｓａｎ
　Ｄｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆ．）にクローンニングされ、Ｓｆ９昆虫細胞（スポドプテラ・
フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）卵巣細胞由来、Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．から入手可能）に遺伝子移入される。
適切に翻訳後修飾を受けた修飾タンパク質を大量に産生させるために、組み換えウイルス
のプラーク精製後、高力価ウイルス保存物を調製し、次に、これを使用して、Ｓｆ９又は
Ｈｉｇｈ　ＦｉｖｅＴＭ（トリコプルシア・ニ（Ｔｒｉｃｈｏｐｌｕｓｉａ　ｎｉ）卵細
胞ホモジェネート由来のＢＴＩ－ＴＮ－５Ｂ１－４細胞；Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｓａｎ
　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．から入手可能）昆虫細胞に感染させる。
【０１２１】
　その他の実施形態において、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン結合タンパク質
は、別個に産生され、次に互いに例えば共有結合で連結される。例えば、熱ショックタン
パク質融合物及びビオチン結合タンパク質は、インビトロで別個に産生され、精製され、
タグが関心のあるタンパク質に連結可能となる条件下で一緒に混合される。例えば、熱シ
ョックタンパク質及び／又はビオチン結合タンパク質は、それが出現することが知られて
いる源から得る（単離する）ことができるか、細胞培養で産生させ、回収することができ
るか、所望の熱ショックタンパク質融合物をコードする遺伝子をクローニングし発現する
ことによって産生させることができるか又は化学合成することができる。さらに、所望の
熱ショックタンパク質融合物をコードする核酸配列は化学合成することができる。結合タ
ンパク質のこのような混合物は、単一融合タンパク質とは異なる特性を有し得る。
【０１２２】
　熱ショックタンパク質及びビオチン結合タンパク質を結合させるために、リンカー（「
リンカー分子」又は「クロスリンカー」とも呼ばれる）を使用し得る。リンカーは、いく
つかの、通常は２つの分子の、定められた化学基と反応し、従ってそれらを結合すること
が可能な化学薬品を含む。既知のクロスリンカーの大多数は、アミン、カルボキシル及び
スルフヒドリル基と反応する。標的化学基の選択は、結合させようとするタンパク質の生
物学的活性にこの基が関与し得る場合、非常に重要である。例えば、スルフヒドリル基と
反応するマレイミドは標的にＣｙｓが結合することを必要とするＣｙｓ含有タンパク質を
不活性化し得る。リンカーは、ホモ官能性（同じタイプの反応基を含む。）、ヘテロ官能
性（異なる反応基を含む。）又は光反応性（照射時に反応性となる基を含む。）であり得
る。
【０１２３】
　リンカー分子は、結合組成物の様々な特性に関与し得る。リンカーの長さは、結合段階
中の分子の柔軟性及び、結合分子のその標的（細胞表面分子など）に対する利用可能性の
点から考慮しなければならない。従って、より長いリンカーは、本発明の組成物の生物学
的活性ならびにそれらの調製し易さを向上させ得る。リンカーの形状は、標的との最適反
応のために分子を方向付けるために使用され得る。柔軟な形状のリンカーによって、架橋
されたタンパク質がその他のタンパク質に結合する際、この架橋されたタンパク質が立体
配座的に適応できるようになり得る。リンカーの性質は、その他の様々な目的のために変
更され得る。例えば、ＭＢｕＳのアリール構造は、ＭＢＳの芳香族スペーサよりも免疫原
性が低いことが分かった。さらに、リンカー分子の疎水性及び官能性は、成分分子の物理
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的特性によって調節され得る。例えば、ポリマーリンカーの疎水性は、ポリマー、例えば
、疎水性単量体ブロックの間に親水性単量体ブロックが散在するブロックポリマーに沿っ
た単量体単位の順序によって調節され得る。
【０１２４】
　多様な分子リンカーを調製し、利用する化学は、当技術分野で周知であり、分子を結合
させるために多くの既製リンカーが、Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．、Ｒｏｃ
ｈｅ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　
Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌなどの販売業者から市販されている。
【０１２５】
　調製され及び／又は単離された、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショック
タンパク質は、ビオチン結合タンパク質とのビオチン部分の非共有結合を形成するために
十分である、所望のビオチン化成分と組み合わせて対象に投与すべきである。本熱ショッ
クタンパク質融合物及びビオチン化成分は、同時に又は連続的に投与され得る。同時に投
与される場合、本熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分は、混合物として又は
非共有結合性複合体として投与され得る。非共有結合性複合体として投与される場合、ビ
オチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質は、調製及び／又は単離さ
れると、インビトロ又はインビボの何れかで所望のビオチン化成分に非共有結合され得る
。
【０１２６】
　非共有結合性複合体は、ビオチン結合タンパク質のビオチンとの結合を促進するために
十分な条件下（これらの条件は当技術分野で公知である。）で、ビオチン結合タンパク質
に融合させられた熱ショックタンパク質をビオチン化成分と接触させることにより作製さ
れ得る。
【０１２７】
　様々な熱ショックタンパク質に対する遺伝子が、クローニングされ、配列決定されてお
り、これらは、以下に限定されないが、ｇｐ９６（ヒト：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｘ１
５１８７；Ｍａｋｉら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８７：５
６５８－５５６２（１９９０）；マウス：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｍ１６３７０；Ｓｒ
ｉｖａｓｔａｖａら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８４：３８
０７－３８１１（１９８７））、ＢｉＰ（マウス：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｕ１６２７
７；Ｈａａｓら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８５：２２５０
－２２５４（１９８８）；ヒト：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｍ１９６４５；Ｔｉｎｇら、
ＤＮＡ　７：２７５－２８６（１９８８））、ｈｓｐ７０（マウス：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受
入番号Ｍ３５０２１；Ｈｕｎｔら、Ｇｅｎｅ　８７：１９９－２０４（１９９０）；ヒト
：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｍ２４７４３；Ｈｕｎｔら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ
．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８２：６４５５－６４８９（１９９５））及びｈｓｐ４０（ヒト
：Ｇｅｎｅｂａｎｋ受入番号Ｄ４９５４７；Ｏｈｔｓｕｋａ　Ｋ．、Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂ
ｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１９７：２３５－２４０（１９９３））を含む、
熱ショックタンパク質融合物を得るために使用され得る。
【０１２８】
　ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質は、ビオチン化成分に
非共有結合され得る。
【０１２９】
　タンパク質、細胞又はウイルスを含む熱ショックタンパク質と組み合わせて投与される
べき成分は、当技術分野で公知のようなものなどの手段により、ビオチンに結合され得る
。ビオチンへの結合前に、当技術分野で公知の方法を用いて、タンパク質、細胞又はウイ
ルスが産生され及び／又は単離され得る。組み換え技術は、熱ショックタンパク質融合物
に対して、本明細書中に記載のものと殆ど同じように使用され得る。この成分が産生され
及び／又は単離されると、ビオチン分子は、タンパク質、細胞又はウイルスと直接結合さ
れ得る。ビオチンもまた、リンカーを通じて間接的にこのタンパク質、細胞又はウイルス
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に結合され得る。ビオチンは、ビオチン結合タンパク質とのビオチンの相互作用を立体的
に可能にする領域に結合され得る。ビオチン化キット及び試薬は、Ｐｉｅｒｃｅ（Ｒｏｃ
ｋｆｏｒｄ、ＩＬ）から購入され得、本明細書中に記載のビオチン化成分を作製するため
に使用され得る。
【０１３０】
　多くの様々な抗原の配列は、クローニングされ、ＤＮＡ配列分析により特性評価され得
、本明細書中で提供される組成物中に含まれ得る。完全又は部分的細胞性又はウイルスゲ
ノム又は抗原を含有する細菌ベクターは、例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃ
ｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣＣ）を含む様々な源から得られ得る。使用
され得るさらなる抗原は、この目的のために以前に確立された方法により単離され、タイ
プ分けされ得る（これらの方法は当技術分野で周知である。）。
【０１３１】
　熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分を使用する方法
　本明細書中に記載の熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分は、ビオチン化成
分が向けられる抗原を発現する細胞に対して、対象の免疫反応、特に、細胞介在性細胞溶
解性反応を誘導又は促進するために、対象に投与することができる。この融合タンパク質
は、単純に免疫反応を促進し得るか（従って、免疫原性組成物として作用）又は防御的免
疫を付与（従ってワクチンとして作用）し得る。
【０１３２】
　従って、前述のように作製される、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分は
、医薬組成物としての使用のために適切な純度に精製され得る。一般に、精製組成物は、
組成物中に存在する全ての種の約８５％を超えて、存在する全ての種の約８５％、９０％
、９５％を超え、９９％以上を構成する１つの分子を有する。目的の種は、本質的に均一
となるまで（混入する種は、従来の検出法により組成物中で検出できない。）精製され得
、この場合、本組成物は、実質的に単一の種からなる。当業者は、本明細書の教示に照ら
して、精製のための標準技術、例えば、免疫アフィニティクロマトグラフィー、サイズ排
除クロマトグラフィーなどを用いて、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分又
はそれらの非共有結合性複合体を精製し得る。タンパク質の純度は、例えば、アミノ末端
アミノ酸配列分析、ゲル電気泳動及び質量分析を含む当業者にとって公知のいくつかの方
法を用いて決定され得る。
【０１３３】
　従って、上述の熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分及びこれらの非共有結
合性複合体を含む医薬組成物が提供される。ある態様において、１以上の医薬的に許容可
能な担体（添加剤）及び／又は希釈剤と共に処方される、医薬組成物の１以上の治療的有
効量を含む、医薬的に許容可能な組成物が提供される。別の態様において、ある実施形態
で、本医薬組成物は、そのまま又は、医薬的に許容可能な担体と混合されて投与され得、
また、その他の薬剤と組み合わせても投与され得る。従って、連結（併用）療法は、最初
に投与されたものの治療効果が、次のものが投与される際に完全には消失していないよう
に行われる、逐次、同時（ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ）及び個別の又は同時（ｃｏ－ａｄ
ｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）投与を含む。
【０１３４】
　本明細書に記載されるような、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分又はこ
れらの非共有結合性複合体は、様々な方法で対象に投与され得る。投与経路としては、全
身性、末梢、非経口、腸内、局所及び経皮（例えば徐放性ポリマー）が挙げられる。何ら
かのその他の従来の投与経路は、例えば、点滴もしくはボーラス注入又は上皮もしくは粘
膜を通じた吸収を使用することができる。さらに、本明細書中に記載の組成物は、生物学
的活性物質（例えばミョウバンなどのアジュバント）、界面活性剤（例えばグリセリド）
、賦形剤（例えばラクトース）、担体、希釈剤及びビヒクルなどのその他の医薬的に許容
可能な成分を含有し得、これらとともに又はこれらなしで投与され得る。さらに、本組成
物は、インビトロで抗原特異的免疫細胞を惹起し、拡大し、増殖させ、その後、対象に再
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導入させるために、エクスビボで対象から得られた白血球を刺激する手段として、使用さ
れ得る。
【０１３５】
　さらに、熱ショックタンパク質融合タンパク質は、このようなタンパク質配列をコード
する核酸をヒト対象においてインビボ発現させることによって投与され得る。このような
核酸の発現及びビオチン化成分との接触はまた、インビトロで抗原特異的免疫細胞を惹起
し、拡大し、増殖させ、続いて、対象に再導入するために、対象から得られた白血球を刺
激する手段として、エクスビボで行うこともできる。熱ショックタンパク質融合タンパク
質の発現を指示するために適切な発現ベクターは、現在当技術分野で使用される多数の様
々なベクターから選択することができる。高レベル発現をもたらすことができ、関心のあ
る遺伝子を変換するために効果的であるベクターが好ましい。例えば、組み換えアデノウ
ィルスベクターｐＪＭ１７（Ａｌｌら、Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　１：３６７－８４（
１９９４）；Ｂｅｒｋｎｅｒ　Ｋ．Ｌ．、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　６：６１６－２
４　１９８８）、第２世代アデノウィルスベクターＤＥ１／ＤＥ４（Ｗａｎｇ及びＦｉｎ
ｅｒ、Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　２：７１４－６（１９９６））又はアデノ関連
ウィルスベクターＡＡＶ／Ｎｅｏ（Ｍｕｒｏ－Ｃａｃｈｏら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒ
ａｐｙ　１１：２３１－７（１９９２））を使用することができる。さらに、組み換えレ
トロウィルスベクターＭＦＧ（Ｊａｆｆｅｅら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．５３：２２２１
－６（１９９３））又はＬＮ、ＬＮＳＸ、ＬＮＣＸ、ＬＸＳＮ（Ｍｉｌｌｅｒ及びＲｏｓ
ｍａｎ、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　７：９８０－９（１９８９））も使用し得る。ｐ
ＨＳＶ１（Ｇｅｌｌｅｒら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８７：８９５０
－４（１９９０）などの単純ヘルペスウィルスに基づくベクター又はＭＶＡ（Ｓｕｔｔｅ
ｒ及びＭｏｓｓ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８９：１０８４７－５１（
１９９２））などのワクシニアウィルスベクターを代替物として使用し得る。
【０１３６】
　プロモーター及び３’配列を含む、使用頻度の高い特異的発現単位は、プラスミドＣＤ
ＮＡ３（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、プラスミドＡＨ５、ｐＲＣ／ＣＭＶ（Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ）、ｐＣＭＵ　ＩＩ（Ｐａａｂｏら、ＥＭＢＯ　Ｊ．５：１９２１－１９２７（１
９８６））、ｐＺｉｐ－Ｎｅｏ　ＳＶ（Ｃｅｐｋｏら、Ｃｅｌｌ　３７：１０５３－１０
６２（１９８４））及びｐＳＲａ（ＤＮＡＸ、Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ、Ｃａ）で見出される
ものである。発現単位及び／又はベクターへの遺伝子導入は、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌ
ｏｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｓａｍｂｒｏｏｋ、Ｊ．ら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ、
Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓ（１９８９）；Ａｕｓｕｂｅｌ、Ｆ
．Ｍ．ら、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌ
ｏｇｙ、Ｇｒｅｅｎｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　ａｎｄ　Ｗｉｌ
ｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ（１９８９））のようなマニュアルに記載されるような
遺伝子工学技術を用いて遂行され得る。得られた発現可能な核酸は、この核酸を発現可能
な形態で細胞に置くことが可能な何らかの方法によって、例えば、前述のものなどウィル
スベクターの一部として、裸のプラスミド又はその他のＤＮＡとして又は標的とされるリ
ポソームもしくは赤血球ゴーストに封入して、ヒト対象の細胞に導入することができる（
Ｆｒｉｅｄｍａｎ、Ｔ．、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４４：１２７５－１２８１（１９８９）；
Ｒａｂｉｎｏｖｉｃｈ、Ｎ．Ｒ．ら、Ｓｃｉｅｎｃｅ．２６５：１４０１－１４０４（１
９９４））。形質導入法としては、組織及び腫瘍への直接注入、リポソーム遺伝子移入（
Ｆｒａｌｅｙら、Ｎａｔｕｒｅ　３７０：１１１－１１７（１９８０））、受容体介在エ
ンドサイトーシス（Ｚａｔｌｏｕｋａｌら、Ａｎｎ．Ｎ．Ｙ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．６６０
：１３６－１５３（１９９２））及び粒子ボンバードメント介在性遺伝子導入（Ｅｉｓｅ
ｎｂｒａｕｍら、ＤＮＡ　＆　Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．１２：７９１－７９７（１９９３）
）が挙げられる。
【０１３７】
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　本発明の組成物における、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分又はこれら
の非共有結合性複合体の量は、対象において有効な免疫刺激反応を生ずる量である。有効
量とは、投与されると、それが免疫反応を誘発するような量である。さらに、対象に投与
される、熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分又はこれらの非共有結合性複合
体の量は、用いられる熱ショックタンパク質融合物及びビオチン化成分、対象の体格、年
齢、体重、全身的健康状態、性別及び食餌を含む様々な因子ならびにその全身的免疫反応
性に依存して変動する。確立された用量範囲の調整及び操作は、十分に当業者の能力の範
囲内である。例えば、熱ショックタンパク質融合物、ビオチン化成分又はこれらの非共有
結合性複合体の量は、約１μｇから約１ｇ、好ましくは約１００μｇから約１ｇ及び約１
ｍｇから約１ｇであり得る。発現ベクターを含む組成物の有効量は、投与された場合に、
医薬組成物が向けられる抗原に対してそれが免疫反応を誘発するような量である。さらに
、対象に投与される発現ベクターの量は、発現される熱ショックタンパク質融合物、対象
の体格、年齢、体重、全身的健康状態、性別、及び食餌を含む様々な因子ならびにその全
般的な免疫学的反応性に依存して変動する。考慮する必要のあるさらなる因は、投与経路
及び使用されるベクターのタイプである。例えば、熱ショックタンパク質融合物をコード
する核酸を含むウィルスベクターを用いて予防的又は治療的処置が行われる場合、有効量
は、体重１ｋｇ当たり１０４から１０１２の範囲の、ヘルパー不含複製欠損ウィルスであ
り、好ましくは体重１ｋｇ当たり１０５から１０１１の範囲のウィルス、最も好ましくは
体重１ｋｇ当たり１０６から１０１０の範囲ウィルスである。
【０１３８】
　対象において免疫反応を誘発するための融合タンパク質及びビオチン化成分又はこれら
の非共有結合性複合体の有効量の決定は、特に本明細書で提供される詳細な開示に照らせ
ば、十分に当業者の能力の範囲内にある。
【０１３９】
　有効用量は、最初にインビトロアッセイから推定され得る。当技術分野で周知の技術を
用いて、例えば、動物モデルにおいて免疫反応の誘発を達成するための用量を処方し得る
。当業者は、動物データに基づき、ヒトへの投与を容易に最適化することができる。投与
量及び間隔は個別に調整し得る。例えば、ワクチンとして使用される場合、本発明のタン
パク質及び／又はろ過物（ｓｔｒａｉｎ）は、１－３６週間にわたり、約１から３回の投
薬で投与され得る。好ましくは、約３－４ヶ月の間隔で３回の投薬を行い、その後定期的
に免疫促進ワクチン接種物が投与され得る。代替的プロトコールが個々の患者に適切であ
り得る。適切な用量とは、上述のように投与される場合、少なくとも１－２年間にわたり
症状又は感染から患者を保護するために十分に、免疫付与された患者において免疫反応を
惹起することが可能である、タンパク質又はろ過物（ｓｔｒａｉｎ）の量である。
【０１４０】
　本組成物はまた、免疫反応を促進するアジュバントも含み得る。さらに、このようなタ
ンパク質は、注射時に、インビボでタンパク質のより遅い放出を引き起こすために、油状
乳液中でさらに縣濁され得る。処方における各成分の最適比は、当業者にとって周知の技
術によって決定され得る。
【０１４１】
　各種アジュバントの何れも、免疫反応を促進するために本発明のワクチンの中で使用さ
れ得る。殆どのアジュバントは、水酸化アルミニウム又は鉱油などの急速な代謝から抗原
を保護するために設計された物質及び脂質Ａ又は百日咳菌（ボルタデラ・ペルトゥシス、
Ｂｏｒｔａｄｅｌｌａ　ｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）などの免疫反応の特異的又は非特異的刺激
因子を含有する。適切なアジュバントは市販されており、これには、例えば、フロインド
の不完全アジュバント及びフロインドの完全アジュバント（Ｄｉｆｃｏ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｉｅｓ）及びＭｅｒｃｋアジュバント６５（Ｍｅｒｃｋ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ、
Ｉｎｃ．、Ｒａｈｗａｙ、Ｎ．Ｊ．）が含まれる。その他の適切なアジュバントとしては
、ミョウバン、生物分解性ミクロスフェア、モノホスホリル脂質Ａ、クウィルＡ（ｑｕｉ
ｌ　Ａ）、ＳＢＡＳ１ｃ、ＳＢＡＳ２（Ｌｉｎｇら、１９９７、Ｖａｃｃｉｎｅ　１５：
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１５６２－１５６７）、ＳＢＡＳ７、Ａｌ（ＯＨ）３及びＣｐＧオリゴヌクレオチド（Ｗ
Ｏ９６／０２５５５）が挙げられる。
【０１４２】
　本発明のワクチンにおいて、アジュバントは、Ｔｈ１型免疫反応を誘発し得る。適切な
アジュバント系としては、例えば、モノホスホリル脂質Ａ、好ましくは３－ｄｅ－Ｏ－ア
シル化モノホスホリル脂質Ａ（３Ｄ－ＭＰＬ）と、アルミニウム塩との組み合わせが挙げ
られる。促進系には、モノホスホリル脂質Ａとサポニン誘導体との組み合わせ、特にＷＯ
９４／００１５３に開示される、３Ｄ－ＭＬＰとサポニンＱＳ２１との組み合わせ、又は
、ＷＯ９６／３３７３９に開示される、ＱＳ２１がコレステローによって不活性化される
、より反応性の低い組成物が含まれる。以前の実験から、液性及びＴｈ１型細胞性免疫反
応両方の誘発における、３Ｄ－ＭＬＰ及びＱＳ２１の併用の、明確な相乗効果が証明され
た。水中油型エマルジョンにおいてＱＳ２１、３Ｄ－ＭＬＰ及びトコフェロールを含む、
特に強力なアジュバント形成がＷＯ９５／１７２１０に記載されており、これは処方物を
含み得る。
【０１４３】
　キット
　本発明は、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク質を発現させ
るか又は投与するためのキットを提供する。このようなキットは、ビオチン結合タンパク
質に融合させられた熱ショックタンパク質をコードする核酸から構成され得る。この核酸
は、プラスミド又はベクター、例えば、細菌プラスミド又はウィルスベクター中に含まれ
得る。その他のキットは、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタンパク
質を含む。さらに、本発明は、ビオチン結合タンパク質に融合させられた熱ショックタン
パク質を産生させ及び／又は精製するためのキットを提供する。このようなキットは、場
合によっては、本明細書中に記載のようなビオチン化成分又はビオチン化試薬を含み得る
。
【０１４４】
　本発明は、患者における感染性又は悪性疾患を予防又は治療するためのキットを提供す
る。例えば、キットは、上述の１以上の医薬組成物及び場合によってはそれらの使用のた
めの説明書を含み得る。またその他の実施形態において、本発明は、１以上の医薬組成物
及びこのような組成物の投与を遂行するための１以上の装置を含むキットを提供する。
【０１４５】
　キットの構成要素は、先述の方法の、手動での又は部分的もしくは完全自動化による実
施の何れかのために包装され得る。キットに関与するその他の実施形態において、それら
の使用のための説明書が提供され得る。
【０１４６】
　（実施例）
　本発明をここで全体的に説明してきたが、単に本発明のある態様及び実施形態の説明の
ために含まれるものであり、本発明を何ら限定するものではない、次の実施例を参照する
ことによって、本発明はより容易に理解されよう。
【０１４７】
　本発明の実施は、別段の断りがない限り、細胞生物学、細胞培養、分子生物学、トラン
スジェニック生物学、微生物学、組み換えＤＮＡ及び免疫学の従来技術を使用し、これら
は、当技術分野の技術の範囲内である。このような技術は文献に記載されている。例えば
、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第
２版、Ｓａｍｂｒｏｏｋ、Ｆｒｉｔｓｃｈ及びＭａｎｉａｔｉｓ（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ：１９８９）；ＤＮＡ　Ｃｌｏｎ
ｉｎｇ、Ｖｏｌｕｍｅｓ　Ｉ及びＩＩ（Ｄ．Ｎ．Ｇｌｏｖｅｒ編、１９８５）；Ｏｌｉｇ
ｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（Ｍ．Ｊ．Ｇａｉｔ編、１９８４）；Ｍｕ
ｌｌｉｓら、米国特許第４，６８３，１９５号；Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｈｙｂｒｉ
ｄｉｚａｔｉｏｎ（Ｂ．Ｄ．Ｈａｍｅｓ及びＳ．Ｊ．Ｈｉｇｇｉｎｓ編、１９８４）；Ｔ
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ｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ（Ｂ．Ｄ．Ｈａｍｅｓ及び
Ｓ．Ｊ．Ｈｉｇｇｉｎｓ編、１９８４）；Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｏｆ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌ
ｌｓ（Ｒ．Ｉ．Ｆｒｅｓｈｎｅｙ、Ａｌａｎ　Ｒ．Ｌｉｓｓ、Ｉｎｃ．、１９８７）；Ｉ
ｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ａｎｄ　Ｅｎｚｙｍｅｓ（ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ、１
９８６）；Ｂ．Ｐｅｒｂａｌ、Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｇｕｉｄｅ　Ｔｏ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ（１９８４）；ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｉｓｅ、Ｍｅｔｈｏｄｓ　
Ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｉｎｃ．、Ｎ．Ｙ．）；
Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｖｅｃｔｏｒｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｍｍａｌｉａｎ　Ｃｅｌｌ
ｓ（Ｊ．Ｈ．Ｍｉｌｌｅｒ及びＭ．Ｐ．Ｃａｌｏｓ編、１９８７、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）；Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏ
ｇｙ、Ｖｏｌｓ．１５４及び１５５（Ｗｕら編）、Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　Ｉｎ　Ｃｅｌｌ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｍａｙｅ
ｒ　ａｎｄ　Ｗａｌｋｅｒ編、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｌｏｎｄｏｎ、１９８７
）；Ｈａｎｄｂｏｏｋ　Ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ、Ｖｏ
ｌｕｍｅｓ　Ｉ－ＩＶ（Ｄ．Ｍ．Ｗｅｉｒ及びＣ．Ｃ．Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ編、１９８６
）；Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｏｕｓｅ　Ｅｍｂｒｙｏ（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒ
ｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　
Ｈａｒｂｏｒ、Ｎ．Ｙ．、１９８６）を参照のこと。
【実施例１】
【０１４８】
　ｉ）ＭＴＢｈｓｐ７０の作製
　所望の制限部位ＳｆｉＩを導入するために最初にベクターを修飾することによって、発
現ベクターｐＥＴ４５ｂ（＋）にＭＴＢｈｓｐ７０をサブクローニングした。この修飾に
よって、ＮｏｔＩ／ＸｈｏＩ部位でＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質の、及びＳｆｉＩ／Ｎｏ
ｔＩ部位でｓｃＦｖ、抗原、アビジンなどのその他のタンパク質の導入が可能となる（図
１）。この特定のアプローチは、ＭＴＢｈｓｐ７０のＣ末端で所望のタンパク質を導入す
るために修正され得る。Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｙｏｕｎｇ博士より提供されたＭＴＢｈｓｐ７
０プラスミドを使用して、図２に記載のように、それぞれ５’及び３’末端に制限部位Ｎ
ｏｔＩ及びＸｈｏＩを導入した。
【０１４９】
　制限酵素ＮｏｔＩ及びＸｈｏＩでの図２のレーン１で示される増幅されたＭＴＢｈｓｐ
７０断片の消化から、予想外に２つのバンドが見られた（図３）。配列決定分析から、Ｍ
ＴＢｈｓｐ７０が内部ＮｏｔＩ及びＳｆｉＩ制限部位を含有することが明らかになった。
これらは、図４で示されるストラテジーを用いて除去した。次に、コンピーテントＢＬ２
１（ＤＥ３）細菌を形質転換するために、結果的に得られるＭＴＢｈｓｐ７０ｐＥＴ－４
５ｂ（＋）コンストラクトを使用した。１ｍＭ　ＩＰＴＧを添加することにより、ＭＴＢ
ｈｓｐ７０の発現を誘導した。０．５のＯＤ６００になるまで３７℃でＬＢ培地中で細胞
を増殖させた。細胞を遠心して沈降させ、１ｍＭ　ＩＰＴＧを含有するＬＢ培地中で縣濁
し、指示温度で４時間増殖を継続した。細胞を分画化し、アリコートをＳＤＳ－ＰＡＧＥ
上で流し、タンパク質をクーマシーブルーで染色した。誘導細胞を３７℃で増殖させたと
き、ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質の大部分が不溶性封入体中で見られた。誘導後の増殖温
度を３０℃まで低下させることにより、大量の可溶性ＭＴＢｈｓｐ７０が産生された。コ
バルトスピンカラムを用いて、金属アフィニティークロマトグラフィー（ＭＡＣ）によっ
て、３０℃で増殖させたＢＬ２１（ＤＥ３）の可溶性及びペリプラズム分画中で見出され
るＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質の精製に成功した。０．５のＯＤ６００まで３７℃で細胞
を増殖させ、遠心沈降させた。１ｍＭ　ＩＰＴＧを含有する増殖培地中で細胞を縣濁し、
３０℃で４時間増殖させた。ＰｉｅｒｃｅからのＢ－ＰＥＲ試薬での可溶化からなる標準
的方法に従い、細胞を分画化した。
【０１５０】
　ｉｉ）ＭＴＢｈｓｐ７０－融合タンパク質の作製
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　ＭＴＢｈｓｐ７０－融合タンパク質の免疫刺激性特性を明らかにするために、オボアル
ブミンペプチド－ＭＴＢｈｓｐ７０及び２つのｓｃＦｖ－ＭＴＢｈｓｐ７０融合産物を構
築した。
【０１５１】
　ａ．Ｏｖａ－２５７－２６４－ＭＴＢｈｓｐ７０融合タンパク質。Ｙｏｕｎｇ博士のグ
ループは、オボアルブミンの免疫優性ペプチドが残基２５７－２６４（ＳＩＩＮＦＥＫＬ
）からなることを証明した。ＳｆｉＩ及びＮｏｔＩでＭＴＢｈｓｐ７０ｐＥＴ－４５ｂ（
＋）プラスミドを消化し、ＳｆｉＩ及びＮｏｔＩでも消化される免疫優性ペプチドをコー
ドするリンカーを導入することによって、ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ－末端領域にこのペプチ
ドを融合させた（図５）。結合（ライゲーション）時に、多くのコロニーが得られ、配列
決定によってそれらの独自性を確認した（図６）。ＭＴＢｈｓｐ７０で観察されるように
、Ｏｖａ－２５７－２６４－ＭＴＢｈｓｐ７０の誘導は、増殖温度が、ＩＰＴＧ誘導後、
３０℃で維持される場合、最適である。ＢＬ２１（ＤＥ３）の可溶性分画において、Ｏｖ
ａ２５４－２６４－ＭＴＢｈｓｐ７０の良好な発現が得られた。
【０１５２】
　ｂ．ｓｃＦｖ－ＭＴＢｈｓｐ７０融合タンパク質。ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ－末端にｓｃ
Ｆｖを融合させた。ヒトコンビナトリアルｓｃＦｖファージディスプレイライブラリを構
築し、オボアルブミン特異的なｓｃＦｖを選択するためにそれを使用した。その他のｓｃ
Ｆｖ、ＭＯＶ１８は、卵巣癌細胞で発現される高親和性葉酸受容体に対して特異的である
。クローニング法は、ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ末端でのＯｖａ２５４－２６４ペプチドの導
入に対して使用されるアプローチと同様である。このＳｆｉＩ／ＮｏｔＩ　ｓｃＦｖ部分
は、それらの個々のプラスミドから単離し、続いてＳｆｉＩ／ＮｏｔＩ消化した発現ベク
ターＭＴＢｈｓｐ７０　ｐＥＴ－４５ｂ（＋）に結合（ライゲーション）させた。抗オボ
アルブミンｓｃＦｖは、部位特異的突然変異誘発により除去されなければならないいくつ
かのナンセンス突然変異を有した。しかし、両コンストラクトを運ぶ細菌の誘導時に、Ｉ
ＰＴＧでの誘導の結果、本融合タンパク質が封入体中で発現されることが分かった。
【０１５３】
　ｉｉｉ）アビジン－リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０の作製
　リンカーエレメントへの及びＭＴＢｈｓｐ７０へのアビジンの融合は、自己集合性ワク
チンの作製のために使用され得る。これは、図７（リンカー部分がアビジンと熱ショック
タンパク質との間の線として示される。）で説明される。アビジンは、６８，０００の分
子量（従って各サブユニットは１７，０００ダルトン）のホモ四量体グリコシル化タンパ
ク質である。Ｍａｒｋｋｕ　Ｓ．Ｋｕｌｏｍａａ博士により記載される野生型（四量体）
又は単量体は、本明細書中で提供されるように作製され、使用され得る。これらの分子は
、図８のスキームに従い述べられる。アビジンの単量体は、５ヶ所のアミノ酸位置で野生
型とは異なる。これは図９で示される。各アビジンコンストラクトを組み立てるために、
一連のプライマー及びリンカーを使用した。
【０１５４】
　ＰＣＲに基づく突然変異誘発により、小さな突然変異を補正した。これは、単量体アビ
ジン（クローンＭ１）に対して為された２つの変化を示す図１０で示される。図１１で示
されるように、単量体及び野生型両方のアビジン－リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０コンスト
ラクトを得ることに成功した。両コンストラクトにより、Ｅ．コリＢＬ２１（ＤＥ３）に
おいて、ＩＰＴＧで誘導した際に、タンパク質が大量に産生されるようになる。しかし、
誘導されるアビジン－リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質は、殆ど封入体中で見られ
、これは、可溶化、変性され、再び折り畳まれ得る。
【０１５５】
　グアニジン塩酸塩及びＤＴＴでの変性後、過剰のＤＴＴを不活性化するシステインを含
有する４種類の異なる再折り畳み緩衝液（１）Ｔｗｅｅｎ４０、システイン；２）Ｔｗｅ
ｅｎ６０、システイン；３）ＣＴＡＢ、システイン；４）ＳＢ３－１４、システイン）中
でタンパク質を希釈する。３％ＣＡ溶液を添加した後、タンパク質を室温で一晩、再折り
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畳み処理する。再折り畳みのレベルを評価するために、再折り畳みタンパク質アリコート
をビオチン被覆ウェルに添加した。このようにして、正しく再び折り畳まれたアビジン－
リンカー－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質はそれらのウェルの底部に強く結合する。ＭＴＢ
ｈｓｐ７０に対するモノクローナル抗体を使用し、続いて、ホースラディッシュペルオキ
シダーゼ（ＨＲＰ）標識したヤギ抗マウス（Ｈ＋Ｌ）抗体を用いて結合抗ＭＴＢｈｓｐ７
０を検出することによって、プレート結合タンパク質の量を測定した。４５０ｎｍで光学
密度を記録し、％最大シグナルとして結果を表した。この結果は図１２で示される。各タ
ンパク質の適正な再折り畳みは、異なる条件に対する対象となる各タンパク質を含み得る
。これらのタンパク質の再折り畳みＭＴＢｈｓｐ７０部分の生物学的活性を評価するため
に、それらのＡＴＰ加水分解能を測定し得る。さらに、ＴＨＰ－１細胞でのＭＴＢｈｓｐ
７０の化学走性効果が測定され得る。
【実施例２】
【０１５６】
　ｍ／ｗアビジン－リンカー－Ｎ－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質の自己集合性及び生物学
的活性は次のように測定され得る：
　１）ＡＴＰａｓｅ活性の測定。ＭＴＢｈｓｐ７０のＮ末端部分は、ある種のアッセイ条
件下でＡＴＰを加水分解することが知られている。発明者らのｍ／ｗアビジン－リンカー
－Ｎ－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質の適正な再折り畳みは、市販の調製物及び発明者ら自
身のＭＴＢｈｓｐ７０のＡＴＰａｓｅ活性とそれらのＡＴＰａｓｅ活性を比較することに
より評価され得る。
【０１５７】
　２）化学走性アッセイ／ケモカイン産生の誘導の測定
　発明者らのｍ／ｗアビジン－リンカー－Ｎ－ＭＴＢｈｓｐ７０タンパク質のＭＴＢｈｓ
ｐ７０部分の適正な再折り畳みの別のアッセイは、細胞株ＴＨＰ－１からのＣＣケモカイ
ンをそれらが首尾よく誘導することである。単球細胞株ＴＨＰ－１のＭＴＢＨｈｓｐ７０
への曝露は、ＲＡＮＴＥＳ、ＭＩＰ－１α及びＭＩＰ－１βの産生を誘導することが知ら
れている。同様に、これらのケモカインは、化学走性活性を刺激するはずである。
【０１５８】
　３）自己集合性。再び折り畳まれたｍ／ｗアビジン－リンカー－Ｎ－ＭＴＢｈｓｐ７０
タンパク質はビオチンに結合する。自己集合性を明らかにするために、これらのタンパク
質の、ビオチン化分子との安定な複合体の形成能が明らかにされ得る。ビオチン化オボア
ルブミン及びビオチン化ｅＧＦＰへの結合が明らかにされ得る。抗ＭＴＢｈｓｐ７０及び
抗ビオチン化抗原との免疫沈降によって首尾よく集合したことが評価される。
【０１５９】
　４）免疫のインビボ誘導。ビオチン化オボアルブミン－ｍ／ｗアビジン－リンカー－Ｎ
－ＭＴＢｈｓｐ７０及びビオチン化Ｏｖａ２５７－２６４－ｍ／ｗアビジン－リンカー－
Ｎ－ＭＴＢｈｓｐ７０でのＣ５７ＢＬ／６マウスの免疫付与時に、ＣＤ８Ｔ細胞の活性化
を測定することによって、自己集合性ワクチンの免疫刺激活性が明らかにされ得る。
【実施例３】
【０１６０】
　ビオチン化ＨＲＰ及びビオチン化抗ＯＶＡ抗体と自己集合したアビジンとのＭＴＢＨＳ
Ｐ７０コンストラクト
　方法
　ｉ）プラスミドコンストラクト
　発現ベクターｐＥＴ４５ｂ（＋）にＭＴＢＨＳＰ７０をサブクローニングし、次にＮ末
端にＣＤ８特異的なオボアルブミンペプチド（ｏｖａ２５７－２６４）を連結させた。公
開配列に基づくアビジン及び単量体アビジンを集合させ、ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ－末端で
、発現ベクターｐＥＴ４５ｂ（＋）に連結させた。
【０１６１】
　ｉｉ）タンパク質発現及び精製
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　様々なコンストラクトでＥ．コリＢＬ２１（ＤＥ３）を形質転換し、ＩＰＴＧの添加に
より発現を誘導した。エンドトキシンを除去するために、ＴｒｉｔｏｎＸ－１１４（Ｓｉ
ｇｍａ）の存在下でＩＭＡＣによりタンパク質を精製した。
【０１６２】
　ｉｉｉ）免疫付与
　オボアルブミン又はＯｖａ２５７－２６４－Ｌ－ＭＴＢＨＳＰ７０を用いて皮下経由で
Ｃ５７ＢＬ／６雄マウスに免疫付与し、第３０日に屠殺した。
【０１６３】
　ｉｖ）結果判定
　ａ．インターフェロン－γ。２回の皮下免疫付与後、マウスを第３０日に屠殺し、脾臓
細胞を調製した。ブレフェルジンＡ（ｇｏｌｇｉ　ｐｌｕｇ）及びＯｖａ２５７－２６４

ペプチド又は無関係のペプチドの存在下で、脾臓細胞（２ｘ１０６個／ウェル）を３７℃
で４時間温置した。ＰＢＳ中の５％ＦＢＳで細胞を洗浄することによって温置を停止し、
次いで、細胞をＢＤのＣｙｔｏｆｉｘ／Ｃｙｔｏｐｅｒｍ溶液で透過処理した後、ＣＤ３
、ＣＤ４、ＣＤ８及びインターフェロン－γに対して染色を行った。フローサイトメトリ
ーにより細胞染色を評価し、Ｆｌｏｗ　Ｊｏを用いて分析した。
【０１６４】
　ｂ．五量体染色。上述のように細胞を処理し、さらに最初にＲ－ＰＥ結合組み換えマウ
スＭＨＣ五量体Ｈ－２Ｋｂ　ＳＩＩＮＦＥＫＬ（ＰＲＯＩＭＭＵＮＥより）で細胞を処理
した。
【０１６５】
　ｃ．自己集合。ＥＬＩＳＡに基づくアッセイを使用した。ビオチン化ホースラディッシ
ュペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）の様々な濃度と、精製され再折り畳まれたアビジン－ＭＴ
ＢＨＳＰ７０と、を混合した。この混合物をＨｉｓ－Ｇｒａｂプレート（Ｔｈｅｒｍｏ　
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）に添加し、ＰＢＳ０．１％Ｔｗｅｅｎ２０で洗浄することによっ
て未結合ビオチン化ＨＲＰを除去し、次いでＴＭＢを添加した。２０分後に反応を停止さ
せ、４５０ｎｍで結果を読み取った。
【０１６６】
　結果
　６ｘＨｉｓ－ＭＴＢＨＳＰ７０及び６ｘＨｉｓ－Ｏｖａ（２５７－２６４）－ＭＴＢＨ
ＳＰ７０融合タンパク質をＥ．コリＢＬ２１（ＤＥ３）細胞で発現させた。何れの場合も
、融合コンストラクトにおいてＮｏｔＩ-ＸｈｏＩ　ＭＴＢＨｓｐ７０断片を使用した。
ＩＰＴＧを添加することによってタンパク質発現を誘導した。細胞を溶解し、可溶性（＃
１及び＃４）、ペリプラズム（＃２及び＃５）及び封入体分画に分画化した。各分画から
のアリコートを４－１２％Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ　ＮＵＰＡＧＥゲル（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ
）上での変性ＳＤＳ－ＰＡＧＥに供した。
【０１６７】
　ｉ）Ｅ．コリにおいてＭＴＢＨＳＰ７０に連結されたアビジン及び単量体アビジンの発
現
　野生型アビジン（ｗアビジン）及び単量体アビジンを集合させ、ｐＥＴ４５ｂ（＋）に
クローニングした。ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ末端に連結された６ｘＨｉｓ－アビジンからな
る融合コンストラクトを調製した。Ｅ．コリＢＬ２１（ＤＥ３）を形質転換するために各
プラスミドコンストラクトを使用し、ＩＰＴＧにより発現を誘導した。
【０１６８】
　ｉｉ）免疫付与＃１
　次のように、第１及び１７日にＣ５７ＢＬ／６雄マウスに皮下経路で免疫付与し、第３
０日に屠殺した。
【０１６９】
　・オボアルブミン＋ＣＦＡ
　・オボアルブミン
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　・オボアルブミン＋ＭＴＢｈｓｐ７０
　・Ｏｖａｐｅｐｔｉｄｅ－ＭＴＢｈｓｐ７０
【０１７０】
　ｉｉｉ）結果判定
　ＣＤ８ペプチドＳＩＩＮＦＥＫＬ（Ｏｖａ２５７－２６４）で脾臓細胞を刺激した際の
インターフェロンγ産生を測定し、結果を図１６及び下記の表１で示す。
【０１７１】
【表１】

【０１７２】
　ｉｖ）免疫付与＃２
　免疫付与＃１に対して記載されたように、Ｃ５７ＢＬ／６マウス（雄）に皮下経路でに
免疫付与した。免疫付与群は次のとおりであった。
【０１７３】
　・群Ａ　ＣＦＡ＋オボアルブミン（３匹のマウス）
　・群Ｂ　ＣＦＡ＋Ｏｖａペプチド（２５７－２６４）（３匹のマウス）
　・群Ｃ　Ｏｖａペプチド－ＭＴＢｈｓｐ７０融合物（３匹のマウス）
　・群Ｄ　Ｏｖａペプチド＋ＭＴＢｈｓｐ７０（３匹のマウス）
　・群Ｅ　ＭＴＢｈｓｐ７０（３匹のマウス）
　・群Ｆ　食塩水　１匹のマウス
　ｖ）結果判定
　脾臓細胞を回収し、ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ８及びＨ－２Ｋｂ／ＳＩＩＮＦＥＫＬ（ＯＶ
Ａ）五量体（ＰｒｏＩｍｍｕｎｅより）で染色した。
【０１７４】
　ｖｉ）結論
　ＨＳＰ融合タンパク質コンストラクトを開発し、Ｅ．コリで発現させた。ＭＴＢＨＳＰ
７０のＮ末端へのＯｖａペプチド２５７－２６４の融合の結果、インターフェロン－γ産
生及びＨ－２Ｋｂ／ＳＩＩＮＦＥＫＬ（ＯＶＡ）染色により測定した場合、抗原特異的な
Ｔ細胞を拡張することに成功した。
【実施例４】
【０１７５】
　ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ又はＣ末端にアビジンを含むための修飾コンストラクト
　ｉ）自己集合性の測定
　Ｈｉｓ－ＧｒａｂプレートＥＬＩＳＡを用いて、ビオチン化ホースラディッシュペルオ
キシダーゼ（ＨＲＰ）との融合タンパク質アビジン－ＭＴＢＨＳＰ７０の自己集合性を評
価した。グアニジン塩酸塩で封入体を可溶化し、グアニジンの漸減濃度を含有する緩衝液
に対してゆっくりと透析した。Ｈｉｓ－Ｇｒａｂプレートに添加する前に、部分的に再び
折り畳まれたタンパク質をビオチン化ＨＲＰの様々な量と温置した。４５０ｎｍでプレー
トの読み取りを行った。
【０１７６】
　ｉｉ）自己集合性ワクチンの標的化の評価
　フローサイトメトリーにより自己集合性ワクチンの標的化を評価した。部分的に再び折
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り畳まれたアビジンＭＴＢＨＳＰ７０タンパク質をビオチン化抗オボアルブミン抗体と温
置し、複合体を磁性Ｈｉｓタグ特異的ビーズ上で捕捉した。過剰抗体の除去後、Ａｌｅｘ
ａ　Ｆｌｕｏｒ５５５標識オボアルブミンを添加した。Ｒ－ＰＥチャンネルでのフローサ
イトメトリーにより、試料を分析した。ビーズ単独と比較した場合、非常に弱い差異が観
察された。統計学的分析により、標的化された自己集合が確認された。
【０１７７】
　ｉｉｉ）結論
　ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ末端でのペプチド抗原又はアビジンの何れかからなる融合タンパ
ク質が首尾よく発現された。ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ末端にインフレームで融合されたＯｖ
ａペプチド（２５７－２６４）での免疫付与によって、インターフェロンγ産生及びＣＤ
８＋Ｔ細胞（五量体染色）の拡張により測定した場合、抗原特異的な免疫反応が誘導され
た。ＭＴＢＨＳＰ７０のＮ又はＣ末端でアビジンを発現するコンストラクトもまた設計し
、このようにして、ビオチン化された臨床的に関連のある抗体とのこのコンストラクトの
自己集合が可能となった。Ｅ．コリにおいてアビジン融合タンパク質が首尾よく発現され
たが、封入体では見られなかった。これらのタンパク質の再折り畳みはある程度成功し、
現在最適化されている。予備実験において、ビオチン化モノクローナル抗体とのＴＢＨＳ
Ｐ７０－アビジンの低効率自己集合が明らかとなった。
【０１７８】
【表２】

【０１７９】
　同等物
　本発明の具体的な実施形態を考察してきたが、上記明細書は、例示であり、限定するも
のではない。本願を見直せば、本発明の多くの変更が当業者にとって明らかとなろう。添
付の特許請求の範囲は、全てのかかる実施形態及び変更を主張するものであり、本発明の
範囲全体は、同等物及び明細書のそれらの範囲全体とともに、かかる変更とともに、特許
請求の範囲に対する参照により定められるべきである。
【０１８０】
　参考文献
　関連法は、発明者らによりＰＣＴ／ＵＳ２００７／０６１５５４で開示され、全体の内
容が参照により本明細書中に組み込まれる。ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ．のワー
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ルドワイドウェブ上でのＮａｔｉｏｎａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＮＣＢＩ）の公開データベースにおけるエントリー
に関連する受入番号を参照する何らかのポリヌクレオチド及びタンパク質配列もまた、そ
れらの全体において参照により組み込まれる。本願を通じて引用されるような、参考文献
、交付済み特許、公開又は非公開の特許出願を含む全ての引用参考文献の内容もまた、参
照により本明細書により明らかに組み込まれる。
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