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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することがで
きる、少なくとも２つのアミノ酸配列を含むか、又は本質的にこれらから成り、１０－８

モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌの解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと結合し、「ｄＡｂ」
又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸、又はＶＨＨ配列を含むがこれに限定されない
ナノボディの単一ドメイン抗体又は単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸のド
メイン抗体又はドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸から本質的に成り、ＲＡＮＫ
Ｌ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止する、多価のポリペプチド、化合物又は
構築物であって、
　少なくとも２つのアミノ酸配列が、下記のＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３配列：
・配列番号２００、
・配列番号３２４、及び
・配列番号４４８、
又は
・配列番号２０５、
・配列番号３２９、及び
・配列番号４５３、
を含む、
多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
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【請求項２】
　少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボディが、ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの
結合を調節、阻害及び／又は阻止する、請求項１に記載の多価のポリペプチド、化合物又
は構築物。
【請求項３】
　少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボディが、破骨細胞の分化及び／又は増
殖を阻止及び／又は阻害する、請求項１又は２に記載の多価のポリペプチド、化合物又は
構築物。
【請求項４】
　多価のポリペプチド、化合物又は構築物が、二価のポリペプチド、化合物若しくは構築
物又は三価のポリペプチド、化合物若しくは構築物である、請求項１～３のいずれか一項
に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項５】
　少なくとも２つのナノボディが、ＶＨＨ配列、部分ヒト化ＶＨＨ配列、完全ヒト化ＶＨ

Ｈ配列、ラクダ化重鎖可変ドメイン及び／又は親和性成熟を含む技法によって得られたナ
ノボディである、請求項１～４のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は
構築物。
【請求項６】
　アミノ酸配列及び／又はナノボディのＣＤＲ配列が、配列番号５７２のアミノ酸配列の
うちの少なくとも１つのＣＤＲ配列と、１００％のアミノ酸同一性を有する少なくとも２
つのアミノ酸配列及び／又はナノボディを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の多
価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項７】
　配列番号５７２及び５７７から成る群から選択される少なくとも２つのナノボディを含
む、請求項１～６のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項８】
　配列番号７４０～７４５、７５０～７５７及び配列番号７６５から成る群から選択され
るヒト化ナノボディである少なくとも２つのナノボディを含む、請求項１～７のいずれか
一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項９】
　配列番号７５９～７６２、配列番号７６８～７６９、及び配列番号７７２～７７３から
選択されるアミノ酸配列を含むか、又は本質的にこれらから成る、請求項１～８のいずれ
か一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項１０】
　多重特異性の構築物である、請求項１～９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド
、化合物又は構築物。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の化合物又は構築物が、１つ又は複数の他の基、残基
、部分又は結合単位をさらに含み、前記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位
が、それぞれ対応する請求項１～１０のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド自体と
比べて半減期を増大させる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の化合物又は構築物。
【請求項１２】
　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、前記１つ又は複数の他の基、残基、部
分又は結合単位が、血清タンパク質又はその断片、血清タンパク質と結合することができ
る結合単位、Ｆｃ部分、及び血清タンパク質と結合することができる低分子タンパク質か
ら成る群から選択される、請求項１１に記載の化合物又は構築物。
【請求項１３】
　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、前記１つ又は複数の他の基、残基、部
分又は結合単位が、ヒト血清アルブミン又はその断片から成る群から選択される、請求項
１２に記載の化合物又は構築物。
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【請求項１４】
　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、前記１つ又は複数の他の基、残基、部
分又は結合単位が、ヒト血清アルブミンを含む血清アルブミン又はＩｇＧを含む血清免疫
グロブリンと結合することができる結合単位から成る群から選択される、請求項１１に記
載の化合物又は構築物。
【請求項１５】
　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、前記１つ又は複数の他の基、残基、部
分又は結合単位が、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、単
一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄ
Ａｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はヒト血清アルブミンを含む血清アルブミン
若しくはＩｇＧを含む血清免疫グロブリンと結合することができるナノボディから成る群
から選択される、請求項１１に記載の化合物又は構築物。
【請求項１６】
　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、前記１つ又は複数の他の基、残基、部
分又は結合単位が、配列番号７９０または７９１から選択される、請求項１１に記載の化
合物又は構築物。
【請求項１７】
　以下の血清半減期を有する、請求項１１～１６のいずれか一項に記載の化合物又は構築
物：
・それぞれ対応する多価のポリペプチド、化合物又は構築物自体の半減期よりも少なくと
も１．５倍、少なくとも２倍、少なくとも５倍、少なくとも１０倍、又は２０倍を超えて
大きい血清半減期；及び／又は
・それぞれ対応する多価のポリペプチド、化合物又は構築物自体の半減期に比べて、１時
間を超えて、２時間を超えて、６時間を超えて、１２時間を超えて、又はさらに２４時間
、４８時間若しくは７２時間を超えて増大している血清半減期。
【請求項１８】
　少なくとも１２時間、少なくとも２４時間、少なくとも４８時間、少なくとも７２時間
以上、少なくとも５日（５日～１０日）、少なくとも９日（９日～１４日）、少なくとも
１０日（１０日～１５日）、若しくは少なくとも１１日（１１日～１６日）、少なくとも
１２日（１２日～１８日）、又は１４日超（１４日～１９日）のヒトにおける血清半減期
を有する、請求項１１～１７のいずれか一項に記載の化合物又は構築物。
【請求項１９】
　配列番号７５９～７６０から選択されるアミノ酸列を含むか、又は本質的にこれらから
成る、請求項１～１８のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物をコー
ドする、核酸又はヌクレオチド。
【請求項２１】
　遺伝子構築物の形態である、請求項２０に記載の核酸又はヌクレオチド。
【請求項２２】
　宿主又は宿主細胞であって、請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチ
ド、化合物又は構築物を発現する、又は好適な環境下で発現することができる、及び／又
は請求項２０に記載の核酸又はヌクレオチド、又は請求項２１に記載の遺伝子構築物を含
む、宿主又は宿主細胞。
【請求項２３】
　組成物であって、請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物
又は構築物、又は請求項２０若しくは２１に記載の核酸又はヌクレオチドの少なくとも１
つを含む、組成物。
【請求項２４】
　薬学的組成物である、請求項２３に記載の組成物。
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【請求項２５】
　薬学的に許容可能な担体、希釈剤、又は賦形剤及び／又はアジュバントをさらに含み、
且つ任意で１つ又は複数のさらなる薬学的に有効なポリペプチド及び／又は化合物を含む
、薬学的組成物である、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
　多価のポリペプチド、化合物又は構築物をコードする核酸又はヌクレオチドの発現によ
って得られる請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構
築物の製造方法であって、少なくとも以下の工程を含む：
　－好適な宿主細胞若しくは宿主生物において、又は別の好適な発現系において、請求項
２０に記載の核酸又はヌクレオチド、又は請求項２１に記載の遺伝子構築物を発現する工
程；または
　－請求項２２に記載の宿主又は宿主細胞が、多価のポリペプチド、化合物又は構築物を
コードする核酸又はヌクレオチドの発現によって得られる請求項１～１９のいずれか一項
に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物の少なくとも１つを発現及び／又は産生
するような条件下で、前記宿主又は前記宿主細胞を培養及び／又は維持する工程；
と、任意でその後に
　－このようにして得た多価のポリペプチド、化合物又は構築物をコードする核酸又はヌ
クレオチドの発現によって得られる請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペ
プチド、化合物又は構築物を単離及び／又は精製する工程。
【請求項２７】
　少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療するための薬学的組成物の製
造における、請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構
築物の使用。
【請求項２８】
　治療に使用するための請求項１～１９のいずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化
合物又は構築物。
【請求項２９】
　少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療するための請求項１～１９の
いずれか一項に記載の多価のポリペプチド、化合物又は構築物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（本明細書で規定のように）核因子κＢリガンド（ＲＡＮＫ－Ｌ、腫瘍壊死
因子関連活性化誘導性サイトカイン（ＴＲＡＮＣＥ）、破骨細胞分化因子（ＯＤＦ）、オ
ステオプロテゲリン（osteoprotegerin：破骨細胞分化抑制因子）リガンド（ＯＰＧ－Ｌ
）又は腫瘍壊死因子スーパーファミリー成員１１（ＴＮＦＳＦ１１）とも呼ばれる）の受
容体活性化因子に指向性を有するアミノ酸配列、並びに１つ又は複数のこのようなアミノ
酸配列を含むか、又は本質的にこれらから成る化合物又は構築物、特にタンパク質及びポ
リペプチドに関する（それぞれ本明細書中で、「本発明のアミノ酸配列」、「本発明の化
合物」、及び「本発明のポリペプチド」とも称される）。
【０００２】
　本発明は、このようなアミノ酸配列及びポリペプチドをコードする核酸（本明細書中で
「本発明の核酸」又は「本発明のヌクレオチド配列」とも称される）、このようなアミノ
酸配列及びポリペプチドを調製する方法、このようなアミノ酸配列又はポリペプチドを発
現するか、又は発現することが可能な宿主細胞、このようなアミノ酸配列、ポリペプチド
、核酸及び／又は宿主細胞を含む組成物、特に薬学的組成物、並びに特に本発明で言及す
る予防目的、治療目的又は診断目的のような予防目的、治療目的又は診断目的のためのこ
のようなアミノ酸配列若しくはポリペプチド、核酸、宿主細胞及び／又は組成物の使用に
も関する。
【０００３】
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　本発明の他の態様、実施の形態、利点及び用途は、本明細書中のさらなる記載から明ら
かになる。
【背景技術】
【０００４】
　骨の再形成（Remodelling）（代謝回転）は成人の骨格が連続して吸収（除去）及び形
成（置換）されるプロセスである。骨再形成は、骨芽細胞による骨基質の合成と、破骨細
胞による骨基質の吸収とを包含する。造血細胞由来の破骨細胞は、骨組織を吸収する能力
がある、特有な形態の組織マクロファージである。骨芽細胞は、骨コラーゲンを分泌する
能力がある特殊な線維芽細胞である。骨形成プロセスと骨吸収プロセスとを結び付けるこ
れらの骨細胞の活性には優れた共調性がある。
【０００５】
　骨再形成は、ＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫと、ＲＡＮＫ－Ｌデコイ受容体ＯＰＧとの間の平
衡によって制御される。ＲＡＮＫ－Ｌ及びその受容体ＲＡＮＫは、破骨細胞の発生及び活
性化に必須である。分泌タンパク質であるＯＰＧは、破骨細胞成熟及び破骨細胞活性化の
効果的な阻害因子である。通常の骨恒常性では、ＲＡＮＫ－Ｌ及びＯＰＧは、単球前駆体
からの破骨細胞の生成を強く制御するサイトカイン軸（axis）に関与する。骨芽細胞及び
骨髄間質細胞によって発現されるＲＡＮＫ－Ｌは、その機能的受容体であるＲＡＮＫと結
合し、前駆細胞からの破骨細胞の分化と、成熟破骨細胞の増殖及び活性とを刺激する。骨
芽細胞、間質細胞、樹状細胞及び巨核球によって発現されるＯＰＧは、ＲＡＮＫ－Ｌに対
する可溶性のデコイ受容体として作用することによってこのプロセスを制限する。
【０００６】
　ＴＮＦファミリー分子であるＲＡＮＫ－Ｌは、ヒト染色体１３ｑ１４の単一遺伝子（ｒ
ａｎｋｌ）によってコードされる。ＲＡＮＫ－ＬのｍＲＮＡは、骨及び骨髄、並びにリン
パ組織（リンパ節、胸腺、脾臓、胎児肝臓、及びパイエル板）において最も高いレベルで
発現する（非特許文献１、非特許文献２、非特許文献３、非特許文献４）。ＲＡＮＫ－Ｌ
のｍＲＮＡのオルタナティブスプライシングによって、３１６個若しくは２７０個のアミ
ノ酸のＩＩ型膜貫通糖タンパク質として、又は２４３個のアミノ酸の可溶性リガンドとし
ての発現が可能になる（非特許文献５、非特許文献６）。またＲＡＮＫ－Ｌは、ＴＮＦ－
α転換酵素を含むメタロプロテイナーゼによって、その膜結合状態から放出され得る（非
特許文献７）。ＲＡＮＫ－Ｌの４つのアイソフォーム全てが破骨細胞形成を誘発すること
が可能な三量体分子に結び付く。
【０００７】
　前破骨細胞で発現するＲＡＮＫ（ＴＲＡＮＣＥ－Ｒ、ＯＤＡＲ、又はＴＮＦＲＳＦ１１
Ａとしても知られるＮＦκＢの受容体活性化因子）は、ＲＡＮＫ－Ｌに対するこれらの細
胞での唯一の受容体である（非特許文献８）。ＲＡＮＫ－ＬによるＲＡＮＫ活性化に続い
て、ＴＮＦ受容体関連（ＴＲＡＦ）ファミリー成員との相互作用、核因子（ＮＦ）－κＢ
及びｃ－Ｆｏｓ、ＪＮＫ、ｃ－ｓｒｃ、及びセリン／スレオニンキナーゼＡｋｔ／ＰＫＢ
の活性化が起こる（非特許文献１、非特許文献９）。
【０００８】
　ＯＰＧ（オステオプロテゲリン、破骨細胞形成阻害因子（ＯＣＩＦ）としても知られる
「骨の保護因子」）は、ＴＮＦ受容体ファミリーと相同性があり、活性化骨芽細胞によっ
て産生及び放出される（非特許文献１０）、可溶性で１１０ｋＤａのジスルフィド結合し
たホモ二量体糖タンパク質であり、ＲＡＮＫ－Ｌに対するデコイ受容体として機能し、且
つＲＡＮＫ－Ｌ結合に対してＲＡＮＫと競合する。結果として、ＯＰＧは破骨細胞成熟及
び破骨細胞活性化の効果的な阻害因子であり（非特許文献１０、非特許文献３、非特許文
献５）、これにより骨吸収が低減する。
【０００９】
　骨形成及び骨破壊の媒介因子としてのＯＰＧ／ＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫ系のより詳細な
概説は、非特許文献１１、非特許文献１２、非特許文献１３及び非特許文献１４で表され
ている。
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【００１０】
　幾つかの骨障害が、骨再形成活性の吸収成分と形成成分との間の不均衡（骨恒常性の解
離）がある際に起こる。破骨細胞活性と骨芽細胞活性との間の不均衡は、例えばＯＰＧと
ＲＡＮＫ－Ｌとの間の均衡変化等の炎症因子及び成長因子の広範のホルモン変化又は摂動
によって起こり得る。骨吸収が骨形成よりも強いと、経時的に骨が純減少する。これによ
り最終的には、骨量低下（骨減少症）又は骨粗鬆症になるおそれがある。骨形成が骨吸収
を上回ると、骨量が純増加する（骨化石症）。
【００１１】
　より高いＲＡＮＫ－Ｌ、より低いＯＰＧ又は両方による過度の骨減少又は骨破壊は、閉
経後骨粗鬆症（非特許文献１５、非特許文献１６、非特許文献１７）、原発性副甲状腺機
能高進症（非特許文献１８、非特許文献１９）、骨のパジェット病（非特許文献２０）、
転移性骨疾患（非特許文献２１）、骨髄腫（非特許文献２２）、関節リウマチ（非特許文
献２３）及び幾つかの他の代謝性又は炎症性骨関節障害（非特許文献２４、非特許文献２
５）を含む多くの疾患状態に関与している。
【００１２】
　骨折の危険性を低減する薬剤が１０年以上も前から市販されている。抗異化薬（Antica
tablolicdrug）（エストロゲン、ビスホスフォネート、カルシトニン及び選択的エストロ
ゲン受容体モジュレーター）は骨吸収を低減し、組換えヒト副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）
等の同化薬は骨形成及び骨の大きさを増大させる。ビスホスフォネート群の薬剤は、骨粗
鬆症の治療に最も頻繁に使用されるものである。この薬剤群は一般的には非常に安全であ
るが、経口服用が複雑であり、わずかの割合の臨床診療患者での胃腸有害事象に関連して
いる。臨床試験は、静脈内のビスホスフェート服用間隔の増大を評価することである。
【００１３】
　近年、骨粗鬆症のような骨疾患及び骨障害の発症において中心となる調節因子としてＯ
ＰＧ／ＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫ系が発見されたことによって、治療剤に対する特有の標的
が与えられる。実験動物及びヒトにおいて、投与形態のＯＰＧが、破骨細胞活性を顕著に
阻害し、且つ骨強度を改善した（非特許文献２６、非特許文献２７、非特許文献１３、非
特許文献１４）。ヒトでの初期研究において、ＲＡＮＫ－Ｌ（デノスマブ）に対する完全
なヒト抗体が、骨代謝回転を低減し、骨密度を改善した（非特許文献２８、非特許文献２
９、非特許文献１４、非特許文献２５、非特許文献３０）。しかしながら、このような完
全抗体は、高い生産コスト、低い安定性及びその大きいサイズ（例えばこれにより或る特
定の隠れた（hidden）エピトープへの接近が妨げられる）等のフルサイズの抗体の欠点に
直面する。
【００１４】
　ナノボディは、従来の４鎖抗体よりも強力で、且つ安定性があり、これによって（１）
剤形を小さくし、投与頻度を少なくすることで、副作用を小さくし、また（２）安定性を
向上させることで、静脈内経路の他に経口経路又は皮下経路及び徐放製剤を含む投与経路
が広範に選択される。
【００１５】
　サイズが小さいために、ナノボディには、膜を通過することができると共に、他のより
大きいポリペプチド及びタンパク質に接近できない生理学的な（physicological）コンパ
ートメント、組織及び器官に浸透することができる能力がある。ナノボディは、例えば骨
基質に容易に浸透することができ、骨疾患及び骨障害の治療に適したものになる。
【００１６】
　また大きさが小さいナノボディは、多価又は多重特異性のポリペプチドへの操作にも理
想的に適したものになる。ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の１つのサブユニットのみと結合すること
ができる完全な抗体とは対照的に、二価又は三価のポリペプチド（それぞれ、ＲＡＮＫ－
Ｌに対する２つ又は３つのナノボディに基づく）はそれぞれ、三量体ＲＡＮＫ－Ｌ分子の
２つ又は３つのサブユニット上で結合することが可能であり、そのより高い効力のために
有益であり得る。
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【発明の概要】
【００１８】
　本発明のアミノ酸配列、ポリペプチド及び組成物は概して、ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫと
の結合を調節、特に阻害及び／又は阻止するのに、及びしたがってＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮ
Ｋ及び／又はＯＰＧによって媒介されるシグナル伝達を調節、特に阻害及び／又は阻止す
るのに、ＲＡＮＫ－Ｌ及び／又はＲＡＮＫが関与する生物学的経路を調節するのに、及び
／又はこのようなシグナル伝達又はこれらの経路に関連する、生物学的機構、応答及び効
果を調節するのに使用することができる。ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの結合、及び／又は
ＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び／又はＯＰＧによって媒介されるシグナル伝達が、同じ条件
下であるが本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドの非存在下での、ＲＡＮ
Ｋ－ＬとＲＡＮＫとの結合、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び／又はＯＰＧによっ
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て媒介されるシグナル伝達に比べて、少なくとも１％、好ましくは少なくとも５％、例え
ば少なくとも１０％又は少なくとも２５％、例えば少なくとも５０％、少なくとも６０％
、少なくとも７０％、少なくとも８０％、又は９０％以上、阻害及び／又は阻止され得る
。
【００１９】
　本発明の別の態様において、本発明のアミノ酸配列、ポリペプチド及び組成物は、ＲＡ
ＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合を調節、特に阻害及び／又は阻止するのに、及びしたがってＲ
ＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び／又はＯＰＧによって媒介されるシグナル伝達を調節（阻害及
び／又は阻止又は促進）するのに、ＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び／又はＯＰＧが関与する
生物学的経路を調節するのに、及び／又はこのようなシグナル伝達又はこれらの経路に関
連する、生物学的機構、応答及び効果を調節するのに使用することができる。本発明のア
ミノ酸配列、ポリペプチド及び組成物は、ＲＡＮＫ－Ｌ及び／又はこのようなシグナル伝
達のアゴニスト又はアンタゴニストであり得る。これらは、ＯＰＧと同じようにＲＡＮＫ
／ＲＡＮＫ－Ｌ媒介性シグナル伝達を阻害することができるか、又はこれらは、ＯＰＧが
ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ媒介性シグナル伝達を阻害するのを完全に又は部分的に阻止する
ことができる。ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び
／又はＯＰＧによって媒介されるシグナル伝達が、同じ条件下であるが本発明のアミノ酸
配列、ナノボディ又はポリペプチドの非存在下での、ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合、及
び／又はＲＡＮＫ－Ｌ、ＲＡＮＫ及び／又はＯＰＧによって媒介されるシグナル伝達に比
べて、少なくとも１％、好ましくは少なくとも５％、例えば少なくとも１０％又は少なく
とも２５％、例えば少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくと
も８０％、又は９０％以上、阻害及び／又は阻止され得る。
【００２０】
　本発明の別の態様において、本発明のアミノ酸配列、ポリペプチド及び組成物は、破骨
細胞の分化及び／又は増殖を調節（阻害及び／又は阻止又は促進）するのに使用すること
ができる。破骨細胞の分化及び／又は増殖がそれぞれ、同じ条件下であるが本発明のアミ
ノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドの非存在下での、破骨細胞の分化及び／又は増殖
に比べて、少なくとも１％、好ましくは少なくとも５％、例えば少なくとも１０％又は少
なくとも２５％、例えば少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少な
くとも８０％、又は９０％以上、増大又は低減され得る。
【００２１】
　本発明の別の態様において、本発明のアミノ酸配列、ポリペプチド及び組成物は、骨再
形成を調節するのに使用することができる。骨再形成が、同じ条件下であるが本発明のア
ミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドの非存在下での、骨再形成に比べて、少なくと
も１％、好ましくは少なくとも５％、例えば少なくとも１０％又は少なくとも２５％、例
えば少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、又は
９０％以上、調節され得る。
【００２２】
　このようにして、本発明のポリペプチド及び組成物は、骨疾患及び骨障害の予防及び治
療（本明細書中で規定）に使用することができる。一般的に「骨疾患及び骨障害」は、本
発明のポリペプチド又は組成物のいずれかを（特にそれらの薬学的に活性のある量）、及
び／又はＲＡＮＫ－Ｌ、又はＲＡＮＫ－Ｌが関与する生物学的経路若しくは機構に対して
活性がある既知の活性成分を（特にそれらの薬学的に活性のある量）、それを必要とする
（即ち疾患若しくは障害、又はそれらの少なくとも１つの症状を有するか、及び／又は疾
患若しくは障害を誘発又は発症する危険性がある）被験体に好適に投与することによって
それぞれ、予防及び／又は治療することができる疾患及び障害として定義することができ
る。
【００２３】
　骨疾患及び骨障害は、骨形成及び骨吸収の調節に関与する疾患及び障害を包含する。骨
の純減少（骨吸収が骨形成を上回る）を特徴とする骨疾患及び骨障害は、骨減少症（osto
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penia）、骨粗鬆症及び骨溶解症を含む骨減少性障害とも称され、ＲＡＮＫ－Ｌによって
媒介される過剰及び／又は不要のシグナル伝達を特徴とする。ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫと
の結合を調節、特に阻害及び／又は阻止する本発明のポリペプチド及び組成物は、アンタ
ゴニストとして作用し、骨の純減少を特徴とする骨疾患及び骨障害の予防及び治療（本明
細書中で規定）に一般的に使用される。また、ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合を調節、特
に阻害及び／又は阻止する本発明のポリペプチド及び組成物は、アンタゴニストとして作
用することができ、骨の純減少を特徴とする骨疾患及び骨障害の予防及び治療（本明細書
中で規定）に一般的に使用される。
【００２４】
　骨量の純増加を特徴とする骨疾患及び骨障害は骨化石症と呼ばれ、ＲＡＮＫ－Ｌによっ
て媒介される弱いシグナル伝達を特徴とする。ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合を調節、特
に阻害及び／又は阻止する本発明のポリペプチド及び組成物は、アゴニストとして作用す
ることができ、骨量の純増加を特徴とする骨疾患及び骨障害の予防及び治療（本明細書中
で規定）に一般的に使用される。
【００２５】
　このような骨疾患及び骨障害の例は、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らか
であり、例えば以下の疾患及び障害が挙げられる：骨粗鬆症（非特許文献１４）、例えば
これらに限定されないが、原発性骨粗鬆症、内分泌性骨粗鬆症（例えば、これらに限定さ
れないが、甲状腺機能高進症、副甲状腺機能高進症（Anandarajah and Schwarz 2006, J.
 Cell Biochem. 97: 226-232）、クッシング症候群、及び末端肥大症）、遺伝型及び先天
型の骨粗鬆症（例えば、これらに限定されないが、骨形成不全症、ホモシスチン尿症、メ
ンケス症候群、ライリー・デイ症候群）、四肢の運動不足による骨粗鬆症、グルココルチ
コイド誘導性骨粗鬆症（非特許文献２４、非特許文献１４、Anandarajah andSchwarz 200
6, J. Cell Biochem. 97: 226-232）並びに閉経後骨粗鬆症（非特許文献１４）；（若年
性又は家族性）パジェット病（Cundy et al. 2002, Hum. Mol. Genet. 11: 2119-2127、W
hyte et al. 2002, J. Bone Miner. Res. 17: 26-29、Whyte et al. 2002, N. Engl. J. 
Med. 347: 175-184、Johnson-Pais et al. 2003, J. Bone Miner Res. 18: 376-380、Ana
ndarajah and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232、Anandarajah and Schwarz
 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232）；骨髄炎、即ち骨減少をもたらす骨の感染病変
；高カルシウム血症（Anandarajah and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232）
、例えば、これらに限定されないが、固形腫瘍が生じる高カルシウム血症（例えば、これ
らに限定されないが、胸部、肺及び腎臓）及び血液悪性腫瘍（例えば、これらに限定され
ないが、多発性骨髄腫（Sordillo and Pearse 2003, Cancer 97 （3 Suppl）: 802-812、
Vanderkerken et al. 2003, CancerRes. 63: 287-289）、リンパ腫及び白血病）、特発性
高カルシウム血症、甲状腺機能高進症及び腎機能障害に関連する高カルシウム血症；骨減
少、例えばこれらに限定されないが、手術後の骨減少症、ステロイド投与によって誘導さ
れる骨減少症、小腸及び大腸の障害に関連する骨減少症、慢性の肝疾患および腎疾患に関
連する骨減少症；骨壊死、即ち骨細胞死、例えばこれらに限定されないが、外傷に関連す
る骨壊死、ゴーシェ病に関連する骨壊死、鎌状赤血球貧血に関連する骨壊死、全身性エリ
テマトーデスに関連する骨壊死、関節リウマチに関連する骨壊死、歯周病に関連する骨壊
死、溶骨性転移に関連する骨壊死、及び他の症状に関連する骨壊死；乾癬性関節炎、関節
リウマチ、関節リウマチに関連する軟骨の減少及び関節の侵食等の関節障害に関連する骨
減少（非特許文献１３、Anandarajah and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232
）；関節炎（非特許文献１３）、例えば炎症性関節炎（非特許文献１４）、コラーゲン誘
導性関節炎（非特許文献１３）；プロテーゼ周囲骨溶解（非特許文献１４、Anandarajah 
and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232）；癌関連骨疾患（非特許文献１４）
；アロマターゼ阻害剤療法に関連する骨減少（非特許文献２５）；アンドロゲン枯渇療法
に関連する骨減少（非特許文献２５）；骨転移に関連する骨減少；成人白血病及び小児白
血病、癌転移、自己免疫、及び様々なウイルス感染等の免疫系関与を有する疾患に関連す
る骨減少（非特許文献１２）、成人白血病及び小児白血病等の骨減少性障害（Oliveri et
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 al.1999, Henry Ford Hosp. Med. 39: 45-48）、Ｃ型肝炎又はＨＩＶ等の慢性感染症（S
tellon et al. 1985, Gastroenterology 89: 1078-1083）、糖尿病等の自己免疫障害（Pi
epkorn et al. 1997, Horm. Metab. Res. 29: 584-91）、及び紅斑性狼瘡（Seitz et al.
 1985, Ann. Rheum Dis. 44: 438-445）、喘息等のアレルギー疾患（Ebeling et al. 199
8, J. Bone Min. Res. 13: 1283-1289）、乳癌等の多発性癌における溶解性骨転移（Cole
man 1998, Curr. Opin. Oncol. 10 （Suppl 1）: 7-13）；前立腺癌；骨髄腫骨疾患（Ana
ndarajah and Schwarz2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232）；歯周感染症（Anandaraja
h and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-232）；拡張骨格性（Expansile skelet
al）高ホスファターゼ症（Anandarajahand Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 226-23
2）；骨転移（非特許文献２５、Anandarajah and Schwarz 2006, J. Cell Biochem. 97: 
226-232）。
【００２６】
　また、本発明のアミノ酸配列、化合物及び／又はポリペプチドによるＲＡＮＫ－Ｌ／Ｒ
ＡＮＫ／ＯＰＧ経路における不均衡に関連する他の疾患及び障害の予防及び／又は治療が
、本発明の範囲内に包含される。このような疾患及び障害としては、骨粗鬆症、炎症状態
、自己免疫状態、喘息、関節リウマチ、多発性硬化症、多発性骨髄腫（Sordillo and Pea
rse 2003, Cancer 97 （3 Suppl）: 802- 812、Vanderkerken et al. 2003, CancerRes. 
63: 287-289）、血管疾患（Anandarajah and Schwarz 2006, J.Cell Biochem. 97: 226-2
32）及び心臓血管疾患（非特許文献２５）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００２７】
　また、本発明のアミノ酸配列、化合物及び／又はポリペプチドによる遅発性骨化石症、
先天性骨化石症及び大理石骨病等の骨化石症に関連する疾患及び障害の予防及び／又は治
療が、本発明の範囲内に包含される。
【００２８】
　特に、本発明のポリペプチド及び組成物は、ＲＡＮＫ－Ｌが関与する経路（複数可）に
よって媒介される骨疾患及び骨障害の予防及び治療に使用することができる。このような
骨疾患及び骨障害の例も、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らかである。
【００２９】
　したがってこれに限定されないが、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは例えば、
ＲＡＮＫ－Ｌ媒介シグナル伝達を調節することができる活性成分（例えば上記の従来技術
で言及されるもの）で現在予防又は治療されている全ての疾患及び障害を予防及び／又は
治療するのに使用することができる。本発明のポリペプチドは、このような活性成分によ
る治療が現在展開中であるか、提案されているか、又は将来提案若しくは展開予定である
全ての疾患及び障害を予防及び／又は治療するのに使用することができることも予想され
る。また、本明細書でさらに記載される有利な特性から、本発明のポリペプチドは、これ
らの既知の活性成分が現在使用中か又は提案若しくは展開予定であるもの以外の疾患及び
障害の予防及び治療に使用してもよいこと、及び／又は本発明のポリペプチドは、本明細
書に記載の疾患及び障害を治療する新規の方法及びレジメンを提供し得ることが予想され
る。
【００３０】
　したがって、これらに限定されないが、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは例え
ば、現在デノスマブによって予防又は治療されている疾患及び障害の全てを予防及び／又
は治療するのに使用することができる。
【００３１】
　本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドの他の用途及び使用は、本明細書のさらなる開
示から当業者にとって明らかになる。
【００３２】
　概して、本発明の目的は、骨疾患及び骨障害、並びに本明細書で言及されるさらなる疾
患及び障害の診断、予防及び／又は治療に使用することができる、薬学的に活性な作用物
質、及びこれを含む組成物を提供すること、並びにこのような作用物質及び組成物の投与
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及び／又は使用を伴う、このような疾患及び障害を診断、予防及び／又は治療する方法を
提供することである。
【００３３】
　具体的には本発明の目的は、現在当該技術分野で使用されている、及び／又は既知の作
用物質、組成物及び／又は方法に比べて或る特定の利点を有するような薬理学的に活性な
作用物質、組成物及び／又は方法を提供することである。これらの利点は、以下のさらな
る記載から明らかになる。
【００３４】
　より具体的には本発明の目的は、骨疾患及び骨障害並びに本明細書で言及されるさらな
る疾患及び障害の診断、予防及び／又は治療に、薬理学的に活性な作用物質、及びこれを
含む組成物として使用することができる治療タンパク質を提供すること、並びにこのよう
な治療タンパク質及び組成物の投与及び／又は使用を伴うような疾患及び障害を診断、予
防及び／又は治療する方法を提供することである。
【００３５】
　したがって本発明の特定の目的は、（本明細書に規定の）ＲＡＮＫ－Ｌ、具体的には温
血動物由来のＲＡＮＫ－Ｌ、より具体的には哺乳動物由来のＲＡＮＫ－Ｌ、特にヒトＲＡ
ＮＫ－Ｌに指向性があるアミノ酸配列を提供すること、並びに少なくとも１つのこのよう
なアミノ酸配列を含むか、又は本質的にこれから成るタンパク質及びポリペプチドを提供
することである。
【００３６】
　具体的には本発明の特定の目的は、温血動物、具体的に哺乳動物、より具体的にヒトに
おいて予防的用途、治療的用途及び／又は診断的用途に好適であるようなアミノ酸配列及
びタンパク質及び／又はポリペプチドを提供することである。
【００３７】
　より具体的には本発明の特定の目的は、温血動物、具体的に哺乳動物、より具体的にヒ
トにおいてＲＡＮＫ－Ｌに関連する、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌで媒介される１つ又は複数
の疾患、障害又は症状（本明細書中で言及される疾患、障害及び症状等）の予防、治療、
緩和及び／又は診断に使用することができるようなアミノ酸配列及びタンパク質及び／又
はポリペプチドを提供することである。
【００３８】
　本発明の特定の目的は、温血動物、具体的に哺乳動物、より具体的にヒトにおいてＲＡ
ＮＫ－Ｌに関連する、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌで媒介される１つ又は複数の疾患、障害又
は症状（本明細書中で言及される疾患、障害及び症状等）の予防及び／又は治療のための
薬学的組成物又は獣医学的組成物の調製に使用することができるようなアミノ酸配列及び
タンパク質及び／又はポリペプチドを提供することでもある。
【００３９】
　本発明において概して、これらの目的は、本明細書に記載のアミノ酸配列、タンパク質
、ポリペプチド及び組成物の使用によって達成される。
【００４０】
　概して本発明は、（本明細書に規定のように）ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、及び／
又は（本明細書に規定のように）ＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができるアミノ酸
配列、並びに少なくとも１つのこのようなアミノ酸配列を含む化合物及び構築物、特にタ
ンパク質及びポリペプチドを提供する。
【００４１】
　より具体的には本発明は、本明細書に規定の（さらに本明細書に記載されるような（実
際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ

速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、及び／又は表される）親和性で
ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができるアミノ酸配列、並びに少なくとも１つのこのような
アミノ酸配列を含む化合物及び構築物、特にタンパク質及びポリペプチドを提供する。
【００４２】
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　特に、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドが、１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル
／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好まし
くは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌの解離定数（ＫＤ）で（即ち１０５Ｌ／モル
～１０１２Ｌ／モル以上、及び好ましくは１０７Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、及び
より好ましくは１０８Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モルの結合定数（ＫＡ）で）ＲＡＮＫ－Ｌ
と結合するようなもの、及び／又は
　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～１０７

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

１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）のｋｏｎ速度でＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなもの、
及び／又は
　１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９ｓ）～１０－６ｓ－１（ｔ１／２が数日である略不可逆
的な複合体の場合）、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より好ましくは１０
－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）のｋｏｆｆ速度でＲ
ＡＮＫ－Ｌと結合するようなものであるのが好ましい。
【００４３】
　好ましくは、本発明の一価のアミノ酸配列（又は本発明のアミノ酸配列を１つだけ含有
するポリペプチド）が、５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１
０ｎＭ未満（５００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなものであるの
が好ましい。
【００４４】
　本発明のアミノ酸配列又はポリペプチドとＲＡＮＫ－Ｌとの結合に関する幾つかの好ま
しいＥＣ５０及びＩＣ５０値は、本明細書のさらなる記載及び実施例から明らかになる。
【００４５】
　ＲＡＮＫ－Ｌとの結合のために、本発明のアミノ酸配列は通常、そのアミノ酸配列内に
１つ又は複数のアミノ酸残基若しくは１つ又は複数のアミノ酸残基のストレッチ（即ちそ
れぞれの「ストレッチ」が、（即ちアミノ酸配列の一次構造又は三次構造で）互いに隣接
しているか、又は互いに密接している２つ以上のアミノ酸残基を含む）を含有し、それを
介して本発明のアミノ酸配列はＲＡＮＫ－Ｌと結合することができ、このようにしてアミ
ノ酸残基又はアミノ酸残基のストレッチは、ＲＡＮＫ－Ｌと結合する「部位」（本明細書
で「抗原結合部位」とも称される）を形成する。
【００４６】
　本発明で与えられるアミノ酸配列は、（本明細書で規定のように）本質的に単離形態で
あるか、又は（本明細書で規定のように）本発明のタンパク質若しくはポリペプチド（１
つ又は複数の本発明のアミノ酸配列を含むか、又は本質的にこれから成り、任意でさらに
１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列（全て任意で１つ又は複数の好適なリンカーを介し
て連結される）を含んでもよい）の一部を形成するのが好ましい。例えば、これに限定さ
れないが、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列は、全て本明細書に記載される本発明の
一価、多価、又は多重特異性のポリペプチドをそれぞれ提供するように、このようなタン
パク質又はポリペプチドにおける結合単位として使用してもよい（任意で（即ちＲＡＮＫ
－Ｌ以外の１つ又は複数の他の標的に対する）結合単位としての役割を果たし得る１つ又
は複数のさらなるアミノ酸配列を含有してもよい）。このようなタンパク質又はポリペプ
チドは、（本明細書に規定のように）本質的に単離形態でもあり得る。
【００４７】
　本発明のアミノ酸配列及びポリペプチド自体が、ジスルフィド架橋を介して任意の他の
アミノ酸配列又はアミノ酸鎖と連結しない（が、１つ又は複数の分子内ジスルフィド架橋
を含有しても又は含有しなくてもよい。例えば本明細書中に記載のナノボディは、ＣＤＲ
３とＣＤＲ１又はＦＲ２との間にジスルフィド架橋を含有し得ることもあることが知られ
ている）単一のアミノ酸鎖から本質的に成るのが好ましい。しかしながら、１つ又は複数
の本発明のアミノ酸配列は、互いに及び／又は他のアミノ酸配列と（例えばジスルフィド
架橋を介して）連結し、本発明に有用でもあり得るペプチド構築物（例えばＦａｂ’断片
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、Ｆ（ａｂ’）２断片、ＳｃＦｖ構築物、「ダイアボディ」及び他の多重特異性の構築物
、例えばHolliger and Hudson, Nat Biotechnol. 2005 Sep; 23（9）: 1126-36による総
説を参照されたい）を提供し得ることに留意されたい。
【００４８】
　概して、本発明のアミノ酸配列（又はこれを含む化合物、構築物若しくはポリペプチド
）は、（例えば本明細書に記載の治療目的及び／又は診断目的のための）被験体への投与
を目的とする場合、該被験体において自然発生しないアミノ酸配列であるか、又は該被験
体において自然発生する場合は、（本明細書に規定のように）本質的に単離形態であるの
が好ましい。
【００４９】
　薬学的用途の場合、本発明のアミノ酸配列（並びにこれを含む化合物、構築物及びポリ
ペプチド）はヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するのが好ましく、一方で獣医学目的の場合
は、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは治療する種由来のＲＡＮＫ－Ｌに指向性を
有するか、又は治療する種由来のＲＡＮＫ－Ｌと少なくとも交差反応性を有するのが好ま
しいことも、当業者にとって明らかである。
【００５０】
　さらに、本発明のアミノ酸配列は、任意で且つＲＡＮＫ－Ｌとの結合のための少なくと
も１つの結合部位の他に、他の抗原、タンパク質又は標的との結合のための１つ又は複数
のさらなる結合部位を含有し得る。
【００５１】
　発症する特定の疾患又は障害に応じて、任意の好適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ、細胞
ベースのアッセイ、ｉｎ　ｖｉｖｏアッセイ及び／又はそれ自体が既知の動物モデル、又
はそれらの任意の組合せを使用して、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチド、並びにこ
れを含む組成物の有効性を試験することができる。好適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイは、
当業者にとって明らかであり、例えばＥＬＩＳＡ；ＦＡＣＳ結合アッセイ；ビアコア；競
合結合アッセイ（アルファスクリーン（登録商標）、Perkin Elmer, Massachusetts, USA
；ＦＭＡＴ）；ＴＲＡＰアッセイ（破骨細胞分化アッセイ、Rissanen et al. 2005, J. B
one Miner. Res. 20, Suppl. 1: S256）；ＮＦ－κＢレポーター遺伝子アッセイ（Mizuka
mi et al. 2002, Mol. Cell. Biol. 22: 992-1000）が挙げられる。例えばＥＬＩＳＡ又
はＦＡＣＳにおける本発明のナノボディ（及びこれを含むポリペプチド）とＲＡＮＫ－Ｌ
との結合のＥＣ５０値は、好ましくは１μＭ～１ｐＭ、より好ましくは１ｎＭ～１ｐＭ、
及びより好ましくは１００ｐＭ～１ｐＭである。例えばアルファスクリーン（登録商標）
、ＮＦ－κＢアッセイ又はＴＲＡＰアッセイにおける本発明のナノボディ（及びこれを含
むポリペプチド）とＲＡＮＫ－Ｌとの結合のＩＣ５０値は、好ましくは１μＭ～１ｐＭ、
より好ましくは１ｎＭ～１ｐＭ、及びより好ましくは１００ｐＭ～１ｐＭである。
【００５２】
　好適な動物モデルは、当業者にとって明らかであり、例えば（ＳＣＩＤ）／ＡＲＨ－７
７マウスモデル（Sordillo and Pearse 2003, Cancer 97 （3 Suppl）: 802-812）；ヒト
ＭＭのＳＣＩＤ－ｈｕマウスモデル（Sordillo andPearse 2003, Cancer 97 （3 Suppl）
: 802-812、Tassone et al. 2005, Blood 106:713-716）；ａｐｏＥ遺伝子プロモータ及
び関連のエンハンサの制御下でＯＰＧを過剰発現するトランスジェニックマウス（非特許
文献１０）；肉腫誘導性骨破壊のマウスモデル（Honore et al. 2000, Nat. Med. 6: 521
-528）；例えば卵巣切除サル（Jerome et al. 1995, Bone 17: 403S-408S）、卵巣切除マ
ウス（Roggia et al. 2001, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 20: 13960-13965）又は卵巣切
除ラット及びカニクイザル（非特許文献１０、Hoegh-Andersen et al. 2004,Arthritis R
es. Ther. 6:R169-R180）等の卵巣切除動物モデル；コラーゲン誘導性関節炎のモデル又
はアジュバント誘導性関節炎のモデル等の関節炎のラット（動物）モデル（Bendele et a
l. 1999, Toxicologic Pathology 27: 134-142、Romas et al. 2002, Am. J. Pathol. 16
1: 1419-1427、Mori et al. 2002, Histochemistry and Cell Biology 117: 283-292）；
腫瘍由来ＰＴＨｒＰ誘導性高カルシウム血症の動物モデル（Morony et al. 1999, J. Bon
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e Miner. Res. 14: 1478-1485、Capparelli et al. 2000, Cancer Res. 60: 783-778）；
多発性骨髄腫のマウスモデル（Vanderkerken et al. 2003, Cancer Res. 63: 287-289）
；マウスにおける炎症性腸疾患モデル（Byrne et al. 2005, Gut 54: 78-86）；ＭＩＦを
過剰発現するトランスジェニックマウス（Onodera et al. 2006, J. Bone Miner. Res. 2
1: 876-885）；可溶性破骨細胞分化因子（ｓＯＤＦ）を過剰発現するトランスジェニック
マウス（Mizuno et al. 2002, 20: 337-44）；ＣＳＦ－１Ｒプロモータ／第１イントロン
ドライバの制御下でＣＳＦ－１を発現するトランスジェニックマウス［導入遺伝子ＴｇＮ
（Ｃｓｆ１ｒ－Ｃｓｆ１）Ｅｒｓ（ＴｇＲＣ）マウス］（Wei et al. 2006, J. Leukoc. 
Biol. 80: 1445-1453）；コア結合因子α１（Ｃｂｆａ１）を過剰発現するトランスジェ
ニックマウス（Geoffroy et al. Mol. Cell Biol. 22: 6222-6233）；デコイ受容体３（
ＤｃＲ３）を過剰発現するトランスジェニックマウス（Tang et al. 2007, J. Biol. Che
m. 282: 2346-2354）、並びに以下の実験部、及び本明細書中で引用される従来技術で使
用されるアッセイ及び動物モデルが挙げられる。
【００５３】
　また本発明によれば、第１の種の温血動物由来のＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ
酸配列及びポリペプチドは、１つ又は複数の他の種の温血動物由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差
反応性を示しても又は示さなくてもよい。例えば、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するア
ミノ酸配列及びポリペプチドは、１つ又は複数の他の種の霊長類（例えば、これらに限定
されないが、マカク属のサル（例えば特にカニクイザル（マカク・ファシクラリス（Maca
ca fascicularis））及び／又はアカゲザル（マカク・ムラット（Macacamulatta）））及
びヒヒ（パピオ・ウルジヌス（Papio ursinus））由来のＲＡＮＫ－Ｌ、及び／又は疾患
のための動物モデル（例えばマウス、ラット、ウサギ、ブタ又はイヌ）及び特にＲＡＮＫ
－Ｌに関連がある疾患及び障害のための動物モデルで使用されることが多い、１種又は複
数種の動物（例えば本明細書で言及される種及び動物モデル）由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差
反応性を示しても又は示さなくてもよい。この観点では、このような疾患モデルでヒトＲ
ＡＮＫ－Ｌに対するアミノ酸配列及びポリペプチドを試験することが可能であるので、存
在する場合、このような交差反応性は薬剤開発の観点から都合がいいことがあることが当
業者にとって明らかである。
【００５４】
　より一般的には、複数種の哺乳動物由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性を有する本発明の
アミノ酸配列及びポリペプチドは複数種にわたって使用することが可能であるので、この
アミノ酸配列及びポリペプチドは通常、獣医学用途に使用するのに有利である。したがっ
て、或る種の動物由来のＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列及びポリペプチド（
例えばヒトＲＡＮＫ－Ｌに対するアミノ酸配列及びポリペプチド）は、アミノ酸配列及び
／又はポリペプチドの使用によって治療する種において所望の効果が提供されれば、別の
種の動物の治療に使用することができることも本発明の範囲内に包含される。
【００５５】
　一実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列及
びポリペプチドは、カニクイザル由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性である。
【００５６】
　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、マウス又はラット由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性である。
【００５７】
　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、カニクイザル由来のＲＡＮＫ－Ｌ及びマウス又はラット由来のＲＡ
ＮＫ－Ｌと交差反応性である。
【００５８】
　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、マウス又はラット由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性を有しない。
【００５９】
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　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、カニクイザル由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性であるが、マウス又
はラット由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性ではない。
【００６０】
　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、カニクイザル由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性ではない。
【００６１】
　別の実施の形態において、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、カニクイザル由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性ではなく、且つマウ
ス又はラット由来のＲＡＮＫ－Ｌと交差反応性ではない。
【００６２】
　本発明は最も広範な意味でも、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドが指向性を有す
るＲＡＮＫ－Ｌの特定の抗原決定基、エピトープ、部、ドメイン、サブユニット又は立体
配置（適用可能な場合）に特に限定されないか、又はこれらによって規定されない。例え
ば、アミノ酸配列及びポリペプチドは、「相互作用部位」（本明細書中に規定）に指向性
を有していても、又は有していなくてもよい。しかしながら、本発明のアミノ酸配列及び
ポリペプチドは好ましくは、相互作用部位（本明細書中に規定）に対して、特にＲＡＮＫ
に関するＲＡＮＫ－Ｌ上の結合部位に対して、又はＯＰＧに関するＲＡＮＫ－Ｌ上の結合
部位に指向性を有することが概して推測され、且つ好ましい。
【００６３】
　したがって、好ましいが非限定的な一態様において、本発明のアミノ酸配列及びポリペ
プチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有し、且つ本明細書中に
さらに規定される。ＲＡＮＫ－Ｌ上での本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドと、ＲＡ
ＮＫ受容体結合部位との結合は、ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止
することによって、このＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫ結合によって媒介されるシグナル伝達を
阻害又は阻止し得る。したがって、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ
－Ｌ／ＲＡＮＫ媒介性シグナル伝達のアンタゴニストとして作用することができる。
【００６４】
　特異的ではあるが、非限定的な一態様において、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチ
ドは、ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有するが、ＲＡＮＫ－Ｌ／Ｏ
ＰＧ相互作用を抑制（低減／阻害）しない。この特定の態様では、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、破骨細胞の成熟及び活性化のＯＰＧ媒介性阻害に加えて、ＲＡＮＫ
－Ｌ／ＲＡＮＫ媒介性シグナル伝達のアンタゴニストとして作用する（破骨細胞の成熟及
び活性化を阻害する）。
【００６５】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、
ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有し、且つ本明細書中でさらに規定されるも
のである。ＲＡＮＫ－Ｌ上の本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドと、ＯＰＧ結合部位
との結合は、ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合を阻害及び／又は阻止し得る。したがって、
本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合の競合的又は
非競合的な阻害因子として作用し得る（例えばＥＬＩＳＡ、アルファスクリーン（登録商
標）アッセイ、ＴＲＡＰアッセイ及び／又はＮＦκＢアッセイにおいて）。ＲＡＮＫ－Ｌ
上の本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドと、ＯＰＧ結合部位との結合は続いて、ＲＡ
ＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止することによって、このＲＡＮＫ－Ｌ
／ＲＡＮＫ結合によって媒介されるシグナル伝達を阻害及び／又は阻止し得る。したがっ
て、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ及びＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮ
Ｋ媒介性のシグナル伝達のアンタゴニストとして作用することができる（即ちこれらはＲ
ＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を阻害する）。
【００６６】
　しかしながら場合によっては、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－
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Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有し、且つＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの結合を本質的に
低減することなく、ＲＡＮＫ－ＬとＯＰＧとの結合を阻止し得る。この場合、本発明のア
ミノ酸配列及びポリペプチドは、このＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫ相互作用によって媒介され
るシグナル伝達を促進し、且つＲＡＮＫ－Ｌ及びＲＡＮＫ－Ｌ／ＲＡＮＫ媒介性シグナル
伝達のアゴニストとして作用し得る（即ち、これらはＯＰＧの作用のアンタゴニストとし
て作用する）。
【００６７】
　本発明の別の態様において、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、デノスマブの
エピトープと重複するＲＡＮＫ－Ｌ上のエピトープに指向性を有するのが好ましい。本発
明のアミノ酸配列及びポリペプチドと、デノスマブのエピトープと重複するＲＡＮＫ－Ｌ
上のエピトープとの結合は、デノスマブとＲＡＮＫ－Ｌとの結合を阻害及び／又は阻止し
得る。したがって、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、デノスマブとＲＡＮＫ－
Ｌとの結合の競合的又は非競合的な阻害因子として作用し得る（例えばＥＬＩＳＡ、アル
ファスクリーン（登録商標）アッセイ、ＴＲＡＰアッセイ及び／又はＮＦκＢアッセイに
おいて）。
【００６８】
　本明細書中にさらに記載されるように、本発明のポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌに指向
性を有する本発明のアミノ酸配列を２つ以上含有し得る。概して、このようなポリペプチ
ドは、本発明の単一のアミノ酸配列に比べて、増大した結合活性（avidity：親和力）で
ＲＡＮＫ－Ｌと結合する。このようなポリペプチドは例えば、ＲＡＮＫ－Ｌ（相互作用部
位であっても、又はなくてもよい）の同じ抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、サ
ブユニット又は立体配置（適用可能な場合）に指向性を有する本発明のアミノ酸配列を２
つ含み得るか、又はＲＡＮＫ－Ｌ（相互作用部位であっても、又はなくてもよい）の第１
の同じ抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、サブユニット又は立体配置（適用可能
な場合）に指向性を有する本発明の少なくとも１つの「第１の」アミノ酸配列と、第１の
アミノ酸配列とは異なる、ＲＡＮＫ－Ｌ（これも相互作用部位であっても、又はなくても
よい）の第２の抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、サブユニット又は立体配置（
適用可能な場合）に指向性を有する本発明の少なくとも１つの「第２の」アミノ酸配列と
を含み得る。好ましくは、本発明のこのような「二重パラトピック（biparatopic）」ポ
リペプチドでは、少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列が、相互作用部位（本明細書中
に規定）に指向性を有するが、本発明はその最も広範な意味ではこれに限定されない。
【００６９】
　したがって、特定の一態様において、本発明のポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡ
ＮＫに関する結合部位に指向性を有する本発明のアミノ酸配列を２つ以上含み得るか、又
はＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫに関する結合部位に指向性を有する本発明の少なくとも１つ
の「第１の」アミノ酸配列と、第１のアミノ酸配列とは異なる、第２の抗原決定基、エピ
トープ、部、ドメイン、サブユニット又は立体配置に指向性を有し、且つＲＡＮＫ－Ｌ上
のＲＡＮＫに関する結合部位ではない本発明の少なくとも１つの「第２の」アミノ酸配列
とを含み得る。
【００７０】
　したがって、別の特定の態様において、本発明のポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯ
ＰＧに関する結合部位に指向性を有する本発明のアミノ酸配列を２つ以上含み得るか、又
はＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧに関する結合部位に指向性を有する本発明の少なくとも１つの
「第１の」アミノ酸配列と、第１のアミノ酸配列とは異なる、第２の抗原決定基、エピト
ープ、部、ドメイン、サブユニット又は立体配置に指向性を有し、且つＲＡＮＫ－Ｌ上の
ＯＰＧに関する結合部位ではない本発明の少なくとも１つの「第２の」アミノ酸配列とを
含み得る。
【００７１】
　また、標的が結合対部分（例えば、受容体－リガンド結合対）である場合、アミノ酸配
列及びポリペプチドは、標的と結合する同族結合パートナー（例えば適用可能な場合、リ
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ガンド、受容体又は他の結合パートナー）と競合するようなもの、及び／又は結合パート
ナーと標的との結合を（完全に又は部分的に）中和するようなものであり得る。
【００７２】
　また適用可能な場合、本発明のアミノ酸配列が、ＲＡＮＫ－Ｌの２つ以上の抗原決定基
、エピトープ、部分、ドメイン、サブユニット又は立体配置と結合することができること
は、本発明の範囲内である。このような場合、本発明のアミノ酸配列及び／又はポリペプ
チドが結合する、ＲＡＮＫ－Ｌの抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、又はサブユ
ニットは、本質的に同じであり得るか（例えば、ＲＡＮＫ－Ｌが反復構造モチーフを含有
するか、又は多量体形態で生じる場合）、又は異なり得る（後者の場合、本発明のアミノ
酸配列及びポリペプチドが、同じであり得るか、若しくは異なり得る親和性及び／又は特
異性で、ＲＡＮＫ－Ｌのこのような異なる抗原決定基、エピトープ、部分、ドメイン、サ
ブユニットと結合し得る）。好ましいが非限定的な態様において、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の２つ又は３つのサブユニットと結合する。ま
た、例えば、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、付属リガンドと結合するＲＡＮ
Ｋ－Ｌの立体配置と結合しても、付属リガンドと結合していないＲＡＮＫ－Ｌの立体配置
と結合しても、又はこのような立体配置の両方と（また同じであり得る又は異なり得る親
和性及び／又は特異性で）結合してもよい。例えば、本発明のアミノ酸配列及びポリペプ
チドは、ＲＡＮＫと結合するＲＡＮＫ－Ｌの立体配置と結合しても、ＲＡＮＫと結合して
いないＲＡＮＫ－Ｌの立体配置と結合しても、又はこのような立体配置の両方と（また同
じであり得る又は異なり得る親和性及び／又は特異性で）結合してもよい。例えば、本発
明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＯＰＧと結合するＲＡＮＫ－Ｌの立体配置と結合
しても、ＯＰＧと結合していないＲＡＮＫ－Ｌの立体配置と結合しても、又はこのような
立体配置の両方と（また同じであり得る又は異なり得る親和性及び／又は特異性で）結合
してもよい。
【００７３】
　ＲＡＮＫ－Ｌは、膜結合及び可溶性の形態で存在する。本発明のアミノ酸配列及びポリ
ペプチドはいずれかの形態と結合してもよく、又は好ましくは本発明のアミノ酸配列及び
ポリペプチドはこれらの形態の両方と結合してもよい。ＲＡＮＫ－Ｌは４つの異なるアイ
ソフォームで存在する（上記を参照されたい）。本発明のアミノ酸配列及びポリペプチド
は、ＲＡＮＫ－Ｌの４つのアイソフォームのいずれか１つと結合してもよく、又はＲＡＮ
Ｋ－Ｌの２つ以上（例えば２つ、３つ又は４つ全て）のアイソフォームと結合してもよい
。
【００７４】
　また本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは概して、ＲＡＮＫ－Ｌの天然又は合成の
類似体、変異体、突然変異体、対立遺伝子、部分及び断片全て、又は本発明のアミノ酸配
列及びポリペプチドがＲＡＮＫ－Ｌ（例えば野生型ＲＡＮＫ－Ｌ）で結合する抗原決定基
（複数可）又はエピトープ（複数可）と本質的に同じである１つ又は複数の抗原決定基又
はエピトープを含有する、ＲＡＮＫ－Ｌの少なくともこれらの類似体、変異体、突然変異
体、対立遺伝子、部分及び断片と結合することが予想される。また、このような場合、本
発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、本発明のアミノ酸配列が（野生型）ＲＡＮＫ－
Ｌと結合する親和性及び特異性と同じか、又は異なる（即ちこれより高いか、又は低い）
親和性及び／又は特異性で、このような類似体、変異体、突然変異体、対立遺伝子、部分
及び断片と結合し得る。本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌの類似
体、変異体、突然変異体、対立遺伝子、部分及び断片によっては結合するものもあれば、
結合しないものもあることも本発明の範囲内に含まれる。
【００７５】
　本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、他の関連のＴＮＦファミリー成員（例えば
、ＴＲＡＩＬ、ＴＮＦ－α及び／又はＣＤ４０リガンド）と結合してもよい。しかしなが
ら、好ましい態様では、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、関連のＴＮＦファミ
リー成員に対して検出不可能な親和性しかない（即ち親和性が、ＲＡＮＫ－Ｌに対する親
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和性よりも１０倍超、好ましくは１００倍超、より好ましくは１０００倍超低い）。一態
様では、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＴＲＡＩＬに対して検出不可能な親
和性しかない。別の態様では、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＴＮＦ－αに
対して検出不可能な親和性しかない。別の態様では、本発明のアミノ酸配列及びポリペプ
チドは、ＣＤ４０リガンドに対して検出不可能な親和性しかない。さらに別の態様では、
本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＴＲＡＩＬ、ＴＮＦ－α及び／又はＣＤ４０
リガンドに対して検出不可能な親和性しかない。
【００７６】
　全ての既知のＴＮＦサイトカインファミリー成員と同様に、ＲＡＮＫ－Ｌは、非共有結
合的に結び付いた三量体へと自己集合化する。ＲＡＮＫ－Ｌが単量体形態で、及び１つ又
は複数の多量体形態で存在する場合、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドが、単量体
形態のＲＡＮＫ－Ｌのみと結合するか、多量体形態のＲＡＮＫ－Ｌのみと結合するか、又
は単量体形態及び多量体形態の両方のＲＡＮＫ－Ｌと結合することは本発明の範囲内であ
る。また、このような場合、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、本発明のアミノ
酸配列が多量体形態のＲＡＮＫ－Ｌと結合する親和性及び特異性と同じ又は異なる（即ち
これより高いか、又は低い）、親和性及び／又は特異性で単量体形態のＲＡＮＫ－Ｌと結
合し得る。
【００７７】
　本発明の非限定的な一態様において、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、ＲＡ
ＮＫ－Ｌ三量体の形成を阻止及び／又は阻害するように、ＲＡＮＫ－Ｌと結合する。
【００７８】
　ＲＡＮＫ－Ｌは、ホモ三量体の隣接単量体によって形成される３つのクレフト（clefts
）（又は溝）のそれぞれに沿って１つの受容体分子（ＲＡＮＫ）と結合することが認めら
れている。このように、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体は、３つの空間的に異なるが同等の、３つの
受容体分子が結合するサブユニット間受容体結合溝を示す。したがって、ＲＡＮＫ－Ｌと
その受容体との間の相互作用を阻害するために、好ましくは治療分子は、ＲＡＮＫ－Ｌの
これらのサブユニット間受容体結合溝を標的とする必要がある。ナノボディ（本明細書中
でさらに規定）は、（特に従来のＶＨドメインに比べて伸長したＣＤＲ３ループのために
）いわゆる空洞結合性を示し得るため、ＲＡＮＫ－ＬとそのＲＡＮＫ受容体との相互作用
の阻害に理想的に適合している。したがって、好ましい態様では、本発明のアミノ酸配列
及びポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌのサブユニット間受容体結合溝と結合する。
【００７９】
　またＲＡＮＫ－Ｌが他のタンパク質又はポリペプチドと結び付き、（例えば複数のサブ
ユニットと）タンパク質複合体を形成することができる場合、本発明のアミノ酸配列及び
ポリペプチドが、非結合状態のＲＡＮＫ－Ｌと、結合状態のＲＡＮＫ－Ｌと、又はその両
方と結合することは本発明の範囲内である。これら全ての場合において、本発明のアミノ
酸配列及びポリペプチドは、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドが単量体で非結合状
態のＲＡＮＫ－Ｌと結合する親和性及び／又は特異性と同じ又は異なる可能性がある（即
ちこれより高いか、より低い）親和性及び／又は特異性で、このような多量体又は結合タ
ンパク質複合体と結合し得る。
【００８０】
　概して当業者にとって明らかなように、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、少
なくとも生物学的及び／又は治療的観点から最も関連があるこれらの形態のＲＡＮＫ－Ｌ
（単量体、多量体及び結合形態を含む）と結合する。
【００８１】
　また概して、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列及び／又はナノボディを２つ
以上含有する本発明のポリペプチドは、対応する単量体のアミノ酸配列及び／又はナノボ
ディよりも高い結合活性で結合し得る。
【００８２】
　例示であって、限定するものではないが、ＲＡＮＫ－Ｌの異なるエピトープに指向性を
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有するアミノ酸配列及び／又はナノボディを２つ以上含有する多価（本明細書中で規定）
のタンパク質又はポリペプチドは、対応する単量体よりも高い結合活性でＲＡＮＫ－Ｌと
結合し得る。
【００８３】
　より重要なことは、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列及び／又はナノボディ
を２つ以上含有する多価（本明細書中で規定）のタンパク質又はポリペプチドは、ＲＡＮ
Ｋ－Ｌの単量体と結合するよりも高い結合活性でＲＡＮＫ－Ｌの多量体と結合することが
でき（通常結合し）、また通常対応する単量体のアミノ酸配列及び／又はナノボディより
も高い結合活性で結合する。このような多価タンパク質又はポリペプチドでは、２つ以上
のアミノ酸配列及び／又はナノボディは例えば、同じエピトープ、実質的に同等のエピト
ープ、又は異なるエピトープに指向性を有し得る。このような多価タンパク質又はポリペ
プチドの一実施の形態では、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディは同じであり
得る（したがって同じエピトープに指向性を有し得る）。
【００８４】
　ＲＡＮＫ－Ｌによる主な形態のシグナル伝達が、ＲＡＮＫ受容体と、３つの受容体結合
部位を含有するＲＡＮＫ－Ｌ分子の三量体との結合を包含することが知られているので、
特に後者が重要である（例えばLam et al. 2001, J. Clin. Invest. 108: 971-979を参照
されたい）。
【００８５】
　本発明において、ｉｎ　ｖｉｔｒｏモデル及び細胞モデルの両方でＲＡＮＫ－Ｌの活性
が低減するように、アミノ酸配列及び／又はナノボディはＲＡＮＫ－Ｌと結合することが
可能であることが見出されている（以下の実験部を参照されたい）。本発明は任意の特定
の機構、解釈又は仮説に限定されないが、その小さいサイズ及びＲＡＮＫ－Ｌに対する高
い親和性のために、２つ又は３つの本発明の一価のアミノ酸配列及び／又はナノボディは
、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の２つ又は３つの異なる受容体結合部位を同時に占有し、このた
め三量体が受容体との結合を開始することにより、シグナル伝達が始まるのを防ぐことが
可能であることが推測される（しかしながら、他の作用機構は除外されない。例えば指向
性を有するエピトープに応じて、本発明のアミノ酸配列及び／又はナノボディは、三量体
状態へのＲＡＮＫ－Ｌの会合も阻害し得る）。
【００８６】
　また、単一のＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の２つ以上の受容体結合部位との結合に加えて、又
はその代わりに、ＲＡＮＫ－Ｌのエピトープに指向性を有する２つ以上のアミノ酸配列及
び／又はナノボディを含むか、又は本質的にこれから成る、本発明のタンパク質又はポリ
ペプチドは、２つの別々のＲＡＮＫ－Ｌ分子（例えば２つの別々の三量体）上のエピトー
プと（例えば分子間）結合し得ることに留意されたい。
【００８７】
　しかしながら、特に好ましい一実施の形態によれば、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の
受容体結合部位（複数可）にある、及び／又はこの一部を形成するＲＡＮＫ－Ｌ（特にＲ
ＡＮＫ－Ｌ三量体）上のエピトープに対してそれぞれ指向性を有する、２つ以上のアミノ
酸配列及び／又はナノボディを含むか、又は本質的にこれから成るタンパク質又はポリペ
プチドであって、該ポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体と結合する際に、該ＲＡＮＫ－
Ｌ三量体によって媒介されるＲＡＮＫ受容体結合、及び／又はこのような受容体結合によ
って媒介されるシグナル伝達を阻害又は低減することが可能であるようなものである、タ
ンパク質又はポリペプチドに関する。
【００８８】
　特に、好ましいこの実施の形態によれば、本発明はＲＡＮＫ－Ｌ三量体の受容体結合部
位（複数可）にある、及び／又はこの一部を形成するＲＡＮＫ－Ｌ（特にＲＡＮＫ－Ｌ三
量体）上のエピトープに対してそれぞれ指向性を有する、２つ以上のアミノ酸配列及び／
又はナノボディを含むか、又は本質的にこれから成るタンパク質又はポリペプチドであっ
て、タンパク質又はポリペプチドが、単一のＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の２つ以上の受容体結
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合部位と同時に結合可能である（言い換えれば、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の少なくとも２つ
のＲＡＮＫ－Ｌ受容体結合部位と分子内結合可能である）ように、上記アミノ酸配列及び
／又はナノボディが互いに連結する、タンパク質又はポリペプチドに関する。この実施の
形態では、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディは、（タンパク質又はポリペプ
チドが本明細書中でさらに記載されるように多価ナノボディ構築物であるように）好まし
くは上記で規定されるようなものであり、最も好ましくはナノボディである。また、この
実施の形態では、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディは、同じであっても又は
異なっていてもよく、ＲＡＮＫ受容体結合部位（複数可）内の異なるエピトープに指向性
を有してもよいが、同じエピトープに指向性を有するのが好ましい。本発明のこの実施の
形態の好ましいが非限定的な幾つかの構築物は、配列番号６２２～配列番号６９３、配列
番号７６１、配列番号７６２及び配列番号７６６～配列番号７７３である。
【００８９】
　本発明のこの実施の形態において、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディは通
常、１つ又は複数の好適なリンカーを介して連結し、このリンカーは、それぞれのアミノ
酸配列及び／又はナノボディが、同じＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の異なる受容体結合部位と結
合することができるようなものである。好適なリンカーは特に、アミノ酸配列及び／又は
ナノボディが結合するＲＡＮＫ－Ｌ三量体上のエピトープ（間の距離）によって変わり、
幾らか制限のある日常実験の後任意に、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らか
になる。例えば、２つ以上のアミノ酸配列が（単一）ドメイン抗体又はナノボディである
場合、好適なリンカーは、本明細書中に記載のリンカーから選択することができるが、リ
ンカー長は、２つ以上の（単一）ドメイン抗体又はナノボディがそれぞれ、同じＲＡＮＫ
－Ｌ三量体上の異なる受容体結合部位と結合することができるようなものである。
【００９０】
　また、ＲＡＮＫ－Ｌの受容体結合部位と結合する２つ以上のアミノ酸配列は、（単一）
ドメイン抗体又はナノボディである場合、第３の（単一）ドメイン抗体又はナノボディを
介して互いに連結してもよい（ここで、２つ以上の（単一）ドメイン抗体又はナノボディ
は、第３の（単一）ドメイン抗体／ナノボディと直接、又は好適なリンカーを介して連結
してもよい）。このような第３の（単一）ドメイン抗体又はナノボディは例えば、本明細
書中でさらに記載されるように、半減期の増大を与える（単一）ドメイン抗体又はナノボ
ディであってもよい。例えば、後者の（単一）ドメイン抗体又はナノボディは、本明細書
中にさらに記載されるように、（ヒト）血清アルブミン等の（ヒト）血清タンパク質と結
合可能な（単一）ドメイン抗体又はナノボディであってもよい。このような構築物の幾つ
かの非限定的な例は、配列番号６９４～配列番号７２９及び配列番号７５９～配列番号７
６０の構築物である。このような第３の（単一）ドメイン抗体又はナノボディは例えば、
本明細書中でさらに記載されるように、ＲＡＮＫ－Ｌ上の別のエピトープに指向性を有す
る、及び／又はこれと結合することができる（単一）ドメイン抗体又はナノボディであっ
てもよく、二重パラトピック（biparatopic）（単一）ドメイン抗体又はナノボディを与
える。
【００９１】
　代替的に、ＲＡＮＫ－Ｌの受容体結合部位（複数可）と結合する２つ以上のアミノ酸配
列及び／又はナノボディは、連続して（直接又は好適なリンカーを介して）連結してもよ
く、第３の（単一）ドメイン抗体又はナノボディ（上記のように、半減期の増大を与え得
るか、又はＲＡＮＫ－Ｌ上の別のエピトープと結合し得る）は、これらの２つ以上の上述
のアミノ酸配列及び／又はナノボディの１つと直接、又はリンカーを介して連結し得る。
【００９２】
　より一般的に、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディ間の距離は、タンパク質
又はポリペプチドが、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体と（即ち分子間結合の代わりに）分子内結合さ
せるようなものとする。２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又はナノボディのＮ末
端とＣ末端との間の距離は、結晶モデリング又は分子モデリング（例えばLam et al. 200
1, J. Clin. Invest. 108: 971-979によって記載される）等の任意の好適な手段によって
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確定することができる。またこれらの技法は一般的に、特定の多価又は多重特異性のタン
パク質又はポリペプチドが分子内モデリングを与えることができるか否かを確定すること
を可能にする。代替的に、サイズ排除クロマトグラフィ（Santora et al., Anal. Bioche
m., 299: 119-129によって記載される）は、本発明の所定のタンパク質又はポリペプチド
が（主に）ＲＡＮＫ－Ｌ三量体との分子内結合、又は（主に）２つ以上のＲＡＮＫ－Ｌ三
量体間の分子間結合を与えるか否かを確定するのに使用することができる。したがって、
本発明の特定の一実施の形態において、本発明のタンパク質又はポリペプチドはこの実験
では、主に又は本質的に単独で分子内結合をもたらすようなものであるのが好ましい。し
かしながら、上記で強調されるように、別々のＲＡＮＫ－Ｌ分子（例えば三量体）の分子
間結合を介して働く本発明のタンパク質又はポリペプチドも本発明の範囲内であることに
留意されたい。
【００９３】
　したがって、別の好ましい態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌ（特にＲＡＮＫ－Ｌ
三量体）に対する少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボディを含む多価又は多
重特異性のタンパク質又はポリペプチドを提供し、上記少なくとも２つのアミノ酸配列及
び／又はナノボディが、少なくとも２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又はナノボ
ディのＮ末端とＣ末端との間の距離が、タンパク質又はポリペプチドがＲＡＮＫ－Ｌ三量
体と（本明細書中で記載のように）分子内結合可能であるように連結する。
【００９４】
　このような好ましいタンパク質又はポリペプチドにおいて、２つ以上のアミノ酸配列及
び／又はナノボディは、少なくとも２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又はナノボ
ディのＮ末端とＣ末端との間で好ましい距離に達し得ていれば、及び／又はタンパク質又
はポリペプチドがＲＡＮＫ－Ｌ三量体と（本明細書中で記載のように）分子内結合可能で
あれば、任意の好適な形で連結してもよい。
【００９５】
　例えば、その最も単純な形態では、少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボデ
ィは、少なくとも２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又はナノボディのＮ末端とＣ
末端との間で好ましい距離を与え、またタンパク質又はポリペプチドをＲＡＮＫ－Ｌ三量
体と（本明細書中で記載のように）分子内結合させ得る、好適なリンカー又はスペーサを
介して直接連結する。好適なリンカーは本明細書中に記載され、例示であって限定するも
のではないが、好ましくは１個～最大５０個以上のアミノ酸、より好ましくは５個～３０
個のアミノ酸、例えば約９個～２０個のアミノ酸の長さを有するのが好ましいアミノ酸配
列を含み得る。また好ましくは、このようなアミノ酸配列は、タンパク質又はポリペプチ
ドをＲＡＮＫ－Ｌ三量体と（本明細書中で記載のように）分子内結合させるようなものと
する。
【００９６】
　したがって、別の好ましい態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌ（特にＲＡＮＫ－Ｌ
三量体）に対する少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボディを含む多価又は多
重特異性のタンパク質又はポリペプチドを提供し、上記アミノ酸配列及び／又はナノボデ
ィは、少なくとも２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又はナノボディのＮ末端とＣ
末端との間の距離が、タンパク質又はポリペプチドがＲＡＮＫ－Ｌ三量体と（本明細書中
で記載のように）分子内結合可能であるように、好適なリンカー又はスペーサを使用して
互いに直接連結するのが好ましい。
【００９７】
　より好ましくは、この好ましい態様において、リンカー又はスペーサは、好ましくは１
個～最大５０個以上のアミノ酸、より好ましくは５個～３０個のアミノ酸、例えば約９個
～２０個のアミノ酸の長さを有するアミノ酸配列である。好ましいが非限定的な一実施の
形態では、リンカーは本質的に、（以下でさらに記載されるように）グリシン残基及びセ
リン残基から成る。例えば、１つの好適なリンカーは、９個のアミノ酸残基を含む本明細
書中で記載されるＧＳ９リンカー、１５個のアミノ酸残基を含む本明細書中で記載される
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ＧＳ１５リンカー、２０個のアミノ酸残基を含む本明細書中で記載されるＧＳ２０リンカ
ー、及び３０個のアミノ酸残基を含む本明細書中で記載されるＧＳ３０リンカーである。
【００９８】
　別の実施の形態において、ＲＡＮＫ－Ｌに対する少なくとも２つのアミノ酸配列及び／
又はナノボディは、別のタンパク質又はポリペプチドのような別の部分を介して（任意で
１つ又は２つのリンカーを介して）互いに連結する。この実施の形態では、このアミノ酸
配列及び／又はナノボディが、少なくとも２つの抗ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列及び／又は
ナノボディのＮ末端とＣ末端との間で好ましい距離（即ち上述のような）を有すること、
例えばタンパク質又はポリペプチドがさらに、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体と（本明細書中で記載
のように）分子内結合することができるようなものであることが望まれ得る。この実施の
形態では、少なくとも２つのアミノ酸配列及び／又はナノボディは、さらにまた好ましい
距離及び／又は所望の分子内結合を達成することができれば、他の部分と直接、又は好適
なリンカー若しくはスペーサを使用して連結してもよい。この部分は、タンパク質又はポ
リペプチドとＲＡＮＫ－Ｌとの結合、及び／又はさらにタンパク質又はポリペプチドのさ
らなる所望の生物学的特性若しくは薬理学的特性を（過度に）損わない任意の好適な部分
であり得る。そのようなものとして、この部分は本質的に不活性であっても又は生物学的
に活性であってもよく、それ自体がタンパク質又はポリペプチドの所望の特性を改善して
も又はしなくてもよく、及び／又はタンパク質又はポリペプチドに１つ又は複数のさらな
る所望の特性を与えてもよい。例示であって、限定するものではないが、この部分は、タ
ンパク質又はポリペプチドの半減期を改善してもよく、及び／又はその免疫原性を低減し
ても、又は任意の他の所望の特性を改善してもよい。好ましい一実施の形態では、この部
分は、別のアミノ酸配列及び／又はナノボディ（これが必要という訳でなく、通常あまり
好ましくないが、ＲＡＮＫ－Ｌに対する第３のアミノ酸配列及び／又はナノボディが挙げ
られるが、これらに限定されない）、及び特に、血清タンパク質、例えばヒト血清アルブ
ミンに指向性を有するアミノ酸配列及び／又はナノボディのようなタンパク質又はポリペ
プチドの半減期を改善する別のアミノ酸配列及び／又はナノボディであってもよい。この
ようなタンパク質及びポリペプチドの例は本明細書中に記載される。
【００９９】
　したがって、一実施の形態において、本発明は、受容体結合部位にある、及び／又はこ
の一部を形成するＲＡＮＫ－Ｌ（例えばＲＡＮＫ－Ｌ三量体）上のエピトープに対してそ
れぞれ指向性を有する、また半減期の増大を与える少なくとも１つのアミノ酸配列及び／
又はナノボディを介して（任意で１つ又は複数の好適なリンカーを介して）互いに連結す
る、２つ以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディを含む多価多重特異性構築物であって
、上記ポリペプチドは、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体と結合する際、ＲＡＮＫ受容体結合及び／又
は該ＲＡＮＫ－Ｌ三量体によって媒介されるシグナル伝達を阻害又は低減することが可能
であるような、多価多重特異性構築物に関する。このようなポリペプチドは、上述の２つ
以上のアミノ酸配列及び／又はナノボディがそれぞれ、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の異なる受
容体結合部位と結合することができるようなものであり得る。
【０１００】
　特に、この実施の形態において、ポリペプチドは、受容体結合部位にある、及び／又は
この一部を形成するＲＡＮＫ－Ｌ（特にＲＡＮＫ－Ｌ三量体）上のエピトープに対してそ
れぞれ指向性を有する２つのナノボディを含む三価二重特異性ナノボディを含んでいても
よく、該ナノボディは、半減期の増大を与える第３のナノボディ（例えばヒト血清アルブ
ミン等の血清タンパク質に指向性を有するナノボディ）を介して互いに連結し、ここで最
初に言及された２つのナノボディのそれぞれは、上記ポリペプチドが、ＲＡＮＫ－Ｌ三量
体と結合する際、ＲＡＮＫ受容体結合及び／又は上記ＲＡＮＫ－Ｌ三量体によって媒介さ
れるシグナル伝達を阻害又は低減することが可能であるように、直接又は１つ若しくは複
数の好適なリンカーを介して、上記第３のナノボディと連結してもよい。このようなポリ
ペプチドは、上述の２つのナノボディがそれぞれ、ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上の異なる受容体
結合部位と結合することができるようなものであり得る。また、本発明のこの実施の形態
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での使用に特に好ましい幾つかのナノボディは、配列番号５６０～配列番号６２１、並び
にそれらのヒト化変異体及び他の変異体（例えば配列番号７３０～配列番号７５７及び配
列番号７６５等）；及び本明細書中に記載のヒト血清アルブミンに指向性を有するナノボ
ディで表される。本発明のこの実施の形態の幾つかの好ましいが非限定的な構築物は、配
列番号６９４～配列番号７２９及び配列番号７５９、配列番号７６０である。
【０１０１】
　本明細書で想定される使用に好適である限り、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチド
の部分、断片、類似体、突然変異体、変異体、対立遺伝子及び／又は誘導体を使用するこ
と、及び／又はこのような部分、断片、類似体、突然変異体、変異体、対立遺伝子及び／
又は誘導体を１つ又は複数含むか、又は本質的にこれから成るタンパク質又はポリペプチ
ドを使用することも本発明の範囲内である。このような部分、断片、類似体、突然変異体
、変異体、対立遺伝子及び／又は誘導体は通常、ＲＡＮＫ－Ｌとの結合に機能的な抗原結
合部位（の少なくとも一部）を含有し、より好ましくはＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合する
ことができ、さらにより好ましくは本明細書に規定のように（さらに本明細書に記載され
るような（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏｎ速度及び／
又はｋｏｆｆ速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、及び／又は表され
る）親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる。このような部分、断片、類似体、突
然変異体、変異体、対立遺伝子、誘導体、タンパク質及び／又はポリペプチドの幾つかの
非限定的な例は、本明細書のさらなる記載から明らかになる。また本発明のさらなる断片
又はポリペプチドは、本明細書に記載の１つ又は複数の（より小さい）部分又は断片を好
適に組み合わせることによって（即ち連結又は遺伝子融合によって）提供され得る。
【０１０２】
　本明細書でさらに記載される、本発明の具体的であるが非限定的な一態様において、こ
のような類似体、突然変異体、変異体、対立遺伝子、誘導体は、それら由来のアミノ酸配
列に比べて（本明細書にさらに記載されるように）増大した血清半減期を有する。例えば
、本発明のアミノ酸配列は、本発明のアミノ酸配列の誘導体の半減期が増大するように、
半減期を延長する１つ又は複数の基又は部分（例えばＰＥＧ）と（化学的に又は別の方法
で）連結し得る。
【０１０３】
　具体的ではあるが非限定的な一態様では、本発明のアミノ酸配列は、免疫グロブリンフ
ォールドを含むアミノ酸配列であり得るか、又は好適な条件（例えば生理的条件）下で（
即ちフォールディングによって）免疫グロブリンフォールドを形成することができるアミ
ノ酸配列であり得る。特にHalaby et al., J. （1999） Protein Eng. 12, 563-71による
概説を参照する。好ましくは、免疫グロブリンフォールドを形成するように適切にフォー
ルディングする場合、このようなアミノ酸配列は、ＲＡＮＫ－Ｌと（本明細書に規定のよ
うに）特異的に結合することができ、より好ましくは本明細書に規定のように（さらに本
明細書に記載されるような（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、
ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、
及び／又は表される）親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる。また、このような
アミノ酸配列の部分、断片、類似体、突然変異体、変異体、対立遺伝子及び／又は誘導体
は、免疫グロブリンフォールドを含むか、又は好適な条件下で免疫グロブリンフォールド
を形成することができるようなものであるのが好ましい。
【０１０４】
　具体的であるが、非限定的に、本発明のアミノ酸配列は、本質的に４つのフレームワー
ク領域（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～
ＣＤＲ３）とから成るアミノ酸配列、又はこのようなアミノ酸配列の任意の好適な断片（
したがって通常、本明細書でさらに記載されるように、ＣＤＲの少なくとも１つを形成す
るアミノ酸残基の少なくとも幾つかを含有する）であり得る。
【０１０５】
　本発明のアミノ酸配列は、具体的に免疫グロブリン配列又はその好適な断片、より具体
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的には免疫グロブリン可変ドメイン配列又はその好適な断片（例えば軽鎖可変ドメイン配
列（例えばＶＬ配列）若しくはその好適な断片、又は重鎖可変ドメイン配列（例えばＶＨ

配列）若しくはその好適な断片）であり得る。本発明のアミノ酸配列が重鎖可変ドメイン
配列である場合、従来の４鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列（例えば、これに限定され
ないが、ヒト抗体由来のＶＨ配列）又はいわゆる（本明細書に規定の）「重鎖抗体」由来
のいわゆる（本明細書に規定の）ＶＨＨ配列であり得る。
【０１０６】
　しかし本発明が、本発明のアミノ酸配列（又はこれを発現するのに使用される本発明の
ヌクレオチド配列）の起源に関しても、また本発明のアミノ酸配列又はヌクレオチド配列
を生成又は入手する（又は生成若しくは入手している）方法に関しても限定されないこと
に留意すべきである。したがって本発明のアミノ酸配列は、（任意の好適な種由来の）天
然アミノ酸配列、又は合成若しくは半合成のアミノ酸配列であり得る。本発明の具体的で
はあるが非限定的な態様では、アミノ酸配列は（任意の好適な種由来の）天然免疫グロブ
リン配列、又は合成若しくは半合成の免疫グロブリン配列であり、これにはこれらに限定
されないが、（本明細書に規定の）「ヒト化」免疫グロブリン配列（例えば部分又は完全
ヒト化マウス又はウサギ免疫グロブリン配列、及び特に部分又は完全ヒト化ＶＨＨ配列又
はナノボディ）、（本明細書に規定の）「ラクダ化（camelized）」免疫グロブリン配列
、並びに親和性成熟（例えば、合成、ランダム又は天然免疫グロブリン配列から開始する
）、ＣＤＲグラフト化、ベニヤリング（veneering）、異なる免疫グロブリン配列由来の
断片の結合（combining）、重複プライマーを使用したＰＣＲアセンブリ、及び当業者に
既知の免疫グロブリン配列を遺伝子操作する（engineering）同様の技法、又は上記のい
ずれかの任意の好適な組合せ等の技法によって得られる免疫グロブリン配列が含まれる。
例えば標準的なハンドブック、並びに本明細書に言及されるさらなる記載及び従来技術を
参照する。
【０１０７】
　同様に、本発明のヌクレオチド配列は、天然ヌクレオチド配列、又は合成若しくは半合
成の配列であってもよく、例えばＰＣＲによって好適な天然鋳型から単離される配列（例
えば細胞から単離されるＤＮＡ又はＲＮＡ）、ライブラリ（特に発現ライブラリ）から単
離されたヌクレオチド配列、（それ自体が既知の任意の好適な技法（例えばミスマッチＰ
ＣＲ）を使用して）天然ヌクレオチド配列に突然変異を導入することによって調製された
ヌクレオチド配列、重複プライマーを使用してＰＣＲによって調製されたヌクレオチド配
列、又はそれ自体が既知のＤＮＡ合成のための技法を使用して調製されたヌクレオチド配
列であり得る。
【０１０８】
　本発明のアミノ酸配列は特に、ドメイン抗体（又はドメイン抗体としての使用に好適な
アミノ酸配列）、単一ドメイン抗体（又は単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ
酸配列）、「ｄＡｂ」（又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列）、又はナノボデ
ィ（本明細書に規定のように、ＶＨＨ配列を含むが、これに限定されない）、他の単一可
変ドメイン、又はそれらのいずれか１つの任意の好適な断片であり得る。（単一）ドメイ
ン抗体の概説に関しては、上記で言及された従来技術、及び欧州特許第０３６８６８４号
明細書も参照する。用語「ｄＡｂ」に関しては、例えばWard et al.（Nature 1989 Oct 1
2; 341 （6242）: 544-6）、Holtet al.（Trends Biotechnol., 2003, 21（11）:484-490
）、例えば国際公開第０６／０３０２２０号パンフレット、国際公開第０６／００３３８
８号パンフレット、及びDomantis Ltd.の他の公開特許出願を参照する。哺乳動物起源で
はないため、本発明に関してあまり好ましくはないが、単一ドメイン抗体又は単一可変ド
メインは、或る特定種のサメ由来である可能性があることにも留意すべきである（例えば
いわゆる「ＩｇＮＡＲドメイン」、例えば国際公開第０５／１８６２９号パンフレットを
参照されたい）。
【０１０９】
　特に本発明のアミノ酸配列は、（本明細書で規定の）ナノボディ（登録商標）又はその
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好適な断片（備考：ナノボディ（登録商標）、ナノボディ（Nanobodies）（登録商標）及
びナノクローン（登録商標）は、Ablynx N. V.の登録商標である）。ＲＡＮＫ－Ｌに指向
性を有するこのようなナノボディは、「本発明のナノボディ」とも称される。
【０１１０】
　ナノボディの概説に関しては、以下のさらなる記載、及び本明細書で言及される従来技
術を参照する。しかしこれに関して、本明細書及び従来技術は主に、いわゆる「ＶＨ３群
」のナノボディ（即ちＤＰ－４７、ＤＰ－５１又はＤＰ－２９等のＶＨ３群のヒト生殖細
胞系列の配列との高度な配列相同性を有するナノボディ）を説明し、このナノボディは本
発明の好ましい態様を形成することに留意すべきである。しかし概して、本発明は最も広
い意味で、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する任意種のナノボディを包含し、例えば国際公開
第０７／１１８６７０号パンフレットに記載されるように、例えばいわゆる「ＶＨ４群」
に属するナノボディ（即ちＤＰ－７８等のＶＨ４群のヒト生殖細胞系列の配列との高度な
配列相同性を有するナノボディ）も包含することに留意すべきである。
【０１１１】
　概して、ナノボディ（特にＶＨＨ配列及び部分ヒト化ナノボディ）は特に、（また本明
細書にさらに記載される）１つ又は複数のフレームワーク配列において（本明細書に記載
される）１つ又は複数の「特徴的な（Hallmark：ホールマーク）残基」の存在を特徴とし
得る。
【０１１２】
　したがって概して、ナノボディは、（一般）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を表
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を表し、１つ又
は複数の特徴的な残基は本明細書にさらに規定されるようなものである）を有するアミノ
酸配列として定義することができる。
【０１１３】
　特にナノボディは、（一般）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を表
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を表し、フレー
ムワーク配列は本明細書にさらに規定されるようなものである）を有するアミノ酸配列で
あり得る。
【０１１４】
　より具体的に、ナノボディは、（一般）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有す
るアミノ酸配列であり得る；ここで
ｉ）好ましくは、カバットナンバリング（Kabatnumbering）による１１位、３７位、４４
位、４５位、４７位、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基
の１つ又は複数は、以下の表Ａ－３で言及した特徴的な残基から選択され、
ｉｉ）上記アミノ酸配列は、配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つ
との少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定する
ためにＣＤＲ配列を形成するアミノ酸残基（配列番号１～配列番号２２の配列においてＸ
で示す）は無視する。
【０１１５】
　これらのナノボディにおいて、ＣＤＲ配列は概して、本明細書中にさらに規定されるよ
うなものである。
【０１１６】
　したがって、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌと（本明細書中で規定のように）結合することが
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できる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するこのようなナノボディ、この好適な断
片、及びこのようなナノボディ及び／又は好適な断片を１つ又は複数含むか、又は本質的
にこれらから成るポリペプチドにも関する。
【０１１７】
　配列番号５６０～配列番号６２１は、ＲＡＮＫ－Ｌに対して産生された多くのＶＨＨ配
列のアミノ酸配列を与える。
【０１１８】
　特に、本発明は幾つかの特定の態様において、
　（本明細書中に規定のように）ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有し、且つ配列番号５６０～配
列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なく
とも８５％、例えば９０％又は９５％以上の配列同一性を有するアミノ酸配列（これらの
アミノ酸配列はさらに、ＲＡＮＫ又はＯＰＧと、ＲＡＮＫ－Ｌとの結合を中和するような
もの、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌと結合するＲＡＮＫ又はＯＰＧと競合するようなもの、及
び／又はＲＡＮＫ－Ｌ上の（本明細書中に規定の）相互作用部位（ＲＡＮＫ又はＯＰＧ結
合部位等）に指向性を有するようなものであり得る）、
　（本明細書中に規定のように）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少な
くとも１つとＲＡＮＫ－Ｌとの結合を交差遮断（cross-block）する、及び／又はＲＡＮ
Ｋ－Ｌと結合する配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つと競
合するアミノ酸配列（またこれらのアミノ酸配列はさらに、同族リガンドと、ＲＡＮＫ－
Ｌとの結合を中和するようなもの、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌと結合する同族リガンドと競
合するようなもの、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌ上の（本明細書中に規定の）相互作用部位（
ＲＡＮＫ又はＯＰＧ結合部位等）に指向性を有するようなものであり得る）；
このアミノ酸配列は本明細書中にさらに記載され得る（例えばナノボディであり得る）；
並びに（本明細書中でさらに記載し、且つ例えば本明細書中に記載の二重特異性及び／又
は二重パラトピックのポリペプチドであり得る）このようなアミノ酸配列を１つ又は複数
含む本発明のポリペプチド、並びにこのようなアミノ酸配列及びポリペプチドをコードす
る核酸配列を提供する。このようなアミノ酸配列及びポリペプチドは、全く天然リガンド
を含まない。
【０１１９】
　したがって、幾つかの特に好ましい本発明のナノボディは、（本明細書にさらに規定の
ように）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はこれに指向性を有するナノボ
ディであり、
ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列
を形成するアミノ酸残基は無視する（またこれに関して、表Ａ－１を参照し、これは配列
番号５６０～配列番号６２１のナノボディのフレームワーク１配列（配列番号１２６～配
列番号１８７）、フレームワーク２配列（配列番号２５０～配列番号３１１）、フレーム
ワーク３配列（配列番号３７４～配列番号４３５）及びフレームワーク４配列（配列番号
４９８～配列番号５５９）を列挙する）（フレームワーク１配列の１位～４位及び２７位
～３０位のアミノ酸残基に関しては、以下で為されるコメントも参照する。したがって、
アミノ酸同一性の程度を決定するためにこれらのアミノ酸残基は無視するのが好ましい）
、
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
以下の表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される。
【０１２０】
　これらのナノボディにおいて、概してＣＤＲ配列は、本明細書にさらに規定されるよう
なものである。
【０１２１】
　またこのようなナノボディは、任意で好適な方法で任意の好適な供給源から誘導されて
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もよく、例えば（即ち好適なラクダ種由来の）天然ＶＨＨ配列、又は合成若しくは半合成
のアミノ酸配列であってもよく、これにはこれらに限定されないが、（本明細書に規定の
）「ヒト化」ナノボディ、（本明細書に規定の）「ラクダ化」免疫グロブリン配列（特に
ラクダ化重鎖可変ドメイン配列）、並びに本明細書にさらに記載されるように、親和性成
熟（例えば、合成、ランダム又は天然免疫グロブリン配列から開始する）、ＣＤＲグラフ
ト化、ベニヤリング、異なる免疫グロブリン配列由来の断片の結合、重複プライマーを使
用したＰＣＲアセンブリ、及び当業者に既知の免疫グロブリン配列を遺伝子操作する同様
の技法、又は上記のいずれかの任意の好適な組合せ等の技法によって得られるナノボディ
が含まれる。また、ナノボディがＶＨＨ配列を含む場合、該ナノボディは、１つ又は複数
の本発明のさらなる（部分又は完全）ヒト化ナノボディを提供するように、本明細書でさ
らに記載されるように好適にヒト化され得る。同様に、ナノボディが合成又は半合成の配
列（例えば部分ヒト化配列）を含む場合、該ナノボディは、ここでもまた１つ又は複数の
本発明のさらなる（部分又は完全）ヒト化ナノボディを提供するように、ここでもまた本
明細書で記載されるように任意でさらに好適にヒト化され得る。
【０１２２】
　特にヒト化ナノボディは、概してこれまでの段落でナノボディに関して規定されたよう
なアミノ酸配列であり得るが、この中に（本明細書に規定の）ヒト化置換である、及び／
又はヒト化置換に対応する少なくとも１つのアミノ酸残基が（特にフレームワーク残基の
少なくとも１つに）存在する。本明細書中の開示に基づいて、当業者にとって、幾つかの
好ましいが非限定的なヒト化置換（及びその任意の組合せ）は明らかである。付加的に又
は代替的に、天然ＶＨＨ配列のフレームワーク領域の配列を、１つ又は複数の密接に関連
したヒトＶＨ配列の対応するフレームワーク配列と比較することによって、他の潜在的に
有用なヒト化置換を確認することができ、その後このようにして決定した潜在的に有用な
ヒト化置換（又はその組合せ）の１つ又は複数を上記ＶＨＨ配列に（それ自体が既知の任
意の方法で、本明細書にさらに記載のように）導入することができ、得られたヒト化ＶＨ

Ｈ配列を、標的に対する親和性、安定性、発現の容易さ及びレベル、及び／又は他の所望
の特性に関して試験することができる。このように、試行錯誤による限定によって、本明
細書中の開示に基づき、当業者によって、他の好適なヒト化置換（又はその好適な組合せ
）を決定することができる。また上記に基づいて、ナノボディ（のフレームワーク領域）
を部分ヒト化又は完全ヒト化してもよい。
【０１２３】
　幾つかの特に好ましい本発明のヒト化ナノボディは、配列番号５６０～配列番号６２１
のナノボディのヒト化変異体であり、配列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６
５のアミノ酸配列が幾つかの特に好ましい例である。
【０１２４】
　したがって、幾つかの他の好ましい本発明のナノボディは、（本明細書にさらに規定の
ように）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができるナノボディであり、
ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の１つのヒト化変異体であり、及び
／又は
ｉｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つ、及び／又は配
列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６５のアミノ酸配列の少なくとも１つとの
少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するため
にＣＤＲ配列を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位、
８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、以
下の表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される。
【０１２５】
　本発明の別の特定の態様によれば、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌとの結合に特に適する多く
のアミノ酸残基のストレッチ（即ち低分子ペプチド）を提供する。これらのアミノ酸残基
のストレッチは、特に本発明のアミノ酸配列の抗原結合部位の（一部）を形成するように
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、本発明のアミノ酸配列に存在し得る、及び／又は組み込まれ得る。初めに、これらのア
ミノ酸残基のストレッチを重鎖抗体のＣＤＲ配列、又はＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するＶ

ＨＨ配列として生成した（又は本明細書でさらに記載されるように、このようなＣＤＲ配
列に基づき得る、及び／又はこれに由来し得る）ので、これらのアミノ酸残基のストレッ
チは概して、本明細書で「ＣＤＲ配列」（即ちそれぞれＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及び
ＣＤＲ３配列）とも称される。しかし、本発明が最も広い意味で、これらのアミノ酸残基
のストレッチによる本発明のアミノ酸配列とＲＡＮＫ－Ｌとの結合が可能である限り、こ
れらのアミノ酸残基のストレッチが本発明のアミノ酸配列中に有し得る特定の構造的役割
又は機能に限定されないことに留意すべきである。したがって概して、本発明は最も広い
意味で、全アミノ酸配列が、ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる結合ドメイン及び／又
は結合単位を形成するように、ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができ、本明細書に記載の１
つ又は複数のＣＤＲ配列及び特に２つ以上のこのようなＣＤＲ配列の好適な組合せを含み
、１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列を介して互いに好適に連結する、任意のアミノ酸
配列を含む。しかし、本発明のアミノ酸配列における１つだけのこのようなＣＤＲ配列の
存在は、それ自体で既にＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる本発明のアミノ酸配列を提
供するのに十分であり得ることにも留意すべきである。例えばここでもまた、国際公開第
０３／０５０５３１号パンフレットに記載される、いわゆる「促進断片（Expedite fragm
ents）」を参照する。
【０１２６】
　したがって別の具体的ではあるが非限定的な態様において、本発明のアミノ酸配列は、
本明細書に記載のＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列（又はそれらの任意の好
適な組合せ）から成る群から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含むアミノ酸配
列であり得る。特に、本発明のアミノ酸配列は、少なくとも１つの抗原結合部位（該抗原
結合部位は、本明細書に記載のＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列（又はそれ
らの任意の好適な組合せ）から成る群から選択される少なくとも１つのアミノ酸配列を含
む）を含むアミノ酸配列であり得る。
【０１２７】
　概して本発明のこの態様において、本発明のアミノ酸配列は、少なくとも１つのアミノ
酸残基のストレッチ（該アミノ酸残基のストレッチは、本明細書に記載のＣＤＲ配列の少
なくとも１つの配列に対応するアミノ酸配列を有する）を含む任意のアミノ酸配列であり
得る。このようなアミノ酸配列は、免疫グロブリンフォールドを含んでも、又は含んでい
なくてもよい。例えば、これに限定されないが、このようなアミノ酸配列は、少なくとも
１つのこのようなＣＤＲ配列を含むが、（完全）免疫グロブリンフォールドを形成するの
に十分な大きさではない好適な免疫グロブリン配列の断片であり得る（例えばここでもま
た、国際公開第０３／０５０５３１号パンフレットに記載される、「促進断片」を参照す
る）。代替的に、このようなアミノ酸配列は、このようなＣＤＲ配列に対応する（即ちそ
の抗原結合部位の一部として）少なくとも１つのアミノ酸残基のストレッチを含む、好適
な「タンパク質足場」であり得る。アミノ酸配列を提示するのに好適な足場が当業者にと
って明らかであり、例えばこれらに限定されないが、（即ち本明細書に既に記載の免疫グ
ロブリン配列以外の）免疫グロブリンに基づく若しくはこれに由来する結合足場、プロテ
インＡドメイン由来のタンパク質足場（例えばアフィボディ（Affibodies）（商標））、
テンダミスタット、フィブロネクチン、リポカリン、ＣＴＬＡ－４、Ｔ細胞受容体、設計
アンキリン反復、アビマー（avimers）及びＰＤＺドメイン（Binz et al., Nat. Biotech
2005, Vol 23:1257）、並びにＤＮＡ又はＲＮＡに基づく結合部分（ＤＮＡアプタマー又
はＲＮＡアプタマーを含むが、これに限定されない）（Ulrich et al., Comb Chem High 
Throughput Screen 2006 9（8）: 619-32）が含まれる。
【０１２８】
　また、これらのＣＤＲ配列を１つ又は複数含む、任意の本発明のアミノ酸配列は、ＲＡ
ＮＫ－Ｌと（本明細書に規定のように）特異的に結合することができるようなもの、及び
より具体的には本明細書に規定のように（さらに本明細書に記載されるような（実際又は
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見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度、
又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、及び／又は表される）親和性でＲＡＮ
Ｋ－Ｌと結合することができるようなものであるのが好ましい。
【０１２９】
　より具体的には、本発明のこの態様によるアミノ酸配列は、少なくとも１つの抗原結合
部位（該抗原結合部位は、（ｉ）第１のアミノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ１配列
から選択される場合、第２のアミノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ２配列又は本明細
書に記載のＣＤＲ３配列から選択されるように、（ｉｉ）第１のアミノ酸配列が、本明細
書に記載のＣＤＲ２配列から選択される場合、第２のアミノ酸配列が、本明細書に記載の
ＣＤＲ１配列又は本明細書に記載のＣＤＲ３配列から選択されるように、又は（ｉｉｉ）
第１のアミノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ３配列から選択される場合、第２のアミ
ノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ１配列又は本明細書に記載のＣＤＲ３配列から選択
されるように、本明細書に記載のＣＤＲ１配列、本明細書に記載のＣＤＲ２配列、及び本
明細書に記載のＣＤＲ３配列から成る群から選択される、少なくとも２つのアミノ酸配列
を含む）を含む任意のアミノ酸配列であり得る。
【０１３０】
　さらにより具体的には、本発明のアミノ酸配列は、少なくとも１つの抗原結合部位（該
抗原結合部位は、第１のアミノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ１配列から選択され、
第２のアミノ酸配列が、本明細書に記載のＣＤＲ２配列から選択され、第３のアミノ酸配
列が、本明細書に記載のＣＤＲ３配列から選択されるように、本明細書に記載のＣＤＲ１
配列、本明細書に記載のＣＤＲ２配列、及び本明細書に記載のＣＤＲ３配列から成る群か
ら選択される、少なくとも３つのアミノ酸配列を含む）を含むアミノ酸配列であり得る。
ＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列の好ましい組合せは、本明細書中のさらな
る記載から明らかになる。当業者にとって明らかなように、このようなアミノ酸配列は、
（本明細書にさらに記載のように）免疫グロブリン配列であるのが好ましいが、例えばま
た上記ＣＤＲ配列を提示するのに好適な足場を含む、任意の他のアミノ酸配列であっても
よい。
【０１３１】
　したがって具体的ではあるが非限定的な一態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに指
向性を有するアミノ酸配列であって、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、又は
任意の好適なこれらの組合せから成る群から選択される１つ又は複数のアミノ酸残基のス
トレッチを含む、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列に関する。
【０１３２】
　本発明のアミノ酸配列が、１つ又は複数のｂ）及び／又はｃ）によるアミノ酸配列を含
有する場合、
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ｉ）（本明細書に規定のように）このようなｂ）及び／又はｃ）によるアミノ酸配列にお
ける任意のアミノ酸置換は好ましくは、対応するａ）によるアミノ酸配列に比べて保存的
なアミノ酸置換であり、及び／又は
ｉｉ）ｂ）及び／又はｃ）によるアミノ酸配列は、対応するａ）によるアミノ酸配列に比
べて、アミノ酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ま
しく、及び／又は
ｉｉｉ）ｂ）及び／又はｃ）によるアミノ酸配列は、それ自体が既知の１つ又は複数の親
和性成熟技法を用いる親和性成熟によって、ａ）によるアミノ酸配列から誘導されるアミ
ノ酸配列であり得る。
【０１３３】
　同様に本発明のアミノ酸配列が、１つ又は複数のｅ）及び／又はｆ）によるアミノ酸配
列を含有する場合、
ｉ）（本明細書に規定のように）このようなｅ）及び／又はｆ）によるアミノ酸配列にお
ける任意のアミノ酸置換は好ましくは、対応するｄ）によるアミノ酸配列に比べて保存的
なアミノ酸置換であり、及び／又は
ｉｉ）ｅ）及び／又はｆ）によるアミノ酸配列は、対応するｄ）によるアミノ酸配列に比
べて、アミノ酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ま
しく、及び／又は
ｉｉｉ）ｅ）及び／又はｆ）によるアミノ酸配列は、それ自体が既知の１つ又は複数の親
和性成熟技法を用いる親和性成熟によって、ｄ）によるアミノ酸配列から誘導されるアミ
ノ酸配列であり得る。
【０１３４】
　また同様に本発明のアミノ酸配列が、１つ又は複数のｈ）及び／又はｉ）によるアミノ
酸配列を含有する場合、
ｉ）（本明細書に規定のように）このようなｈ）及び／又はｉ）によるアミノ酸配列にお
ける任意のアミノ酸置換は好ましくは、対応するｇ）によるアミノ酸配列に比べて保存的
なアミノ酸置換であり、及び／又は
ｉｉ）ｈ）及び／又はｉ）によるアミノ酸配列は、対応するｇ）によるアミノ酸配列に比
べて、アミノ酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ま
しく、及び／又は
ｉｉｉ）ｈ）及び／又はｉ）によるアミノ酸配列は、それ自体が既知の１つ又は複数の親
和性成熟技法を用いる親和性成熟によって、ｇ）によるアミノ酸配列から誘導されるアミ
ノ酸配列であり得る。
【０１３５】
　概して上述の段落は、それぞれ１つ又は複数のｂ）、ｃ）、ｅ）、ｆ）、ｈ）又はｉ）
によるアミノ酸配列を含む、任意の本発明のアミノ酸配列にも適用することが理解される
べきである。
【０１３６】
　この特定の態様において、アミノ酸配列は、
ｉ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｉｉ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、及び
ｉｉｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、又は
任意の好適なそれらの組合せから成る群から選択される１つ又は複数のアミノ酸残基のス
トレッチを含むのが好ましい。
【０１３７】
　また好ましくはこのようなアミノ酸配列において、上記のアミノ酸残基のストレッチの
少なくとも１つが、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するための抗原結合部位の一部を形成する。
【０１３８】
　より具体的ではあるが、さらに非限定的な態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに指
向性を有するアミノ酸配列であって、
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ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される２つ以上の
アミノ酸残基のストレッチを含み、このため、（ｉ）アミノ酸残基の第１のストレッチが
ａ）、ｂ）又はｃ）によるアミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のス
トレッチは、ｄ）、ｅ）、ｆ）、ｇ）、ｈ）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応し
、（ｉｉ）アミノ酸残基の第１のストレッチがｄ）、ｅ）又はｆ）によるアミノ酸配列の
１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のストレッチは、ａ）、ｂ）、ｃ）、ｇ）、ｈ
）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応し、又は（ｉｉｉ）アミノ酸残基の第１のス
トレッチがｇ）、ｈ）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基
の第２のストレッチは、ａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）、ｅ）又はｆ）によるアミノ酸配列の１
つに対応する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列に関する。
【０１３９】
　この特定の態様において、アミノ酸配列は、
ｉ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｉｉ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、及び
ｉｉｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列から成る群から選択される２つ
以上のアミノ酸残基のストレッチを含むのが好ましく、このため、（ｉ）アミノ酸残基の
第１のストレッチが配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の１つに対応する場
合、アミノ酸残基の第２のストレッチは、配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号
７５８又は配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の１つに対応し、（ｉｉ）ア
ミノ酸残基の第１のストレッチが配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８の
アミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のストレッチは、配列番号１８
８～配列番号２４９又は配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の１つに対応し
、又は（ｉｉｉ）アミノ酸残基の第１のストレッチが配列番号４３６～配列番号４９７の
アミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のストレッチは、配列番号１８
８～配列番号２４９又は配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸
配列の１つに対応する。
【０１４０】
　またこのようなアミノ酸配列において、少なくとも２つのアミノ酸残基のストレッチが
、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するための抗原結合部位の一部を形成することがさらに好ましい。
【０１４１】
　さらにより具体的であるが、非限定的な態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに指向
性を有するアミノ酸配列であって、３つ以上のアミノ酸残基のストレッチを含み、アミノ
酸残基の第１のストレッチが、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
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ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、
アミノ酸残基の第２のストレッチが、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、且つ
アミノ酸残基の第３のストレッチが、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、ＲＡＮＫ
－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列に関する。
【０１４２】
　好ましくはこの特定の態様において、アミノ酸残基の第１のストレッチは、配列番号１
８８～配列番号２４９のアミノ酸配列から成る群から選択され、アミノ酸残基の第２のス
トレッチは、配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列から成
る群から選択され、且つアミノ酸残基の第３のストレッチは、配列番号４３６～配列番号
４９７のアミノ酸配列から成る群から選択される。
【０１４３】
　また好ましくはこのようなアミノ酸配列において、少なくとも３つのアミノ酸残基のス
トレッチが、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するための抗原結合部位の一部を形成する。
【０１４４】
　このようなアミノ酸配列のストレッチの好ましい組合せは、本明細書中のさらなる開示
から明らかになる。
【０１４５】
　好ましくはこのようなアミノ酸配列において、ＣＤＲ配列が、配列番号５６０～配列番
号６２１のアミノ酸配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％のア
ミノ酸同一性、好ましくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは少なくと
も９０％のアミノ酸同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に１０
０％のアミノ酸同一性を有する。例えば、（本明細書中に記載の方法で）上記アミノ酸配
列と、配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の１つ又は複数とのアミノ酸同一
性の程度を求めることによって、このアミノ酸同一性の程度を決定することができ、ここ
ではフレームワーク領域を形成するアミノ酸残基は無視する。また、このような本発明の
アミノ酸配列は、本明細書中でさらに記載するようなものであり得る。
【０１４６】
　またこのアミノ酸配列は、（本明細書に規定のように）ＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合す
ることができるようなもの、及びより具体的には本明細書に規定のように（さらに本明細
書に記載されるような（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏ

ｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、及び
／又は表される）親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合することができるようなものであるのが好
ましい。
【０１４７】
　本発明のアミノ酸配列が、本質的に４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１～Ｆ
Ｒ４）と、３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成る場合、本
発明のアミノ酸配列は、ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
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ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又は
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、及び／又は
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択されるようなもの
であるのが好ましい。
【０１４８】
　特にこのような本発明のアミノ酸配列は、ＣＤＲ１が配列番号１８８～配列番号２４９
のアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又はＣＤＲ２が配列番号３１２～配列番
号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又はＣＤＲ
３が配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列から成る群から選択されるようなも
のであり得る。
【０１４９】
　特に本発明のアミノ酸配列が、本質的に４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１
～ＦＲ４）と、３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成る場合
、本発明のアミノ酸配列は、ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、且つ
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、且つ
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択されるようなもの
、又はこのようなアミノ酸配列の任意の好適な断片であるのが好ましい。
【０１５０】
　特にこのような本発明のアミノ酸配列は、ＣＤＲ１が配列番号１８８～配列番号２４９
のアミノ酸配列から成る群から選択され、且つＣＤＲ２が配列番号３１２～配列番号３７
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３及び配列番号７５８のアミノ酸配列から成る群から選択され、且つＣＤＲ３が配列番号
４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列から成る群から選択されるようなものであり得る
。
【０１５１】
　また、ＣＤＲ配列の好ましい組合せは、本明細書中のさらなる開示から明らかになる。
【０１５２】
　またこのようなアミノ酸配列は、（本明細書に規定のように）ＲＡＮＫ－Ｌと特異的に
結合することができるようなもの、及びより具体的には本明細書に規定のように（さらに
本明細書に記載されるような（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値
、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される
、及び／又は表される）親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合することができるようなものである
のが好ましい。
【０１５３】
　好ましいが非限定的な一態様において本発明は、本質的に４つのフレームワーク領域（
それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３
）とから成るアミノ酸配列であって、アミノ酸配列のＣＤＲ配列が、配列番号５６０～配
列番号６２１のアミノ酸配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％
のアミノ酸同一性、好ましくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは少な
くとも９０％のアミノ酸同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に
１００％のアミノ酸同一性を有する、アミノ酸配列に関する。このアミノ酸同一性の程度
は例えば、上記アミノ酸配列と、配列番号５６０～配列番号６２１の配列の１つ又は複数
との間のアミノ酸同一性の程度を（本明細書に記載の方法で）求めることによって決定す
ることができる（フレームワーク領域を形成するアミノ酸残基は無視する）。このような
本発明のアミノ酸配列は、本明細書にさらに記載されるようなものであり得る。
【０１５４】
　このような本発明のアミノ酸配列において、フレームワーク配列は任意の好適なフレー
ムワーク配列であってもよく、好適なフレームワーク配列の例は、例えば標準的なハンド
ブック、並びに本明細書に言及されるさらなる開示及び従来技術に基づいて当業者にとっ
て明らかである。
【０１５５】
　フレームワーク配列は、免疫グロブリンフレームワーク配列、又は（例えばヒト化又は
ラクダ化によって）免疫グロブリンフレームワーク配列から誘導されているフレームワー
ク配列（の好適な組合せ）であるのが好ましい。例えば、フレームワーク配列は、軽鎖可
変ドメイン（例えばＶＬ配列）及び／又は重鎖可変ドメイン（例えばＶＨ配列）から誘導
されているフレームワーク配列であり得る。特に好ましい一態様では、フレームワーク配
列は、ＶＨＨ配列（該フレームワーク配列は任意で、部分又は完全ヒト化し得る）から誘
導されているか、又は（本明細書に規定のように）ラクダ化した従来のＶＨ配列であるい
ずれかのフレームワーク配列である。
【０１５６】
　フレームワーク配列は、本発明のアミノ酸配列が、ドメイン抗体（又はドメイン抗体と
しての使用に好適なアミノ酸配列）、単一ドメイン抗体（又は単一ドメイン抗体としての
使用に好適なアミノ酸配列）、「ｄＡｂ」（又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配
列）、又はナノボディ（商標）（ＶＨＨ配列を含むが、これに限定されない）であるよう
なものであるのが好ましい。また、好適なフレームワーク配列は、例えば標準的なハンド
ブック、並びに本明細書に言及されるさらなる開示及び従来技術に基づいて当業者にとっ
て明らかである。
【０１５７】
　特に、本発明のアミノ酸配列に存在するフレームワーク配列は、本発明のアミノ酸配列
がナノボディであるように、（本明細書に規定の）特徴的な残基を１つ又は複数含有し得
る。このようなフレームワーク配列（の好適な組合せ）の幾つかの好ましいが非限定的な



(35) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

例は、本明細書中のさらなる開示から明らかになる。
【０１５８】
　また概して、本発明のアミノ酸配列に関して本明細書に記載のように、上記のいずれか
の好適な断片（又は断片の組合せ）（例えば１つ又は複数のフレームワーク配列に好適に
隣接した、及び／又はこれを介して連結した、１つ又は複数のＣＤＲ配列を含有する断片
）を使用することも可能である（例えば、これらのＣＤＲ配列及びフレームワーク配列が
、断片が誘導された完全長の（full-sized：フルサイズの）免疫グロブリン配列で発生し
得るのと同じ配列（order）で）。またこのような断片は、免疫グロブリンフォールドを
含むか、若しくは形成することができるようなもの、又は代替的に免疫グロブリンフォー
ルドを含まないか、若しくは形成することができないようなものであってもよい。
【０１５９】
　１つの特定の態様において、このような断片は、本明細書に記載の単一ＣＤＲ配列（特
にＣＤＲ３配列）を含み、フレームワーク配列（の一部）（特に断片が誘導される免疫グ
ロブリン配列において該ＣＤＲ配列に隣接するフレームワーク配列（複数可）の一部）が
両側に位置する。例えば、ＣＤＲ３配列は、ＦＲ３配列（の一部）の後にあり、ＦＲ４配
列（の一部）の前にあり得る。このような断片はまた、ジスルフィド架橋、特にそれぞれ
ＣＤＲ配列の前後にある２つのフレームワーク領域と連結するジスルフィド架橋を含有し
てもよい（このようなジスルフィド架橋を形成するために、該フレームワーク領域で自然
発生するシステイン残基を使用するか、又は代替的にシステイン残基を該フレームワーク
領域に合成的に付加若しくは導入してもよい）。これらの「促進断片」のさらなる説明に
関しては、ここでもまた国際公開第０３／０５０５３１号パンフレット、及び２００６年
１２月５日に出願されたAblynx N. V.の"Peptides capable ofbinding to serum protein
s"と題する米国仮出願（発明者：Revets,Hilde Adi Pierrette; Kolkman, Joost Alexand
er;及びHoogenboom,Hendricus Renerus Jacobus Mattheus）（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２０
０７／０６３３４８号明細書も参照されたい）を参照する。
【０１６０】
　別の態様において本発明は、化合物又は構築物、特にタンパク質又はポリペプチド（そ
れぞれ本明細書で「本発明の化合物」又は「本発明のポリペプチド」とも称される）であ
って、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列（又はその好適な断片）を含むか、又は本質
的にこれから成り、任意で１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位をさらに含む
、化合物又は構築物、特にタンパク質又はポリペプチドに関する。本明細書中のさらなる
開示から当業者にとって明らかになるように、このようなさらなる基、残基、部分、結合
単位又はアミノ酸配列は、本発明のアミノ酸配列（及び／又はそれが存在する化合物又は
構築物）に対しさらなる機能性を与えても、又は与えなくてもよく、本発明のアミノ酸配
列の特性を変えても、又は変えなくてもよい。
【０１６１】
　例えば、このようなさらなる基、残基、部分又は結合単位は、化合物又は構築物が（融
合）タンパク質又は（融合）ポリペプチドになるように、１つ又は複数のさらなるアミノ
酸配列であり得る。好ましいが非限定的な態様において、該１つ又は複数の他の基、残基
、部分又は結合単位は免疫グロブリン配列である。さらにより好ましくは、該１つ又は複
数の他の基、残基、部分又は結合単位は、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好
適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸
配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はナノボディから成る
群から選択される。
【０１６２】
　代替的に、このような基、残基、部分又は結合単位は例えば、化学的な基、残基、部分
（それ自体が生物学的に及び／又は薬理学的に活性であっても、又は活性でなくてもよい
）であり得る。例えば、これに限定されないが、このような基は、本明細書にさらに記載
されるように、本発明のアミノ酸配列又はポリペプチドの「誘導体」を提供するように、
１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列と連結し得る。
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【０１６３】
　本明細書に記載の１つ又は複数の誘導体を含むか、又は本質的にこれから成り、任意で
１つ又は複数のリンカーを介して連結した、１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合
単位を任意でさらに含む、化合物又は構築物も本発明の範囲内である。好ましくは、該１
つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位はアミノ酸配列である。
【０１６４】
　上記の化合物又は構築物において、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列、及び１つ又
は複数の基、残基、部分又は結合単位は、互いに直接、及び／又は１つ又は複数の好適な
リンカー又はスペーサを介して連結してもよい。例えば、１つ又は複数の基、残基、部分
又は結合単位がアミノ酸配列である場合、リンカーは、得られる化合物又は構築物が融合
（タンパク質）又は融合（ポリペプチド）になるようにアミノ酸配列であってもよい。
【０１６５】
　概して本発明の化合物又はポリペプチドは、本発明の化合物又はポリペプチドを提供す
るように、任意で１つ又は複数の好適なリンカーを介して、１つ又は複数の本発明のアミ
ノ酸配列と、１つ又は複数のさらなる基、残基、部分又は結合単位とを好適に連結する工
程を少なくとも１つ含む方法で調製することができる。本発明のポリペプチドは、概して
少なくとも本発明のポリペプチドをコードする核酸を準備する工程と、好適な方法で該核
酸を発現する工程と、発現した本発明のポリペプチドを回収する工程とを含む方法で調製
することもできる。このような方法は、例えば本明細書にさらに記載の方法及び技法に基
づいて、当業者にとって明らかな、それ自体が既知の方法で行うことができる。
【０１６６】
　本発明のアミノ酸配列から開始して本発明の化合物又はポリペプチドを設計／選択、及
び／又は調製する方法は、本明細書では該本発明のアミノ酸配列を「フォーマットする（
formatting）」とも称され、本発明の化合物又はポリペプチドの一部を構成する本発明の
アミノ酸は、「フォーマットされた（formatted）」、又は該本発明の化合物又はポリペ
プチド「のフォーマット形態（in theformat of）」であるといわれる。本発明のアミノ
酸配列をフォーマットすることができる方法の例及びこのようなフォーマットの例が、本
明細書中の開示に基づいて当業者にとって明らかであり、このようなフォーマットされた
アミノ酸配列は、本発明のさらなる態様を形成する。
【０１６７】
　本発明の特定の一態様において、本発明の化合物、又は本発明のポリペプチドは、対応
する本発明のアミノ酸配列に比べて増大した半減期を有し得る。このような化合物及びポ
リペプチドの幾つかの好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさらなる開示に基づいて
当業者にとって明らかとなり、例えば半減期が増大するように（例えばペグ化によって）
化学修飾された本発明のアミノ酸配列又はポリペプチド、血清タンパク質（例えば血清ア
ルブミン）と結合するための少なくとも１つのさらなる結合部位を含む本発明のアミノ酸
配列、又は本発明のアミノ酸配列の半減期を増大させる少なくとも１つの部分（特に少な
くとも１つのアミノ酸配列）と連結する少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列を含む本
発明のポリペプチドが含まれる。このような半減期が延長した部分又はアミノ酸配列を含
む本発明のポリペプチドの例は、本明細書中のさらなる開示に基づいて当業者にとって明
らかとなり、例えばこれらに限定されないが、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列が、
１つ又は複数の血清タンパク質若しくはその断片（例えば（ヒト）血清アルブミン又はそ
の好適な断片）、又は血清タンパク質と結合することができる１つ又は複数の結合単位と
好適に連結するポリペプチド（例えばドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好適な
アミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列
、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又は血清アルブミン（例えば
ヒト血清アルブミン）、血清免疫グロブリン（例えばＩｇＧ）等の血清タンパク質又はト
ランスフェリンと結合することができるナノボディ、さらなる記載及び本明細書で言及さ
れる参考文献を参照する）；本発明のアミノ酸配列がＦｃ部分（例えばヒトＦｃ）又はそ
の好適な部分若しくは断片と連結するポリペプチド；又は１つ又は複数の本発明のアミノ
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酸配列が、血清タンパク質と結合することができる１つ又は複数の低分子タンパク質又は
ペプチドと好適に連結するポリペプチドが含まれる（例えば、これに限定されないが、国
際公開第９１／０１７４３号パンフレット、国際公開第０１／４５７４６号パンフレット
、国際公開第０２／０７６４８９号パンフレット、及び２００６年１２月５日に出願され
たAblynx N. V.の"Peptides capable ofbinding to serum proteins"と題する米国仮出願
（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６３３４８号明細書も参照されたい）に記載のタン
パク質及びペプチド）。
【０１６８】
　概して、半減期が増大した、本発明の化合物又はポリペプチドは、対応する本発明のア
ミノ酸配列自体の半減期よりも少なくとも１．５倍、好ましくは少なくとも２倍（少なく
とも５倍等）、例えば少なくとも１０倍、又は２０倍を超えて大きい半減期を有するのが
好ましい。例えば、半減期が増大した、本発明の化合物又はポリペプチドは、対応する本
発明のアミノ酸配列自体に比べて、１時間を超えて、好ましくは２時間を超えて、より好
ましくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、又はさらに２４時間、４８時間若しく
は７２時間を超えて増大した半減期を有し得る。
【０１６９】
　好ましいが、本発明の非限定的な態様において、このような本発明の化合物又はポリペ
プチドは、対応する本発明のアミノ酸配列自体に比べて、１時間を超えて、好ましくは２
時間を超えて、より好ましくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、又はさらに２４
時間、４８時間若しくは７２時間を超えて増大した血清半減期を有する。
【０１７０】
　別の好ましいが、本発明の非限定的な態様において、このような本発明の化合物又はポ
リペプチドは、少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは
少なくとも４８時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上のヒトにおける血清
半減期を示す。例えば本発明の化合物又はポリペプチドは、少なくとも５日（約５日～１
０日等）、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好ましくは少なくとも
約１０日（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１日～１６日等）
、より好ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は１４日超（約１
４日～１９日等）の半減期を有し得る。
【０１７１】
　別の態様において本発明は、本発明のアミノ酸配列又は本発明のポリペプチド（又はそ
の好適な断片）をコードする核酸に関する。このような核酸は、本明細書で「本発明の核
酸」とも称され、例えば本明細書でさらに記載されるように遺伝子構築物の形態であり得
る。
【０１７２】
　別の態様において本発明は、本発明のアミノ酸配列及び／又は本発明のポリペプチドを
発現し（又は好適な環境下で発現することができ）、及び／又は本発明の核酸を含有する
、宿主又は宿主細胞に関する。このような宿主又は宿主細胞の幾つかの好ましいが非限定
的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０１７３】
　本発明はさらに、少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列、少なくとも１つの本発明の
ポリペプチド（又はその好適な断片）、及び／又は少なくとも１つの本発明の核酸、及び
任意で（即ち組成物の目的とする用途に応じて）それ自体が既知のこのような組成物の１
つ又は複数のさらなる成分を含有するか又は含む産物又は組成物に関する。このような産
物又は組成物は例えば、（本明細書に記載の）薬学的組成物、獣医学的組成物又は（本明
細書にも記載の）診断用途のための産物又は組成物であり得る。このような産物又は組成
物の幾つかの好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０１７４】
　本発明は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ（例えばｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ又は細胞アッセイ）又
はｉｎ　ｖｉｖｏ（例えば単一細胞又は多細胞生物、詳細には哺乳動物、より詳細にはヒ
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ト、例えば「骨疾患又は骨障害」の危険性があるか、又はそれを患うヒト）のいずれかで
のＲＡＮＫ－Ｌの調節（のための方法又は組成物）における本発明のアミノ酸配列、ナノ
ボディ若しくはポリペプチド、又はこれを含む組成物の使用にも関する。
【０１７５】
　本発明は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ（例えばｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ又は細胞アッセイ）又
はｉｎ　ｖｉｖｏ（例えば単一細胞又は多細胞生物、詳細には哺乳動物、より詳細にはヒ
ト、例えば骨疾患又は骨障害の危険性があるか、又はそれを患うヒト）のいずれかでＲＡ
ＮＫ－Ｌを調節する方法であって、少なくとも本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポ
リペプチドの少なくとも１つでＲＡＮＫ－Ｌを調節するのに適した方法及び量で、ＲＡＮ
Ｋ－Ｌを本発明の少なくとも１つのアミノ酸配列、ナノボディ若しくはポリペプチド、又
はこれを含む組成物に接触させる工程を含む、調節する方法にも関する。
【０１７６】
　本発明は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ（例えばｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ又は細胞アッセイ）又
はｉｎ　ｖｉｖｏ（例えば単一細胞又は多細胞生物、詳細には哺乳動物、より詳細にはヒ
ト、例えば骨疾患又は骨障害の危険性があるか、又はそれを患うヒト）のいずれかでＲＡ
ＮＫ－Ｌを調節するための組成物（例えば、これに限定されないが、本明細書中にさらに
記載の薬学的組成物又は製剤）の調製における本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポ
リペプチドの１つの使用にも関する。
【０１７７】
　本発明に関して、「調節すること（"modulating" or "to modulate"）」は概して、好
適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ、細胞アッセイ、又はｉｎ　ｖｉｖｏアッセイ（例えば本
明細書で言及されるもの）を用いて測定されるように、ＲＡＮＫ－Ｌの活性を低減若しく
は阻害、又は代替的にＲＡＮＫ－Ｌの活性を増大させることのいずれかを意味する。特に
「調節すること」は、好適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ、細胞アッセイ、又はｉｎ　ｖｉ
ｖｏアッセイ（例えば本明細書で言及されるもの）を用いて測定されるように、本発明の
アミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドが存在しない以外は同じ条件下で同じアッセ
イでのＲＡＮＫ－Ｌの活性に比べて、少なくとも１％、好ましくは少なくとも５％、少な
くとも１０％等若しくは少なくとも２５％、少なくとも５０％等、少なくとも６０％、少
なくとも７０％、少なくとも８０％、又は９０％以上ＲＡＮＫ－Ｌの活性を低減若しくは
阻害、又は代替的にＲＡＮＫ－Ｌの活性を増大させることのいずれかを意味し得る。
【０１７８】
　また当業者にとって明らかなように、「調節すること」は、本発明のアミノ酸配列、ナ
ノボディ又はポリペプチドが存在しない以外は同じ条件下に比べて、その標的、リガンド
又は基質の１つ又は複数に対するＲＡＮＫ－Ｌの親和性、結合活性、特異性及び／又は選
択性を変化させること（増大又は減少のいずれであってもよい）、及び／又はＲＡＮＫ－
Ｌが存在する媒体又は環境における１つ又は複数の条件（ｐＨ、イオン強度、補因子の存
在等）に対するＲＡＮＫ－Ｌの感度を変化させること（増大又は減少のいずれであっても
よい）も伴い得る。当業者にとって明らかなように、任意の好適な方法で、及び／又は本
明細書中に記載の、若しくは本明細書中で言及した従来技術におけるアッセイのようなそ
れ自体が既知の任意の好適なアッセイを使用してさらにこれを求めてもよい。
【０１７９】
　「調節すること」は、ＲＡＮＫ－Ｌが関与する（又はその基質（複数可）、リガンド（
複数可）若しくは経路（複数可）が関与する、シグナル伝達経路若しくは代謝経路及び関
連の生物学的作用若しくは生理学的作用のような）１つ又は複数の生物学的な若しくは生
理学的な機構、作用、反応、機能、経路又は活性に関して変化させる（即ちそれぞれ、ア
ゴニスト又はアンタゴニストとしての活性を与える）ことも意味し得る。さらに、当業者
にとって明らかなように、任意の好適な方法で、及び／又は本明細書中に記載の、若しく
は本明細書中で言及した従来技術におけるアッセイのようなそれ自体が既知の任意の好適
な（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及び通常は細胞又はアッセイ内（in assay））アッセイを使用して
、アゴニスト又はアンタゴニストとしてのこのような作用を求めてもよい。特に、アゴニ
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スト又はアンタゴニストとしての作用は、対象の生物学的活性又は生理学的活性をそれぞ
れ、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドが存在しない以外は同じ条件下
での同じアッセイにおける生物学的活性又は生理学的活性に比べて少なくとも１％、好ま
しくは少なくとも５％、例えば少なくとも１０％若しくは少なくとも２５％、例えば少な
くとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、又は９０％以
上増大又は低減させるようなものであり得る。
【０１８０】
　例えば調節は、ＲＡＮＫ－Ｌとその基質又はリガンドの１つとの結合を低減又は阻害す
ること、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌとの結合に対して、天然のリガンド、基質と競合するこ
とを伴い得る。調節は、ＲＡＮＫ－Ｌ、又はそれに関与する機構若しくは経路を活性化す
ることを伴ってもよい。調節は、可逆であっても又は不可逆であってもよいが、薬学的目
的及び薬理学的目的では通常、可逆的である。
【０１８１】
　本発明はさらに、本明細書に記載のアミノ酸配列、ポリペプチド、核酸、宿主細胞、産
物及び組成物を製造又は生成する方法に関する。このような方法の幾つかの好ましいが非
限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０１８２】
　概してこれらの方法は、
ａ）アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリを準備する工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するアミノ酸配列に関して、上記のアミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリ
をスクリーニングする工程と、
ｃ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するアミノ酸配列（複数可）を単離する工程とを含み得る。
【０１８３】
　このような方法では、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは、任意の
好適なアミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリであり得る。例えば、アミノ
酸配列のセット、コレクション又はライブラリは、（本明細書に記載の）免疫グロブリン
配列のセット、コレクション又はライブラリ（例えば免疫グロブリン配列のナイーブセッ
ト、ナイーブコレクション又はナイーブライブラリ、免疫グロブリン配列の合成又は半合
成のセット、コレクション又はライブラリ、及び／又は親和性成熟を受けている免疫グロ
ブリン配列のセット、コレクション又はライブラリ）であり得る。
【０１８４】
　またこのような方法では、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは、重
鎖可変ドメイン（例えばＶＨドメイン又はＶＨＨドメイン）又は軽鎖可変ドメインのセッ
ト、コレクション又はライブラリであり得る。例えば、アミノ酸配列のセット、コレクシ
ョン又はライブラリは、ドメイン抗体若しくは単一ドメイン抗体のセット、コレクション
若しくはライブラリであり得るか、又はドメイン抗体若しくは単一ドメイン抗体として機
能することができるアミノ酸配列のセット、コレクション若しくはライブラリであり得る
。
【０１８５】
　この方法の好ましい態様では、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは
、例えばＲＡＮＫ－Ｌ、又はこれに基づく若しくはこれに由来する好適な抗原決定基（例
えばその抗原の部分、断片、領域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ）を好適に免疫
付与した哺乳動物由来の免疫グロブリン配列の免疫セット、免疫コレクション又は免疫ラ
イブラリであり得る。１つの特定の態様では、該抗原決定基は、細胞外の部分、領域、ド
メイン、ループ又は他の細胞外エピトープ（複数可）であり得る。
【０１８６】
　上記の方法において、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは、スクリ
ーニングを容易にするように、ファージ、ファージミド、リボソーム又は好適な微生物（
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例えば酵母）上に提示してもよい。アミノ酸配列（のセット、コレクション又はライブラ
リ）を提示及びスクリーニングするのに好適な方法、技法及び宿主生物は、例えば本明細
書中のさらなる開示に基づいて当業者にとって明らかである。Nature Biotechnology, 23
, 9, 1105-1116（2005）におけるHoogenboomによる総説も参照する。
【０１８７】
　別の態様において、アミノ酸配列を生成する方法は、少なくとも
ａ）アミノ酸配列を発現する細胞のコレクション又はサンプルを準備する工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するアミノ酸配列を発現する細胞に関して上記細胞のコレクション又はサンプルをスクリ
ーニングする工程と、
ｃ）（ｉ）上記アミノ酸配列を単離する工程、又は（ｉｉ）該アミノ酸配列をコードする
核酸配列を上記細胞から単離し、その後該アミノ酸配列を発現する、単離する工程のいず
れかとを含む。
【０１８８】
　例えば、所望のアミノ酸配列が免疫グロブリン配列である場合、細胞のコレクション又
はサンプルは例えば、Ｂ細胞のコレクション又はサンプルであり得る。また、この方法で
は、細胞のサンプルは、ＲＡＮＫ－Ｌ、又はこれに基づく若しくはこれに由来する好適な
抗原決定基（例えばその抗原の部分、断片、領域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ
）を好適に免疫付与した哺乳動物に由来し得る。１つの特定の態様では、該抗原決定基は
、細胞外の部分、領域、ドメイン、ループ又は他の細胞外エピトープ（複数可）であり得
る。
【０１８９】
　上記の方法は、当業者にとって明らかなように、任意の好適な方法で行われ得る。例え
ば欧州特許第０５４２８１０号明細書、国際公開第０５／１９８２４号パンフレット、国
際公開第０４／０５１２６８号パンフレット及び国際公開第０４／１０６３７７号パンフ
レットを参照する。工程ｂ）のスクリーニングは、ＦＡＣＳ等のフローサイトメトリ技法
を使用して行うのが好ましい。これに関しては、例えばLieby et al., Blood, Vol. 97, 
No. 12, 3820 （2001）を参照する。
【０１９０】
　別の態様において、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列を生成する方法は、少
なくとも
ａ）アミノ酸配列をコードする核酸配列のセット、コレクション又はライブラリを準備す
る工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するアミノ酸配列をコードする核酸配列に関して、上記の核酸配列のセット、コレクショ
ン又はライブラリをスクリーニングする工程と、
ｃ）上記核酸配列を単離した後、上記アミノ酸配列を発現する工程とを含み得る。
【０１９１】
　このような方法では、アミノ酸配列をコードする核酸配列のセット、コレクション又は
ライブラリは例えば、免疫グロブリン配列のナイーブセット、ナイーブコレクション又は
ナイーブライブラリをコードする核酸配列のセット、コレクション又はライブラリ、免疫
グロブリン配列の合成又は半合成のセット、コレクション又はライブラリをコードする核
酸配列のセット、コレクション又はライブラリ、及び／又は親和性成熟を受けている免疫
グロブリン配列のセット、コレクション又はライブラリをコードする核酸配列のセット、
コレクション又はライブラリであり得る。
【０１９２】
　またこのような方法では、核酸配列のセット、コレクション又はライブラリは、重鎖可
変ドメイン（例えばＶＨドメイン又はＶＨＨドメイン）又は軽鎖可変ドメインのセット、
コレクション又はライブラリをコードし得る。例えば、核酸配列のセット、コレクション
又はライブラリは、ドメイン抗体若しくは単一ドメイン抗体のセット、コレクション若し
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くはライブラリ、又はドメイン抗体若しくは単一ドメイン抗体として機能することができ
るアミノ酸配列のセット、コレクション若しくはライブラリをコードし得る。
【０１９３】
　この方法の好ましい態様では、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは
、例えばＲＡＮＫ－Ｌ、又はこれに基づく若しくはこれに由来する好適な抗原決定基（例
えばその抗原の部分、断片、領域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ）を好適に免疫
付与した哺乳動物由来の核酸配列の免疫セット、免疫コレクション又は免疫ライブラリで
あり得る。１つの特定の態様では、該抗原決定基は、細胞外の部分、領域、ドメイン、ル
ープ又は他の細胞外エピトープ（複数可）であり得る。
【０１９４】
　核酸配列のセット、コレクション又はライブラリは例えば、重鎖可変ドメイン又は軽鎖
可変ドメインの免疫セット、免疫コレクション又は免疫ライブラリをコードし得る。１つ
の特定の態様では、ヌクレオチド配列のセット、コレクション又はライブラリは、ＶＨＨ

配列のセット、コレクション又はライブラリをコードし得る。
【０１９５】
　上記の方法において、ヌクレオチド配列のセット、コレクション又はライブラリは、ス
クリーニングを容易にするように、ファージ、ファージミド、リボソーム又は好適な微生
物（例えば酵母）上に提示してもよい。アミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列（の
セット、コレクション又はライブラリ）を提示及びスクリーニングするのに好適な方法、
技法及び宿主生物は、例えば本明細書中のさらなる開示に基づいて当業者にとって明らか
である。Nature Biotechnology, 23, 9, 1105-1116（2005）におけるHoogenboomによる総
説も参照する。
【０１９６】
　別の態様において、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列を生成する方法は、少
なくとも
ａ）アミノ酸配列をコードする核酸配列のセット、コレクション又はライブラリを準備す
る工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
する、並びに交差遮断されるか、又は本発明のナノボディ、例えば配列番号５６０～配列
番号６２１、若しくは本発明のヒト化ナノボディ、例えば配列番号７３０～配列番号７５
７及び配列番号７６５、若しくは本発明のポリペプチド若しくは構築物、例えば配列番号
６２２～配列番号７２９、配列番号７５９～配列番号７６２及び配列番号７６６～配列番
号７８９を交差遮断するアミノ酸配列をコードする核酸配列に関して、上記核酸配列のセ
ット、コレクション又はライブラリをスクリーニングする工程と、
ｃ）上記核酸配列を単離した後、上記アミノ酸配列を発現する工程とを含み得る。
【０１９７】
　本発明は、上記の方法、又は代替的に上記の方法の１つと、さらに少なくとも上記免疫
グロブリン配列のヌクレオチド配列又はアミノ酸配列を決定する工程と、それ自体が既知
の方法において、例えば好適な宿主細胞若しくは宿主生物における発現によって、又は化
学合成によって該アミノ酸配列を発現又は合成する工程とを含む方法によって得られるア
ミノ酸配列にも関する。
【０１９８】
　また上記の工程の後に、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列は好適にヒト化（又は代
替的にラクダ化）してもよく、及び／又はこのようにして得られたアミノ酸配列（複数可
）は、本発明のポリペプチドを提供するために、（任意で１つ又は複数の好適なリンカー
を介して）互いに又は１つ若しくは複数の他の好適なアミノ酸配列と連結してもよい。ま
た、本発明のアミノ酸配列をコードする核酸配列は、好適にヒト化（又は代替的にラクダ
化）、及び好適に発現してもよく、及び／又は本発明のアミノ酸配列をコードする１つ又
は複数の核酸配列は、（任意で１つ又は複数の好適なリンカーをコードするヌクレオチド
配列を介して）互いに又は他の好適なアミノ酸配列をコードする１つ若しくは複数の核酸
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配列と連結してもよく、その後このようにして得られたヌクレオチド配列は、本発明のポ
リペプチドを提供するために好適に発現してもよい。
【０１９９】
　本発明はさらに、本明細書に記載のアミノ酸配列、化合物、構築物、ポリペプチド、核
酸、宿主細胞、産物及び組成物の適用及び使用に、並びにＲＡＮＫ－Ｌに関連する疾患及
び障害を予防及び／又は治療する方法に関する。幾つかの好ましいが非限定的な適用及び
使用は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０２００】
　本発明は、治療に使用する、本明細書中に記載のアミノ酸配列、化合物、構築物、ポリ
ペプチド、核酸、宿主細胞、産物及び組成物にも関する。
【０２０１】
　詳細には、本発明は、それを必要とする被験体に、（薬学的に有効な量の）本明細書中
に記載のアミノ酸配列、化合物、構築物又はポリペプチドを投与することによって予防又
は治療することができる疾患又は障害の治療に使用する、本明細書中に記載のアミノ酸配
列、化合物、構築物、ポリペプチド、核酸、宿主細胞、産物及び組成物にも関する。
【０２０２】
　より詳細には、本発明は、本明細書中に記載の骨疾患又は骨障害の治療に使用する、ア
ミノ酸配列、化合物、構築物、ポリペプチド、核酸、宿主細胞、産物及び組成物に関する
。
【０２０３】
　また本発明の他の態様、実施の形態、利点及び用途は、本明細書中のさらなる記載から
明らかになり、その中で本発明は、これらを含む本発明のナノボディ及びこれを含む本発
明のポリペプチド（これらは本発明の好ましい態様の幾つかを形成する）に関してより詳
細に説明及び考察する。
【０２０４】
　本明細書中のさらなる記載から明らかになるように、一般的にナノボディは、「ｄＡｂ
」又は同様の（単一）ドメイン抗体又は免疫グロブリン配列に比べて（本明細書で概説さ
れる）或る特定の利点があり、この利点は本発明のナノボディでも与えられる。しかし、
以下の教示のより一般的な態様を、（直接又は同じように）他の本発明のアミノ酸配列に
適用することもできることは、当業者にとって明らかである。
【０２０５】
　本明細書、実施例及び特許請求の範囲において：
ａ）特に他に指示又は規定がなければ、使用される全ての用語は、当業者にとって明らか
な、当該技術分野における通常の意味を有する。例えば標準的なハンドブック（例えばSa
mbrook et al, "Molecular Cloning: A Laboratory Manual"（2nd.Ed.）, Vols. 1-3, Co
ld Spring HarborLaboratory Press（1989）、F.Ausubel et al, eds., "Current protoc
ols in molecular biology", GreenPublishing and Wiley Interscience, New York（198
7）、Lewin, "Genes II", John Wiley & Sons, New York, N.Y.,（1985）、Old et al., 
"Principles of GeneManipulation: An Introduction to Genetic Engineering", 2nd ed
ition,University of California Press, Berkeley, CA（1981）、Roitt et al., "Immun
ology"（6th.Ed.）, Mosby/Elsevier, Edinburgh（2001）、Roitt et al., Roitt's Esse
ntialImmunology, 10th Ed. Blackwell Publishing, UK（2001）、及びJaneway et al.,"
Immunobiology"（6th Ed.）, Garland Science Publishing/Churchill Livingstone, New
 York（2005））、並びに本明細書で言及される一般的な背景技術を参照する。
【０２０６】
ｂ）特に他に指示がなければ、用語「免疫グロブリン配列」は、本明細書で重鎖抗体に言
及するのに使用されるのか又は従来の４鎖抗体に言及するのに使用されるかに関係なく、
全長抗体、その個々の鎖、及びその全ての部分、ドメイン又は断片（これらに限定されな
いが、それぞれＶＨＨドメイン又はＶＨ／ＶＬドメイン等の抗原結合ドメイン又は断片を
含む）の両方を含む一般的な用語として使用される。さらに（例えば「免疫グロブリン配
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列」、「抗体配列」、「可変ドメイン配列」、「ＶＨＨ配列」又は「タンパク質配列」等
の用語で）本明細書で使用される用語「配列」は一般的に、文脈上さらなる限定的な解釈
が要求される場合を除き、関連のアミノ酸配列と、これをコードする核酸配列又はヌクレ
オチド配列との両方を含むと理解されるべきである。
【０２０７】
ｃ）特に他に指示がなければ、具体的に詳しく説明されていない全ての方法、工程、技法
及び操作を実施することができ、当業者にとって明らかなそれ自体が既知の方法で実施す
る。また例えば、例えば標準的なハンドブック及び本明細書で言及される一般的な背景技
術、並びに本明細書で言及されるさらなる参考文献並びに例えば以下の総説、Presta, Ad
v. Drug Deliv. Rev. 2006, 58 （5-6）: 640-56、Levin and Weiss, Mol. Biosyst.2006
, 2（1）: 49-57、Irving et al., J.Immunol. Methods, 2001, 248（1-2）, 31-45、Sch
mitzet al., Placenta, 2000, 21 Suppl. A, S106-12、Gonzaleset al., Tumour Biol., 
2005, 26（1）, 31-43（これらは、親和性成熟等のタンパク質工学技法及び免疫グロブリ
ン等のタンパク質の特異性及び他の所望の特性を改善する他の技法を記載している）を参
照する。
【０２０８】
ｄ）アミノ酸残基は、表Ａ－２に言及されるように標準的な３文字アミノ酸コード又は１
文字アミノ酸コードに従って示す。
【０２０９】
表Ａ－２：１文字アミノ酸コード及び３文字アミノ酸コード
【表１】
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【０２１０】
ｅ）２つ以上のヌクレオチド配列を比較するために、［第２のヌクレオチド配列における
対応する位置のヌクレオチドと同一な第１のヌクレオチド配列におけるヌクレオチドの数
］を［第１のヌクレオチド配列におけるヌクレオチド総数］で除算し、［１００％］で乗
算することによって、第１のヌクレオチド配列と第２のヌクレオチド配列との間の「配列
同一性」のパーセントを算出することができ、第１のヌクレオチド配列に比べて、第２の
ヌクレオチド配列におけるヌクレオチドの欠失、挿入、置換又は付加のそれぞれは、単一
ヌクレオチド（位置）での差異と考えられる。
【０２１１】
　代替的に、標準的な設定を用いて、ＮＣＢＩ　Ｂｌａｓｔ　ｖ２．０等の配列アライン
メント用の既知のコンピュータアルゴリズムを使用して、２つ以上のヌクレオチド配列間
の配列同一性の程度を算出することができる。
【０２１２】
　配列同一性の程度を決定するための幾つかの他の技法、コンピュータアルゴリズム及び
設定は例えば、国際公開第０４／０３７９９９号パンフレット、欧州特許第０９６７２８
４号明細書、欧州特許第１０８５０８９号明細書、国際公開第００／５５３１８号パンフ
レット、国際公開第００／７８９７２号パンフレット、国際公開第９８／４９１８５号パ
ンフレット及び英国特許出願公開第２３５７７６８号明細書に記載されている。
【０２１３】
　通常、上述で概説された算出方法に従って、２つのヌクレオチド配列間の「配列同一性
」のパーセントを決定するために、最も多くのヌクレオチドを有するヌクレオチド配列を
「第１の」ヌクレオチド配列とし、他のヌクレオチド配列を「第２の」ヌクレオチド配列
とする。
【０２１４】
ｆ）２つ以上のアミノ酸配列を比較するために、［第２のアミノ酸配列における対応する
位置のアミノ酸残基と同一な第１のアミノ酸配列におけるアミノ酸残基の数］を［第１の
アミノ酸配列におけるアミノ酸残基総数］で除算し、［１００％］で乗算することによっ
て、第１のアミノ酸配列と第２のアミノ酸配列との間の「配列同一性」（本明細書で「ア
ミノ酸同一性」と称される）のパーセントを算出することができ、第１のアミノ酸配列に
比べて、第２のアミノ酸配列におけるアミノ酸残基の欠失、挿入、置換又は付加のそれぞ
れは、単一アミノ酸残基（位置）での差異、即ち本明細書に規定の「アミノ酸差異」と考
えられる。
【０２１５】
　代替的に、ここでもまた標準的な設定を用いて、既知のコンピュータアルゴリズム（例
えばヌクレオチド配列に関する配列同一性の程度を決定するのに上記で言及されるもの）
を使用して、２つのアミノ酸配列間の配列同一性の程度を算出することができる。
【０２１６】
　通常、上述で概説された算出方法に従って、２つのアミノ酸配列間の「配列同一性」の
パーセントを決定するために、最も多くのアミノ酸残基を有するアミノ酸配列を「第１の
」アミノ酸配列とし、他のアミノ酸配列を「第２の」アミノ酸配列とする。
【０２１７】
　また、２つのアミノ酸配列間の配列同一性の程度を決定する際、当業者は、いわゆる「
保存的な」アミノ酸置換を考慮してもよく、これは一般的に、アミノ酸残基が同様の化学
構造を有する別のアミノ酸残基に置き換わり、且つポリペプチドの機能、活性又は他の生
物学的特性への影響がほとんど、又は本質的に全くないアミノ酸置換と説明することがで
きる。このような保存的なアミノ酸置換は、例えば国際公開第０４／０３７９９９号パン
フレット、英国特許出願公開第３３５７７６８号明細書、国際公開第９８／４９１８５号
パンフレット、国際公開第００／４６３８３号パンフレット及び国際公開第０１／０９３
００号パンフレットから当該技術分野において既知であり、このような置換の（好ましい
）種類及び／又は組合せは、関連の教示に基づいて国際公開第０４／０３７９９９号パン
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フレット及び国際公開第９８／４９１８５号パンフレット、並びに本明細書で言及される
さらなる参考文献から選択することができる。
【０２１８】
　このような保存的な置換は、好ましくは以下の（ａ）群～（ｅ）群内の或るアミノ酸が
、同じ群内の別のアミノ酸残基に置換される置換である：（ａ）低分子脂肪族で非極性又
はわずかに極性の残基：Ａｌａ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｐｒｏ及びＧｌｙ、（ｂ）極性で負に
荷電した残基及びこの（非荷電）アミド：Ａｓｐ、Ａｓｎ、Ｇｌｕ及びＧｌｎ、（ｃ）極
性で正に荷電した残基：Ｈｉｓ、Ａｒｇ及びＬｙｓ、（ｄ）巨大な脂肪族で非極性の残基
：Ｍｅｔ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ及びＣｙｓ、並びに（ｅ）芳香族残基：Ｐｈｅ、Ｔｙ
ｒ及びＴｒｐ。
【０２１９】
　特に好ましい保存的置換は以下のようなものである：ＡｌａをＧｌｙに又はＳｅｒに、
ＡｒｇをＬｙｓに、ＡｓｎをＧｌｎに又はＨｉｓに、ＡｓｐをＧｌｕに、ＣｙｓをＳｅｒ
に、ＧｌｎをＡｓｎに、ＧｌｕをＡｓｐに、ＧｌｙをＡｌａに又はＰｒｏに、ＨｉｓをＡ
ｓｎ又はＧｌｎに、ＩｌｅをＬｅｕに又はＶａｌに、ＬｅｕをＩｌｅに又はＶａｌに、Ｌ
ｙｓをＡｒｇに、Ｇｌｎに又はＧｌｕに、ＭｅｔをＬｅｕに、Ｔｙｒに又はＩｌｅに、Ｐ
ｈｅをＭｅｔに、Ｌｅｕに又はＴｙｒに、ＳｅｒをＴｈｒに、ＴｈｒをＳｅｒに、Ｔｒｐ
をＴｙｒに、ＴｙｒをＴｒｐに、及び／又はＰｈｅをＶａｌに、Ｉｌｅに又はＬｅｕに。
【０２２０】
　本明細書に記載のポリペプチドに適用される任意のアミノ酸置換はまた、Schulz et al
., Principles of Protein Structure, Springer-Verlag,1978によって開発された異なる
種の相同タンパク質間のアミノ酸変異頻度の解析、Chou and Fasman,Biochemistry 13: 2
11, 1974及びAdv. Enzymol., 47: 45-149,1978によって開発された構造形成可能性（stru
cture forming potentials）の解析、並びにEisenberg et al., Proc. Nad. Acad Sci. U
SA 81: 140-144, 1984; Kyte& Doolittle; J Molec. Biol. 157: 105-132, 1981、及びGo
ldmanet al., Ann. Rev. Biophys. Chem. 15: 321-353, 1986によって開発されたタンパ
ク質における疎水性パターンの解析に基づき得る（全て全体が参照により本明細書に援用
される）。ナノボディの一次構造、二次構造、及び三次構造に関する情報は、本明細書中
の記載及び上記で言及された一般的な背景技術で与えられる。またこのため、ラマ由来の
ＶＨＨドメインの結晶構造は例えば、Desmyter et al., Nature Structural Biology, Vo
l. 3, 9, 803（1996）、Spinelli et al., Natural StructuralBiology（1996）; 3, 752
-757、及びDecanniere et al., Structure, Vol. 7, 4, 361（1999）によって与えられる
。従来のＶＨドメインにおいてこれらの位置でＶＨ／ＶＬ界面及び潜在的なラクダ化置換
を形成する幾つかのアミノ酸残基に関するさらなる情報は、上記で言及された従来技術で
見出すことができる。
【０２２１】
ｇ）アミノ酸配列及び核酸配列は、その全長にわたって（本明細書に規定のように）１０
０％の配列同一性を有する場合、「全く同じ」であると言える。
【０２２２】
ｈ）２つのアミノ酸配列を比較するとき、用語「アミノ酸差異」は、第２の配列に比べて
第１の配列の位置での単一アミノ酸残基の挿入、欠失又は置換を表し、２つのアミノ酸配
列は、１つ又は２つ以上のこのようなアミノ酸差異を含有し得ることが理解される。
【０２２３】
ｉ）ヌクレオチド配列又はアミノ酸配列が、それぞれ別のヌクレオチド配列又はアミノ酸
配列を「含む」、又は別のヌクレオチド配列又はアミノ酸配列「から本質的に成る」とい
うとき、これは、後者のヌクレオチド配列又はアミノ酸配列がそれぞれ、初めに言及され
たヌクレオチド配列又はアミノ酸配列に組み込まれていることを意味し得るが、より一般
的に概してこれは、初めに言及されたヌクレオチド配列又はアミノ酸配列がそれぞれ、（
例えば本明細書に記載の任意の好適な方法によるものであり得る）実際にどのように初め
に言及された配列を生成又は入手するかに関係なく、その配列内にそれぞれ後者の配列と
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同じヌクレオチド配列又はアミノ酸配列を有するヌクレオチド又はアミノ酸残基のストレ
ッチを含むことを意味する。非限定的な例によって、本発明のナノボディがＣＤＲ配列を
含むというとき、これは、該ＣＤＲ配列が、本発明のナノボディに組み込まれていること
を意味し得るが、より一般的に概してこれは、本発明のナノボディが、どのように該本発
明のナノボディを生成又は入手するかに関係なく、その配列内に該ＣＤＲ配列と同じアミ
ノ酸配列を有するアミノ酸残基のストレッチを含むことを意味する。後者のアミノ酸配列
は、特異的な生物学的又は構造的な機能を有する場合、初めに言及されたアミノ酸配列に
おいて本質的に同じ、類似の又は同等の生物学的又は構造的な機能を有するのが好ましい
（言い換えれば、初めに言及されたアミノ酸配列は、後者の配列が本質的に同じ、類似の
又は同等の生物学的又は構造的な機能を果たすことができるようなものであるのが好まし
い）ということにも留意すべきである。例えば、本発明のナノボディがそれぞれ、ＣＤＲ
配列又はフレームワーク配列を含むというとき、ＣＤＲ配列及びフレームワークはそれぞ
れ、該ナノボディでＣＤＲ配列又はフレームワーク配列として機能することができるのが
好ましい。また、ヌクレオチド配列が別のヌクレオチド配列を含むというとき、初めに言
及されたヌクレオチド配列は、発現産物（例えばポリペプチド）で発現する場合、後者の
ヌクレオチド配列でコードされるアミノ酸配列が該発現産物の一部を形成するようなもの
（言い換えれば後者のヌクレオチド配列が、初めに言及されたより大きなヌクレオチド配
列と同じリーディングフレーム内にあるようなもの）であるのが好ましい。
【０２２４】
ｊ）核酸配列又はアミノ酸配列は、通常該供給源又は媒体に関連がある少なくとも１つの
他の成分（例えば別の核酸、別のタンパク質／ポリペプチド、別の生物学的成分、又は巨
大分子）、又は少なくとも１つの汚染物質、不純物若しくは微量成分から分離されている
場合、（例えばその天然の生物学的供給源及び／又はそれが得られる反応媒体又は培養媒
体に比べて）「本質的な単離（形態）」であると見なされる。特に、核酸配列又はアミノ
酸配列は、少なくとも２倍、具体的に少なくとも１０倍、より具体的に少なくとも１００
倍、及び最大１０００倍以上精製されている場合に、「本質的に単離された」と考えられ
る。「本質的に単離形態である」核酸配列又はアミノ酸配列は、好適な技法、例えば好適
なクロマトグラフィ技法（例えばポリアクリルアミドゲル電気泳動法）を使用して決定さ
れたものと、本質的に相同であるのが好ましい。
【０２２５】
ｋ）本明細書で使用される用語「ドメイン」は概して、アミノ酸配列の球状領域（例えば
抗体鎖、特に重鎖抗体の球状領域）又は本質的にこのような球状領域から成るポリペプチ
ドを表す。通常、このようなドメインは、例えばシートとして、又はジスルフィド結合に
よって安定化したペプチドループ（例えば３つ又は４つのペプチドループ）を含む。用語
「結合ドメイン」は（本明細書で規定されるように）抗原決定基に指向性を有するような
ドメインを表す。
【０２２６】
ｌ）用語「抗原決定基」は、抗原結合分子（例えば本発明のナノボディ又はポリペプチド
）によって、及びより具体的には該分子の抗原結合部位によって認識される抗原上のエピ
トープを表す。用語「抗原決定基」及び「エピトープ」は、本明細書で区別なく使用する
こともできる。
【０２２７】
ｍ）特定の抗原決定基、エピトープ、抗原又はタンパク質（又はその少なくとも１つの部
分、断片若しくはエピトープに関して）と（特異的に）結合することができる、特定の抗
原決定基、エピトープ、抗原又はタンパク質に対する親和性を有する、及び／又は特定の
抗原決定基、エピトープ、抗原又はタンパク質に対する特異性を有するアミノ酸配列（例
えば本発明のナノボディ、抗体、ポリペプチド、又は概して抗原結合タンパク質若しくは
ポリペプチド、又はその断片）は、該抗原決定基、該エピトープ、該抗原又は該タンパク
質「に対する」、又は「に指向性を有する」と言われる。
【０２２８】
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ｎ）用語「特異性」は、特定の抗原結合分子又は抗原結合タンパク質（例えば本発明のナ
ノボディ又はポリペプチド）分子が結合することができる、様々な種類の抗原又は抗原決
定基の数を表す。抗原結合タンパク質の特異性は、親和性及び／又は結合活性に基づき決
定することができる。親和性（抗原と抗原結合タンパク質との解離に関する平衡定数（Ｋ

Ｄ）によって表される）は、抗原結合タンパク質上の抗原決定基と抗原結合部位との間の
結合力に関する評価基準であり、ＫＤ値が小さくなれば、抗原決定基と抗原結合分子との
間の結合力が大きくなる（代替的に、親和性は、１／ＫＤである親和定数（ＫＡ）として
も表すことができる）。（例えば本明細書中のさらなる開示に基づき）当業者にとって明
らかなように、対象となる特異的な抗原に応じて、それ自体が既知の方法で親和性を決定
することができる。結合活性は、抗原結合分子（例えば本発明のナノボディ又はポリペプ
チド）と関連抗原との間の結合力の測定基準である。結合活性は、抗原結合分子上での抗
原決定基とその抗原結合部位との間の親和性、及び抗原結合分子上に存在する関連結合部
位の数の両方に関係する。典型的には、抗原結合タンパク質（例えば本発明のアミノ酸配
列、ナノボディ及び／又はポリペプチド）は、１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以
下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１
０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌの解離定数（ＫＤ）で（即ち１０５Ｌ／モル～１０
１２Ｌ／モル以上、及び好ましくは１０７Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、及びより好
ましくは１０８Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モルの結合定数（ＫＡ）で）これらの抗原と結合
する。１０４モル／Ｌより大きい任意のＫＤ値（即ち１０４Ｍ－１（Ｌ／モル）よりも小
さい任意のＫＡ値）は一般的に非特異的な結合を示すと考えられる。好ましくは、本発明
の一価の免疫グロブリン配列は、５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ま
しくは１０ｎＭ未満（５００ｐＭ未満等）の親和性で所望の抗原と結合する。抗原結合タ
ンパク質と抗原又は抗原決定基との特異的な結合は、それ自体が既知の任意の好適な方法
（例えばスキャッチャード解析及び／又は競合的結合アッセイ（例えばラジオイムノアッ
セイ（ＲＩＡ）、酵素イムノアッセイ（ＥＩＡ）及びサンドイッチ競合アッセイ）を含む
）及び当該技術分野でそれ自体が既知の様々なその変更方法、並びに本明細書で言及され
る他の技法で求めることができる。
【０２２９】
　当業者にとって明らかなように、解離定数は実際又は見掛けの解離定数であってもよい
。解離定数を決定する方法は、当業者にとって明らかであり、例えば本明細書で言及され
る技法が含まれる。これに関して、１０－４モル／Ｌ又は１０－３モル／Ｌより（then）
大きい（例えば１０－２モル／Ｌの）解離定数を測定することが不可能であり得ることも
明らかである。任意で、また当業者にとって明らかなように、（実際又は見掛けの）解離
定数は、その関係性（ＫＤ＝１／ＫＡ）から（実際又は見掛けの）結合定数（ＫＡ）に基
づき算出することができる。
【０２３０】
　親和性は、分子相互作用の強さ又は安定性を示す。一般的に親和性はＫＤ即ち解離定数
として与えられ、その単位はモル／Ｌ（又はＭ）である。親和性は、１／ＫＤに等しい結
合定数ＫＡとも表すことができ、その単位は（モル／Ｌ）－１（又はＭ－１）である。本
明細書では、２つの分子（例えば本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドと
、その目的標的との）間の相互作用の安定性は主に、これらの相互作用のＫＤ値で表され
、ＫＡ＝１／ＫＤの関係性を考慮して、ＫＤ値で分子相互作用の強さを特定することを、
対応するＫＡ値を算出するのに利用することもできることは、当業者にとって明らかであ
る。ＫＤ値は、ＤＧ＝ＲＴ．ｌｎ（ＫＤ）（等しくはＤＧ＝－ＲＴ．ｌｎ（ＫＡ））（式
中、Ｒは気体定数に等しく、Ｔは絶対温度に等しく、ｌｎは自然対数を示す）の既知の関
係性から、結合の自由エネルギー（ＤＧ）と関連するので、熱力学的意味でも分子相互作
用の強さを特徴付ける。
【０２３１】
　有意（例えば特異的）と見なされる、生物学的相互作用に関するＫＤは典型的に、１０
－１０Ｍ（０．１ｎＭ）～１０－５Ｍ（１００００ｎＭ）の範囲内である。相互作用が強
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くなれば、ＫＤは低くなる。
【０２３２】
　ＫＤは、（ＫＤ＝ｋｏｆｆ／ｋｏｎ及びＫＡ＝ｋｏｎ／ｋｏｆｆのように）複合体の解
離速度定数（ｋｏｆｆと称される）と、その結合速度（ｋｏｎと称される）との比として
も表すことができる。解離速度（off-rate）ｋｏｆｆの単位は、ｓ－１（ｓは秒のＳＩ単
位表記である）である。結合速度ｋｏｎの単位は、Ｍ－１ｓ－１である。結合速度は、１
０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１の間で変化し、二分子相互作用に関する拡散律
速結合速度定数に近づき得る。解離速度は、ｔ１／２＝ｌｎ（２）／ｋｏｆｆの関係性か
ら所定の分子相互作用の半減期に関連する。解離速度は、１０－６ｓ－１（ｔ１／２が数
日である略不可逆的な複合体）～１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９ｓ）の間で変化し得る。
【０２３３】
　２つの分子間の分子相互作用の親和性は、それ自体が既知の様々な技法（例えば既知の
表面プラズモン共鳴（ＳＰＲ）バイオセンサ技法（例えばOber et al., Intern. Immunol
ogy, 13, 1551-1559, 2001を参照されたい）（ここで、１つの分子がバイオセンサーチッ
プ上に固定され、もう１つの分子が、ｋｏｎ、ｋｏｆｆ測定値、及びしたがってＫＤ（又
はＫＡ）値が得られるフロー条件下で固定分子上を通る）で測定することができる。例え
ば、既知のBIACOREの機器を使用してこれを実施することができる。
【０２３４】
　測定プロセスが、例えば１つの分子のバイオセンサ上でのコーティングに関するアーチ
ファクト（artifact：人工産物）によって、示唆した分子の固有の結合親和性に幾らか影
響を与える場合、測定されたＫＤは見掛けのＫＤに対応し得ることも、当業者にとって明
らかである。また、１つの分子が、もう１つの分子に対して２つ以上の認識部位を含有す
る場合、見掛けのＫＤを測定することができる。このような状況下で、測定された親和性
は、２つの分子による相互作用の結合活性により影響され得る。
【０２３５】
　親和性を評価するのに使用することができる別のアプローチは、Friguet et al.（J. I
mmunol. Methods, 77,305-19, 1985）の２段階ＥＬＩＳＡ（酵素免疫吸着アッセイ）法で
ある。この方法によって、溶液相の結合平衡測定が確立され、プラスチック等の支持体上
での分子の１つの吸着に関連すると考えられ得るアーチファクトが避けられる。
【０２３６】
　しかし、ＫＤの正確な測定はかなりの労働集約型である可能性があり、結果として２つ
の分子の結合力を評価するのに、見掛けのＫＤ値を求めることが多い。全ての測定が一貫
して（例えばアッセイ条件を一定にして）行われていれば、見掛けのＫＤ測定値は真のＫ

Ｄの近似値として使用することができ、したがって本明細書で、ＫＤ及び見掛けのＫＤは
、等しい重要性又は関連性があるとして処理されるべきであることに留意すべきである。
【０２３７】
　最後に、多くの状況下で経験豊かな科学者は、幾つかの参照分子に関して結合親和性を
決定するのに都合がいいと判断することができることに留意すべきである。例えば、分子
Ａと分子Ｂとの間の結合力を評価するために、例えば分子Ｂと結合することが知られてお
り、且つＥＬＩＳＡ又はＦＡＣＳ（蛍光活性化細胞選別）での検出を容易にするためのフ
ルオロフォア若しくはクロモフォア群、又は他の化学部分（例えばビオチン）、又は他の
フォーマット（蛍光検出用フルオロフォア、吸光検出用クロモフォア、ストレプトアビジ
ン媒介性ＥＬＩＳＡ検出用ビオチン）で好適に標識される参照分子Ｃを使用することがで
きる。典型的に、参照分子Ｃは固定濃度に維持し、分子Ａの濃度は、分子Ｂの所定の濃度
又は量に対して変化する。結果として、分子Ａの非存在下で分子Ｃについて測定されたシ
グナルが半分になる分子Ａの濃度に対応して、ＩＣ５０値が得られる。参照分子のＫＤで
あるＫＤｒｅｆ及び参照分子の総濃度ｃｒｅｆが既知であれば、以下の式：ＫＤ＝ＩＣ５

０／（１＋ｃｒｅｆ／ＫＤｒｅｆ）からＡ－Ｂ相互作用に対する見掛けのＫＤを得ること
ができる。ｃｒｅｆ＜＜ＫＤｒｅｆの場合、ＫＤ≒ＩＣ５０であることに留意されたい。
ＩＣ５０の測定が、比較用の結合因子に関して一貫して（例えばｃｒｅｆを一定にして）
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実施されれば、ＩＣ５０によって分子相互作用の強さ又は安定性を評価することができ、
この測定値は、本明細書を通してＫＤ又は見掛けのＫＤと同等であると判断される。
【０２３８】
ｏ）本発明のアミノ酸配列、化合物又はポリペプチドの半減期は概して、例えば自然機構
による配列若しくは化合物の分解及び／又は配列若しくは化合物のクリアランス（cleara
nce）若しくは捕捉（sequestration）のために、ｉｎ　ｖｉｖｏでアミノ酸配列、化合物
又はポリペプチドの血清濃度が５０％低減するのにかかる時間と定義することができる。
本発明のアミノ酸配列、化合物又はポリペプチドのｉｎ　ｖｉｖｏ半減期は、それ自体が
既知の任意の方法（例えば薬物動態解析）で求めることができる。好適な技法は当業者に
とって明らかであり、例えば概して、好適な用量の本発明のアミノ酸配列、化合物又はポ
リペプチドを温血動物（即ち、ヒト又は別の好適な哺乳動物、例えばマウス、ウサギ、ラ
ット、ブタ、イヌ又は霊長類（例えばマカク属のサル（例えば特にカニクイザル（マカク
・ファシクラリス）及び／又はアカゲザル（マカク・ムラット））及びヒヒ（パピオ・ウ
ルジヌス））に好適に投与する工程と、血液サンプル又は他のサンプルを該動物から採取
する工程と、該血液サンプル中の本発明のアミノ酸配列、化合物又はポリペプチドのレベ
ル又は濃度を求める工程と、このようにして得られたデータ（のプロット）から本発明の
アミノ酸配列、化合物又はポリペプチドのレベル又は濃度が投与時の最初のレベルに比べ
て５０％低減するまでの時間を算出する工程とを伴い得る。例えば、以下の実験部部分、
及び標準的なハンドブック（例えばKenneth, A et al: Chemical Stability of Pharmace
uticals: A Handbookfor Pharmacists及びPeters et al, Pharmacokinete analysis:A Pr
actical Approach（1996））を参照する。"Pharmacokinetics", MGibaldi & D Perron, p
ublished by Marcel Dekker, 2nd Rev. edition（1982）も参照する。
【０２３９】
　また当業者にとって明らかなように（例えば国際公開第０４／００３０１９号パンフレ
ットの６頁及び７頁とそこに言及されたさらなる参考文献とを参照されたい）、半減期は
、ｔ１／２－α、ｔ１／２－β及び曲線下面積（ＡＵＣ）等のパラメータを利用して表す
ことができる。本明細書において、「半減期の増大」は、これらのパラメータのいずれか
１つ、例えばこれらのパラメータのいずれか２つ、又は本質的に３つ全てのこれらのパラ
メータの増大を表す。本明細書で使用される「半減期の増大」又は「増大した半減期」は
特にｔ１／２－βの増大を表し、ｔ１／２－α及び／又はＡＵＣのいずれか又は両方は増
大しても又は増大しなくてもよい。
【０２４０】
ｐ）本発明に関して、「調節すること」は一般的に、好適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ、
細胞アッセイ又はｉｎ　ｖｉｖｏアッセイを使用して測定するような標的又は抗原の活性
の低減若しくは阻害のいずれか、又は代替的に活性の増大を意味する。特に「調節するこ
と」は、好適なｉｎ　ｖｉｔｒｏアッセイ、細胞アッセイ、又はｉｎ　ｖｉｖｏアッセイ
（通常関与する標的又は抗原によって変わる）を用いて測定するような、本発明の構築物
が存在しない以外は同じ条件下での同じアッセイにおける標的又は抗原の活性に比べて、
少なくとも１％、好ましくは少なくとも５％、例えば少なくとも１０％若しくは少なくと
も２５％、例えば少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも
８０％、又は９０％以上標的又は抗原の活性を低減又は阻害すること、又は代替的に（関
連又は対象の）生物学的活性を増大させることを意味し得る。
【０２４１】
　当業者にとって明らかなように、「調節すること」は、本発明の構築物が存在しない以
外は同じ条件下に比べて、そのリガンド、結合パートナー、ホモ多量体形態若しくはヘテ
ロ多量体形態で結び付くパートナー又は基質の１つ又は複数に対する標的又は抗原の親和
性、結合活性、特異性及び／又は選択性を変化させること（増大又は減少のいずれであっ
てもよい）、及び／又は標的又は抗原が存在する媒体又は環境における１つ又は複数の条
件（ｐＨ、イオン強度、補因子の存在等）に対する標的又は抗原の感度を変化させること
（増大又は減少のいずれであってもよい）も伴い得る。当業者にとって明らかなように、
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関与する標的又は抗原に応じて、任意の好適な方法で、及び／又はそれ自体が既知の任意
の好適なアッセイを用いてさらにこれを求めてもよい。
【０２４２】
　「調節すること」は、標的又は抗原が関与する（又はその基質（複数可）、リガンド（
複数可）若しくは経路（複数可）が関与する、シグナル伝達経路若しくは代謝経路及び関
連の生物学的作用若しくは生理学的作用のような）１つ又は複数の生物学的な若しくは生
理学的な機構、作用、反応、機能、経路又は活性に関して変化させる（即ち標的又は抗原
及び所望の生物学的作用若しくは生理学的作用に応じて、それぞれ、アゴニスト、アンタ
ゴニスト、又は逆アゴニストとしての活性を与える）ことも意味し得る。ここでも同様に
、当業者にとって明らかなように、関与する標的又は抗原に応じて、任意の好適な方法で
、及び／又はそれ自体が既知の任意の好適な（ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及び通常は細胞又はアッ
セイ内）アッセイを使用して、アゴニスト又はアンタゴニストとしての作用を求めてもよ
い。特に、アゴニスト又はアンタゴニストとしての作用は、対象の生物学的活性又は生理
学的活性をそれぞれ、本発明の構築物が存在しない以外は同じ条件下での同じアッセイに
おける生物学的活性又は生理学的活性に比べて少なくとも１％、好ましくは少なくとも５
％、例えば少なくとも１０％若しくは少なくとも２５％、例えば少なくとも５０％、少な
くとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、又は９０％以上増大又は低減させ
るようなものであり得る。
【０２４３】
　調節は例えば、標的又は抗原のアロステリック調節、及び／又は標的又は抗原とその基
質又はリガンドの１つとの結合の低減又は阻害及び／又は標的又は抗原との結合に対する
基質である天然リガンドとの競合も伴い得る。調節は、標的若しくは抗原、又はそれが関
与する機構若しくは経路を活性化することも伴い得る。調節は、標的若しくは抗原のフォ
ールディング若しくは立体配置に関して、又は標的若しくは抗原がフォールディングする
能力、（例えばリガンドの結合の際に）その立体配置を変更する能力、他の（サブ）ユニ
ットと結び付く能力、又は解離する能力に関して変化させることも伴い得る。調節は例え
ば、標的若しくは抗原が、他の化合物を移動させる能力、又は他の化合物（イオン等）に
対するチャネルとして働く能力を変化させることも伴い得る。
【０２４４】
　調節は、可逆であっても又は不可逆であってもよいが、薬学的及び薬理学的目的では通
常、可逆的である。
【０２４５】
ｑ）標的又は抗原に関して、標的又は抗原上の「相互作用部位」という用語は、リガンド
、受容体若しくは他の結合パートナーとの結合に関する部位、触媒部位、開裂部位、アロ
ステリック相互作用に関する部位、標的又は抗原の多量体化（ホモマー化又はヘテロ二量
体化等）に関与する部位である、標的又は抗原上のアミノ酸残基の部位、エピトープ、抗
原決定部位、部分、ドメイン若しくはストレッチ、又は標的若しくは抗原の生物学的作用
又は機構に関与する標的又は抗原上のアミノ酸残基の任意の他の部位、エピトープ、抗原
決定基、部分、ドメイン又はストレッチを意味する。より一般的には、「相互作用部位」
は、本発明のアミノ酸配列又はポリペプチドが、（本明細書中に規定のように）標的又は
抗原（及び／又は標的又は抗原が関与する任意の経路、相互作用、シグナル伝達、生物学
的機構又は生物学的作用）を調節するように結合することができる、標的又は抗原上のア
ミノ酸残基の任意の部位、エピトープ、抗原決定基、部分、ドメイン又はストレッチであ
り得る。
【０２４６】
ｒ）アミノ酸配列又はポリペプチドは、該アミノ酸配列又はポリペプチドが第２の標的又
はポリペプチドと結合する親和性よりも少なくとも１０倍、例えば少なくとも１００倍、
好ましくは少なくとも１０００倍、及び最大１００００倍以上良好な親和性（上記のよう
に、好適にＫＤ値、ＫＡ値、Ｋｏｆｆ速度及び／又はＫｏｎ速度と表す）で第１の抗原と
結合する場合、第２の標的又は抗原と比べて、第１の標的又は抗原「に特異的」であると
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言える。例えば、第１の抗原は、上記アミノ酸配列又はポリペプチドが第２の標的又はポ
リペプチドと結合するＫＤよりも少なくとも１０分の１、例えば少なくとも１００分の１
、及び好ましくは少なくとも１０００分の１、例えば１００００分の１以下のＫＤ値で標
的又は抗原と結合し得る。好ましくは、アミノ酸配列又はポリペプチドが、第２の標的又
は抗原に比べて第１の標的又は抗原「に特異的」である場合、そのアミノ酸配列又はポリ
ペプチドは、（本明細書中に規定のように）該第１の標的又は抗原に指向性を有するが、
該第２の標的又は抗原に対しては指向性を有しない。
【０２４７】
ｓ）用語「交差遮断（"cross-block", "cross-blocked" and"cross-blocking"）」は、本
明細書中で区別なく使用し、アミノ酸配列又は他の結合剤（本発明のポリペプチド等）が
、他の本発明のアミノ酸配列又は結合剤と所定の標的との結合を妨げる能力を意味する。
本発明のアミノ酸配列又は他の結合剤が別のアミノ酸配列又は他の結合剤とＲＡＮＫ－Ｌ
との結合を妨げることができる範囲、ひいては本発明に従って交差遮断するということが
できるか否かを、競合結合アッセイを使用して求めることができる。１つの特に好ましい
定量的な交差遮断アッセイは、表面プラズモン共鳴技術を用いて相互作用の範囲を測定す
ることができるビアコア機器を使用する。別の好適な定量的な交差遮断アッセイは、標的
とのこれらの結合に関して、アミノ酸配列又は他の結合剤間の競合を測定するＥＬＩＳＡ
に基づくアプローチを使用する。
【０２４８】
　概して以下に、アミノ酸配列又は他の結合剤が、本発明に従って交差遮断するか、又は
交差遮断することができるか否かを求めるのに適したビアコアアッセイを説明している。
このアッセイは、本明細書中に記載のアミノ酸配列又は他の結合剤のいずれかと共に使用
することができることが理解されよう。ビアコア機器（例えばビアコア３０００）は、製
造元の推奨に沿って操作する。このように、１つの交差遮断アッセイでは、標的でコーテ
ィングする表面を作製するのに、標準的なアミンカップリングケミストリを用いて、標的
タンパク質をＣＭ５ビアコアチップと連結させる。典型的に２００個～８００個の標的の
共鳴単位をチップに連結させる（容易に測定可能なレベルの結合を与えるが、使用する試
験試薬の濃度によって容易に飽和することができる量）。互いに交差遮断する能力を評価
する、２つの試験アミノ酸配列（Ａ＊及びＢ＊と呼ばれる）を、好適なバッファー中で、
１：１の結合部位のモル比で混合し、試験混合物を作製する。結合部位ベースの濃度を算
出する場合、アミノ酸配列の分子量は、アミノ酸配列の全分子量を、このアミノ酸配列上
の標的結合部位の数で除算したものであると見なす。試験混合物中の各アミノ酸配列の濃
度は、ビアコアチップ上に捕捉された標的分子上のこのアミノ酸配列に対する結合部位を
容易に飽和するのに十分高いものとする。混合物中のアミノ酸配列は、典型的に（結合部
位ベースで）１．００マイクロモル～１．５マイクロモルである（結合部位ベースの）モ
ル濃度と同じである。Ａ＊及びＢ＊を単独で含有する分離溶液も調製する。これらの溶液
中のＡ＊及びＢ＊は、試験混合物と同じバッファー中で、且つ試験混合物と同じ濃度であ
るとする。試験混合物を標的コーティングビアコアチップに通し、結合総量を記録する。
それから、チップ結合標的を損なうことなく、結合したアミノ酸配列を取り除くようにチ
ップを処理する。典型的に、チップを３０ｍＭのＨＣｌで６０秒処理することによってこ
れを行う。その後、Ａ＊単独の溶液を標的コーティング表面に通し、結合量を記録する。
さらに、チップを処理し、チップ結合標的を損なうことなく、結合したアミノ酸配列を全
て取り除く。それから、Ｂ＊単独の溶液を標的コーティング表面に通し、結合量を記録す
る。次に、Ａ＊とＢ＊との混合物の理論最大結合を算出し、これは単独で標的表面を通し
た際の各アミノ酸配列の結合の合計である。実際に記録された混合物の結合がこの理論最
大よりも小さい場合、２つのアミノ酸配列は互いに交差遮断している。このように概して
、交差遮断する本発明のアミノ酸配列又は他の結合剤は、アッセイ中、及び本発明の第２
のアミノ酸配列又は他の結合剤の存在下で、記録された結合が、組合せた２つのアミノ酸
配列又は結合剤の最大理論結合（直前に規定）の８０％～０．１％（例えば８０％～４％
）、具体的に最大理論結合の７５％～０．１％（例えば７５％～４％）、及びより具体的
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に最大理論結合の７０％～０．１％（例えば７０％～４％）であるように、上記のビアコ
ア交差遮断アッセイで標的と結合するものである。上記のビアコアアッセイは、アミノ酸
配列又は他の結合剤が本発明に従って互いに交差遮断するかどうかを求めるのに使用する
主なアッセイである。稀に、特定のアミノ酸配列又は他の結合剤が、ＣＭ５ビアコアチッ
プとアミンケミストリを介して連結した標的と結合しないことがある（通常、標的上の関
連の結合部位がチップとの連結によって塞がれるか、又は破壊される場合にこれが起こる
）。このような場合、標識型、例えばＮ末端Ｈｉｓ標識型の標的を用いて交差遮断を求め
ることができる。この特定のフォーマットで、抗Ｈｉｓアミノ酸配列をビアコアチップに
連結させた後、Ｈｉｓ標識した標的をチップの表面上に通し、抗Ｈｉｓアミノ酸配列で捕
捉する。各チップ再生サイクル後に、抗Ｈｉｓアミノ酸配列コーティング表面上に、新た
なＨｉｓ標識した標的を充填し戻すことを除いて、本質的に上記のように、交差遮断解析
を行う。Ｎ末端Ｈｉｓ標識した標的を使用するとして与えられた例の他に、代替的にＣ末
端Ｈｉｓ標識した標的を使用することができる。さらに、当該技術分野で既知の様々な他
の標識及び標識結合タンパク質の組合せをこのような交差遮断解析に使用することができ
る（例えば、抗ＨＡ抗体によるＨＡ標識；抗ＦＬＡＧ抗体によるＦＬＡＧ標識；ストレプ
トアビジンによるビオチン標識）。
【０２４９】
　概して以下に、標的に指向性を有するアミノ酸配列又は他の結合剤が、本明細書中に規
定のように、交差遮断するか、又は交差遮断することができるか否か求めるＥＬＩＳＡア
ッセイを説明している。このアッセイは、本明細書中に記載のアミノ酸配列（又は本発明
のポリペプチド等の他の結合剤）のいずれかと共に使用することができることが理解され
よう。このアッセイの一般原理は、ＥＬＩＳＡプレートのウェル上にコーティングした標
的に指向性を有するアミノ酸配列又は結合剤を有することである。過剰量の第２の、潜在
的に交差遮断する抗標的アミノ酸配列を溶液中に添加する（即ちＥＬＩＳＡプレートと結
合しない）。それから、限定量の標的をウェルに添加する。コーティングしたアミノ酸配
列と溶液中のアミノ酸配列とは、限定数の標的分子の結合に対して競合する。プレートを
洗浄し、コーティングしたアミノ酸配列と結合していない過剰な標的を取り除き、また第
２の溶液相のアミノ酸配列及び第２の溶液相のアミノ酸配列と標的との間に形成される任
意の複合体を取り除く。その後、標的を検出するのに適切な試薬を使用して、結合標的の
量を測定する。コーティングしたアミノ酸配列を交差遮断することができる溶液中のアミ
ノ酸配列によって、第２の溶液相のアミノ酸配列の非存在下でコーティングしたアミノ酸
配列と結合することができる標的分子の数に比べて、コーティングしたアミノ酸配列と結
合することができる標的分子の数を低減させることができる。アミノ酸配列を固定化させ
るように、第１のアミノ酸配列、例えばＡｂ－Ｘを選択する場合、第１のアミノ酸配列を
ＥＬＩＳＡプレートのウェル上にコーティングし、その後、プレートを好適な遮断溶液で
遮断し、その後添加する試薬の非特異的な結合を最小にする。Ａｂ－Ｙ標的結合部位の１
つのウェル当たりのモルが、ＥＬＩＳＡプレートのコーティング中に使用したＡｂ－Ｘ標
的結合部位の１つのウェル当たりのモルの少なくとも１０倍になるように、過剰量の第２
のアミノ酸配列、即ちＡｂ－ＹをＥＬＩＳＡプレートに添加する。それから、添加した標
的の１つのウェル当たりのモルが、各ウェルをコーティングするのに使用したＡｂ－Ｘ標
的結合部位のモルの少なくとも２５分の１になるように、標的を添加する。好適なインキ
ュベート期間の後、ＥＬＩＳＡプレートを洗浄し、標的を検出する試薬を添加し、コーテ
ィングした抗標的アミノ酸配列（この場合、Ａｂ－Ｘ）と特異的に結合した標的の量を測
定する。アッセイに関するバックグラウンドシグナルは、コーティングしたアミノ酸配列
（この場合、Ａｂ－Ｘ）、第２の溶液相のアミノ酸配列（この場合、Ａｂ－Ｙ）、標的バ
ッファーのみ（即ち標的を添加しない）及び標的検出試薬を用いてウェル中で得られたシ
グナルと定義する。アッセイに関する陽性対照シグナルは、コーティングしたアミノ酸配
列（この場合、Ａｂ－Ｘ）、第２の溶液相のアミノ酸配列バッファーのみ（即ち第２の溶
液相のアミノ酸配列を添加しない）、標的及び標的検出試薬を用いてウェル中で得られた
シグナルと定義する。陽性対照シグナルがバックグラウンドシグナルの少なくとも６倍に
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なるように、ＥＬＩＳＡアッセイを行い得る。どのアミノ酸配列をコーティングアミノ酸
配列として使用し、どのアミノ酸配列を第２の（競合）アミノ酸配列として使用するかと
いう選択に起因する任意のアーチファクト（例えば有意に異なる、標的に対するＡｂ－Ｘ
とＡｂ－Ｙとの親和性）を避けるために、交差遮断アッセイを２つのフォーマットで行い
得る：１）フォーマット１は、Ａｂ－Ｘが、ＥＬＩＳＡプレート上にコーティングするア
ミノ酸配列であり、且つＡｂ－Ｙが、溶液中にある競合アミノ酸配列である場合であり、
また２）フォーマット２は、Ａｂ－Ｙが、ＥＬＩＳＡプレート上にコーティングするアミ
ノ酸配列であり、且つＡｂ－Ｘが、溶液中にある競合アミノ酸配列である場合である。Ａ
ｂ－Ｘ及びＡｂ－Ｙは、フォーマット１又はフォーマット２のいずれかで、溶液相の抗標
的アミノ酸配列が、溶液相の抗標的アミノ酸配列の非存在下で得られた標的検出シグナル
（即ち陽性対照ウェル）に比べて、標的検出シグナル（即ちコーティングしたアミノ酸配
列で結合した標的の量）の６０％～１００％、具体的に７０％～１００％、及びより具体
的に８０％～１００％の低減を引き起こすことができる場合、交差遮断すると定義する。
【０２５０】
ｔ）アミノ酸配列が、２つの異なる抗原又は抗原決定基の両方に（本明細書中で規定され
るように）特異的である場合、これらの異なる抗原又は抗原決定基の両方に「交差反応性
」であると言える。
ｕ）「本質的にｐＨとは独立した」結合とは概して本明細書中では、動物又はヒトの身体
の細胞で現れるｐＨ値（複数可）（本明細書中でさらに記載される）での血清タンパク質
（例えば血清アルブミン）に対するアミノ酸配列の結合定数（ＫＡ）が、上記細胞外で現
れるｐＨ値（複数可）での同じ血清タンパク質に対するアミノ酸配列の結合定数（ＫＡ）
の少なくとも５％、例えば少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２５％、より好まし
くは少なくとも５０％、さらにより好ましくは少なくとも６０％、例えばさらにより好ま
しくは少なくとも７０％、例えば少なくとも８０％又は９０％以上（又はさらに１００％
超、例えば１１０％超、１２０％超、又はさらに１３０％以上、又はさらに１５０％超、
又はさらに２００％超）であることを意味する。代替的には、「本質的にｐＨに依存する
」結合とは概して本明細書中では、動物又はヒトの身体の細胞で現れるｐＨ値（複数可）
（本明細書中でさらに記載される、例えばｐＨ約５．５、例えば５．３～５．７）での血
清タンパク質（例えば血清アルブミン）に対するアミノ酸配列のｋｏｆｆ速度（ビアコア
によって測定される）が、上記細胞外で現れるｐＨ値（複数可）、例えばｐＨ７．２～７
．４での同じ血清タンパク質に対するアミノ酸配列のｋｏｆｆ速度の少なくとも５％、例
えば少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２５％、より好ましくは少なくとも５０％
、さらにより好ましくは少なくとも６０％、例えばさらにより好ましくは少なくとも７０
％、例えば少なくとも８０％又は９０％以上（又はさらに１００％超、例えば１１０％超
、１２０％超、又はさらに１３０％以上、又はさらに１５０％超、又はさらに２００％超
）であることを意味する。「動物又はヒトの身体の細胞で現れるｐＨ値（複数可）」とは
、細胞内、特に血清タンパク質の再生に関与する細胞内で現れ得るｐＨ値（複数可）を意
味する。特に、「動物又はヒトの身体の細胞で現れるｐＨ値（複数可）」とは、エンドソ
ーム、リソソーム又はピノソーム等の（例えばピノサイトーシス、エンドサイトーシス、
トランスサイトーシス、エキソサイトーシス及びファゴサイトーシス、又は同様の上記細
胞への取り込み若しくは内在化の機構の結果として）血清タンパク質の再生に関与する、
細胞（内）コンパートメント又は小胞内で現れ得るｐＨ値（複数可）を意味する。
【０２５１】
ｖ）本明細書でさらに記載されるように、ナノボディにおけるアミノ酸残基の総数は、１
１０～１２０、好ましくは１１２～１１５の範囲内、及び最も好ましくは１１３であり得
る。しかし、ナノボディの部分、断片、類似体又は誘導体（本明細書中に記載）は、本明
細書に概説されるさらなる要求を満たし、また好ましくは本明細書に記載の目的に好適で
あれば、その長さ及び／又はサイズに特に限定されないことに留意すべきである。
【０２５２】
ｗ）ナノボディのアミノ酸残基は、Riechmann and Muyldermans, J. Immunol. Methods 2
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000 Jun 23; 240 （1-2）:185-195の論文（例えば本明細書の図２を参照されたい）にお
いてラクダ由来のＶＨＨドメインに適用されるように、又は本明細書に参照されるように
Kabat et al. （"Sequence of proteins ofimmunological interest", US Public Health
 Services, NIH Bethesda, MD,Publication No. 91）によって与えられたＶＨドメインに
関する一般的なナンバリングに従って数字が付けられる。このナンバリングに従うと、ナ
ノボディのＦＲ１は１位～３０位のアミノ酸残基を含み、ナノボディのＣＤＲ１は３１位
～３５位のアミノ酸残基を含み、ナノボディのＦＲ２は３６位～４９位のアミノ酸残基を
含み、ナノボディのＣＤＲ２は５０位～６５位のアミノ酸残基を含み、ナノボディのＦＲ
３は６６位～９４位のアミノ酸残基を含み、ナノボディのＣＤＲ３は９５位～１０２位の
アミノ酸残基を含み、ナノボディのＦＲ４は１０３位～１１３位のアミノ酸残基を含む。
［これに関して、ＶＨドメイン及びＶＨＨドメインに関して当該技術分野で既知のように
、ＣＤＲそれぞれにおけるアミノ酸残基の総数は変わる可能性があり、カバットナンバリ
ングで示されるアミノ酸残基の総数に対応していなくてもよい（即ちカバットナンバリン
グによる１つ又は複数の位置が実際の配列で占められていなくてもよく、又は実際の配列
が、カバットナンバリングが可能な数より多くのアミノ酸残基を含んでいてもよい）こと
に留意すべきである。このことは、概してカバットによるナンバリングは、実際の配列に
おけるアミノ酸残基の実際のナンバリングに対応していても、又は対応していなくてもよ
いことを意味する。しかし一般的に、ＣＤＲにおけるアミノ酸残基の数に関係なく、カバ
ットナンバリングに従うと、カバットナンバリングによる１位は、ＦＲ１の出発点に対応
し（逆もまた同様）、カバットナンバリングによる３６位は、ＦＲ２の出発点に対応し（
逆もまた同様）、カバットナンバリングによる６６位は、ＦＲ３の出発点に対応し（逆も
また同様）、カバットナンバリングによる１０３位は、ＦＲ４の出発点に対応する（逆も
また同様）］。
【０２５３】
　ＶＨドメインのアミノ酸残基の数字を付ける代替方法（この方法は、類似の方法でラク
ダ由来のＶＨＨドメイン及びナノボディに適用することができる）は、Chothia et al.（
Nature 342, 877-883（1989））によって説明される方法、いわゆる「ＡｂＭ定義」及び
いわゆる「接触定義」である。しかし本明細書、特許請求の範囲及び図面では、特に他に
指示がなければ、Riechmann and MuyldermansによってＶＨＨドメインに適用されるよう
なカバットによるナンバリングに従う。
【０２５４】
ｘ）図面、配列表及び実験部部分／実施例は、本発明をさらに説明するためだけに与えら
れ、特に他にはっきりと本明細書中に指示がなければ、本発明の範囲及び／又は添付の特
許請求の範囲を限定するものとしては決して解釈すべきではない。
【０２５５】
　重鎖抗体及びその可変ドメインの概要に関しては、特に本明細書で言及される従来技術
、Reviews in Molecular Biotechnology 74（2001）, 277-302におけるMuyldermansによ
る総説、及び一般的な背景技術として言及される以下の特許出願：Vrije Universiteit B
russelの国際公開第９４／０４６７８号パンフレット、国際公開第９５／０４０７９号パ
ンフレット、及び国際公開第９６／３４１０３号パンフレット；Unileverの国際公開第９
４／２５５９１号パンフレット、国際公開第９９／３７６８１号パンフレット、国際公開
第００／４０９６８号パンフレット、国際公開第００／４３５０７号パンフレット、国際
公開第００／６５０５７号パンフレット、国際公開第０１／４０３１０号パンフレット、
国際公開第０１／４４３０１号パンフレット、欧州特許第１１３４２３１号明細書及び国
際公開第０２／４８１９３号パンフレット；Vlaams Instituut voor Biotechnologie（VI
B）の国際公開第９７／４９８０５号パンフレット、国際公開第０１／２１８１７号パン
フレット、国際公開第０３／０３５６９４号パンフレット、国際公開第０３／０５４０１
６号パンフレット及び国際公開第０３／０５５５２７号パンフレット；Algonomics N.V.
及びAblynx N. V.の国際公開第０３／０５０５３１号パンフレット；カナダのNational R
esearch Councilによる国際公開第０１／９０１９０号パンフレット；Institute of Anti
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bodiesによる国際公開第０３／０２５０２０号パンフレット（＝欧州特許第１４３３７９
３号明細書）；並びにAblynx N.V.による国際公開第０４／０４１８６７号パンフレット
、国際公開第０４／０４１８６２号パンフレット、国際公開第０４／０４１８６５号パン
フレット、国際公開第０４／０４１８６３号パンフレット、国際公開第０４／０６２５５
１号パンフレット、国際公開第０５／０４４８５８号パンフレット、国際公開第０６／４
０１５３号パンフレット、国際公開第０６／０７９３７２号パンフレット、国際公開第０
６／１２２７８６号パンフレット、国際公開第０６／１２２７８７号パンフレット及び国
際公開第０６／１２２８２５号パンフレット、並びにAblynx N.V.によってさらに公開さ
れた特許出願を参照する。これらの出願で言及されるさらなる従来技術、特に国際出願の
国際公開第０６／０４０１５３号パンフレットの４１頁～４３頁で言及される参考リスト
も参照する（このリスト及び参考文献は参照により本明細書に援用される）。
【０２５６】
　当該技術分野で使用される専門用語（上記の参考文献を参照されたい）に従って、天然
重鎖抗体に存在する可変ドメインは、この可変ドメインを従来の４鎖抗体に存在する重鎖
可変ドメイン（以下「ＶＨドメイン」と表す）と、及び従来の４鎖抗体に存在する軽鎖可
変ドメイン（以下、「ＶＬドメイン」と表す）と区別するために、「ＶＨＨドメイン」と
も表される。
【０２５７】
　上記で表された従来技術で言及されるように、ＶＨＨドメインは、単離ＶＨＨドメイン
（並びにこれに基づくナノボディ、これは天然ＶＨＨドメインと、これらの構造的特徴及
び機能的性質を共有する）及び機能的な抗原結合ドメイン又はタンパク質としての使用に
非常に有利である、これを含有するタンパク質を作製する、多くの特有の構造的特徴及び
機能的性質を有する。特に、以下に限定されないが、（軽鎖可変ドメインの非存在下で、
及びこれとの相互作用が全くなく、自然に抗原と機能的に結合するように「設計」された
）ＶＨＨドメイン及びナノボディは、単一で比較的低分子の機能的な抗原結合構造単位、
ドメイン又はタンパク質としても機能することができる。このことは、ＶＨＨドメインを
従来の４鎖抗体のＶＨドメイン及びＶＬドメインと区別し、概してこれら自体は単一抗原
結合タンパク質又はドメインとしての実際の適用に適しておらず、幾つかの形態又は機能
的な抗原結合単位を与えるような別の形態で（例えばＦａｂ断片等の従来の抗体断片、Ｖ

Ｌドメインと共有結合するＶＨドメインから成るＳｃＦｖ断片等で）組合せる必要がある
。
【０２５８】
　これらの特有の性質のために、単一抗原結合タンパク質又は抗原結合ドメインとして（
即ちより大きなタンパク質又はポリペプチド部分として）のＶＨＨドメイン及びナノボデ
ィの使用によって、従来のＶＨドメイン及びＶＬドメイン、ｓｃＦｖ又はその従来の抗体
断片（例えばＦａｂ断片又はＦ（ａｂ’）２断片）の使用に対する多くの有意な利点が与
えられる：
単一ドメインだけが、高い親和性及び高い選択性で抗原と結合することが要求されるので
、２つの分離ドメインを存在させる必要もなく、これらの２つのドメインが正しい空間配
座及び構造で存在することを（即ち特別に設計されたリンカー（ｓｃＦｖ等）の使用によ
って）確認する必要もない。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは単一遺伝子から発現することができ、翻訳後フォールデ
ィング又は修飾の必要はない。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、（本明細書でさらに考察されるように）容易に多価及
び多重特異性のフォーマットに容易に遺伝子操作することができる。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、高溶解性であり、凝集しにくい（Ward et al., Natur
e, Vol. 341, 1989, p. 544で記載されるマウス由来の「ｄＡｂ’ｓ」等）。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、熱、ｐＨ、プロテアーゼ及び他の変性剤又は条件に対
する安定性が高い（例えば上記のEwert et alを参照されたい）。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、製造で要求される規模であっても調製するのが容易で
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あり、且つ比較的安価である。例えば、ＶＨＨドメイン、ナノボディ、及びこれを含有す
るタンパク質／ポリペプチドは、微生物発酵を使用して（例えば以下でさらに記載される
ように）製造することができ、哺乳動物の発現系（例えば従来の抗体断片）を使用する必
要がない。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、従来の４鎖抗体及びその抗原結合断片に比べて比較的
低分子（約１５ｋＤａ、即ち従来のＩｇＧの１０分の１）であるため、このような従来の
４鎖抗体及びその抗原結合断片よりも高い組織（充実性腫瘍及び他の高密度組織を含むが
、これらに限定されない）への浸透性を示す。
ＶＨＨドメイン及びナノボディは、（特に従来のＶＨドメインに比べてＣＤＲ３ループが
伸長するため）いわゆるキャビティ結合性を示すことができ、したがって従来の４鎖抗体
及びその抗原結合断片には接近することができない標的及びエピトープに接近することも
できる。例えば、ＶＨＨドメイン及びナノボディは酵素を阻害することができることが分
かっている（例えば国際公開第９７／４９８０５号パンフレット、Transue et al., Prot
eins 1998 Sep 1; 32（4）: 515-22; Lauwereys et al., EMBO J. 1998 Jul 1; 17（13）
: 3512-20を参照されたい）。
【０２５９】
　特定の好ましい態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに対するナノボディ、及び詳細
には温血動物由来のＲＡＮＫ－Ｌに対するナノボディ、及びより詳細には哺乳動物由来の
ＲＡＮＫ－Ｌに対するナノボディ、及び具体的にヒトＲＡＮＫ－Ｌに対するナノボディ、
並びに少なくとも１つのこのようなナノボディを含むタンパク質及び／又はポリペプチド
を提供する。
【０２６０】
　特に、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに対する従来の抗体又はその断片に比べて、このような
従来の抗体又は抗体断片（Ｆａｂ’断片、Ｆ（ａｂ’）２断片、ＳｃＦｖ構築物、「ダイ
アボディ」及び他の多重特異性構築物（例えばHolliger and Hudson, Nat Biotechnol. 2
005 Sep; 23（9）: 1126-36による総説を参照されたい）等）に基づき得る構築物に比べ
て、及びまた従来の抗体の可変ドメインに由来し得るいわゆる「ｄＡｂ」又は同様の（単
一）ドメイン抗体に比べて、改善した治療特性及び／又は予防特性、及び／又は他の有益
な特性（例えば調製の簡便性の向上、及び／又は製品のコスト低減等）を有するＲＡＮＫ
－Ｌに対するナノボディ、及びこれを含むタンパク質及び／又はポリペプチドを提供する
。これらの改善した有益な特性は、本明細書中のさらなる記載から明らかになり、例えば
これらに限定されないが、
　一価フォーマット、多価フォーマット（例えば二価フォーマット）のいずれか及び／又
は多重特異性のフォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマッ
トの１つ）でのＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性及び／又は結合活性の増大、
　多価フォーマット（例えば二価フォーマット）に合わせるのにより良好な適合性、
　多重特異性フォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマット
の１つ）に合わせるのにより良好な適合性、
　「ヒト化」置換（本明細書中で規定）に対する適合性又は感受性の改善、
　一価フォーマット、多価フォーマット（例えば二価フォーマット）のいずれか及び／又
は多重特異性のフォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマッ
トの１つ）での免疫原性の低下、
　一価フォーマット、多価フォーマット（例えば二価フォーマット）のいずれか及び／又
は多重特異性のフォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマッ
トの１つ）での安定性の増大、
　一価フォーマット、多価フォーマット（例えば二価フォーマット）のいずれか及び／又
は多重特異性のフォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマッ
トの１つ）でのＲＡＮＫ－Ｌに対する特異性の増大、
　異なる種由来のＲＡＮＫ－Ｌとの交差反応性の低減又は所望の増大、及び／又は
　一価フォーマット、多価フォーマット（例えば二価フォーマット）のいずれか及び／又
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は多重特異性のフォーマット（例えば本明細書中の以下で記載の多重特異性のフォーマッ
トの１つ）での薬学的用途（予防的用途及び／又は治療的用途を含む）及び／又は診断的
用途（画像化目的への使用を含むが、これに限定されない）に望ましい、１つ又は複数の
特性の改善の１つ又は複数が含まれる。
【０２６１】
　概して本発明のアミノ酸配列に対して本明細書中に記載するように、本発明のナノボデ
ィは、（本明細書中に規定のように）本質的に単離形態であるか、又は（本明細書中に規
定のように）本発明のタンパク質若しくはポリペプチドの一部を形成するのが好ましく、
１つ又は複数の本発明のナノボディを含むか、又は本質的にこれから成っていてもよく、
任意で１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列（任意で全て１つ又は複数の好適なリンカー
を介して）をさらに含んでいてもよい。例えば、限定はしないが、１つ又は複数の本発明
のアミノ酸配列は、このようなタンパク質又はポリペプチドにおける結合単位として使用
してもよく、全て本明細書中に記載の本発明の一価、多価又は多重特異性のポリペプチド
をそれぞれ提供するように、任意で結合単位として（即ちＲＡＮＫ－Ｌ以外の１つ又は複
数の標的に対して）有用であり得る１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列を含有し得る。
特に、このようなタンパク質又はポリペプチドは、本明細書中にさらに記載の一価、多価
又は多重特異性のナノボディ構築物をそれぞれ提供するように、任意で全て１つ又は複数
の好適なリンカーを介して連結した、１つ又は複数の本発明のナノボディと、任意で１つ
又は複数の（他の）（即ちＲＡＮＫ－Ｌ以外の標的に指向性を有する）ナノボディとを含
み得るか、又は本質的にこれから成り得る。このようなタンパク質又はポリペプチドは、
（本明細書中に規定のように）本質的に単離形態であってもよい。
【０２６２】
　本発明のナノボディにおいて、ＲＡＮＫ－Ｌとの結合に関する結合部位は、ＣＤＲ配列
によって形成されるのが好ましい。任意で、本発明のナノボディは、ＲＡＮＫ－Ｌとの結
合に関する少なくとも１つの結合部位の他に、他の抗原、タンパク質又は標的との結合に
関する１つ又は複数のさらなる結合部位を含有してもよい。このような第２の結合部位を
導入する方法及び位置に関しては、例えばKeck and Huston, Biophysical Journal, 71, 
October 1996, 2002-2011、欧州特許第０６４０１３０号明細書、国際公開第０６／０７
２６０号パンフレットを参照する。
【０２６３】
　本発明のアミノ酸配列に関して本明細書中に概して記載するように、本発明のナノボデ
ィ（又はこれを含む本発明のポリペプチド）が、被験体への投与を目的とする場合（例え
ば本明細書中に記載の治療目的及び／又は診断目的）、本発明のナノボディは、ヒトＲＡ
ＮＫ－Ｌに指向性を有するのが好ましいが、獣医学的目的では、治療する種由来のＲＡＮ
Ｋ－Ｌに指向性を有するのが好ましい。また、本発明のアミノ酸配列と同様に、本発明の
ナノボディは交差反応性（即ち、ヒトＲＡＮＫ－Ｌ及び本明細書中で言及した種の少なく
とも１種の哺乳動物由来のＲＡＮＫ－Ｌのような２種以上の哺乳動物由来のＲＡＮＫ－Ｌ
に対する指向性）を有していても又は有しなくてもよい。
【０２６４】
　またここでも同様に、本発明のアミノ酸配列に関して本明細書中に概して記載するよう
に、本発明のナノボディは概して、ＲＡＮＫ－Ｌの抗原決定基、エピトープ、部分、ドメ
イン、サブユニット又は立体配置（適用可能な場合）のいずれかに指向性を有し得る。し
かしながら概して、本発明のナノボディ（及びこれを含むポリペプチド）は、ＲＡＮＫ－
Ｌ上のＲＡＮＫに対する結合部位又はＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧに対する結合部位に指向性
を有することが推測され、かかる指向性を有するのが好ましい。本発明の別の態様におい
て、本発明のアミノ酸配列及びポリペプチドは、デノスマブのエピトープと重複するＲＡ
ＮＫ－Ｌ上のエピトープに対し指向性を有するのが好ましい。
【０２６５】
本明細書中で既に記載のように、ナノボディのアミノ酸配列及び構造は、これらに限定さ
れないが、４つのフレームワーク領域即ち「ＦＲ」（又は「ＦＷ」と呼ばれることもある



(58) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

）から構成されていると考えることができ、当該技術分野及び本明細書中でそれぞれ、「
フレームワーク領域１」即ち「ＦＲ１」、「フレームワーク領域２」即ち「ＦＲ２」、「
フレームワーク領域３」即ち「ＦＲ３」及び「フレームワーク領域４」即ち「ＦＲ４」と
称され、このフレーム領域の間には、３つの相補性決定領域即ち「ＣＤＲ」が挿入され、
これは当該技術分野でそれぞれ、「相補性決定領域１」即ち「ＣＤＲ１」、「相補性決定
領域２」即ち「ＣＤＲ２」及び「相補性決定領域３」即ち「ＣＤＲ３」と称される。本発
明のナノボディに存在する、幾つかの好ましいフレームワーク配列及びＣＤＲ（及びそれ
らの組合せ）を本明細書中に記載している。他の好適なＣＤＲ配列は、本明細書中に記載
の方法によって得ることができる。
【０２６６】
　本発明の非限定的であるが、好ましい態様によれば、本発明のナノボディ（に存在する
ＣＤＲ配列）は、
　ナノボディが、１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７

モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２

モル／Ｌの解離定数（ＫＤ）で（即ち１０５Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、及び好ま
しくは１０７Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、及びより好ましくは１０８Ｌ／モル～１
０１２Ｌ／モルの結合定数（ＫＡ）で）ＲＡＮＫ－Ｌと結合し得るようなもの、及び／又
は
　ナノボディが、１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１

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

（１０５Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）のｋｏｎ速度でＲＡＮＫ－Ｌと結合し得
るようなもの、及び／又は
　ナノボディが、１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９ｓ）～１０－６ｓ－１（ｔ１／２が数日
である略不可逆的な複合体の場合）、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より
好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）のｋ

ｏｆｆ速度でＲＡＮＫ－Ｌと結合し得るようなものである。
【０２６７】
　好ましくは、本発明のナノボディ（に存在するＣＤＲ配列）は、本発明の一価ナノボデ
ィ（又は本発明のナノボディを１つだけ含有するポリペプチド）が、５００ｎＭ未満、好
ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（５００ｐＭ未満等）の親和性で
ＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなものである。
【０２６８】
　例えば本明細書中で言及した、ＫＤ、ＫＡ、ｋｏｆｆ又はｋｏｎを測定する一般的技法
、及び本明細書中に記載の特定のアッセイの幾つかを使用するそれ自体が既知の方法で、
ＲＡＮＫ－Ｌに対する本発明のナノボディの親和性を求めることができる。
【０２６９】
　本発明のナノボディ（及びこれを含むポリペプチド）とＲＡＮＫ－Ｌとの結合に関する
幾つかの好ましいＩＣ５０値は、本明細書中のさらなる記載及び実施例から明らかになる
。
【０２７０】
　好ましいが非限定的な態様において、本発明は、４つのフレームワーク領域（それぞれ
、ＦＲ１～ＦＲ４）と３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成
る、ＲＡＮＫ－Ｌに対する（本明細書中に規定の）ナノボディであって、
ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又は
ＣＤＲ２が、
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ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、及び／又は
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される（又はこの
ようなアミノ酸配列の任意の好適な断片）、ナノボディに関する。
【０２７１】
　特に、好ましいが非限定的なこの態様において、本発明は、４つのフレームワーク領域
（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と３つの相補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３
）とから成る、ＲＡＮＫ－Ｌに対する（本明細書中に規定の）ナノボディであって、
ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、及び
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される（又はこの
ようなアミノ酸配列の任意の好適な断片）、ナノボディに関する。
【０２７２】
　概して本発明のアミノ酸配列に関して本明細書中に言及するように、本発明のナノボデ
ィが、ｂ）及び／又はｃ）による１つ又は複数のＣＤＲ１配列を含有する場合、
ｉ）このようなｂ）及び／又はｃ）によるＣＤＲにおける任意のアミノ酸置換は、対応す
るａ）によるＣＤＲに比べて保存的なアミノ酸置換（本明細書に規定）であるのが好まし
く、及び／又は
ｉｉ）ｂ）及び／又はｃ）によるＣＤＲは、対応するａ）によるＣＤＲに比べて、アミノ
酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ましく、及び／
又は
ｉｉｉ）ｂ）及び／又はｃ）によるＣＤＲは、それ自体が既知の１つ又は複数の親和性成
熟技法を用いる親和性成熟によって、ａ）によるＣＤＲから誘導されるＣＤＲであり得る
。
【０２７３】
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　同様に本発明のナノボディが、ｅ）及び／又はｆ）による１つ又は複数のＣＤＲ２配列
を含有する場合、
ｉ）このようなｅ）及び／又はｆ）によるＣＤＲにおける任意のアミノ酸置換は、対応す
るｄ）によるＣＤＲに比べて保存的なアミノ酸置換（本明細書に規定）であるのが好まし
く、及び／又は
ｉｉ）ｅ）及び／又はｆ）によるＣＤＲは、対応するｄ）によるＣＤＲに比べて、アミノ
酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ましく、及び／
又は
ｉｉｉ）ｅ）及び／又はｆ）によるＣＤＲは、それ自体が既知の１つ又は複数の親和性成
熟技法を用いる親和性成熟によって、ｄ）によるＣＤＲから誘導されるＣＤＲであり得る
。
【０２７４】
　また同様に本発明のナノボディが、ｈ）及び／又はｉ）による１つ又は複数のＣＤＲ３
配列を含有する場合、
ｉ）このようなｈ）及び／又はｉ）によるＣＤＲにおける任意のアミノ酸置換は、対応す
るｇ）によるＣＤＲに比べて保存的なアミノ酸置換（本明細書に規定）であるのが好まし
く、及び／又は
ｉｉ）ｈ）及び／又はｉ）によるＣＤＲは、対応するｇ）によるＣＤＲに比べて、アミノ
酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ましく、及び／
又は
ｉｉｉ）ｈ）及び／又はｉ）によるＣＤＲは、それ自体が既知の１つ又は複数の親和性成
熟技法を用いる親和性成熟によって、ｇ）によるＣＤＲから誘導されるＣＤＲであり得る
。
【０２７５】
　概して上述の３つの段落は、ｂ）、ｃ）、ｅ）、ｆ）、ｈ）又はｉ）によるＣＤＲ１配
列、ＣＤＲ２配列及び／又はＣＤＲ３配列をそれぞれ１つ又は複数含む、本発明のいずれ
のナノボディにも適用することを理解されたい。
【０２７６】
　詳細には、本発明のナノボディの中でも上記で明示的に列挙したＣＤＲを１つ又は複数
含むナノボディが好ましく、より詳細には、上記で明示的に列挙したＣＤＲを２つ以上含
むナノボディが好ましく、最も詳細には、上記で明示的に列挙したＣＤＲを３つ含むナノ
ボディが好ましい。
【０２７７】
　ＣＤＲ配列の幾つかの特に好ましいが非限定的な組合せ、及びＣＤＲ配列とフレームワ
ーク配列との好ましい組合せは以下の表Ａ－１で言及し、表Ａ－１は、多くの好ましい（
が非限定的な）本発明のナノボディに存在するＣＤＲ配列及びフレームワーク配列を挙げ
ている。当業者にとって明らかなように、同じクローンで発生するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ
２配列及びＣＤＲ３配列の組合せ（即ち表Ａ－１で同じ列で言及するＣＤＲ１配列、ＣＤ
Ｒ２配列及びＣＤＲ３配列）が、通常好ましい（が、本発明はその最も広い意味でこれら
に限定されず、表Ａ－１で言及するＣＤＲ配列の他の好適な組合せも含む）。また、同じ
クローンで発生するＣＤＲ配列とフレームワーク配列との組合せ（即ち表Ａ－１で同じ列
で言及するＣＤＲ配列及びフレームワーク配列）が、通常好ましい（が、本発明はその最
も広い意味でこれらに限定されず、表Ａ－１で言及するＣＤＲ配列とフレームワーク配列
との他の好適な組合せ、並びに例えば本明細書中にさらに記載のこのようなＣＤＲ配列と
他の好適なフレームワーク配列との組合せも含む）。
【０２７８】
　また、表Ａ－１で言及するＣＤＲの組合せを含む本発明のナノボディにおいて、各ＣＤ
Ｒを、言及したＣＤＲと少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましく
は少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配列同一性（本明細書で
規定）を有するアミノ酸配列から成る群から選択されるＣＤＲで置き換えることができ、
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ここで
ｉ）このようなＣＤＲにおける任意のアミノ酸置換は、対応する表Ａ－１で言及するＣＤ
Ｒ配列に比べて保存的なアミノ酸置換（本明細書に規定）であるのが好ましく、及び／又
は
ｉｉ）任意のこのようなＣＤＲ配列は、対応する表Ａ－１で言及するＣＤＲ配列に比べて
、アミノ酸置換だけを含有し、アミノ酸欠失又はアミノ酸挿入を含有しないのが好ましく
、及び／又は
ｉｉｉ）任意のこのようなＣＤＲ配列は、それ自体が既知の親和性成熟技法によって誘導
する、特に対応する表Ａ－１で言及するＣＤＲ配列から開始するＣＤＲである。
【０２７９】
　しかしながら、当業者にとって明らかなように、表Ａ－１で言及するＣＤＲ配列（の組
合せ）、及びＣＤＲ配列とフレームワーク配列（との組合せ）が概して好ましい。
【０２８０】
表Ａ－１：ＣＤＲ配列の好ましい組合せ、フレームワーク配列の好ましい組合せ、及びフ
レームワーク配列とＣＤＲ配列との好ましい組合せ
（「ＩＤ」は添付の配列表中の配列番号を示す）
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【０２８１】
　このように、本発明のナノボディにおいて、存在するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及び
ＣＤＲ３配列の少なくとも１つは、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２
配列及びＣＤＲ３配列から成る群、又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤ
Ｒ２配列及びＣＤＲ３配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくと
も９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の
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「配列同一性」（本明細書で規定）を有するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配
列それぞれの群、及び／又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及
びＣＤＲ３配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ若しくは１つだけの「アミノ酸差異（
複数可）」（本明細書で規定）を有するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列そ
れぞれから成る群から好適に選択される。
【０２８２】
　これに関して、「好適に選択される」とは、適用可能な場合、それぞれＣＤＲ１配列が
、好適なＣＤＲ１配列（即ち本明細書中で規定）から選択され、ＣＤＲ２配列が、好適な
ＣＤＲ２配列（即ち本明細書中で規定）から選択され、ＣＤＲ３配列が、好適なＣＤＲ３
配列（即ち本明細書中で規定）から選択されることを意味する。より詳細には、ＣＤＲ配
列は、本発明のナノボディが、本明細書に規定されるようなものである、（本明細書にさ
らに記載されるように（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏ

ｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度、又は代替的にＩＣ５０値として好適に測定される、及び
／又は表される）親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合するように選択されるのが好ましい。
【０２８３】
　特に、本発明のナノボディにおいて、少なくとも存在するＣＤＲ３配列は、表Ａ－１で
列挙するＣＤＲ３配列から成る群、又は表Ａ－１で列挙するＣＤＲ３配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５
％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ３配列の群、及
び／又は表Ａ－１で列挙するＣＤＲ３配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ若しくは１
つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ３配列から成る群から好適に選択される
。
【０２８４】
　好ましくは、本発明のナノボディにおいて、存在するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及び
ＣＤＲ３配列の少なくとも２つは、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２
配列及びＣＤＲ３配列から成る群、又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤ
Ｒ２配列及びＣＤＲ３配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくと
も９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の
配列同一性を有するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列それぞれから成る群、
及び／又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列の
少なくとも１つとの、３つ、２つ若しくは１つだけの「アミノ酸差異（複数可）」を有す
るＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列それぞれから成る群から好適に選択され
る。
【０２８５】
　特に、本発明のナノボディにおいて、少なくとも存在するＣＤＲ３配列は、表Ａ－１で
列挙するＣＤＲ３配列から成る群、又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ３配列の少な
くとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なく
とも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ３配列
の群から好適に選択され、存在するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列の少なくとも１つは、
それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列から成る群、又はそれぞれ表
Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％
、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましく
は少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列それぞれの群、
及び／又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列の少なくとも１つ
との、３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ１配列及び
ＣＤＲ２配列それぞれから成る群から好適に選択される。
【０２８６】
　最も好ましくは、本発明のナノボディにおいて、存在する３つ全てのＣＤＲ１配列、Ｃ
ＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列は、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配
列及びＣＤＲ３配列から成る群、又はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ
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２配列及びＣＤＲ３配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくとも
９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配
列同一性を有するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列それぞれの群、及び／又
はそれぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列の少なくと
も１つとの、３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ１配
列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列それぞれから成る群から好適に選択される。
【０２８７】
　さらにより好ましくは、本発明のナノボディにおいて、存在するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ
２配列及びＣＤＲ３配列の少なくとも１つは、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列
、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列から成る群から好適に選択される。好ましくはこの態様
では、存在する他の２つのＣＤＲ配列の少なくとも１つ又は好ましくは両方が、それぞれ
表Ａ－１で列挙する対応するＣＤＲ配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好まし
くは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なく
とも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ配列から、及び／又はそれぞれ表Ａ－１で列挙す
る対応する配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸差異（複
数可）を有するＣＤＲ配列から成る群から好適に選択される。
【０２８８】
　特に、本発明のナノボディにおいて、少なくとも存在するＣＤＲ３配列は、表Ａ－１で
列挙するＣＤＲ３から成る群から好適に選択される。好ましくはこの態様では、存在する
ＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列の少なくとも１つ及び好ましくは両方は、それぞれ表Ａ－
１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列との少なくとも８０％、好ましくは少なくと
も９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の
配列同一性を有するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列それぞれの群、及び／又はそれぞれ表
Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ若し
くは１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列それぞれ
から成る群から好適に選択される。
【０２８９】
　さらにより好ましくは、本発明のナノボディにおいて、存在するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ
２配列及びＣＤＲ３配列の少なくとも２つは、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列
、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列から成る群から好適に選択される。好ましくはこの態様
では、存在する残りのＣＤＲ配列が、表Ａ－１で列挙する対応するＣＤＲ配列の少なくと
も１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも
９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ配列の群、
及び／又は表Ａ－１で列挙する対応する配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ若しくは
１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ配列から成る群から好適に選択される
。
【０２９０】
　特に、本発明のナノボディにおいて、少なくともＣＤＲ３配列は、表Ａ－１で列挙する
ＣＤＲ３配列から成る群から好適に選択され、ＣＤＲ１配列又はＣＤＲ２配列のいずれか
は、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列及びＣＤＲ２配列から成る群から好適に選
択される。好ましくはこの態様では、存在する残りのＣＤＲ配列は、表Ａ－１で列挙する
対応するＣＤＲ配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０
％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好ましくは少なくとも９９％の配列同
一性を有するＣＤＲ配列の群、及び／又は表Ａ－１で列挙する対応するＣＤＲ配列との、
３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有するＣＤＲ配列から成る群か
ら好適に選択される。
【０２９１】
　さらにより好ましくは、本発明のナノボディにおいて、存在する３つ全てのＣＤＲ１配
列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３配列は、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤ
Ｒ２配列及びＣＤＲ３配列から成る群から好適に選択される。
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【０２９２】
　また概して、表Ａ－１で列挙するＣＤＲの組合せ（即ち表Ａ－１の同じ列で言及される
もの）が好ましい。したがって、概して、本発明のナノボディにおけるＣＤＲが、表Ａ－
１で言及されるＣＤＲ配列であるか、又は表Ａ－１で列挙するＣＤＲ配列との少なくとも
８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さらにより好
ましくは少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ配列の群、及び／又は表Ａ－１で
列挙するＣＤＲ配列との、３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸差異（複数可）を有す
るＣＤＲ配列から成る群から好適に選択される場合、他のＣＤＲの少なくとも１つ及び好
ましくは両方が、表Ａ－１での同じ組合せに属する（即ち表Ａ－１で同じ列に言及される
）ＣＤＲ配列から好適に選択されるか、又は同じ組合せに属するＣＤＲ配列（複数可）と
少なくとも８０％、好ましくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５％、さ
らにより好ましくは少なくとも９９％の配列同一性を有するＣＤＲ配列の群、及び／又は
同じ組合せに属するＣＤＲ配列（複数可）との、３つ、２つ若しくは１つだけのアミノ酸
差異（複数可）を有するＣＤＲ配列から成る群から好適に選択される。上記段落で示した
他の参考文献は、表Ａ－１で言及されるＣＤＲの組合せにも適用される。
【０２９３】
　このように、非限定的な例によって、例えば本発明のナノボディは、表Ａ－１で言及さ
れるＣＤＲ１配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ１配列と、表Ａ－
１で言及される（が、異なる組合せに属する）ＣＤＲ２配列の１つとの、３つ、２つ若し
くは１つのアミノ酸差異を有するＣＤＲ２配列と、ＣＤＲ３配列とを含むことができる。
【０２９４】
　例えば、本発明の幾つかの好ましいナノボディは、（１）表Ａ－１で言及されるＣＤＲ
１配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ１配列と、表Ａ－１で言及さ
れる（が、異なる組合せに属する）ＣＤＲ２配列の１つとの、３つ、２つ若しくは１つの
アミノ酸差異を有するＣＤＲ２配列と、表Ａ－１で言及される（が、異なる組合せに属す
る）ＣＤＲ３配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ３配列と、又は（
２）表Ａ－１で言及されるＣＤＲ１配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣ
ＤＲ１配列と、ＣＤＲ２配列と、表Ａ－１で列挙するＣＤＲ３配列の１つと、又は（３）
ＣＤＲ１配列と、表Ａ－１で列挙するＣＤＲ２配列の１つとの８０％を超える配列同一性
を有するＣＤＲ２配列と、ＣＤＲ２配列と同じ組合せに属する、表Ａ－１で言及されるＣ
ＤＲ３配列との、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するＣＤＲ３配列とを含み
得る。
【０２９５】
　例えば、幾つかの特に好ましい本発明のナノボディは、（１）表Ａ－１で言及されるＣ
ＤＲ１配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ１配列と、同じ組合せに
属する、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ２配列との、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差
異を有するＣＤＲ２配列と、同じ組合せに属する、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ３配列と
の８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ３配列と、（２）ＣＤＲ１配列と、表Ａ－１
で列挙するＣＤＲ２配列と、表Ａ－１で列挙するＣＤＲ３配列（ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ
３配列は異なる組合せに属してもよい）とを含み得る。
【０２９６】
　例えば、幾つかのさらにより好ましい本発明のナノボディは、（１）表Ａ－１で言及さ
れるＣＤＲ１配列の１つとの８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ１配列と、同じ組
合せに属する、表Ａ－１で列挙するＣＤＲ２配列の１つと、異なる組合せに属する、表Ａ
－１で言及されるＣＤＲ３配列と、又は（２）表Ａ－１で言及されるＣＤＲ１配列と、同
じ組合せに属する、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ２配列との、３つ、２つ若しくは１つの
アミノ酸差異を有するＣＤＲ２配列と、同じ又は異なる組合せに属する、表Ａ－１で列挙
するＣＤＲ３配列との８０％を超える配列同一性を有するＣＤＲ３配列とを含み得る。
【０２９７】
　例えば、特に好ましい本発明のナノボディは、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ１配列と、
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同じ組合せに属する、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ２配列との８０％を超える配列同一性
を有するＣＤＲ２配列と、同じ組合せに属する、表Ａ－１で言及されるＣＤＲ３配列とを
含み得る。
【０２９８】
　最も好ましい本発明のナノボディにおいて、存在するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及び
ＣＤＲ３配列は、それぞれ表Ａ－１で列挙するＣＤＲ１配列、ＣＤＲ２配列及びＣＤＲ３
配列の組合せの１つから好適に選択される。
【０２９９】
　別の好ましいが非限定的な本発明の態様によれば、（ａ）ＣＤＲ１は、１個～１２個の
アミノ酸残基長、及び通常２個～９個のアミノ酸残基（５個、６個又は７個のアミノ酸残
基等）長を有し、及び／又は（ｂ）ＣＤＲ２は、１３個～２４個のアミノ酸残基長、及び
通常１５個～２１個のアミノ酸残基（１６個及び１７個のアミノ酸残基等）長を有し、及
び／又は（ｃ）ＣＤＲ３は、２個～３５個のアミノ酸残基長、及び通常３個～３０個のア
ミノ酸残基（６個～２３個のアミノ酸残基等）長を有する。
【０３００】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明は、ＣＤＲ配列（本明細書中に規定）
が、配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配
列との８０％超、好ましくは９０％超、より好ましくは９５％超（９９％以上等）の配列
同一性（本明細書中に規定）を有するナノボディに関する。
【０３０１】
　概して、上記ＣＤＲ配列を有するナノボディは、本明細書中でさらに記載するようなも
のとすることができ、また好ましくは、同様に本明細書中にさらに記載のフレームワーク
配列を有し得る。したがって例えば、本明細書中で言及されるように、このようなナノボ
ディは、（任意の好適な種由来の）天然ナノボディ、天然ＶＨＨ配列（即ち好適なラクダ
科動物種由来）、又は部分ヒト化ナノボディ又はＶＨＨ配列、完全ヒト化ナノボディ又は
ＶＨＨ配列、ラクダ化重鎖可変ドメイン配列、並びに本明細書中で言及される技法で得ら
れたナノボディを含むが、これらに限定されない、合成若しくは半合成のアミノ酸配列若
しくはナノボディであり得る。
【０３０２】
　したがって、具体的であるが、非限定的な一態様において、本発明は、ヒト化ナノボデ
ィであって、４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相補性
決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成り、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３が本明細書
中に規定され、該ヒト化ナノボディが、少なくとも１つのヒト化置換（本明細書中に規定
）、及び特にそのフレームワーク配列の少なくとも１つにおける少なくとも１つのヒト化
置換（本明細書中に規定）を含む、ヒト化ナノボディに関する。
【０３０３】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明は、ＣＤＲ配列が、配列番号５６０～
配列番号６２１のアミノ酸配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０
％のアミノ酸同一性、好ましくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは９
０％のアミノ酸同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に１００％
のアミノ酸同一性を有するナノボディに関する。例えば、該ナノボディと配列番号５６０
～配列番号６２１の配列の１つ又は複数との（本明細書中に記載の方法での）アミノ酸同
一性の程度を求めることによって、このアミノ酸同一性の程度を求めることができ、フレ
ームワーク領域を形成するアミノ酸残基は無視する。このようなナノボディは、本明細書
中でさらに記載するようなものであり得る。
【０３０４】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明は、配列番号５６０～配列番号６２１
から成る群、又は配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの
８０％超、好ましくは９０％超、より好ましくは９５％超（９９％以上等）の配列同一性
（本明細書で規定）を有するアミノ酸配列から成る群から選択されるアミノ酸配列を有す
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るナノボディに関する。
【０３０５】
　別の好ましいが非限定的な本発明の態様は、対応する天然ＶＨＨ配列に比べて、少なく
とも１つのヒト化置換（本明細書中に規定）、及び特にそのフレームワーク配列の少なく
とも１つにおける少なくとも１つのヒト化置換（本明細書中に規定）を含む、配列番号５
６０～配列番号６２１のナノボディのヒト化変異体に関する。このようなヒト化変異体の
幾つかの好ましいが非限定的な例は、配列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６
５のヒト化ナノボディである。したがって、本発明は、配列番号７３０～配列番号７５７
及び配列番号７６５から成る群から、又は配列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号
７６５のアミノ酸配列の少なくとも１つとの８０％超、好ましくは９０％超、より好まし
くは９５％超（９９％以上等）の配列同一性（本明細書中で規定）を有するアミノ酸配列
から成る群から選択されるアミノ酸配列を有するヒト化ナノボディにも関する（ここで、
アミノ酸配列の後者の群から選択されるアミノ酸配列は、対応する配列番号７３０～配列
番号７５７及び配列番号７６５の配列に存在するヒト化置換の少なくとも１つを保持して
いれば、対応する配列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６５の配列に比べてよ
り多くの数又はより小さい数のヒト化置換を含有してもよい）。
【０３０６】
　本発明のポリペプチドは、少なくとも１つの本発明のナノボディを含むか、又は本質的
にこれから成る。本発明のポリペプチドの幾つかの好ましいが非限定的な例は、配列番号
６２２～配列番号７２９、配列番号７５９～配列番号７６２、及び配列番号７６６～配列
番号７８９で与えられる。
【０３０７】
　「好ましい」（又は「より好ましい」、「さらにより好ましい」等）と本明細書中で言
及されるナノボディが、本明細書中に記載のポリペプチドで使用するのにも好ましい（又
はより好ましい、又はさらにより好ましい等）ことは、当業者にとって明らかである。こ
のように概して、１つ又は複数の「好ましい」本発明のナノボディを含むか、又は本質的
にこれから成るポリペプチドが好ましく、概して１つ又は複数の「より好ましい」本発明
のナノボディを含むか、又は本質的にこれから成るポリペプチドがより好ましい。
【０３０８】
　概して、単一のナノボディ（本発明の単一のナノボディ等）を含むか、又は本質的にこ
れから成るタンパク質又はポリペプチドは、本明細書で「一価」タンパク質若しくはポリ
ペプチド、又は「一価構築物」と呼ばれる。２つ以上のナノボディ（少なくとも２つの本
発明のナノボディ、又は少なくとも１つの本発明のナノボディ及び少なくとも１つの他の
ナノボディ等）を含むか、又は本質的にこれから成るタンパク質及びポリペプチドは、本
明細書で「多価」タンパク質若しくはポリペプチド、又は「多価構築物」と呼ばれ、これ
らは、対応する本発明の一価のナノボディに比べて或る特定の利点を与え得る。このよう
な多価構築物の幾つかの非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３０９】
　具体的であるが、非限定的な一態様によれば、本発明のポリペプチドは、少なくとも２
つの本発明のナノボディ、例えば２つ又は３つの本発明のナノボディを含むか、又は本質
的にこれから成る。本明細書中にさらに記載のように、このような多価構築物は、本発明
の単一ナノボディを含むか、又はこれから成るタンパク質又はポリペプチドに比べて、Ｒ
ＡＮＫ－Ｌに対する結合活性が大きく改善する等、或る特定の利点を与えることができる
。このような多価構築物は、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らかであり、こ
のような多価ナノボディ構築物の幾つかの好ましいが非限定的な例は、配列番号６２２～
配列番号６９３、配列番号７６１～配列番号７６２、配列番号７６６～配列番号７７３（
二価）及び配列番号６９４～配列番号７２９及び配列番号７５９～配列番号７６０（三価
）の構築物である。
【０３１０】
　具体的であるが、非限定的な別の態様によれば、本発明のポリペプチドは、少なくとも
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１つの本発明のナノボディと、少なくとも１つの他の結合単位（即ち別のエピトープ、抗
原、標的、タンパク質又はポリペプチドに指向性を有する）とを含むか、又は本質的にこ
れから成り、これは好ましくはナノボディでもある。このようなタンパク質又はポリペプ
チドは、本明細書中で「多重特異性」タンパク質若しくはポリペプチド、又は「多重特異
性構築物」とも称され、これらは、（好ましいが非限定的な幾つかの多重特異性構築物の
本明細書中のさらなる考察から明らかになるように）対応する本発明の一価ナノボディに
比べて或る特定の利点を与え得る。このような多重特異性構築物は、本明細書中の開示に
基づき当業者にとって明らかであり、このような多重特異性ナノボディ構築物の幾つかの
好ましいが非限定的な例は、配列番号６９４～配列番号７２９及び配列番号７５９～配列
番号７９０の構築物である。
【０３１１】
　さらに別の具体的であるが、非限定的な態様によれば、本発明のポリペプチドは、少な
くとも１つの本発明のナノボディと、任意で１つ又は複数のさらなるナノボディと、本発
明のナノボディに及び／又は得られた融合タンパク質に少なくとも１つの所望の特性を与
える少なくとも１つの他のアミノ酸配列（タンパク質又はポリペプチド等）とを含むか、
又は本質的にこれから成る。ここでも同様に、このような融合タンパク質は、対応する本
発明の一価ナノボディに比べて或る特定の利点を与え得る。このようなアミノ酸配列及び
このような融合構築物の幾つかの非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らか
になる。
【０３１２】
　例えば２つ以上の上記の態様を組合せて、２つの本発明のナノボディと、１つの他のナ
ノボディと、任意で１つ又は複数の他のアミノ酸配列とを含む三価の二重特異性構築物を
提供することも可能である。このような構築物、及び本発明の背景内で特に好ましい幾つ
かの構築物のさらなる非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３１３】
　上記の構築物において、１つ又は複数のナノボディ及び／又は他のアミノ酸配列は、互
いに直接連結しても、及び／又は１つ又は複数のリンカー配列を介して互いに好適に連結
してもよい。このようなリンカーの幾つかの好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさ
らなる記載から明らかになる。
【０３１４】
　具体的な本発明の一態様において、本発明のナノボディ、又は少なくとも１つの本発明
のナノボディを含む、本発明の化合物、構築物若しくはポリペプチドの半減期は、対応す
る本発明のアミノ酸配列に比べて増大し得る。このようなナノボディ、化合物及びポリペ
プチドの幾つかの好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさらなる開示に基づき、当業
者にとって明らかになり、例えば（例えばペグ化によって）半減期が増大するように化学
修飾した本発明のナノボディ配列又はポリペプチド；血清タンパク質（血清アルブミン等
）との結合に関する、少なくとも１つのさらなる結合部位を含む本発明のアミノ酸配列；
又は本発明のナノボディの半減期を増大させる、少なくとも１つの部位（特に少なくとも
１つのアミノ酸配列）と連結する、少なくとも１つの本発明のナノボディを含む本発明の
ポリペプチドを含む。このような半減期が延びた部位又はアミノ酸配列を含む本発明のポ
リペプチドの例は、本明細書中のさらなる開示に基づき、当業者にとって明らかになり、
例えば１つ又は複数の本発明のナノボディが、１つ又は複数の血清タンパク質若しくはそ
の断片（血清アルブミン又はその好適な断片等）、又は血清タンパク質と結合することが
できる、１つ又は複数の結合単位（例えば血清アルブミン等の血清タンパク質、ＩｇＧ等
の血清免疫グロブリン、又はトランスフェリンと結合することができるナノボディ又は（
単一）ドメイン抗体等）と好適に連結するポリペプチド；本発明のナノボディがＦｃ部分
（ヒトＦｃ等）又はその好適な部分若しくは断片と連結するポリペプチド（本発明は例え
ば、ナノボディが異なるサイズのリンカーによってＦｃ部分と好適に連結してＲＡＮＫ－
Ｌの分子内及び／又は分子間結合を可能にする）；又は１つ又は複数の本発明のナノボデ
ィが、血清タンパク質と結合することができる、１つ又は複数の小さいタンパク質又はペ
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プチドと好適に連結するポリペプチドが挙げられるが、これらに限定されない（例えば国
際公開第９１／０１７４３号パンフレット、国際公開第０１／４５７４６号パンフレット
、国際公開第０２／０７６４８９号パンフレット、及び２００６年１２月５日付で出願し
たAblynx N.V.の"Peptides capable ofbinding to serum proteins"と題したAblynx N.V.
の米国仮特許出願（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ／２００７／０６３３４８号明細書も参照され
たい）に記載のタンパク質及びペプチドであるが、これに限定されない）。
【０３１５】
　さらに、当業者にとって明らかなように、このようなナノボディ、化合物、構築物又は
ポリペプチドは、三重特異性又は多重特異性ナノボディ構築物を提供するように、１つ又
は複数のさらなる基、残基、部位、又は結合単位（例えば１つ又は複数のさらなるアミノ
酸配列、特に１つ又は複数のさらなるナノボディ（即ちＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有しない
））を含有し得る。
【０３１６】
　概して、半減期が増大した本発明のナノボディ（又はこれを含む化合物、構築物若しく
はポリペプチド）は、対応する本発明のアミノ酸配列自体の半減期の少なくとも１．５倍
、好ましくは少なくとも２倍（少なくとも５倍等）、例えば少なくとも１０倍又は２０倍
を超える半減期を有する。例えば、半減期が増大した本発明のナノボディ、化合物、構築
物又はポリペプチドは、対応する本発明のアミノ酸配列自体に比べて、半減期が１時間を
超えて、好ましくは２時間を超えて、より好ましくは６時間を超えて（１２時間等を超え
て）、又はさらに２４時間、４８時間若しくは７２時間を超えて増大し得る。
【０３１７】
　好ましいが非限定的な本発明の態様において、このような本発明のナノボディ、化合物
、構築物又はポリペプチドは、少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、
より好ましくは少なくとも４８時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上のヒ
トにおける血清半減期を示す。例えば本発明の化合物又はポリペプチドは、少なくとも５
日（約５日～１０日等）、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好まし
くは少なくとも約１０日（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１
日～１６日等）、より好ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は
１４日超（約１４日～１９日等）の半減期を有し得る。
【０３１８】
　本発明の別の一態様では、本発明のポリペプチドは、得られた本発明のポリペプチドが
血液脳関門を横断するのを可能にする（任意で１つ又は複数の好適なリンカー配列を介し
て）１つ又は複数（例えば２つ及び好ましくは１つ）のアミノ酸配列に連結する、１つ又
は複数（例えば２つ又は好ましくは１つ）の本発明のナノボディを含む。特に、得られた
本発明のポリペプチドが血液脳関門を横断するのを可能にする上記１つ又は複数のアミノ
酸配列は、１つ又は複数の（例えば２つ及び好ましくは１つ）ナノボディ、例えば、国際
公開第０２／０５７４４５号パンフレットに記載のナノボディ（好ましい例は、ＦＣ４４
（国際公開第０６／０４０１５３号パンフレットの配列番号１８９）及びＦＣ５（国際公
開第０６／０４０１５４号パンフレットの配列番号１９０）である）であり得る。
【０３１９】
　特に、１つ又は複数の本発明のナノボディを含むポリペプチドは、
１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ～１０－

１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌの解離定
数（ＫＤ）で（即ち１０５Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、及び好ましくは１０７Ｌ／
モル～１０１２Ｌ／モル以上、及びより好ましくは１０８Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モルの
結合定数（ＫＡ）で）ＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなもの、及び／又は
　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～１０７

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

ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）のｋｏｎ速度でＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなもの、及
び／又は
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　１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９ｓ）～１０－６ｓ－１（ｔ１／２が数日である略不可逆
的な複合体の場合）、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より好ましくは１０
－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）のｋｏｆｆ速度でＲ
ＡＮＫ－Ｌと結合するようなものであるのが好ましい。
【０３２０】
　好ましくは、本発明のアミノ酸配列を１つだけ含有するポリペプチドが、５００ｎＭ未
満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（５００ｐＭ未満等）の親
和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなものである。これに対して、本発明のナノボディを
２つ以上含有するポリペプチドは、本発明のアミノ酸配列を１つだけ含有するポリペプチ
ドに比べて、増大した結合活性でＲＡＮＫ－Ｌと結合することができることが当業者には
明らかである。
【０３２１】
　本発明のアミノ酸配列又はポリペプチドとＲＡＮＫ－Ｌとの結合に関する幾つかの好ま
しいＩＣ５０値は、本明細書のさらなる記載及び実施例から明らかになる。
【０３２２】
　本発明の好ましいこの態様による他のポリペプチドは例えば、配列番号６２２～配列番
号７２９、配列番号７５９～配列番号７６２、及び配列番号７６６～配列番号７７３のア
ミノ酸配列の１つ又は複数との８０％超、好ましくは９０％超、より好ましくは９５％超
（９９％以上等）の「配列同一性」（本明細書で規定）を有するアミノ酸配列から成る群
から選択され得る。該アミノ酸配列内に含まれるナノボディは、本明細書中にさらに規定
されるようなものが好ましい。
【０３２３】
　本発明の別の態様は、本発明のアミノ酸配列（本発明のナノボディ等）をコードする核
酸、又はこれを含む本発明のポリペプチドに関する。さらに、本発明の核酸に関して本明
細書中に概して記載するように、このような核酸は、本明細書中に規定のように遺伝子構
築物の形態であり得る。
【０３２４】
　別の態様において、本発明は、本発明のアミノ酸配列（ナノボディ等）及び／又はこれ
を含む本発明のポリペプチドを発現するか、又は発現することができる、及び／又は本発
明の核酸を含有する宿主又は宿主細胞に関する。このような宿主又は宿主細胞の幾つかの
好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３２５】
　本発明の別の態様は、少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列と、少なくとも１つの本
発明のポリペプチド及び／又は少なくとも１つの本発明の核酸と、任意で（即ち組成物の
使用目的に応じて）それ自体が既知のこのような組成物の１つ又は複数のさらなる成分と
を含有するか又は含む産物又は組成物に関する。このような産物又は組成物は例えば、（
本明細書に記載の）薬学的組成物、獣医学的組成物又は（同様に本明細書に記載の）診断
用途のための産物又は組成物であり得る。このような産物又は組成物の幾つかの好ましい
が非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３２６】
　本発明はさらに、本明細書中に記載のアミノ酸配列、化合物、構築物、ポリペプチド、
核酸、宿主細胞、産物及び組成物を調製又は生成する方法に関する。このような方法の幾
つかの好ましいが非限定的な例は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３２７】
　本発明はさらに、本明細書中に記載のアミノ酸配列、化合物、構築物、ポリペプチド、
核酸、宿主細胞、産物及び組成物の適用及び使用、並びにＲＡＮＫ－Ｌに関連する疾患及
び障害を予防及び／又は治療する方法に関する。幾つかの好ましいが非限定的な適用及び
使用は、本明細書中のさらなる記載から明らかになる。
【０３２８】
　また本発明の他の態様、実施形態、利点及び用途は、本明細書中の以下のさらなる記載
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から明らかになる。
【０３２９】
　概して、最も広い意味で本明細書で使用される用語ナノボディは、特定の生物学的供給
源又は特定の調製方法に限定されないことに留意すべきである。例えば、以下でより詳細
に考察されるように、本発明のナノボディは概して、（１）天然の重鎖抗体のＶＨＨドメ
インを単離すること、（２）天然のＶＨＨドメインをコードするヌクレオチド配列の発現
、（３）天然ＶＨＨドメインの（本明細書に記載の）「ヒト化」、又はこのようなヒト化
ＶＨＨドメインをコードする核酸の発現、（４）任意の動物種、特に哺乳動物種（例えば
ヒト）由来の天然ＶＨドメインの（本明細書に記載の）「ラクダ化」、又はこのようなラ
クダ化ＶＨドメインをコードする核酸の発現、（５）Ward et al（上記）によって記載さ
れるような「ドメイン抗体」若しくは「Ｄａｂ」の「ラクダ化」、又はこのようなラクダ
化ＶＨドメインをコードする核酸の発現、（６）それ自体が既知である、タンパク質、ポ
リペプチド又は他のアミノ酸配列を調製するのに合成技法又は半合成技法を使用すること
、（７）それ自体が既知である核酸合成技法を使用して、ナノボディをコードする核酸を
調製した後、このようにして得られた核酸を発現すること、及び／又は（８）上記の任意
の組合せの１つ又は複数によって得ることができることに留意すべきである。上記を実施
するのに好適な方法及び技法は、本明細書中の開示に基づいて当業者にとって明らかであ
り、例えば本明細書でより詳細に記載される方法及び技法を含む。
【０３３０】
　１つの好ましい群のナノボディは、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する天然重鎖抗体のＶＨ

Ｈドメインに対応する。本明細書にさらに記載されるように、このようなＶＨＨ配列は概
して、ＲＡＮＫ－Ｌをラクダ種に好適に（即ち免疫応答及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに指向性
を有する重鎖抗体を生じるように）免疫付与すること、該ラクダ由来の好適な生体サンプ
ル（例えば血液サンプル、血清サンプル又はＢ細胞のサンプル）を得ること、及びそれ自
体が既知の任意の好適な技法を使用して、該サンプルからＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する
ＶＨＨ配列を生成することによって、生成又は入手することができる。このような技法は
、当業者にとって明らかであり、及び／又は本明細書でさらに記載される。
【０３３１】
　代替的に、ＲＡＮＫ－Ｌに対するこのような天然ＶＨＨドメインは、例えばそれ自体が
既知の１つ又は複数のスクリーニング技法を用いて、ＲＡＮＫ－Ｌ、又は少なくとも１つ
のその部分、断片、抗原決定基若しくはエピトープを使用して、このようなライブラリを
スクリーニングすることによってラクダＶＨＨ配列のナイーブライブラリから得ることが
できる。このようなライブラリ及び技法は例えば、国際公開第９９／３７６８１号パンフ
レット、国際公開第０１／９０１９０号パンフレット、国際公開第０３／０２５０２０号
パンフレット及び国際公開第０３／０３５６９４号パンフレットに記載されている。代替
的に、ナイーブＶＨＨライブラリ由来の改良型の合成ライブラリ又は半合成ライブラリ（
例えばランダム突然変異法及び／又はＣＤＲシャッフリング（例えば国際公開第００／４
３５０７号パンフレットに記載されているようなもの）等の技法によって、ナイーブＶＨ

Ｈライブラリから得られるＶＨＨライブラリ）を使用してもよい。
【０３３２】
　このように、別の態様において、本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するナノボディ
を生成する方法に関する。一態様では、該方法は少なくとも、
ａ）ナノボディ配列のセット、コレクション又はライブラリを準備する工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するナノボディ配列に関して、上記のナノボディ配列のセット、コレクション又はライブ
ラリをスクリーニングする工程と、
ｃ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
するアミノ酸配列（複数可）を単離する工程とを含む。
【０３３３】
　このような方法では、ナノボディ配列のセット、コレクション又はライブラリは、ナノ
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ボディ配列のナイーブセット、ナイーブコレクション又はナイーブライブラリ、ナノボデ
ィ配列の合成又は半合成のセット、コレクション又はライブラリ、及び／又は親和性成熟
を受けているナノボディ配列のセット、コレクション又はライブラリであり得る。
【０３３４】
　この方法の好ましい態様では、ナノボディ配列のセット、コレクション又はライブラリ
は、ＲＡＮＫ－Ｌ、又はこれに基づく若しくはこれに由来する好適な抗原決定基（例えば
その抗原の部分、断片、領域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ）を好適に免疫付与
したラクダ種に由来している、ナノボディ配列の免疫セット、免疫コレクション又は免疫
ライブラリ、特にＶＨＨ配列の免疫セット、免疫コレクション又は免疫ライブラリであり
得る。特定の一態様では、該抗原決定基は、細胞外の部分、領域、ドメイン、ループ又は
他の細胞外エピトープ（複数可）であり得る。
【０３３５】
　上記の方法において、ナノボディ配列又はＶＨＨ配列のセット、コレクション又はライ
ブラリは、スクリーニングを容易にするように、ファージ、ファージミド、リボソーム又
は好適な微生物（酵母等）上に提示してもよい。ナノボディ配列（のセット、コレクショ
ン又はライブラリ）を提示及びスクリーニングするのに好適な方法、技法及び宿主生物は
、例えば本明細書中のさらなる開示に基づいて当業者にとって明らかである。国際公開第
０３／０５４０１６号パンフレット及びNature Biotechnology, 23, 9, 1105-1116（2005
）におけるHoogenboomによる総説も参照されたい。
【０３３６】
　別の態様において、ナノボディ配列を生成する方法は、少なくとも
ａ）免疫グロブリン配列を発現するラクダ種由来の細胞のコレクション又は試料を準備す
る工程と、
ｂ）（ｉ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和
性を有する免疫グロブリン配列を発現する細胞、（ｉｉ）重鎖抗体を発現する細胞に関し
て上記細胞のコレクション又は試料をスクリーニングする工程であって、ＲＡＮＫ－Ｌと
結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対して親和性を有する重鎖抗体を発現
する細胞を少なくとも１つ提供するように、本質的に単一のスクリーニング工程として、
又は２つの別々のスクリーニング工程として任意の好適な順番で下位工程（ｉ）及び（ｉ
ｉ）を実施することができる、スクリーニングする工程と、
ｃ）（ｉ）上記重鎖抗体に存在するＶＨＨ配列を上記細胞から単離する工程、又は（ｉｉ
）該重鎖抗体に存在するＶＨＨ配列をコードする核酸配列を該細胞から単離し、その後該
ＶＨＨドメインを発現する、単離する工程のいずれかとを含む。
【０３３７】
　この態様による方法において、細胞のコレクション又は試料は例えば、Ｂ細胞のコレク
ション又は試料であり得る。また、この方法では、細胞の試料は、ＲＡＮＫ－Ｌ、又はこ
れに基づく若しくはこれに由来する好適な抗原決定基（例えばその抗原の部分、断片、領
域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ）を好適に免疫付与したラクダ科動物に由来し
得る。特定の一態様では、該抗原決定基は、細胞外の部分、領域、ドメイン、ループ又は
他の細胞外エピトープ（複数可）であり得る。
【０３３８】
　上記の方法は、当業者にとって明らかなように、任意の好適な方法で行われ得る。例え
ば欧州特許第０５４２８１０号明細書、国際公開第０５／１９８２４号パンフレット、国
際公開第０４／０５１２６８号パンフレット及び国際公開第０４／１０６３７７号パンフ
レットを参照されたい。工程ｂ）のスクリーニングは、ＦＡＣＳ等のフローサイトメトリ
法を使用して行うのが好ましい。これに関しては、例えばLieby et al., Blood, Vol. 97
, No. 12, 3820を参照されたい。特に、Ablynx N.V.による国際出願である国際公開第０
６／０７９３７２号で記載のいわゆる「ナノクローン（商標）」法を参照されたい。
【０３３９】
　別の態様において、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列を生成する方法は、少
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なくとも
ａ）重鎖抗体又はナノボディ配列をコードする核酸配列のセット、コレクション又はライ
ブラリを準備する工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
する重鎖抗体又はナノボディ配列をコードする核酸配列に関して、上記核酸配列のセット
、コレクション又はライブラリをスクリーニングする工程と、
ｃ）上記核酸配列を単離し、その後それぞれ上記重鎖抗体に存在するＶＨＨ配列を発現す
るか、又は上記ナノボディ配列を発現する、単離する工程とを含み得る。
【０３４０】
　このような方法では、重鎖抗体又はナノボディ配列をコードする核酸配列のセット、コ
レクション又はライブラリは例えば、重鎖抗体又はＶＨＨ配列のナイーブセット、ナイー
ブコレクション又はナイーブライブラリをコードする核酸配列のセット、コレクション又
はライブラリ；ナノボディ配列の合成又は半合成のセット、コレクション又はライブラリ
をコードする核酸配列のセット、コレクション又はライブラリ；及び／又は親和性成熟を
受けているナノボディ配列のセット、コレクション又はライブラリをコードする核酸配列
のセット、コレクション又はライブラリであり得る。
【０３４１】
　この方法の好ましい態様では、アミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリは
、ＲＡＮＫ－Ｌ、又はこれに基づく若しくはこれに由来する好適な抗原決定基（例えばそ
の抗原の部分、断片、領域、ドメイン、ループ又は他のエピトープ）を好適に免疫付与し
たラクダ科動物由来の重鎖抗体又はＶＨＨ配列をコードする核酸配列の免疫セット、免疫
コレクション又は免疫ライブラリであり得る。特定の一態様では、該抗原決定基は、細胞
外の部分、領域、ドメイン、ループ又は他の細胞外エピトープ（複数可）であり得る。
【０３４２】
　上記の方法において、ヌクレオチド配列のセット、コレクション又はライブラリは、ス
クリーニングを容易にするように、ファージ、ファージミド、リボソーム又は好適な微生
物（例えば酵母）上に提示してもよい。アミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列（の
セット、コレクション又はライブラリ）を提示及びスクリーニングするのに好適な方法、
技法及び宿主生物は、例えば本明細書中のさらなる開示に基づいて当業者にとって明らか
である。国際公開第０３／０５４０１６号パンフレット及びNature Biotechnology, 23, 
9, 1105-1116（2005）におけるHoogenboomによる総説も参照されたい。
【０３４３】
　当業者にとって明らかなように、本明細書中に記載の方法のスクリーニング工程を選択
工程として実施することもできる。したがって、本記載で使用する用語「スクリーニング
」は、選択、スクリーニング、又は選択法及び／又はスクリーニング法の任意の好適な組
合せを含むことができる。また、配列のセット、コレクション又はライブラリを使用する
場合、これは、１個、２個、３個又は約５個、１０個、５０個、１００個、５００個、１
０００個、５０００個、１０４個、１０５個、１０６個、１０７個、１０８個以上の配列
等の任意の好適な数の配列を含有し得る。
【０３４４】
　また、上記のアミノ酸配列のセット、コレクション又はライブラリにおける配列の１つ
又は複数又は全ては、コンピュータモデリング法又は生物静力学法又はデータマイニング
法等の合理的又は半経験的なアプローチで入手又は規定され得る。
【０３４５】
　さらに、このようなセット、コレクション又はライブラリは、自然に多様化した配列（
例えば免疫ライブラリ）の多様なセットに由来する複数の配列を含む（compromise）、（
例えば、指定の点突然変異又はランダム化した位置で）互いの変異体である１つ、２つ以
上の配列、又は任意の他の多様な配列源（例えばHoogenboom et al, Nat Biotechnol 23:
 1105, 2005及びBinz et al, Nat Biotechnol 2005, 23: 1247に記載）を含み得る。配列
のこのようなセット、コレクション又はライブラリは、ファージ粒子、リボソーム、細菌
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、酵母細胞、哺乳動物細胞の表面上に提示し、これらの担体内でアミノ酸配列をコードす
るヌクレオチド配列に連結することができる。このことが、このようなセット、コレクシ
ョン又はライブラリを、所望の本発明のアミノ酸配列を単離する選択法に従わせる。より
一般的には、配列が好適な宿主又は宿主細胞上に提示される場合、初めに該宿主又は宿主
細胞から所望の配列をコードするヌクレオチド配列を単離した後、好適な宿主生物で該ヌ
クレオチド配列を好適に発現することによって所望の配列を得ることも可能である（慣習
になっている）。さらに、当業者にとって明らかなように、それ自体が既知の任意の好適
な方法でこれを実施することができる。
【０３４６】
　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するＶＨＨ配列又はナノボディ配列を得るためのさらに別の
技法は、（即ち免疫応答及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する重鎖抗体を生じるよう
に）重鎖抗体を発現することができるトランスジェニック哺乳動物に好適に免疫付与する
こと、該ＶＨＨ配列又はナノボディ配列（をコードする核酸配列）を含有する該トランス
ジェニック哺乳動物由来の好適な生体サンプル（例えば血液サンプル、血清サンプル又は
Ｂ細胞のサンプル）を得ること、及びそれからそれ自体が既知の任意の好適な技法（本明
細書で記載の方法又はハイブリドーマ法等）を使用して、該サンプルからＲＡＮＫ－Ｌに
指向性を有するＶＨＨ配列を生成することを伴う。例えばこのために、国際公開第０２／
０８５９４５号パンフレット、国際公開第０４／０４９７９４号パンフレット、国際公開
第０６／００８５４８号パンフレット及びJanssens et al., Proc. Natl. Acad. Sci .US
A. 2006 Oct 10;103（41）:15130-5に記載されている重鎖抗体発現マウス、並びにさらな
る方法及び技法を使用することができる。例えば、このような重鎖抗体発現マウスは、天
然源由来の（単一）可変ドメイン（例えばヒト（単一）可変ドメイン、ラクダ科動物（単
一）可変ドメイン又はサメ（単一）可変ドメイン）及び例えば合成又は半合成の（単一）
可変ドメイン等の任意の好適な（単一）可変ドメインを有する重鎖抗体を発現することが
できる。
【０３４７】
　本発明は、上記方法、又は代替的に上記の方法の１つと、さらに少なくとも上記ＶＨＨ

配列又はナノボディ配列のヌクレオチド配列又はアミノ酸配列を決定する工程と、好適な
宿主細胞若しくは宿主生物における発現又は化学合成のようなそれ自体が既知の方法で該
ＶＨＨ配列又はナノボディ配列を発現又は合成する工程とを含む方法によって得られるＶ

ＨＨ配列又はナノボディ配列にも関する。
【０３４８】
　本明細書で言及されるように、特に好ましい群の本発明のナノボディは、天然ＶＨＨド
メインのアミノ酸配列に対応するが、即ち該天然ＶＨＨ配列（特にフレームワーク配列）
のアミノ酸配列における１つ又は複数のアミノ酸残基を、（例えば上記の）ヒトの従来の
４鎖抗体由来のＶＨドメインの対応する位置（複数可）で発生する１つ又は複数のアミノ
酸残基に置き換えることによって「ヒト化」したアミノ酸配列を有するナノボディを含む
。例えば本明細書中のさらなる記載及び本明細書で言及されたヒト化に関する従来技術に
基づいて、当業者にとって明らかなそれ自体が既知の方法で、これを実施することができ
る。また、このような本発明のヒト化ナノボディは、それ自体が既知の任意の好適な方法
で（即ち上記の（１）～（８）で示されたように）得ることができ、このため出発材料と
して天然ＶＨＨドメインを含むポリペプチドを使用して得られたポリペプチドに厳密に限
定されないことに留意すべきである。
【０３４９】
　別の特に好ましい群の本発明のナノボディは、天然ＶＨドメインのアミノ酸配列に対応
するが、即ち従来の４鎖抗体由来の天然ＶＨドメインのアミノ酸配列における１つ又は複
数のアミノ酸残基を、重鎖抗体のＶＨＨドメインの対応する位置（複数可）で発生する１
つ又は複数のアミノ酸残基に置き換えることによって「ラクダ化」したアミノ酸配列を有
するナノボディを含む。例えば本明細書中のさらなる記載に基づいて、当業者にとって明
らかなそれ自体が既知の方法で、これを実施することができる。このような「ラクダ化」
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置換は、本明細書に規定のように、ＶＨ－ＶＬ界面及び／又はいわゆるラクダ科の特徴的
な残基を形成し、及び／又はＶＨ－ＶＬ界面及び／又はいわゆるラクダ科の特徴的な残基
に存在するアミノ酸位置に挿入するのが好ましい（例えば国際公開第９４／０４６７８号
パンフレット及びDavies and Riechmann（1994 and 1996）（上記）を参照されたい）。
好ましくは、出発材料又はラクダ化ナノボディを生成若しくは設計するための出発点とし
て使用されるＶＨ配列は、好ましくは哺乳動物由来のＶＨ配列、より好ましくはヒトのＶ

Ｈ配列（例えばＶＨ３）である。しかし、このような本発明のラクダ化ナノボディは、そ
れ自体が既知の任意の好適な方法で（即ち上記の（１）～（８）で示されたように）得る
ことができ、このため出発材料として天然ＶＨドメインを含むポリペプチドを使用して得
られたポリペプチドに厳密に限定されないことに留意すべきである。
【０３５０】
　例えばまた、本明細書にさらに記載されるように、それぞれ天然のＶＨＨドメイン又は
ＶＨドメインをコードするヌクレオチド配列を準備した後、それ自体が既知の方法で、新
規のヌクレオチド配列がそれぞれ、本発明の「ヒト化」又は「ラクダ化」ナノボディをコ
ードするように、該ヌクレオチド配列における１つ又は複数のコドンを変えることによっ
て、「ヒト化」及び「ラクダ化」の両方を行うことができる。次にこの核酸は、所望の本
発明のナノボディを提供するようにそれ自体が既知の方法で発現することができる。代替
的に、それぞれ天然のＶＨＨドメイン又はＶＨドメインのアミノ酸配列又はヌクレオチド
配列に基づき、それぞれ所望の本発明のヒト化又はラクダ化ナノボディのアミノ酸配列を
設計した後、それ自体が既知のペプチド合成技法を使用してｄｅ　ｎｏｖｏで合成するこ
とができる。また、それぞれ天然のＶＨＨドメイン又はＶＨドメインのアミノ酸配列又は
ヌクレオチド配列に基づき、それぞれ所望の本発明のヒト化又はラクダ化ナノボディをコ
ードするヌクレオチド配列を設計した後、それ自体が既知の核酸合成技法を使用してｄｅ
　ｎｏｖｏで合成することができ、その後所望の本発明のナノボディを提供するように、
それ自体が既知の方法で、このようにして得られた核酸を発現することができる。
【０３５１】
　天然ＶＨ配列又は好ましくはＶＨＨ配列から、本発明のナノボディ及び／又はこれをコ
ードする核酸を得るのに好適な他の方法及び技法は、当業者にとって明らかであり、例え
ば本発明のナノボディ、又はこれをコードするヌクレオチド配列若しくは核酸を提供する
ように好適な方法で、１つ又は複数の天然ＶＨ配列（例えば１つ又は複数のＦＲ配列及び
／又はＣＤＲ配列）の一部分又は複数部分、１つ又は複数の天然ＶＨＨ配列（例えば１つ
又は複数のＦＲ配列及び／又はＣＤＲ配列）の一部分又は複数部分、及び／又は１つ又は
複数の合成又は半合成の配列を組み合わせることを含み得る（したがって適切に表すこと
ができる）。ＶＨＨ配列又はナノボディのフレームワーク配列をコードするヌクレオチド
配列は、本明細書中の開示及び／又は本明細書中で言及したさらなる従来技術に基づき、
当業者にとって明らかであり（及び／又は代替的に本明細書中に記載の方法を使用して得
られたヌクレオチド配列から始めるＰＣＲによって入手され得る）、本発明のナノボディ
をコードする核酸を提供するように、（例えば重複プライマーを使用したＰＣＲアセンブ
リによって）所望のＣＤＲをコードするヌクレオチド配列と好適に組合せ得る。
【０３５２】
　本明細書中に言及されるように、ナノボディは特に、１つ又は複数のフレームワーク配
列における１つ又は複数の「特徴的な残基」（本明細書中に記載）の存在を特徴とし得る
。
【０３５３】
　したがって、好ましいが、本発明の非限定的な一態様によれば、ナノボディは概して、
最も広い意味で
ａ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列から
成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱである）、
及び／又は
ｂ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列から
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成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、（本明細書に
規定の）荷電アミノ酸又はシステイン残基であり、４４位のアミノ酸残基はＥであるのが
好ましい）、及び／又は
ｃ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列から
成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＰ、Ｒ及びＳ
から成る群から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択される）を含む、ポリペプチ
ドと定義することができる。
【０３５４】
　したがって好ましいが非限定的な第１の態様において、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
　　ａ）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱであり、及び／又は
　　ｂ）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、荷電アミノ酸又はシステ
イン残基であり、カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基はＥであるのが好ま
しく、及び／又は
　　ｃ）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＰ、Ｒ及びＳから成る群
から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択され、
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３５５】
　特に、ナノボディは概して、最も広い意味で
　　ａ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列
から成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱである
）、及び／又は
　　ｂ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列
から成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基はＥであり、
カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基はＲである）、及び／又は
　　ｃ）３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列
から成るアミノ酸配列（カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＰ、Ｒ及
びＳから成る群から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択される）を含む、ポリペ
プチドと定義することができる。
【０３５６】
　したがって好ましいが非限定的な態様によれば、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
　　ａ）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱであり、及び／又は
　　ｂ）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基はＥであり、カバットナンバ
リングによる４５位のアミノ酸残基はＲであり、及び／又は
　　ｃ）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＰ、Ｒ及びＳから成る群
から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択され、
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３５７】
　特に本発明によるＲＡＮＫ－Ｌに対するナノボディは、構造：
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ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
　　ａ）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱであり、及び／又は
　　ｂ）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基はＥであり、カバットナンバ
リングによる４５位のアミノ酸残基はＲであり、及び／又は
　　ｃ）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＰ、Ｒ及びＳから成る群
から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択され、
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３５８】
　特に、好ましいが、本発明の非限定的な一態様によれば、ナノボディは、３つの相補性
決定領域／配列が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列から成るアミノ酸配列
を含むポリペプチドと定義することができ、
　　ａ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ａ、Ｇ、Ｅ、Ｄ、Ｇ
、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｌから成る群から選択され、好ましくはＧ、Ｅ若しくはＱから成る群から
選択され、
　　ａ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、Ｌ、Ｒ若しくはＣか
ら成る群から選択され、好ましくはＬ若しくはＲから成る群から選択され、
　　ａ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｗ、Ｒ若しくはＳ
から成る群から選択され、好ましくはＷ若しくはＲであり、最も好ましくはＷであり、
　　ａ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱであるか、又は
　　ｂ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ｅ及びＱから成る群
から選択され、
　　ｂ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基はＲであり、
　　ｂ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｗ、Ｒ及びＳから
成る群から選択され、好ましくはＷであり、
　　ｂ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱ及びＬから成る群
から選択され、好ましくはＱであるか、又は
　　ｃ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ａ、Ｇ、Ｅ、Ｄ、Ｑ
、Ｒ、Ｓ及びＬから成る群から選択され、好ましくはＧ、Ｅ及びＱから成る群から選択さ
れ、
　　ｃ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、Ｌ、Ｒ及びＣから成
る群から選択され、好ましくはＬ及びＲから成る群から選択され、
　　ｃ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｐ、Ｒ及びＳから
成る群から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択され、
　　ｃ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱ及びＬから成る群
から選択され、好ましくはＱであり、且つ
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３５９】
　したがって、別の好ましいが、本発明の非限定的な態様において、本発明のナノボディ
は、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
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　　ａ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ａ、Ｇ、Ｅ、Ｄ、Ｇ
、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｌから成る群から選択され、好ましくはＧ、Ｅ若しくはＱから成る群から
選択され、
　　ａ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、Ｌ、Ｒ若しくはＣか
ら成る群から選択され、好ましくはＬ若しくはＲから成る群から選択され、
　　ａ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｗ、Ｒ若しくはＳ
から成る群から選択され、好ましくはＷ若しくはＲであり、最も好ましくはＷであり、
　　ａ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱであり、且つ
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３６０】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
　　ｂ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ｅ及びＱから成る群
から選択され、
　　ｂ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基はＲであり、
　　ｂ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｗ、Ｒ及びＳから
成る群から選択され、好ましくはＷであり、
　　ｂ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱ及びＬから成る群
から選択され、好ましくはＱであり、且つ
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３６１】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
　　ｃ－１）カバットナンバリングによる４４位のアミノ酸残基は、Ａ、Ｇ、Ｅ、Ｄ、Ｑ
、Ｒ、Ｓ及びＬから成る群から選択され、好ましくはＧ、Ｅ及びＱから成る群から選択さ
れ、
　　ｃ－２）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、Ｌ、Ｒ及びＣから成
る群から選択され、好ましくはＬ及びＲから成る群から選択され、
　　ｃ－３）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｐ、Ｒ及びＳから
成る群から選択され、特にＲ及びＳから成る群から選択され、
　　ｃ－４）カバットナンバリングによる１０８位のアミノ酸残基はＱ及びＬから成る群
から選択され、好ましくはＱであり、且つ
　　ｄ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好
ましくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好
ましくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３６２】
　２つの特に好ましいが、本発明の非限定的なナノボディ群は、上記のａ）、上記の（ａ
－１）～（ａ－４）、上記のｂ）、上記の（ｂ－１）～（ｂ－４）、上記の（ｃ）、上記
の（ｃ－１）～（ｃ－４）によるものであり、
ｉ）カバットナンバリングによる４４位～４７位のアミノ酸残基は、配列ＧＬＥＷ（又は
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本明細書に記載のＧＬＥＷ様配列）を形成し、１０８位のアミノ酸残基はＱであるか、又
は
ｉｉ）カバットナンバリングによる４３位～４６位のアミノ酸残基は、配列ＫＥＲＥ又は
ＫＱＲＥ（又は記載されるようなＫＥＲＥ様配列）を形成し、１０８位のアミノ酸残基は
Ｑ又はＬであり、好ましくはＱである。
【０３６３】
　したがって、別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
ｉ）カバットナンバリングによる４４位～４７位のアミノ酸残基は、配列ＧＬＥＷ（又は
本明細書に記載のＧＬＥＷ様配列）を形成し、１０８位のアミノ酸残基はＱであり、且つ
ｉｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好ま
しくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好ま
しくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３６４】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有し
得る；ここで
ｉ）カバットナンバリングによる４３位～４６位のアミノ酸残基は、配列ＫＥＲＥ又はＫ
ＱＲＥ（又はＫＥＲＥ様配列）を形成し、１０８位のアミノ酸残基はＱ又はＬであり、好
ましくはＱであり、且つ
ｉｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好ま
しくは本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好ま
しくは本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３６５】
　カバットナンバリングによる４３位～４６位のアミノ酸残基が、配列ＫＥＲＥ又はＫＱ
ＲＥを形成する、本発明のナノボディにおいて、３７位のアミノ酸残基がＦであるのが最
も好ましい。カバットナンバリングによる４４位～４７位のアミノ酸残基が、配列ＧＬＥ
Ｗを形成する、本発明のナノボディにおいて、３７位のアミノ酸残基は、Ｙ、Ｈ、Ｉ、Ｌ
、Ｖ又はＦから成る群から選択され、Ｖであるのが最も好ましい。
【０３６６】
　したがって、決してこれらには限定されないが、上記で言及された位置に存在するアミ
ノ酸残基に基づき、概して本発明のナノボディを以下の３つの群に分類することができる
：
ｉ）「ＧＬＥＷ群」：カバットナンバリングによる４４位～４７位にアミノ酸配列ＧＬＥ
Ｗ、及びカバットナンバリングによる１０８位にＱを有するナノボディ。本明細書でさら
に記載されるように、この群内のナノボディは通常、３７位にＶを有し、１０３位にＷ、
Ｐ、Ｒ又はＳを有することができ、好ましくは１０３位にＷを有する。ＧＬＥＷ群は、以
下の表Ａ－３で言及されるもののような幾つかのＧＬＥＷ様配列も含む。より一般的には
、これに限定されないが、ＧＬＥＷ群に属するナノボディは、４４位にＧ、及び／又は４
７位にＷを有し、４６位は通常Ｅであり、好ましくは４５位が荷電アミノ酸残基でもシス
テインでもないナノボディと定義することができる。
ｉｉ）「ＫＥＲＥ群」：カバットナンバリングによる４３位～４６位にアミノ酸配列ＫＥ
ＲＥ又はＫＱＲＥ（又は別のＫＥＲＥ様配列）、及びカバットナンバリングによる１０８
位にＱ又はＬを有するナノボディ。本明細書でさらに記載されるように、この群内のナノ
ボディは通常、３７位にＦ、及び４７位にＬ又はＦを有し、１０３位にＷ、Ｐ、Ｒ又はＳ
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を有することができ、好ましくは１０３位にＷを有する。より一般的には、これに限定さ
れないが、ＫＥＲＥ群に属するナノボディは、４４位にＫ、Ｑ又はＲ（通常Ｋ）を有し、
４５位が荷電アミノ酸残基又はシステインであり、４７位が本明細書でさらに規定される
ようなものであるナノボディと定義することができる。
ｉｉｉ）「１０３Ｐ、Ｒ、Ｓ群」：１０３位にＰ、Ｒ又はＳを有するナノボディ。これら
のナノボディは、カバットナンバリングによる４４位～４７位にアミノ酸配列ＧＬＥＷ、
又はカバットナンバリングによる４３位～４６位にアミノ酸配列ＫＥＲＥ又はＫＱＲＥの
いずれかを有することができ（後者は、（ＫＥＲＥ群に関して規定のように）３７位のＦ
と、４７位のＬ又はＦと組合せるのが最も好ましい）、カバットナンバリングによる１０
８位にＱ又はＬを有することができ、Ｑを有するのが好ましい。
【０３６７】
　また必要に応じて、ナノボディは、２つ以上のこれらの群に属し得る（即ちこれらの特
徴を有し得る）。例えば、１つの特に好ましいナノボディ群は、４４位～４７位にＧＬＥ
Ｗ又はＧＬＥＷ様配列、１０３位にＰ、Ｒ又はＳ（特にＲ）、及び１０８位にＱを有する
（Ｌへとヒト化してもよい）。
【０３６８】
　より一般的には、上記に言及される定義が、天然（即ち非ヒト化）ＶＨＨ配列の形態の
ナノボディを説明し、またこれに適用すること、及びこれらのナノボディのヒト化変異体
は、上記のもの以外のアミノ酸残基（即ち本明細書中に規定の１つ又は複数のヒト化置換
）を含み得ることに留意されたい。例えばこれに限定されないが、ＧＬＥＷ群又は１０３
Ｐ、Ｒ、Ｓ群の幾つかのヒト化ナノボディにおいて、１０８位のＱは、１０８Ｌにヒト化
し得る。本明細書中に既に言及されたように、他のヒト化置換（及びその好適な組合せ）
は、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らかになる。付加的に又は代替的に、天
然のＶＨＨ配列のフレームワーク領域の配列を、１つ又は複数の密接に関連するヒトＶＨ

配列の対応するフレームワーク配列と比較することによって、他の潜在的に有用なヒト化
置換を確認することができ、その後（本明細書中にさらに記載のように、それ自体が既知
の任意の方法で）このようにして求めた、潜在的に有用なヒト化置換（又はその組合せ）
の１つ又は複数を該ＶＨＨ配列に導入することができ、標的に対する親和性、安定性、発
現の容易さ及びレベル、及び／又は他の所望の特性に関して、得られたヒト化ＶＨＨ配列
を試験することができる。このようにして、試行試験及び誤差の程度を限定することによ
って、本明細書中の開示に基づき当業者によって、他の好適なヒト化置換（又はその好適
な組合せ）を求めることができる。また、上記に基づき、ナノボディ（のフレームワーク
領域）を部分ヒト化又は完全ヒト化してもよい。
【０３６９】
　したがって、別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、（本明
細書に規定のように）ＧＬＥＷ群に属するナノボディであってもよく、その中のＣＤＲ１
、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好ましくは本明細書
中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好ましくは本明細書
中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものである。
【０３７０】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、（本明細書に規定の
ように）ＫＥＲＥ群に属するナノボディであってもよく、ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ
３は本明細書で規定されるようなものであり、好ましくは本明細書中の好ましい態様の１
つに従って規定されるようなものであり、より好ましくは本明細書中のより好ましい態様
の１つに従って規定されるようなものである。
【０３７１】
　したがって、別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、（本明
細書に規定のように）１０３Ｐ、Ｒ、Ｓ群に属するナノボディであってもよく、その中の
ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は本明細書で規定されるようなものであり、好ましくは
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであり、より好ましくは
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【０３７２】
　また、より一般的には、上記で言及された１０８Ｑ、４３Ｅ／４４Ｒ及び１０３Ｐ、Ｒ
、Ｓ残基の他に、本発明のナノボディは、従来のＶＨドメインでＶＨ／ＶＬ界面（の一部
）が形成される１つ又は複数の位置で、対応する天然ＶＨ配列における同じ位置（複数可
）で自然発生するアミノ酸残基よりも強く荷電する、１つ又は複数のアミノ酸残基、特に
（表Ａ－２で言及される）１つ又は複数の荷電アミノ酸残基を含有することができる。こ
のような置換としては、これらに限定されないが、以下の表Ａ－３で言及されるＧＬＥＷ
様配列、及び４４位～４７位のＫＬＥＷと共に１０８位にＱを有するナノボディを得るた
めに、いわゆる「ミクロボディ」に関して国際出願の国際公開第００／２９００４号パン
フレットで説明される置換が挙げられる。これらの位置での他の可能性のある置換は、本
明細書中の開示に基づいて当業者にとって明らかである。
【０３７３】
　本発明のナノボディの一態様において、８３位のアミノ酸残基は、Ｌ、Ｍ、Ｓ、Ｖ及び
Ｗから成る群から選択され、Ｌであるのが好ましい。
【０３７４】
　また、本発明のナノボディの一態様において、８３位のアミノ酸残基は、Ｒ、Ｋ、Ｎ、
Ｅ、Ｇ、Ｉ、Ｔ及びＱから成る群から選択され、（天然ＶＨＨドメインに対応するナノボ
ディに関しては）Ｋ若しくはＥ、又は（本明細書に記載の「ヒト化」ナノボディに関して
は）Ｒのいずれかであるのが最も好ましい。一態様では、８４位のアミノ酸残基は、Ｐ、
Ａ、Ｒ、Ｓ、Ｄ、Ｔ及びＶから成る群から選択され、（天然ＶＨＨドメインに対応するナ
ノボディに関しては）Ｐ、又は（本明細書に記載の「ヒト化」ナノボディに関しては）Ｒ
のいずれかであるのが最も好ましい。
【０３７５】
　さらに本発明のナノボディの一態様において、１０４位のアミノ酸残基は、Ｇ及びＤか
ら成る群から選択され、Ｇであるのが最も好ましい。
【０３７６】
　まとめると、ナノボディにおいて上記で言及される、１１位、３７位、４４位、４５位
、４７位、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基は、本明細
書で「特徴的な残基」とも称される。特徴的な残基及び最も密接に関連したヒトＶＨドメ
イン（ＶＨ３）の対応する位置のアミノ酸残基を表Ａ－３に要約する。
【０３７７】
　幾つかの特に好ましいが非限定的な天然ＶＨＨドメインで生じるこれらの特徴的な残基
の組合せを表Ａ－４で言及する。比較のために、ＤＰ－４７と呼ばれるヒトＶＨ３の対応
するアミノ酸残基をイタリック体で示している。
【０３７８】
表Ａ－３：ナノボディにおける特徴的な残基
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【表３】

【０３７９】
表Ａ－４：幾つかの好ましいが非限定的な天然ナノボディにおける特徴的な残基の組合せ
これらの組合せのヒト化に関しては、明細書を参照する。
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【表４】

【０３８０】
　ナノボディにおいて、特徴的な残基以外の任意の位置の各アミノ酸残基は、天然ＶＨＨ

ドメインの（カバットナンバリングによる）対応する位置で自然発生する任意のアミノ酸
残基であり得る。
【０３８１】
　このようなアミノ酸残基は当業者にとって明らかである。表Ａ－５～表Ａ－８は、天然
ＶＨＨドメインのＦＲ１、ＦＲ２、ＦＲ３及びＦＲ４の（カバットナンバリングによる）
それぞれの位置に存在し得る幾つかの非限定的な残基を表す。それぞれの位置に関しては
、天然ＶＨＨドメインのそれぞれの位置で最も頻繁に発生する（ナノボディにおける該位
置に最も好ましいアミノ酸残基である）アミノ酸残基を太字で示し、それぞれの位置に好
ましい他のアミノ酸残基を下線処理する（備考：天然ＶＨＨドメインの２６位～３０位で
見られるアミノ酸残基の数字は、これらの位置の残基が既にＣＤＲ１部分を形成するとい
うChothia（上記）によるナンバリングに基づく仮説を支持する）。
【０３８２】
　表Ａ－５～表Ａ－８では、ヒトＶＨ３ドメインのそれぞれの位置に存在し得る非限定的
な残基の幾つかも表している。また、それぞれの位置に関しては、天然ヒトＶＨ３ドメイ
ンのそれぞれの位置で最も頻繁に発生するアミノ酸残基を太字で示し、他の好ましいアミ
ノ酸残基を下線処理する。
【０３８３】
　参考のみのために、表Ａ－５～表Ａ－８は、１１１８ＶＨＨ配列の代表的なサンプルに
おけるそれぞれのアミノ酸位置でＶＨＨエントロピー（「ＶＨＨ　Ｅｎｔ．」）及びＶＨ

Ｈ変動性（「ＶＨＨ　Ｖａｒ．」）に関するデータ（David Lutje Hulsing and Prof. Th
eo Verrips of Utrecht Universityによって無償（kindly）提供されたデータ）も含有す
る。ＶＨＨエントロピー及びＶＨＨ変動性の値は、解析する１１１８ＶＨＨ配列間のアミ
ノ酸残基の変動性及び保存度に対する評価基準を与え、低い値（即ち１未満、例えば０．
５未満）は、アミノ酸残基が、ＶＨＨ配列間で強く保存される（即ちほとんど変動性がな
い）ことを示す。例えば、８位のＧ及び９位のＧはそれぞれ、０．１及び０のＶＨＨエン
トロピー値を有し、これは（解析する全ての１１１８配列において９位がＧである場合）
これらの残基が強く保存され、ほとんど変動しないことを示す一方で、ＣＤＲ部分を形成
する残基に関しては概して、１．５以上の値が見られる（データ図示せず）。（１）表Ａ
－５～表Ａ－８の２列目に列挙されるアミノ酸残基は、後の２列で言及されるＶＨＨエン
トロピー及びＶＨＨ変動性を決定するのに解析された１１１８ＶＨＨ配列よりも大きいサ
ンプルに基づいており、（２）以下で表すデータは、２７位～３０位のアミノ酸残基、並
びにおそらく９３位及び９４位のアミノ酸残基でさえも既にＣＤＲ部分を形成していると
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説明に限定されず、上記のように、本明細書ではカバットによるナンバリングを使用する
）。配列エントロピー、配列変動性及びこれを決定する方法の一般的説明に関しては、Ol
iveira et al., PROTEINS: Structure, Function and Genetics, 52:544-552（2003）を
参照されたい。
【０３８４】
表Ａ－５：ＦＲ１におけるアミノ酸残基の非限定的な例（脚注に関しては、表Ａ－３の脚
注を参照する）
【表５】

【０３８５】
表Ａ－６：ＦＲ２におけるアミノ酸残基の非限定的な例（脚注に関しては、表Ａ－３の脚
注を参照する）
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【０３８６】
表Ａ－７：ＦＲ３におけるアミノ酸残基の非限定的な例（脚注に関しては、表Ａ－３の脚
注を参照する）
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【０３８７】
表Ａ－８：ＦＲ４におけるアミノ酸残基の非限定的な例（脚注に関しては、表Ａ－３の脚
注を参照する）
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【表８】

【０３８８】
　このように、別の好ましいが非限定的な態様において、本発明のナノボディは、（一般
）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有す
るアミノ酸配列として規定することができ、ここで
ｉ）カバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位、８３位、８
４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、表Ａ－３で言
及される特徴的な残基から選択され、
ｉｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく
、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好
ましい。
【０３８９】
　上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであってもよ
い。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに記載の
ように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディである場合
、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよい。
【０３９０】
　特に、本発明のナノボディは、（一般）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
（ここで、ＦＲ１～ＦＲ４はそれぞれフレームワーク領域１～フレームワーク領域４を指
し、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３はそれぞれ相補性決定領域１～相補性決定領域３を指す）を有す
るアミノ酸配列である可能性があり、ここで
ｉ）カバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位、８３位、８
４位、１０３位、１０４位及び１０８位の（好ましくは）アミノ酸残基の１つ又は複数が
、表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択され（ＶＨＨ配列が１つ又は複数の特徴的
な残基を含有すること、並びに部分ヒト化ナノボディが通常及び好ましくは［依然として
］１つ又は複数の特徴的な残基を含有すること［しかしながら、本発明に応じて好適であ
れば、１つ又は複数の他のアミノ酸残基ではなく、全ての特徴的な残基がヒト化した部分
ヒト化ナノボディを提供することも本発明の範囲内である］、並びに本発明に応じて好適
であれば、完全ヒト化ナノボディにおいて特徴的な残基の位置の全てのアミノ酸残基がヒ
トＶＨ３配列で発生するアミノ酸残基であることが理解される。本明細書中の開示に基づ
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基を有するこのような部分ヒト化ナノボディ、特徴的な残基を有しないこのような部分ヒ
ト化ナノボディ及びこのような完全ヒト化ナノボディは全て、本発明の態様を形成する）
、
ｉｉ）上記アミノ酸配列が、配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つ
との少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有し（アミノ酸同一性の程度を求めるために、
ＣＤＲ配列を形成するアミノ酸残基（配列番号１～配列番号２２の配列においてＸで示す
）は無視する）、
ｉｉｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり
、本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好まし
く、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより
好ましい。
【０３９１】
　上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであってもよ
い。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに記載の
ように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディである場合
、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよい。
【０３９２】
表Ａ－９：ＫＥＲＥ、ＧＬＥＷ及びＰ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なアミノ
酸配列
ＣＤＲはＸＸＸＸで示す
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【０３９３】
　特に、ＫＥＲＥ群の本発明のナノボディは、（一般）構造：
ＦＲ１－ＣＤＲ１－ＦＲ２－ＣＤＲ２－ＦＲ３－ＣＤＲ３－ＦＲ４
を有するアミノ酸配列である可能性があり、ここで
ｉ）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、荷電アミノ酸（本明細書中に
規定）又はシステイン残基であり、４４位のアミノ酸残基は好ましくはＥであり、
ｉｉ）ＦＲ１は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０３９４】
表Ａ－１０：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ１配列
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【０３９５】
ｉｉｉ）ＦＲ２は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ
酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０３９６】
表Ａ－１１：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ２配列

【表１１】

【０３９７】
ｉｖ）ＦＲ３は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０３９８】
表Ａ－１２：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ３配列
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【表１２】

【０３９９】
ｖ）ＦＲ４は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同
一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４００】
表Ａ－１３：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ４配列

【表１３】

【０４０１】
ｖｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく
、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好
ましい。
【０４０２】
　上記ナノボディにおいて、１つ又は複数のさらなる特徴的な残基は、（例えばこれらが
ＶＨＨ配列又は部分ヒト化ナノボディである場合）本明細書中に記載のようなものが好ま
しい。
【０４０３】
　また、上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであっ
てもよい。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに
記載のように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディであ
る場合、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよ
い。
【０４０４】
　フレームワーク１に関して、上記で概説のアミノ酸配列がヌクレオチド配列の発現によ
って生成する場合、該核酸を生成するのに使用されているプライマー（複数可）によって
、始めの４つのアミノ酸配列（即ちカバットナンバリングによる１位～４位のアミノ酸残
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基）を求め得ることが多いことは、当業者にとって明らかである。このように、アミノ酸
同一性の程度を求めるために、始めの４つのアミノ酸残基を無視するのが好ましい。
【０４０５】
　また、フレームワーク１に関して、カバットナンバリングによる２７位～３０位のアミ
ノ酸が（ＣＤＲではなく）フレームワーク領域の一部であると考えられる場合、１０００
個を超えるＶＨＨ配列のデータベースの解析によって、２７位～３０位のアミノ酸が、１
位～２６位のアミノ酸に対する変動性よりも非常に大きい変動性（ＶＨＨエントロピー及
びＶＨＨ変動性に関して表される、表Ａ－５～表Ａ－８を参照されたい）を有することが
見出されている。このため、アミノ酸同一性の程度を求めるために、２７位～３０位のア
ミノ酸残基も無視するのが好ましい。
【０４０６】
　これを考慮して、ＫＥＲＥ群のナノボディは、３つの相補性決定領域／配列が間に挿入
された４つのフレームワーク領域／配列から構成されるアミノ酸配列であり得る；
ｉ）カバットナンバリングによる４５位のアミノ酸残基は、荷電アミノ酸（本明細書中に
規定）又はシステイン残基であり、４４位のアミノ酸残基は好ましくはＥであり、
ｉｉ）ＦＲ１は、カバットナンバリングによる５位～２６位で、以下のアミノ酸配列の少
なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４０７】
表Ａ－１４：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ１配列（５位～２６位のアミノ酸残
基）
【表１４】

【０４０８】
ｉｉｉ）ＦＲ２、ＦＲ３及びＦＲ４は、ＫＥＲＥ群のナノボディのＦＲ２、ＦＲ３及びＦ
Ｒ４に関して本明細書中に言及されるようなものであり、
ｉｖ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく
、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好
ましい。
【０４０９】
　上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであってもよ
い。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに記載の
ように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディである場合
、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよい。
【０４１０】
　ＧＬＥＷ群のナノボディは、３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された４つのフレ
ームワーク領域／配列から構成されるアミノ酸配列であり得る；
ｉ）好ましくは、ＧＬＥＷ群のナノボディが非ヒト化ナノボディである場合、１０８位の
アミノ酸残基はＱであり、
ｉｉ）ＦＲ１は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
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【０４１１】
表Ａ－１５：ＧＬＥＷ群のナノボディの代表的なＦＷ１配列
【表１５】

【０４１２】
ｉｉｉ）ＦＲ２は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ
酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４１３】
表Ａ－１６：ＧＬＥＷ群のナノボディの代表的なＦＷ２配列

【表１６】

【０４１４】
ｉｖ）ＦＲ３は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４１５】
表Ａ－１７：ＧＬＥＷ群のナノボディの代表的なＦＷ３配列

【表１７】

【０４１６】
ｖ）ＦＲ４は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同
一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４１７】
表Ａ－１８：ＧＬＥＷ群のナノボディの代表的なＦＷ４配列
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【表１８】

【０４１８】
ｖｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく
、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好
ましい。
【０４１９】
　上記ナノボディにおいて、１つ又は複数のさらなる特徴的な残基は、（例えばこれらが
ＶＨＨ配列又は部分ヒト化ナノボディである場合）本明細書中に記載のようなものが好ま
しい。
【０４２０】
　さらにフレームワーク１に関して、アミノ酸同一性の程度を求めるために、１位～４位
及び２７位～３０位のアミノ酸残基を無視するのが好ましいことは当業者にとって明らか
である。
【０４２１】
　これを考慮して、ＧＬＥＷ群のナノボディは、３つの相補性決定領域／配列が間に挿入
された４つのフレームワーク領域／配列から構成されるアミノ酸配列であり得る；
ｉ）好ましくは、ＧＬＥＷ群のナノボディが非ヒト化ナノボディである場合、１０８位の
アミノ酸残基はＱであり、
ｉｉ）ＦＲ１は、カバットナンバリングによる５位～２６位で、以下のアミノ酸配列の少
なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４２２】
表Ａ－１９：ＫＥＲＥ群のナノボディの代表的なＦＷ１配列（５位～２６位のアミノ酸残
基）
【表１９】

【０４２３】
ｉｉｉ）ＦＲ２、ＦＲ３及びＦＲ４は、ＧＬＥＷ群のナノボディのＦＲ２、ＦＲ３及びＦ
Ｒ４に関して本明細書中に言及されるようなものであり、
ｉｖ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、
本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく
、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好
ましい。
【０４２４】
　上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであってもよ
い。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに記載の
ように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディである場合
、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよい。上



(100) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

記ナノボディにおいて、１つ又は複数のさらなる特徴的な残基は、（例えばこれらがＶＨ

Ｈ配列又は部分ヒト化ナノボディである場合）本明細書中に記載のようなものが好ましい
。
【０４２５】
　Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディは、３つの相補性決定領域／配列が間に挿入された
４つのフレームワーク領域／配列から構成されるアミノ酸配列であり得る；
ｉ）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＷではなく、
ｉｉ）好ましくは、カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｐ、Ｒ又は
Ｓであり、より好ましくはＲであり、
ｉｉｉ）ＦＲ１は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ
酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４２６】
表Ａ－２０：Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なＦＷ１配列
【表２０】

【０４２７】
ｉｖ）ＦＲ２は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４２８】
表Ａ－２１：Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なＦＷ２配列

【表２１】

【０４２９】
ｖ）ＦＲ３は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同
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一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４３０】
表Ａ－２２：Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なＦＷ３配列
【表２２】

【０４３１】
ｖｉ）ＦＲ４は、以下のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４３２】
表Ａ－２３：Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なＦＷ４配列

【表２３】

【０４３３】
ｖｉｉ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり
、本明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好まし
く、本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより
好ましい。
【０４３４】
　上記ナノボディにおいて、１つ又は複数のさらなる特徴的な残基は、（例えばこれらが
ＶＨＨ配列又は部分ヒト化ナノボディである場合）本明細書中に記載のようなものが好ま
しい。
【０４３５】
　フレームワーク１に関して、アミノ酸同一性の程度を求めるために、１位～４位及び２
７位～３０位のアミノ酸残基を無視するのが好ましいことはここでもまた当業者にとって
明らかである。
【０４３６】
　これを考慮して、Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディは、３つの相補性決定領域／配列
が間に挿入された４つのフレームワーク領域／配列から構成されるアミノ酸配列であり得
る；
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ｉ）カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基はＷではなく、
ｉｉ）好ましくは、カバットナンバリングによる１０３位のアミノ酸残基は、Ｐ、Ｒ又は
Ｓであり、より好ましくはＲであり、
ｉｉｉ）ＦＲ１は、カバットナンバリングによる５位～２６位で、以下のアミノ酸配列の
少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列であり、
【０４３７】
表Ａ－２４：Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディの代表的なＦＷ１配列（５位～２６位の
アミノ酸残基）
【表２４】

【０４３８】
ｉｖ）ＦＲ２、ＦＲ３及びＦＲ４は、Ｐ、Ｒ、Ｓ　１０３群のナノボディのＦＲ２、ＦＲ
３及びＦＲ４に関して本明細書中に言及されるようなものであり、
ｖ）ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３が、本明細書中で規定されるようなものであり、本
明細書中の好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのものが好ましく、
本明細書中のより好ましい態様の１つに従って規定されるようなものであるのがより好ま
しい。
【０４３９】
　上記ナノボディは例えば、ＶＨＨ配列であっても、又はヒト化ナノボディであってもよ
い。上記ナノボディ配列がＶＨＨ配列である場合、これらは、本明細書中にさらに記載の
ように、好適にヒト化されていてもよい。ナノボディが部分ヒト化ナノボディである場合
、これらは任意で、さらに本明細書中に記載のようにさらに好適にヒト化してもよい。
【０４４０】
　上記ナノボディにおいて、１つ又は複数のさらなる特徴的な残基は、（例えばこれらが
ＶＨＨ配列又は部分ヒト化ナノボディである場合）本明細書中に記載のようなものが好ま
しい。
【０４４１】
　別の好ましいが非限定的な態様において、本発明は、配列番号５６０～配列番号６２１
のアミノ酸配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％のアミノ酸同
一性、好ましくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは９０％のアミノ酸
同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に１００％のアミノ酸同一
性を有する上記のナノボディに関する。例えば、該ナノボディと配列番号５６０～配列番
号６２１の配列の１つ又は複数との（本明細書中に記載の方法での）アミノ酸同一性の程
度を求めることによって、このアミノ酸同一性の程度を求めることができ、フレームワー
ク領域を形成するアミノ酸残基は無視する。このようなナノボディは、本明細書中でさら
に記載するようなものであり得る。
【０４４２】
　既に本明細書中で言及されたように、別の好ましいが非限定的な本発明の態様は、配列
番号５６０～配列番号６２１から成る群、又は配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ
酸配列の少なくとも１つとの８０％超、好ましくは９０％超、より好ましくは９５％超（
９９％以上等）の配列同一性（本明細書で規定）を有するアミノ酸配列から成る群から選
択されるアミノ酸配列を有するナノボディに関する。
【０４４３】
　また、上記ナノボディにおいて、
ｉ）（本明細書に規定のように）（本明細書中に規定のヒト化置換ではなければ）あらゆ
るアミノ酸置換が好ましくは、対応する配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列
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に比べて保存的なアミノ酸置換であり、及び／又は
ｉｉ）そのアミノ酸配列が好ましくはアミノ酸置換のみ、又はそうでなければ対応する配
列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列に比べて５つ以下、好ましくは３つ以下、
より好ましくは１つだけ又は２つのアミノ酸の欠失又は挿入のいずれかを含有し、及び／
又は
ｉｉｉ）ＣＤＲが、例えば対応する配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列のＣ
ＤＲから始まり、親和性成熟によって誘導されるＣＤＲであり得る。
【０４４４】
　好ましくは、本発明のナノボディにおけるＣＤＲ配列及びＦＲ配列は、本発明のナノボ
ディ（及びこれを含む本発明のポリペプチド）が、
　　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、好ましくは１０－７モル／Ｌ～１０－

１２モル／Ｌ以下、より好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌの解離定数（
ＫＤ）で（即ち、１０５Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モル以上、好ましくは１０７Ｌ／モル～
１０１２Ｌ／モル以上、より好ましくは１０８Ｌ／モル～１０１２Ｌ／モルの結合定数（
ＫＡ）で）ＲＡＮＫ－Ｌに結合する、及び／又は
　　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～１０
７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０５Ｍ－

１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）のｋｏｎ速度でＲＡＮＫ－Ｌに結合する、及び／又は
　　１ｓ－１（ｔ１／２＝０．６９秒）～１０－６ｓ－１（ｔ１／２が数日のほぼ非可逆
的な複合体の場合）、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より好ましくは１０
－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）のｋｏｆｆ速度でＲ
ＡＮＫ－Ｌに結合するものである。
【０４４５】
　好ましくは、本発明のナノボディに存在するＣＤＲ配列及びＦＲ配列は、本発明のナノ
ボディが、５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（
５００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと結合するようなものである。
【０４４６】
　本発明の非限定的な一態様によれば、ナノボディは本明細書で規定されるようなもので
あり得るが、天然のヒトＶＨドメインの対応するフレームワーク領域と比較して、特にＤ
Ｐ－４７の対応するフレームワーク領域と比較して、フレームワーク領域の少なくとも１
つに少なくとも「１つのアミノ酸差異」（本明細書で規定される）を有することが条件で
ある。より具体的には、本発明の非限定的な一態様によれば、ナノボディは本明細書で規
定されるようなものであり得るが、天然のヒトＶＨドメインの対応するフレームワーク領
域と比較して、特にＤＰ－４７の対応するフレームワーク領域と比較して、特徴的な残基
（例えば１０８位、１０３位及び／又は４５位のもの）の少なくとも１つに少なくとも「
１つのアミノ酸差異」（本明細書で規定）を有することが条件である。通常、ナノボディ
は、ＦＲ２及び／又はＦＲ４の少なくとも１つにおいて、特にＦＲ２及び／又はＦＲ４の
特徴的な残基の少なくとも１つ（同様に、例えば１０８位、１０３位及び／又は４５位の
もの）において、天然のＶＨドメインとの少なくとも１つのこのようなアミノ酸差異を有
する。
【０４４７】
　また、本発明のヒト化ナノボディは本明細書で規定されるようなものであり得るが、天
然のＶＨＨドメインの対応するフレームワーク領域と比較して、フレームワーク領域の少
なくとも１つに少なくとも「１つのアミノ酸差異」（本明細書で規定）を有することが条
件である。より具体的には、本発明の非限定的な一態様によれば、ヒト化ナノボディは本
明細書で規定されるようなものであり得るが、天然のＶＨＨドメインの対応するフレーム
ワーク領域と比較して、特徴的な残基（例えば１０８位、１０３位及び／又は４５位のも
の）の少なくとも１つに少なくとも「１つのアミノ酸差異」（本明細書で規定）を有する
ことが条件である。通常、ヒト化ナノボディは、ＦＲ２及び／又はＦＲ４の少なくとも１
つにおいて、特にＦＲ２及び／又はＦＲ４の特徴的な残基の少なくとも１つ（同様に、例
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えば１０８位、１０３位及び／又は４５位のもの）において、天然のＶＨＨドメインとの
少なくとも１つのこのようなアミノ酸差異を有する。
【０４４８】
　本明細書における開示より明らかなように、本明細書で規定されるような本発明のナノ
ボディの天然又は合成の類似体、突然変異体、変異体、対立遺伝子、ホモログ及びオーソ
ログ（本明細書中で集合的に「類似体」と称される）、特に配列番号５６０～配列番号６
２１のナノボディの類似体の使用も本発明の範囲内である。したがって、本発明の一実施
形態によれば、用語「本発明のナノボディ」は最も広い意味ではこのような類似体も包含
する。
【０４４９】
　概して、このような類似体では、本明細書で規定されるような本発明のナノボディと比
較して、１つ又は複数のアミノ酸残基が置換、欠失及び／又は付加されていてもよい。こ
のような置換、挿入又は欠失はフレームワーク領域の１つ又は複数、及び／又はＣＤＲの
１つ又は複数において起こってもよい。このような置換、挿入又は欠失がフレームワーク
領域の１つ又は複数において起こる場合、特徴的な残基の１つ又は複数、及び／又はフレ
ームワーク残基中の他の位置の１つ又は複数において起こってもよいが、特徴的な残基で
の置換、挿入又は欠失は（それらが本明細書中で説明されるような適切なヒト化置換であ
っても）一般にあまり好適ではない。
【０４５０】
　非限定的な例によると、置換は例えば保存的置換（本明細書中で説明される）であって
もよく、及び／又はアミノ酸残基は、別のＶＨＨドメインの同じ位置に自然発生する別の
アミノ酸残基により置換されてもよいが（このような置換の幾つかの非限定的な例につい
ては表Ａ－５～表Ａ－８を参照）、本発明は概してそれに限定されない。したがって、本
発明のナノボディの特性を改善するか、又は少なくとも本発明のナノボディの所望の特性
又は所望の特性のバランス若しくは組合せを過度に損なわない（即ち、ナノボディがもは
やその使用目的に適さなくなる程度までの）任意の１つ又は複数の置換、欠失又は挿入、
又はその任意の組合せは本発明の範囲内に含まれる。当業者は一般に、本明細書における
開示に基づいて、また任意に、例えば限られた数の可能な置換を導入すること、及びその
ようにして得られるナノボディの特性に対するその影響を求めることを含み得る限られた
日常実験の後、適切な置換、欠失又は挿入、又はその適切な組合せを決定及び選択するこ
とが可能である。
【０４５１】
　例えば、本発明のナノボディ又はポリペプチドを発現するために使用される宿主生物に
応じて、このような欠失及び／又は置換を、翻訳後修飾される１つ又は複数の部位（例え
ば１つ又は複数のグリコシル化部位）を除去し、当業者の能力の範囲内となるように設計
してもよい。代替的には、置換又は挿入を官能基（本明細書中で説明される）が結合する
１つ又は複数の部位を導入する、例えば部位特異的ペグ化（同様に本明細書中で説明され
る）を可能にするように設計してもよい。
【０４５２】
　上記の表Ａ－５～表Ａ－８に示すＶＨＨエントロピー及びＶＨＨ変動性に関するデータ
から明らかなように、フレームワーク領域内の幾つかのアミノ酸残基は他よりも保存され
ている。一般に、任意の置換、欠失又は挿入は好ましくは保存されにくい位置で起こるが
、本発明は最も広い意味ではそれに限定されない。また、一般に、アミノ酸置換はアミノ
酸欠失又はアミノ酸挿入よりも好適である。
【０４５３】
　類似体は好ましくは、本発明のナノボディに関して本明細書で規定されるような親和性
（本明細書中でさらに説明されるように、（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛
けの）ＫＡ値、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度として、又は代替的にはＩＣ５０値と
して適切に測定されるか、及び／又は表される）をもってＲＡＮＫ－Ｌに結合することが
できるものである。
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【０４５４】
　類似体は好ましくは、本明細書中で説明されるようなナノボディの有利な特性を保持す
るものでもある。
【０４５５】
　また、好適な一態様によれば、類似体は、配列番号５６０～配列番号６２１のナノボデ
ィの１つとの少なくとも７０％、好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは少なくと
も９０％（少なくとも９５％等）又は９９％以上の程度の配列同一性を有し、及び／又は
好ましくは多くても２０個、好ましくは多くても１０個、さらにより好ましくは多くても
５個、例えば４個、３個、２個又はただ１個のアミノ酸差異（本明細書で規定される）を
有する。
【０４５６】
　また、類似体のフレームワーク配列及びＣＤＲは好ましくは、本明細書で規定される好
適な態様に従うものである。より一般には、本明細書中で説明されるように、類似体は（
ａ）１０８位にＱ、及び／又は（ｂ）４５位に荷電アミノ酸又はシステイン残基、好まし
くは４４位にＥ、より好ましくは４４位にＥ且つ４５位にＲ、及び／又は（ｃ）１０３位
にＰ、Ｒ又はＳを有する。
【０４５７】
　本発明のナノボディの１つの好適な種類の類似体は、ヒト化された（即ち、本発明の天
然のナノボディの配列と比較して）ナノボディを含む。本明細書中で引用される背景技術
で述べられたように、このようなヒト化は一般に、ヒトＶＨドメインでの同じ位置、例え
ばヒトＶＨ３ドメインに起こる、天然のＶＨＨの配列における１つ又は複数のアミノ酸残
基のアミノ酸残基での置換を含む。可能なヒト化置換又はヒト化置換の組合せの例は、例
えば本明細書中の表から、本明細書中で引用される背景技術で述べられた可能なヒト化置
換から、及び／又はナノボディの配列と天然のヒトＶＨドメインの配列との比較から当業
者に明らかである。
【０４５８】
　ヒト化置換は、得られるヒト化ナノボディが、本明細書で規定されるようなナノボディ
の有利な特性を依然として保持するように、より好ましくは類似体に関して前述の段落に
説明されるようなものであるように選択されるべきである。当業者は一般に、本明細書に
おける開示に基づいて、また任意に、例えば限られた数の可能なヒト化置換を導入するこ
と、及びそのようにして得られるナノボディの特性に対するその影響を求めることを含み
得る限られた日常実験の後、適切なヒト化置換又は適切なヒト化置換の組合せを決定及び
選択することが可能である。
【０４５９】
　概して、ヒト化の結果として、本発明のナノボディは、本明細書中で説明されるような
本発明のナノボディの有利な特性を依然として保持すると同時に、より「ヒト様」と成り
得る。結果として、このようなヒト化ナノボディは幾つかの利点、例えば対応する天然の
ＶＨＨドメインと比較して低減された免疫原性を有し得る。また、当業者は一般に、本明
細書における開示に基づいて、また任意に限られた日常実験の後、一方ではヒト化置換に
よりもたらされる有利な特性、他方では天然のＶＨＨドメインの有利な特性の間の所望の
又は適切なバランスを最適化又は達成するヒト化置換又は適切なヒト化置換の組合せを選
択することが可能である。
【０４６０】
　本発明のナノボディは任意のフレームワーク残基（複数可）、例えば１つ又は複数の特
徴的な残基（本明細書で規定される）又は１つ又は複数の他のフレームワーク残基（即ち
、非特徴的な残基）又はそれらの任意の適切な組合せで適切にヒト化され得る。「Ｐ、Ｒ
、Ｓ－１０３群」又は「ＫＥＲＥ群」のナノボディに関する１つの好適なヒト化置換は、
Ｑ１０８からＬ１０８への置換である。「ＧＬＥＷ群」のナノボディもまた、他の特徴的
な残基の少なくとも１つがラクダ化（camelid（camelizing））置換（本明細書で規定さ
れる）を含有するという条件で、Ｑ１０８からＬ１０８への置換によりヒト化され得る。
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例えば、上述したように、１つの特に好適な種類のヒト化ナノボディは、ＧＬＥＷ又はＧ
ＬＥＷ様配列を４４位～４７位に、Ｐ、Ｒ又はＳ（特にＲ）を１０３位に、Ｌを１０８位
に有する。
【０４６１】
　ヒト化及び他の類似体、並びにそれをコードする核酸配列は、それ自体が既知の任意の
方法で準備することができる。例えば、類似体は、天然のＶＨＨドメインをコードする核
酸を準備すること、（例えば部位特異的突然変異誘発法、又は適切なミスマッチプライマ
ーを使用するＰＣＲによって）置換を受ける１つ又は複数のアミノ酸残基に対するコドン
を、対応する所望のアミノ酸残基に対するコドンに変えること、得られる核酸／ヌクレオ
チド配列を適切な宿主又は発現システムにおいて発現させること、及び任意に、得られる
類似体を（例えば本明細書中でさらに説明されるように）単離及び／又は精製して、本質
的に単離された形の該類似体を提供する、単離及び／又は精製することにより得ることが
できる。これは概して、例えば本明細書中で引用されるハンドブック及び参考文献、本明
細書中で引用される背景技術及び／又は本明細書中のさらなる記載から当業者に明らかな
、それ自体が既知の方法及び技法を用いて実行することができる。代替的には、所望の類
似体をコードする核酸は、それ自体が既知の方法で（例えば所定のアミノ酸配列を有する
核酸配列を合成する自動装置を用いて）合成することができ、次に本明細書中で説明され
るように発現させることができる。さらに別の技法は、各々が所望の類似体の一部をコー
ドする１つ又は複数の天然及び／又は合成の核酸配列を組み合わせること、及び次に組み
合わせた核酸配列を本明細書中で説明されるように発現させることを含み得る。また、類
似体は、例えば本明細書中で述べたような、それ自体が既知のペプチド合成技法を用いた
関連アミノ酸配列の化学合成を利用して準備することができる。
【０４６２】
　これに関して、本発明のナノボディの配列を提供するため及び／又は得られる配列にナ
ノボディの有利な特性を付与するために、本発明のナノボディ（例えばその類似体）を、
例えばヒトＶＨ３配列、例えばＤＰ－４７、ＤＰ－５１又はＤＰ－２９等のヒトＶＨ配列
（即ち、アミノ酸配列又は対応するヌクレオチド配列）から設計及び／又は準備すること
、即ち、１つ又は複数のラクダ化置換を導入する（即ち、該ヒトＶＨドメインのアミノ酸
配列中の１つ又は複数のアミノ酸残基を、ＶＨＨドメインの対応する位置で生じるアミノ
酸残基に変化させる）ことが可能であることも、当業者には明らかである。また、これは
一般に、開始点としてヒトＶＨドメインに対するアミノ酸配列及び／又はヌクレオチド配
列を使用し、前の段落で言及される多様な方法及び技法を用いて実行することができる。
【０４６３】
　幾つかの好ましいが非限定的なラクダ化置換は、表Ａ－５～表Ａ－８から導くことがで
きる。特徴的な残基の１つ又は複数でのラクダ化置換は一般に、所望の特性に他のアミノ
酸位置の１つ又は複数での置換よりも大きな影響を与えるが、その両方及び任意の適切な
組合せが本発明の範囲内に含まれることも明らかである。例えば、既に少なくとも幾つか
の所望の特性を付与している１つ又は複数のラクダ化置換を導入すること、及び次に該特
性をさらに改善するか、及び／又はさらなる有利な特性を付与するさらなるラクダ化置換
を導入することが可能である。また、当業者は一般に、本明細書における開示に基づいて
、また任意に、例えば限られた数の可能なラクダ化置換を導入すること、及びナノボディ
の有利な特性が得られたか又は改善されたか否かを求める（即ち、本来のＶＨドメインと
比較する）ことを含み得る限られた日常実験の後、適切なラクダ化置換又は適切なラクダ
化置換の組合せを決定及び選択することが可能である。しかしながら、一般にこのような
ラクダ化置換は好ましくは、得られるアミノ酸配列が少なくとも（ａ）１０８位にＱ、及
び／又は（ｂ）４５位に荷電アミノ酸又はシステイン残基、好ましくは４４位にＥ、より
好ましくは４４位にＥ且つ４５位にＲ、及び／又は（ｃ）１０３位にＰ、Ｒ又はＳ、並び
に任意に１つ又は複数のさらなるラクダ化置換を含有するものである。より好ましくは、
ラクダ化置換は、本発明のナノボディ及び／又はその類似体（本明細書で規定される）、
例えばヒト化類似体及び／又は好ましくは前述の段落に規定されるような類似体をもたら
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すものである。
【０４６４】
　他の類似体及びこれをコードする核酸配列は例えば、ナノボディの安定性を向上するの
に与えられ得る。保存中、ナノボディ及び他の型の免疫グロブリンは、
ｉ）典型的に「接近可能な」メチオニンのみで起こる酸化事象（複数可）であって、イン
キュベーション温度及び時間と並行して保存中に酸化が増大する、酸化事象（複数可）、
ｉｉ）存在する場合、ピログルタミン酸塩の形成をもたらす、第１のグルタミン酸残基の
結晶化、及び
ｉｉｉ）ＤＧ、ＤＳ、ＮＧ又はＮＳモチーフにおける「接近可能な」アスパラギン酸又は
アスパラギンのみの異性化であって、インキュベーション温度及び時間と並行して保存中
に異性化が増大する、異性化の結果として、或る特定の変異体を生成し得る。
【０４６５】
　安定性プロファイルが改善した本発明のナノボディの変異体の類似体が生成され得る。
例えば、これらに限定されないが、Ａｓｐ（Ｄ）及びＡｓｎ（Ｎ）の異性化を避けること
、例えばＣＤＲにおけるＡｓｐ－Ｇｌｙ（ＤＧ）、Ａｓｐ－Ｓｅｒ（ＤＳ）、Ａｓｎ－Ｇ
ｌｙ（ＮＧ）及びＡｓｎ－Ｓｅｒ（ＮＳ）を、例えばＧｌｕ（Ｅ）又はＧｌｎ（Ｑ）等の
別のアミノ酸で置き換えること；Ｍｅｔの酸化を避けること、例えば強制酸化しやすいＭ
ｅｔを、例えばＡｌａ又はＴｈｒ等の別のアミノ酸で置き換えること、及び／又はＮ末端
のＧｌｕを、代替的なＮ末端のアミノ酸、例えばＡｓｐによって置き換えることによって
これを行うことができる。また、当業者は一般的に、本明細書中の開示に基づき、任意で
幾らか制限のある日常実験の後、好適な安定化置換又は好適な安定化置換の組合せを確定
及び選択することができ、これは例えば限定数の可能性のある安定化置換を導入すること
、及びナノボディが依然としてＲＡＮＫ－Ｌと結合するか否かと、（即ち元のＶＨ又はＶ

ＨＨドメインに比べて）ナノボディの有益な特性が入手又は改善されるか否かとを確定す
ることを包含し得る。好ましい安定化ナノボディは配列番号７５６）で示され、ＣＤＲ２
におけるＤＳモチーフは、以下のＣＤＲ２：ＳＩＴＧＳＧＧＳＴＹＹＡＥＳＶＫＧ（配列
番号７５８）により生じるＥＳで置き換えられる。
【０４６６】
　本明細書における開示から同様に明らかなように、本明細書で規定されるような本発明
のナノボディの部分又は断片、又は２つ以上の部分又は断片の組合せ、特に配列番号５６
０～配列番号６２１のナノボディの部分又は断片の使用もまた本発明の範囲内である。し
たがって、本発明の一態様によれば、用語「本発明のナノボディ」は最も広い意味ではこ
のような部分又は断片も包含する。
【０４６７】
　概して、本発明のナノボディ（例えばその類似体）のこのような部分又は断片は、対応
する本発明の全長ナノボディ（又はその類似体）のアミノ酸配列と比較して、Ｎ末端の１
つ又は複数のアミノ酸残基、Ｃ末端の１つ又は複数のアミノ酸残基、１つ又は複数の連続
内部アミノ酸残基、又はその任意の組合せが欠失しているか、及び／又は除去されたアミ
ノ酸配列を有する。
【０４６８】
　部分又は断片は好ましくは、本明細書で規定されるような親和性（本発明のナノボディ
に関して本明細書中でさらに規定されるように、（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又
は見掛けの）ＫＡ値、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度として、又は代替的にはＩＣ５

０値として適切に測定されるか、及び／又は表される）をもってＲＡＮＫ－Ｌ、並びに少
なくとも１つのこのようなアミノ酸配列を含む化合物及び構築物、特にタンパク質及びポ
リペプチドに結合することができるものである。
【０４６９】
　任意の部分又は断片は好ましくは、対応する本発明の全長ナノボディのアミノ酸配列の
少なくとも１０個の連続アミノ酸残基、好ましくは少なくとも２０個の連続アミノ酸残基
、より好ましくは少なくとも３０個の連続アミノ酸残基、例えば少なくとも４０個の連続
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アミノ酸残基を含むものである。
【０４７０】
　また、任意の部分又は断片は好ましくは、ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及び／又はＣＤＲ３の少
なくとも１つ又は少なくともその一部（特に少なくともＣＤＲ３又は少なくともその一部
）を含むものである。より好ましくは、任意の部分又は断片は、好ましくは適切なフレー
ムワーク配列（複数可）又は少なくともその一部により連結した、ＣＤＲの少なくとも１
つ（好ましくは少なくともＣＤＲ３又はその一部）及び少なくとも１つの他のＣＤＲ（即
ち、ＣＤＲ１又はＣＤＲ２）又は少なくともその一部を含むものである。より好ましくは
、任意の部分又は断片は、好ましくは同様に適切なフレームワーク配列（複数可）又は少
なくともその一部により連結した、ＣＤＲの少なくとも１つ（好ましくは少なくともＣＤ
Ｒ３又はその一部）及び残り２つのＣＤＲの少なくとも一部を含むものである。
【０４７１】
　別の特に好ましいが非限定的な実施の形態によれば、このような部分又は断片は、対応
する本発明の全長ナノボディの少なくともＣＤＲ３、例えばＦＲ３、ＣＤＲ３及びＦＲ４
を含む（即ち、例えば国際出願の国際公開第０３／０５０５３１号パンフレット（Laster
s et al.）に説明される）。
【０４７２】
　上記で既に述べたように、２つ以上のこのような部分又は断片（即ち、同一又は別個の
本発明のナノボディに由来する）を組み合わせる、即ち、本発明のナノボディの類似体（
本明細書で規定される）及び／又はさらなる部分又は断片（本明細書で規定される）を提
供することも可能である。例えば、本発明のナノボディの１つ又は複数の部分又は断片を
、ヒトＶＨドメインの１つ又は複数の部分又は断片と組み合わせることもまた可能である
。
【０４７３】
　好適な一態様によれば、部分又は断片は、配列番号５６０～配列番号６２１のナノボデ
ィの１つとの少なくとも５０％、好ましくは少なくとも６０％、より好ましくは少なくと
も７０％、さらにより好ましくは少なくとも８０％（少なくとも９０％等）、９５％又は
９９％以上の程度の配列同一性を有する。
【０４７４】
　部分及び断片、並びにそれをコードする核酸配列は、任意のそれ自体が既知の方法で準
備して任意に組み合わせることができる。例えば、このような部分又は断片は、完全長の
本発明のナノボディをコードする核酸中に終止コドンを挿入すること、及び次に得られる
核酸をそれ自体が既知の方法（例えば本明細書中で説明される）で発現させることで得る
ことができる。代替的には、このような部分又は断片をコードする核酸は、完全長の本発
明のナノボディをコードする核酸を適切に制限すること、又はこのような核酸をそれ自体
が既知の方法で合成することにより得ることができる。部分又は断片はまた、それ自体が
既知のペプチド合成技法を用いて準備してもよい。
【０４７５】
　本発明は最も広い意味では本発明のナノボディの誘導体も含む。このような誘導体は概
して、本発明のナノボディ及び／又は本発明のナノボディを形成するアミノ酸残基の１つ
又は複数の修飾、特に化学的及び／又は生物学的（例えば酵素的）修飾により得ることが
できる。
【０４７６】
　このような修飾の例、並びにこのような形（即ち、タンパク質骨格、又は好ましくは側
鎖のいずれか）で修飾することができるナノボディ配列中のアミノ酸残基の例、このよう
な修飾の導入のために使用することができる方法及び技法、並びにこのような修飾の潜在
的使用及び利点は当業者に明らかである。
【０４７７】
　例えば、このような修飾は、１つ又は複数の官能基、残基又は部分、特に１つ又は複数
の所望の特性又は官能性を本発明のナノボディに付与する１つ又は複数の官能基、残基又
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は部分を本発明のナノボディ中又はナノボディ上に（例えば共有結合によるか、又は他の
適切な形で）導入することを含み得る。このような官能基の例は当業者に明らかである。
【０４７８】
　例えば、このような修飾は、本発明のナノボディの半減期、溶解性及び／又は吸収性を
増大する、本発明のナノボディの免疫原性及び／又は毒性を低減する、本発明のナノボデ
ィの任意の望ましくない副作用を排除又は減衰する、及び／又は本発明のナノボディ及び
／又はポリペプチドに他の有益な特性を付与するか、及び／又は本発明のナノボディ及び
／又はポリペプチドの不要な特性を減らす、又は上記の２つ以上の任意の組合せである１
つ又は複数の官能基を（例えば共有結合によるか、又は他の適切な形で）導入することを
含み得る。このような官能基及びそれらを導入する技法の例は当業者に明らかであり、一
般に、以上で引用される一般的背景技術で述べた全ての官能基及び技法、並びに医薬用タ
ンパク質の修飾、特に抗体又は抗体断片（例えばＳｃＦｖ及び単一ドメイン抗体）の修飾
に関するそれ自体が既知の官能基及び技法を含み得る；これに関しては例えばRemington'
s Pharmaceutical Sciences, 16th ed., Mack Publishing Co., Easton,PA （1980）を参
照する。同様に当業者に明らかなように、このような官能基は、例えば本発明のナノボデ
ィに直接（例えば共有結合的に）結合するか、又は任意に適切なリンカー又はスペーサー
を介して結合する。
【０４７９】
　半減期を増大するか、及び／又は医薬用タンパク質の免疫原性を低減するために最も広
く使用される技法の１つは、適切な薬学的に許容可能なポリマー、例えばポリ（エチレン
グリコール）（ＰＥＧ）又はその誘導体（例えばメトキシポリ（エチレングリコール）又
はｍＰＥＧ）の結合を含む。概して、任意の適切な形のペグ化、例えば当該技術分野で抗
体及び抗体断片（例えば、限定されるものではないが、（単一）ドメイン抗体及びＳｃＦ
ｖ）に対して使用されるペグ化を使用することができる；例えばChapman, Nat. Biotechn
ol., 54, 531-545 （2002）、Veronese and Harris, Adv. Drug Deliv. Rev. 54, 453-45
6 （2003）、Harris and Chess, Nat. Rev. Drug. Discov.,2, （2003）及び国際公開第
０４／０６０９６５号パンフレットを参照する。タンパク質のペグ化に関する多様な試薬
も、例えばNektar Therapeutics, USAより市販されている。
【０４８０】
　好ましくは、特にシステイン残基を介した部位特異的ペグ化を使用する（例えばYang e
t al., Protein Engineering, 16, 10, 761-770 （2003）を参照）。例えば、そのために
、本発明のナノボディにおいて自然発生するシステイン残基にＰＥＧを結合してもよく、
本発明のナノボディを、ＰＥＧに結合する１つ又は複数のシステイン残基を適切に導入す
るように修飾してもよく、又はＰＥＧに結合する１つ又は複数のシステイン残基を含むア
ミノ酸配列を、本発明のナノボディのＮ末端及び／又はＣ末端と融合してもよい（全て、
それ自体が当業者に既知であるタンパク質工学の技法を使用する）。
【０４８１】
　好ましくは、ＰＥＧは、本発明のナノボディ及びタンパク質に対して５０００を超える
（例えば１００００を超える）且つ２０００００未満（例えば１０００００未満）の分子
量、例えば２００００～８００００の範囲の分子量で使用する。
【０４８２】
　さらに、通常あまり好ましくない修飾は、一般的に翻訳時及び／又は翻訳後の修飾の一
部として、本発明のナノボディ又はポリペプチドを発現するのに用いられる宿主細胞に応
じてＮ結合型又はＯ結合型のグリコシル化を含む。
【０４８３】
　さらに別の修飾は、標識したナノボディの用途に応じて、１つ又は複数の検出可能な標
識、又は他のシグナル生成基若しくはシグナル生成部分の導入を含んでいてもよい。それ
らを結合、使用及び検出するのに好適な標識及び技法は当業者にとって明らかであり、例
としては、蛍光標識（例えば、フルオレセイン、イソチオシアネート、ローダミン、フィ
コエリトリン、フィコシアニン、アロフィコシアニン、ｏ－フタアルデヒド、及びフルオ
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レサミン、並びに１５２Ｅｕ等の蛍光金属、又はランタニド種からの他の金属）、リン光
標識、化学発光標識又は生物発光標識（例えば、ルミナール、イソルミナール、セロマテ
ィックアクリジニウムエステル（theromatic acridinium ester）、イミダゾール、アク
リジニウム塩、シュウ酸エステル、及びジオキセタン又はＧＦＰ、並びにその類似体）、
放射性同位体（例えば、３Ｈ、１２５Ｉ、３２Ｐ、３５Ｓ、１４Ｃ、５１Ｃｒ、３６Ｃｌ
、５７Ｃｏ、５８Ｃｏ、５９Ｆｅ、及び７５Ｓｅ）、金属、金属キレート又は金属カチオ
ン（例えば、９９ｍＴｃ、１２３Ｉ、１１１Ｉｎ、１３１Ｉ、９７Ｒｕ、６７Ｃｕ、６７

Ｇａ、及び６８Ｇａ等の金属カチオン、又はｉｎ　ｖｉｖｏ、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ又はｉｎ
　ｓｉｔｕ診断及びイメージングに特に適す他の金属若しくは金属カチオン、例えば（１

５７Ｇｄ、５５Ｍｎ、１６２Ｄｙ、５２Ｃｒ、及び５６Ｆｅ）、並びに、発色団及び酵素
（例えば、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、スタフィロコッカスヌクレアーゼ、デルタ－Ｖ－
ステロイドイソメラーゼ、酵母アルコールデヒドロゲナーゼ、α－グリセロリン酸デヒド
ロゲナーゼ、トリオースリン酸イソメラーゼ、ビオチンアビジンペルオキシダーゼ、ホー
スラディッシュペルオキシダーゼ（horseradish peroxidase）、アルカリホスファターゼ
、アスパラギナーゼ、グルコースオキシダーゼ、β－ガラクトシダーゼ、リボヌクレアー
ゼ、ウレアーゼ、カタラーゼ、グルコース－ＶＩ－リン酸デヒドロゲナーゼ、グルコアミ
ラーゼ、及びアセチルコリンエステラーゼ）が挙げられるが、これらに限定されない。他
の好適な標識は当業者にとって明らかであり、例としては、ＮＭＲ分光法又はＥＳＲ分光
法を用いて検出することができる部分が挙げられる。
【０４８４】
　本発明のこのような標識したナノボディ及びポリペプチドは、例えば、特異的標識の選
択に応じて、（ＥＬＩＳＡ、ＲＩＡ、ＥＩＡ及び他の「サンドイッチアッセイ」等の既知
のイムノアッセイを含む）ｉｎ　ｖｉｔｒｏ、ｉｎ　ｖｉｖｏ又はｉｎ　ｓｉｔｕアッセ
イに、並びにｉｎ　ｖｉｖｏ診断及びイメージングの目的で使用され得る。
【０４８５】
　当業者にとって明らかであるように、別の修飾は、例えば、上記の金属又は金属カチオ
ンの１つをキレート化するキレート官能基（chelating group）の導入を含んでいてもよ
い。例えば好適なキレート官能基としては、ジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）又
はエチレンジアミン五酢酸（ＥＤＴＡ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０４８６】
　さらに別の修飾は、ビオチン－（ストレプト）アビジン結合対等の特異的結合対の一部
である官能基の導入を含んでいてもよい。このような官能基は、本発明のナノボディを別
のタンパク質、ポリペプチド、又は結合対の残り半分と結合する化合物に連結させるのに
（即ち、結合対の形成を介して）使用され得る。例えば、本発明のナノボディは、ビオチ
ンと結合し、別のタンパク質、ポリペプチド、アビジン又はストレプトアビジンと結合す
る化合物又は担体に連結し得る。例えば、このような結合ナノボディは、例えば、検出可
能なシグナル生成剤がアビジン又はストレプトアビジンに結合する診断系のレポーターと
して使用され得る。このような結合対は、例えば、本発明のナノボディを、医薬目的に好
適な担体を含む担体に結合させるのにも使用することができる。非限定的な一例は、Cao 
and Suresh, Journal of Drug Targetting, 8, 4, 257 （2000）によって記載のリポソー
ム製剤である。このような結合対はまた、本発明のナノボディに治療に有効な作用物質を
連結させるのに使用することができる。
【０４８７】
　用途によっては、特に、（例えば、癌の治療において）本発明のナノボディが指向性を
有する標的を発現する細胞を死滅させること、又はこのような細胞の成長及び／又は増殖
を低減するか若しくは遅延させることを意図する用途では、本発明のナノボディは、毒素
又は毒素残基又は毒素部分にも連結し得る。本発明のナノボディに連結して、例えば細胞
毒性化合物をもたらし得る毒素部分、化合物又は残基の例は当業者にとって明らかであり
、例えば、上記の従来技術に及び／又は本明細書中のさらなる説明に見ることができる。
一例はいわゆるＡＤＥＰＴ（商標）技術である（国際公開第０３／０５５５２７号パンフ
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レット）。
【０４８８】
　他の可能な化学修飾及び酵素修飾は当業者にとって明らかであろう。このような修飾を
、（例えば、機能－活性関係を研究するために）調査目的で導入してもよい。例えば、Lu
ndblad and Bradshaw, Biotechnol. Appl. Biochem., 26, 143-151 （1997）を参照する
。
【０４８９】
　好ましくは、この誘導体は、（（実際又は見掛けの）ＫＤ値、（実際又は見掛けの）Ｋ

Ａ値、ｋｏｎ速度及び／又はｋｏｆｆ速度として、又は代替的に本明細書中にさらに記載
のＩＣ５０値として好適に測定及び／又は表される）、本発明のナノボディに関して本明
細書中に規定される親和性を有して、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するような誘導体である。
【０４９０】
　上述のように、本発明はまた、少なくとも１つの本発明のナノボディから本質的に成る
か又はこれを含む、タンパク質又はポリペプチドに関する。「から本質的に成る」とは、
本発明のポリペプチドのアミノ酸配列のいずれかが、本発明のナノボディのアミノ酸配列
と厳密に同じであるか、又は、１個～２０個のアミノ酸残基、例えば、１個～１０個のア
ミノ酸残基、及び好ましくは１個～６個のアミノ酸残基（例えば、１個、２個、３個、４
個、５個又は６個のアミノ酸残基）である限定数のアミノ酸残基をナノボディのアミノ酸
配列のアミノ末端、カルボキシ末端、又はアミノ末端及びカルボキシ末端の両方に付加さ
せた本発明のナノボディのアミノ酸配列に対応することを意味する。
【０４９１】
　上記のアミノ酸残基は、ナノボディの（生物学的）特性を変更するか、改質するか、さ
もなければこれに影響を与えることもあり又は与えない場合もあり、ナノボディにさらな
る官能基を付加することもあり又は付加しない場合もある。例えば、このようなアミノ酸
残基は、
例えば、異種宿主細胞又は異種宿主生物において発現した結果得られるＮ末端Ｍｅｔ残基
を含み得る。
合成の際に宿主細胞からのナノボディの分泌を導く、シグナル配列又はリーダー配列を形
成してもよい。好適な分泌リーダーペプチドは当業者にとって明らかであり、本明細書中
にさらに記載される通りであり得る。通常、発明は最も広い意味では、限定されるもので
はないが、このようなリーダー配列は、ナノボディのＮ末端に連結されるであろう。
ナノボディを、特定の器官、組織、細胞、又は細胞の一部若しくはコンパートメントに指
向性を有し、及び／又はそれらに侵入させるか若しくは入り込ませ、及び／又はナノボデ
ィを、細胞膜、上皮細胞の層等の細胞層、固形腫瘍を含む腫瘍、又は血液脳関門のような
生物学的障壁に侵入させるか若しくはそれらに対して横断させる、配列又はシグナルを形
成し得る。このようなアミノ酸配列の例は当業者にとって明らかであろう。幾つかの非限
定的な例は、国際公開第０３／０２６７００号パンフレット、並びにTemsamani et al., 
Expert Opin. Biol. Ther., 1, 773 （2001）、Temsamani and Vidal, Drug Discov.Toda
y, 9, 1012 （004）及びRousselle,J. Pharmacol. Exp. Ther., 296, 124-131 （2001）
に記載されている小さいペプチドベクター（「Ｐｅｐ－トランスベクター」）、並びにZh
ao et al., Apoptosis, 8, 631-637 （2003）によって記載されている膜輸送体配列であ
る。抗体断片の細胞内標的のためのＣ末端アミノ酸配列及びＮ末端アミノ酸配列は、例え
ば、Cardinale et al., Methods, 34, 171 （2004）によって記載されている。細胞内標
的の他の好適な技法は、以下に記述されるような、本発明のナノボディを含むいわゆる「
細胞内抗体」の発現及び／又は使用を伴う。
「タグ」、例えば、例えば上記の配列又は残基を対象とする親和性技法を用いてナノボデ
ィの精製を可能にするか又は容易にする、アミノ酸配列又は残基を形成し得る。その後、
（例えば、化学的又は酵素学的な開裂によって）上記の配列又は残基を除去して、ナノボ
ディ配列をもたらし得る（この目的のために、タグは任意で、開裂可能なリンカー配列を
介してナノボディ配列に連結されてもよく、又は開裂可能なモチーフを含有していてもよ
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い）。このような残基の好ましいが非限定的な幾つかの例は、複数のヒスチジン残基、グ
ルタチオン残基、及びｍｙｃタグ（例えば国際公開第０６／１２２８２号パンフレットの
配列番号３１を参照）であり、
官能基の結合のために官能化し及び／又は部位として機能することができる１つ又は複数
のアミノ酸残基であり得る。好適なアミノ酸残基及び官能基は当業者にとって明らかであ
り、本発明のナノボディの誘導体について本明細書中に記述されたアミノ酸残基及び官能
基が挙げられるが、これらに限定されない。
【０４９２】
　別の態様によれば、本発明のポリペプチドは、そのアミノ末端、そのカルボキシ末端、
又はそのアミノ末端及びカルボキシ末端の両方で、少なくとも１つのさらなるアミノ酸配
列に融合する、即ち本発明のナノボディと１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列とを含む
融合タンパク質がもたらされるように本発明のナノボディを含む。このような融合は本明
細書中で「ナノボディ融合」とも呼ばれる。
【０４９３】
　１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列は、任意の好適及び／又は所望のアミノ酸配列で
あり得る。さらなるアミノ酸配列は、ナノボディの（生物学的）特性を変更するか、改質
するか、さもなければこれに影響を与えることもあり又は与えない場合もあり、本発明の
ナノボディ又はポリペプチドにさらなる官能基を付加することもあり又は付加しない場合
もある。好ましくは、さらなるアミノ酸配列は、本発明のナノボディ又はポリペプチドに
、１つ又は複数の所望の特性又は官能性を付与するものである。
【０４９４】
　例えば、さらなるアミノ酸配列はまた、任意の所望のタンパク質、ポリペプチド、抗原
、抗原決定基又はエピトープ（本発明のナノボディが対象とする同様のタンパク質、ポリ
ペプチド、抗原、抗原決定基若しくはエピトープ、又は異なるタンパク質、ポリペプチド
、抗原、抗原決定基若しくはエピトープが挙げられるが、これらに限定されない）のいず
れかを対象とし得る第２の結合部位をもたらし得る。
【０４９５】
　このようなアミノ酸配列の例は当業者にとって明らかであり、概して、従来の抗体及び
その断片に基づきペプチド融合に用いられる全てのアミノ酸配列を含み得る（ＳｃＦｖ抗
体及び単一ドメイン抗体が挙げられるが、これらに限定されない）。例えば、Holliger a
nd Hudson, Nature Biotechnology, 23, 9, 1126-1136 （2005）による総説を参照する。
【０４９６】
　例えば、このようなアミノ酸配列は、本発明のナノボディ自体に比べて、半減期、溶解
性又は吸着を増大させる、免疫原性又は毒性を低減させる、望ましくない副作用を排除又
は減衰させる、及び／又は他の有益な特性を本発明のポリペプチドに付与するか、及び／
又は本発明のポリペプチドの望ましくない特性を減らすアミノ酸配列であり得る。このよ
うなアミノ酸配列の幾つかの非限定的な例は、血清タンパク質、例えば、ヒト血清アルブ
ミン（例えば国際公開第００／２７４３５号パンフレットを参照）又はハプテン分子（例
えば、循環抗体として認識されるハプテン（例えば国際公開第９８／２２１４１号パンフ
レットを参照））である。
【０４９７】
　特に、血清アルブミン又はその断片に対する免疫グロブリンの連結断片（例えば、ＶＨ

ドメイン）を使用して半減期を増大させることができることは、当該技術分野において記
載されている。例えば、国際公開第００／２７４３５号パンフレット及び国際公開第０１
／０７７１３７号パンフレットを参照する）。本発明によれば、本発明のナノボディは好
ましくは、血清アルブミン（又はその好適な断片）に直接連結するか、又は好適なリンカ
ーを介して、特に好適なペプチドを介して連結することにより、本発明のポリペプチドを
遺伝子融合（タンパク質）として発現することができる。具体的な一態様によれば、本発
明のナノボディは、少なくとも血清アルブミンのドメインＩＩＩ又はその一部を含む、血
清アルブミンの断片に連結し得る。例えば、AblynxN.V.の国際公開第０７／１１２９４０
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号パンフレットを参照されたい。
【０４９８】
　代替的に、さらなるアミノ酸配列は、血清中の半減期を増大させるように、血清タンパ
ク質（例えば、ＩｇＧ等のヒト血清アルブミン又は別の血清タンパク質等）に指向性を有
する、第２の結合部位又は結合単位を付与し得る。このようなアミノ酸配列は例えば、下
記のナノボディ、並びに、国際公開第９１／０１７４３号パンフレット、国際公開第０１
／４５７４６号パンフレット及び国際公開第０２／０７６４８９号パンフレットに記載の
小さいペプチド及び結合タンパク質、及び国際公開第０３／００２６０９号パンフレット
及び国際公開第０４／００３０１９号パンフレットに記載のｄＡｂを含む。Harmsen et a
l., Vaccine, 23 （41）; 4926-42, 2005、並びに欧州特許第０，３６８，６８４号明細
書、並びに、本明細書中に記載のAblynx N.V.による以下の米国仮特許出願第６０／８４
３，３４９号明細書（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０５９４７５号明細書も参照され
たい）、同第６０／８５０，７７４号明細書（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６０８
４９号明細書も参照されたい）、同第６０／８５０，７７５号明細書（国際出願ＰＣＴ／
ＥＰ２００７／０６０８５０号明細書も参照されたい）、及び"Peptides capable of bin
ding to serum proteins"と題されたAblynx N.V.による米国仮特許出願（２００６年１２
月５日出願）（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６３３４８号明細書も参照されたい）
にも言及されている。
【０４９９】
　このようなアミノ酸配列は特に、血清アルブミン（及びより詳細にはヒト血清アルブミ
ン）及び／又はＩｇＧ（及びより詳細にはヒトＩｇＧ）に指向性を有し得る。例えば、こ
のようなアミノ酸配列は、（ヒト）血清アルブミンに指向性を有するアミノ酸配列、及び
ＦｃＲｎへの血清アルブミンの結合に関与しない（ヒト）血清アルブミン上のアミノ酸残
基に結合し得るアミノ酸配列（例えば、国際公開第０６／０１２２７８７号パンフレット
を参照）、及び／又は血清アルブミンのドメインＩＩＩの一部を形成しない血清アルブミ
ン上のアミノ酸残基に結合し得るアミノ酸配列（例えば、同様に国際公開第０６／０１２
２７８７号パンフレットを参照）；増大した半減期を有するか又は半減期を増大させ得る
アミノ酸配列（例えば、Ablynx N.V.の国際公開第０８／０２８９７７号パンフレットを
参照されたい）；哺乳動物の少なくとも１種及び特に霊長類の少なくとも１種（例えば、
限定されるものではないが、マカク属のサル（例えば、及び特に、カニクイザル（Macaca
 fascicularis）及び／又はアカゲサル（Macaca mulatta））、並びにヒヒ（Papio ursin
us））に由来の血清アルブミンと交差反応性であるヒト血清アルブミンに対するアミノ酸
配列（同様に米国仮特許出願第６０／８４３，３４９号明細書及び国際出願ＰＣＴ／ＥＰ
２００７／０５９４７５号明細書も参照）；ｐＨ非依存的に血清アルブミンに結合し得る
アミノ酸配列（例えば、"Amino acid sequences that bind to serum proteins in a man
nerthat is essentially independent of the pH, compounds comprising the same, and
uses thereof"と題されたAblynx N.V.による米国仮特許出願第６０／８５０，７７４号明
細書（２００６年１０月１１日出願）（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０５９４７５号
明細書も参照されたい）を参照）、及び／又は条件付き結合剤であるアミノ酸配列（例え
ば、"Amino acid sequences that bind to a desired molecule in aconditional manner
"と題されたAblynx N.V.による米国仮特許出願第６０／８５０，７７５号明細書（２００
６年１０月１１日出願（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６０８５０号明細書も参照さ
れたい））を参照）であり得る。
【０５００】
　別の態様によれば、１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列は、従来の４本鎖抗体（及び
、特にヒト抗体）及び／又は重鎖抗体の１つ又は複数の部分、断片、又はドメインを含み
得る。例えば、本発明の通常好ましくないナノボディは、従来の（好ましくはヒト）ＶＨ

ドメイン若しくはＶＬドメイン、又はＶＨドメイン若しくはＶＬドメインの天然型類似体
若しくは合成類似体に、ここでもまた任意でリンカー配列（Ward et al.によって記載さ
れているｄＡｂ抗体等の他の（単一）ドメイン抗体が挙げられるが、これらに限定されな
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い）を介して連結され得る。
【０５０１】
　また、少なくとも１つのナノボディは、任意でリンカー配列を介して、１つ又は複数の
（好ましくはヒト）ＣＨ１、ＣＨ２及び／又はＣＨ３ドメインと連結してもよい。例えば
、好適なＣＨ１ドメインと連結するナノボディは、例えば従来のＦａｂ断片又はＦ（ａｂ
’）２断片に類似する抗体断片／構築物を生成するように（好適な軽鎖と共に）使用する
ことができるが、従来のＶＨドメインの１つ、又は（Ｆ（ａｂ’）２断片の場合）１つ若
しくは両方を本発明のナノボディで置換した。また、２つのナノボディは、（任意でリン
カーを介して）ＣＨ３ドメインと連結してｉｎ　ｖｉｖｏで半減期が増大した構築物をも
たらすことができる。
【０５０２】
　本発明のポリペプチドの具体的な一態様によれば、１つ又は複数の本発明のナノボディ
は、１つ又は複数の定常ドメイン（例えば、Ｆｃ部分の一部として使用する／Ｆｃ部分を
形成することができる２つ又は３つの定常ドメイン）、Ｆｃ部分、及び／又は１つ又は複
数のエフェクタ機能を本発明のポリペプチドに付与し及び／又は１つ又は複数のＦｃ受容
体に結合する能力を付与し得る１つ又は複数の抗体部、断片又はドメインと（任意で好適
なリンカー又はヒンジ領域を介して）連結する。例えば、この目的で、及びこれらに限定
されるものではないが、１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列は、重鎖抗体（本明細書中
に記載）及びより好ましくは従来のヒト４本鎖抗体等に由来する抗体の１つ又は複数のＣ
Ｈ２及び／又はＣＨ３ドメインを含んでいてもよく、及び／又は例えばＩｇＧ（例えば、
ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３又はＩｇＧ４）、ＩｇＥ、又はＩｇＡ、ＩｇＤ若しくはＩ
ｇＭ等の別のヒトＩｇに由来するＦｃ領域（の一部）を形成してもよい。例えば、国際公
開第９４／０４６７８号パンフレットは、ラクダＶＨＨドメイン又はそのヒト化誘導体（
即ち、ナノボディ）を含む重鎖抗体を記載しており、ここでは、ラクダＣＨ２及び／又は
ＣＨ３ドメインが、ヒトＣＨ２及びＣＨ３ドメインで置換されている。それによりナノボ
ディと（ＣＨ１ドメインは含まないが）ヒトＣＨ２及びＣＨ３ドメインとをそれぞれ含む
２つの重鎖から成る免疫グロブリンがもたらされるが、その免疫グロブリンは、ＣＨ２及
びＣＨ３ドメインによって付与されるエフェクタ機能を有し、如何なる軽鎖も存在するこ
となく機能することができる。本発明のナノボディと好適に連結してエフェクタ機能を付
与し得る他のアミノ酸配列は当業者にとって明らかであり、所望のエフェクタ機能（複数
可）に基づき選択され得る。例えば、国際公開第０４／０５８８２０号パンフレット、国
際公開第９９／４２０７７号パンフレット、国際公開第０２／０５６９１０号パンフレッ
ト、及び国際公開第０５／０１７１４８号パンフレット、上記のHolliger and Hudsonの
概説、並びに"Constructscomprising single variable domains and an Fc portion deri
ved from IgE"と題されたAblynx N. V.による非公開の米国仮出願（２００７年１２月４
日出願）を参照する。本発明のナノボディとＦｃ部分とのカップリングによっても、対応
する本発明のナノボディに比べて半減期の増大が生じ得る。用途によっては、如何なる生
物学的に重要なエフェクタ機能も含まない半減期の増大を与えるＦｃ部分及び／又は定常
ドメイン（即ち、ＣＨ２及び／又はＣＨ３ドメイン）の使用も好適であるか、又は一層好
ましい。１つ又は複数のナノボディと、ｉｎ　ｖｉｖｏで半減期が増大した１つ又は複数
の定常ドメインとを含む他の好適な構築物は当業者にとって明らかであり、例えば、任意
でリンカー配列を介してＣＨ３ドメインに連結する２つのナノボディを含み得る。一般に
、半減期が増大した任意の融合タンパク質又は誘導体は好ましくは、５０ｋＤを超える分
子量、即ち腎臓吸収のカットオフ値を有する。
【０５０３】
　別の具体的であるが、非限定的な一態様において、本発明のポリペプチドを形成するた
めに、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列は、（即ち従来の４鎖抗体で自然発生する定
常ドメインに比べて）二量体に自己会合する傾向が低減した（又は本質的にその傾向がな
い）天然、合成又は半合成の定常ドメイン（又はその類似体、変異体、突然変異体、部分
又は断片）と（任意で好適なリンカー又はヒンジ領域を介して）連結し得る。このような
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単量体の（即ち自己会合していない）Ｆｃ鎖変異体又は断片は、当業者にとって明らかで
ある。例えば、Helm et al.（J Biol Chem 1996 271 7494）は、本発明のポリペプチド鎖
で使用することができる単量体Ｆｃε鎖変異体を説明している。
【０５０４】
　また、このような単量体Ｆｃ鎖変異体は、依然として（これらが由来するＦｃ部位に応
じて）補体又は関連のＦｃ受容体（複数可）に結合することができるようなもの、及び／
又は依然としてこれらが由来するＦｃ部位のエフェクター機能を幾らか又は全て（又は依
然として使用目的に適した低減レベルで）有するようなものであるのが好ましい。代替的
に、このような本発明のポリペプチド鎖では、単量体Ｆｃ鎖を使用して、ポリペプチド鎖
の半減期を増大させることができ、この場合、単量体Ｆｃ鎖はエフェクター機能を有しな
くても、又は本質的に有しなくてもよい。
【０５０５】
　二価／多価、二重特異性／多重特異性又は二重パラトピック／多重パラトピックの本発
明のポリペプチドは、２００７年１２月４日に出願された表題"immunoglobulin construc
ts"の非公開米国仮特許出願第６１／００５３３１号明細書に記載される種類のポリペプ
チド構築物を提供するためにＦｃ部位と連結してもよい。
【０５０６】
　また、さらなるアミノ酸配列は、（例えば、本発明のポリペプチドを発現するのに用い
られる宿主細胞に応じて、本発明のポリペプチドのプレフォーム、プロフォーム又はプレ
プロフォームをもたらすように）合成の際に宿主細胞から本発明のナノボディ又はポリペ
プチドの分泌を導くシグナル配列又はリーダー配列を形成し得る。
【０５０７】
　また、さらなるアミノ酸配列は、本発明のナノボディ又はポリペプチドを、特定の器官
、組織、細胞、又は細胞の一部若しくはコンパートメントに誘導し、及び／又はそれらに
侵入させるか若しくは入り込ませ、及び／又は本発明のナノボディ又はポリペプチドを、
細胞膜、上皮細胞の層等の細胞層、固形腫瘍等の腫瘍、又は血液脳関門のような生物学的
障壁に侵入させるか若しくはそれらに対して横断させる配列又はシグナルを形成し得る。
このようなアミノ酸配列の好適な例は当業者にとって明らかであり、例えば、例えば国際
公開第９４／０２６１０号パンフレット、国際公開第９５／２２６１８号パンフレット、
米国特許第７００４９４０号明細書、国際公開第０３／０１４９６０号パンフレット、国
際公開第９９／０７４１４号パンフレット；国際公開第０５／０１６９０号パンフレット
；欧州特許第１，５１２，６９６号明細書；及び、Cattaneo, A. & Biocca, S. （1997）
 Intracellular Antibodies：Development andApplications. Landes and Springer-Verl
ag；及びKontermann,Methods 34, （2004）, 163-170、並びに本明細書中に記載のさらな
る参照文献に記載されるような、上記の「Peptrans」のベクター、即ち、Cardinale et a
l.によって記載される配列、並びにいわゆる「細胞内抗体」である本発明のナノボディ及
びポリペプチドを発現又は産生するのに使用することができる、それ自体が既知のアミノ
酸配列及び抗体断片が挙げられるが、これらに限定されない。
【０５０８】
　用途によっては、特に（例えば癌の治療において）本発明のナノボディが指向性を有す
る標的を発現する細胞を死滅させること、又はこのような細胞の成長及び／又は増殖を抑
えるか若しくは遅延させることを意図する用途では、本発明のナノボディはまた、（細胞
）毒性タンパク質又はポリペプチドと連結し得る。本発明のナノボディと連結して、例え
ば、本発明の細胞毒性をもたらし得るこのような毒性タンパク質及びポリペプチドの例は
当業者にとって明らかであり、例えば、上記従来技術及び／又は本明細書中のさらなる開
示に見出すことができる。一例は、国際公開第０３／０５５５２７号パンフレットに記載
のいわゆるＡＤＥＰＴ（商標）技術である。
【０５０９】
　好ましいが非限定的な一態様によれば、上記１つ又は複数のさらなるアミノ酸配列は、
少なくとも１つのさらなるナノボディを含み、これにより、少なくとも２つ、例えば３つ
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、４つ、５つ以上のナノボディを含む本発明のポリペプチドをもたらし、該ナノボディは
任意で、１つ又は複数のリンカー配列（本明細書中に規定）を介して連結され得る。少な
くとも１つが本発明のナノボディである２つ以上のナノボディを含む本発明のポリペプチ
ドは、本明細書中で本発明の「多価」ポリペプチドとも呼ばれ、このようなポリペプチド
中に存在するナノボディは、本明細書中で「多価フォーマット」であるとも称される。例
えば、本発明の「二価」ポリペプチドは、任意でリンカー配列を介して連結される２つの
ナノボディを含み、本発明の「三価」ポリペプチドは、任意で２つのリンカー配列等を介
して連結される３つのナノボディを含む。ポリペプチド中に存在するナノボディの少なく
とも１つ、及びポリペプチド中に存在するナノボディの最大で全てが、本発明のナノボデ
ィである。
【０５１０】
　本発明の多価ポリペプチドでは、２つ以上のナノボディは、同じであっても異なってい
てもよく、同じ抗原又は抗原決定基（例えば、同じ部分（複数可）若しくはエピトープ（
複数可）、又は異なる部分若しくはエピトープ）に指向性を有するものであってもよく、
代替的に異なる抗原若しくは抗原決定基、又はそれらの任意の好適な組合せに指向性を有
するものであってもよい。例えば、本発明の二価ポリペプチドは、（ａ）２つの同一のナ
ノボディ、（ｂ）タンパク質若しくは抗原の第１の抗原決定基に指向性を有する第１のナ
ノボディ、及び第１のナノボディと異なる上記タンパク質若しくは抗原の同一抗原決定基
に指向性を有する第２のナノボディ、（ｃ）タンパク質若しくは抗原の第１の抗原決定基
に指向性を有する第１のナノボディ、及び上記タンパク質若しくは抗原の別の抗原決定基
に指向性を有する第２のナノボディ、又は（ｄ）第１のタンパク質若しくは抗原に指向性
を有する第１のナノボディ、及び第２のタンパク質若しくは抗原（即ち、上記第１の抗原
と異なる）に指向性を有する第２のナノボディを含み得る。同様に、本発明の三価ポリペ
プチドは例えば、これらに限定されるものではないが、（ａ）３つの同一のナノボディ、
（ｂ）抗原の第１の抗原決定基に対する２つの同一のナノボディ、及び同一抗原の異なる
抗原決定基に指向性を有する第３のナノボディ、（ｃ）抗原の第１の抗原決定基に対する
２つの同一のナノボディ、及び上記第１の抗原と異なる第２の抗原に指向性を有する第３
のナノボディ、（ｄ）第１の抗原の第１の抗原決定基に指向性を有する第１のナノボディ
、上記第１の抗原の第２の抗原決定基に指向性を有する第２のナノボディ、及び上記第１
の抗原と異なる第２の抗原に指向性を有する第３のナノボディ、又は（ｅ）第１の抗原に
指向性を有する第１のナノボディ、上記第１の抗原と異なる第２の抗原に指向性を有する
第２のナノボディ、及び上記第１の抗原及び上記第２の抗原と異なる第３の抗原に指向性
を有する第３のナノボディを含み得る。
【０５１１】
　少なくとも１つのナノボディが第１の抗原に指向性を有する（即ち、ＲＡＮＫ－Ｌに対
する）ものであり、少なくとも１つのナノボディが第２の抗原（即ち、ＲＡＮＫ－Ｌと異
なる抗原）に指向性を有するものである、少なくとも２つのナノボディを含有する本発明
のポリペプチドは、本発明の「多重特異性」ポリペプチドとも呼ばれており、このような
ポリペプチド中に存在するナノボディは、本明細書中で「多重特異性フォーマット」であ
るとも称される。このため例えば、本発明の「二重特異性」ポリペプチドは、第１の抗原
（即ちＲＡＮＫ－Ｌ）に指向性を有する少なくとも１つのナノボディ及び第２の抗原（即
ち、ＲＡＮＫ－Ｌと異なる）に指向性を有する少なくとも１つのさらなるナノボディを含
むポリペプチドであり、本発明の「三重特異性」ポリペプチドは、第１の抗原（即ち、Ｒ
ＡＮＫ－Ｌ）に指向性を有する少なくとも１つのナノボディ、第２の抗原（即ち、ＲＡＮ
Ｋ－Ｌと異なる抗原）に指向性を有する少なくとも１つのさらなるナノボディ、及び第３
の抗原（即ち、ＲＡＮＫ－Ｌ及び第２の抗原の両方と異なる）に指向性を有する少なくと
も１つのさらなるナノボディを含むポリペプチド等である。
【０５１２】
　したがって、その最も単純な別の形態において、本発明の二重特異性ポリペプチドは、
ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する第１のナノボディと、第２の抗原に指向性を有する第２の
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ナノボディとを含み、該第１のナノボディ及び該第２のナノボディが任意でリンカー配列
（本明細書中に規定）を介して連結され得る本発明の二価ポリペプチド（本明細書中に規
定）であるのに対し、その最も単純な形態の本発明の三重特異性ポリペプチドは、ＲＡＮ
Ｋ－Ｌに指向性を有する第１のナノボディと、第２の抗原に指向性を有する第２のナノボ
ディと、第３の抗原に指向性を有する第３のナノボディとを含み、該第１のナノボディ、
第２のナノボディ及び第３のナノボディが、任意で１つ又は複数、特に１つ及び複数、特
に２つのリンカー配列を介して連結され得る本発明の三価ポリペプチド（本明細書中に規
定）である。
【０５１３】
　しかしながら、上述から明らかであるように、本発明は、本発明の多重特異性ポリペプ
チドが、ＲＡＮＫ－Ｌに対する少なくとも１つのナノボディと、ＲＡＮＫ－Ｌと異なる１
つ又は複数の抗原に指向性を有する任意の数のナノボディとを含み得るという意味におい
て、これらに限定されない。
【０５１４】
　さらに、本発明のポリペプチド中における種々のナノボディの特定の順序又は配置が、
最終的に得られる本発明のポリペプチドの性質（ＲＡＮＫ－Ｌに関する、又は１つ若しく
は複数の他の抗原に対する、親和性、特異性、又は結合活性が挙げられるが、これらに限
定されない）に何らかの影響を及ぼし得る点は、本発明の範囲内に包含されるが、通常、
上記順序又は配置は重要なものでなく、場合によっては任意で本明細書中の開示に基づく
限定された日常実験を幾つか実施した後に、当業者であれば好適に選択することができる
であろう。したがって、特定の本発明の多価又は多重特異性のポリペプチドについて述べ
られる場合、明示的に指示がない限り、これは関連するナノボディの任意の順序又は配置
を包含するものであることに留意されたい。
【０５１５】
　最終的に、本発明のポリペプチドが、２つ以上のナノボディと、１つ又は複数のさらな
るアミノ酸配列（本明細書中に記述）とを含有することも、本発明の範囲内である。
【０５１６】
　１つ又は複数のＶＨＨドメインを含有する多価の多重特異性のポリペプチド、及びそれ
らの調製に関して、Conrath et al., J. Biol. Chem., Vol. 276, 10. 7346-7350, 2001;
Muyldermans, Reviews in Molecular Biotechnology 74 （2001）, 277-302、並びに、例
えば国際公開第９６／３４１０３号パンフレット及び国際公開第９９／２３２２１号パン
フレットにも述べられている。本発明の幾つかの特定の多重特異性及び／又は多価のポリ
ペプチドの幾つかの他の例は、本明細書中で参照されるAblynx N.V.による出願に見るこ
とができる。
【０５１７】
　本発明の多重特異性ポリペプチドの好ましいが非限定的な一例は、少なくとも１つの本
発明のナノボディと、少なくとも１つの半減期の増大をもたらすナノボディとを含む。こ
のようなナノボディは例えば、血清タンパク質、、特にヒト血清タンパク質、例えば、ヒ
ト血清アルブミン、チロキシン結合タンパク質、（ヒト）トランスフェリン、フィブリノ
ゲン、ＩｇＧ、ＩｇＥ若しくはＩｇＭ等の免疫グロブリン、又は国際公開第０４／００３
０１９号パンフレットに列挙された血清タンパク質の１つに指向性を有するナノボディで
あり得る。これらの内で、血清アルブミン（特にヒト血清アルブミン）又はＩｇＧ（特に
ヒトＩｇＧ、例えば上記のMuyldermansによる総説に記載されているナノボディＶＨ－１
を参照されたい）と結合することができるナノボディが特に好ましい（が、例えばマウス
又は霊長類での実験に関しては、それぞれマウス血清アルブミン（ＭＳＡ）又は該霊長類
由来の血清アルブミンに対する、又はこれと交差反応性のナノボディを使用することがで
きる。しかしながら、薬学的使用に関しては、通常ヒト血清アルブミン又はヒトＩｇＧに
対するナノボディが好ましい）。半減期を増大させ、本発明のポリペプチドで使用するこ
とができるナノボディには、上記で言及されたようなもの等の国際公開第０４／０４１８
６５号パンフレット、国際公開第０６／１２２７８７号パンフレット及びAblynx N. V.に
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よるさらなる特許出願で記載されている血清アルブミンに指向性を有するナノボディが含
まれる。
【０５１８】
　例えば、本発明で使用する半減期を増大させる、幾つかの好ましいナノボディには、血
清アルブミンとＦｃＲｎとの結合に関与しない（ヒト）血清アルブミン上のアミノ酸残基
と結合することができるナノボディ（例えば国際公開第０６／０１２２７８７号パンフレ
ットを参照されたい）；血清アルブミンのドメインＩＩＩ部分を形成しない血清アルブミ
ン上のアミノ酸残基と結合することができるナノボディ（例えば国際公開第０６／０１２
２７８７号パンフレットを参照されたい）；半減期を増大させたか又は増大させることが
できるナノボディ（例えば本明細書中に言及されるAblynx N.Vによる米国仮特許出願第６
０／８４３３４９号明細書を参照されたい、また国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０５９
４７５号明細書を参照されたい）；少なくとも１種の哺乳動物、特に少なくとも１種の霊
長類（例えば、限定されるものではないが、マカク属のサル（例えば、及び特に、カニク
イザル（マカク・ファシクラリス）及び／又はアカゲザル（マカク・ムラット））及びヒ
ヒ（パピオ・ウルジヌス）由来の血清アルブミンと交差反応性であるヒト血清アルブミン
に対するナノボディ（例えばAblynx N.Vによる米国仮特許出願第６０／８４３３４９号明
細書を参照されたい、また国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０５９４７５号明細書を参照
されたい）；ｐＨ依存的に血清アルブミンと結合することができるナノボディ（例えばAb
lynx N.V.による米国仮特許出願第６０／８５０７７４号を参照されたい、また国際出願
ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６０８４９号明細書を参照されたい）及び／又は条件付き結合
剤（conditional binders）であるナノボディ（例えばAblynx N.V.による米国仮特許出願
第６０／８５０７７５号を参照されたい、また国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００７／０６０８
５０号明細書を参照されたい）が含まれる。
【０５１９】
　半減期を増大させ、本発明のポリペプチドで使用することができる、幾つかの特に好ま
しいナノボディには、国際公開第０６／１２２７８７号パンフレット（表ＩＩ及び表ＩＩ
Ｉを参照されたい）に開示のナノボディＡＬＢ－１～ＡＬＢ－１０が含まれ、その中でも
ＡＬＢ－８（国際公開第０６／１２２７８７号パンフレットにおける配列番号６２）が特
に好ましい。
【０５２０】
　少なくとも１つの本発明のナノボディ、及び少なくとも１つの半減期を増大させたナノ
ボディを含む本発明のポリペプチドの幾つかの好ましいが非限定的な例は、配列番号６９
４～配列番号７２９及び配列番号７５９、配列番号７６０に挙げられる。
【０５２１】
　具体的であるが非限定的な本発明の態様によれば、本発明のポリペプチドは、１つ又は
複数の本発明のナノボディ以外に、少なくとも１つのヒト血清アルブミンに対するナノボ
ディを含有する。
【０５２２】
　概して、１つ又は複数の本発明のナノボディを含有する、半減期が増大した任意の本発
明のポリペプチド、及び本発明のナノボディ又は半減期が増大したこのようなポリペプチ
ドの任意の誘導体は好ましくは、対応する本発明のナノボディ自体の少なくとも１．５倍
、好ましくは少なくとも２倍（少なくとも５倍等）、例えば少なくとも１０倍又は２０倍
を超える半減期を有する。例えば、このような誘導体又は半減期を増大させたポリペプチ
ドは、対応する本発明のナノボディ自体に比べて、半減期が１時間を超えて、好ましくは
２時間を超えて、より好ましくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、又はさらに２
４時間、４８時間若しくは７２時間を超えて増大し得る。
【０５２３】
　好ましいが非限定的な本発明の態様において、このような誘導体又はポリペプチドは、
少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは少なくとも４８
時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上のヒトにおける血清半減期を示し得
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る。例えばこのような誘導体又はポリペプチドは、少なくとも５日（約５日～１０日等）
、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好ましくは少なくとも約１０日
（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１日～１６日等）、より好
ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は１４日超（約１４日～１
９日等）の半減期を有し得る。
【０５２４】
　本発明の一態様によれば、ポリペプチドは、ｉｎ　ｖｉｖｏにおいてポリペプチドの半
減期を増大させることができる１又は複数の分子と結合することができる。
【０５２５】
　本発明のポリペプチドは、ｉｎ　ｖｉｖｏにおいて安定化され、それらの半減期は、分
解耐性及び／又はクリアランス耐性若しくは捕捉耐性のある分子への結合により増大する
。通常、このような分子は、それ自体がｉｎ　ｖｉｖｏにおいて長い半減期を有する天然
タンパク質である。
【０５２６】
　本発明の多重特異性ポリペプチドの別の好ましいが非限定的な例は、少なくとも１つの
本発明のナノボディ、及び本発明のポリペプチドを特定の器官、組織、細胞、又は細胞の
一部若しくはコンパートメントに誘導し、及び／又は本発明のポリペプチドを特定の器官
、組織、細胞、又は細胞の一部若しくはコンパートメントに侵入させるか若しくは入り込
ませ、及び／又はナノボディを細胞膜、上皮細胞層等の細胞層、固形腫瘍を含む腫瘍、又
は血液脳関門のような生物学的障壁に侵入させるか若しくはそれらに対して横断させる、
少なくとも１つのナノボディを含む。このようなナノボディの例としては、所望の器官、
組織又は細胞（例えば、腫瘍細胞に関連する細胞表面マーカー）に特有の細胞表面タンパ
ク質、マーカー又はエピトープ、並びに国際公開第０２／０５７４４５号パンフレット及
び国際公開第０６／０４０１５３号パンフレットに記載の単一ドメイン脳標的化抗体断片
に指向性を有するナノボディが挙げられ、このうち、ＦＣ４４（国際公開第０６／０４０
１５３号パンフレットの配列番号１８９）及びＦＣ５（国際公開第０６／０４０１５４号
パンフレットの配列番号１９０）が好ましい例である。
【０５２７】
　本発明のポリペプチドにおいて、１つ又は複数のナノボディ、及び１つ又は複数のポリ
ペプチドは、（例えば、国際公開第９９／２３２２１号パンフレットに記載のように）互
いに直接連結していてもよく、及び／又は１つ又は複数の好適なスペーサー若しくはリン
カー、又はこれらの任意の組合せを介して互いに連結していてもよい。
【０５２８】
　多価及び多重特異性のポリペプチドに使用するのに好適なスペーサー又はリンカーは当
業者にとって明らかであり、一般に、アミノ酸配列を連結させる当該技術分野で使用する
任意のリンカー又はスペーサーであってよい。好ましくは、上記リンカー又はスペーサー
は、医薬用途で意図されるタンパク質又はポリペプチドを構築する上での使用に好適であ
る。
【０５２９】
　幾つかの特に好ましいスペーサーとしては、抗体断片又は抗体ドメインを連結させるの
に当該技術分野で使用されるスペーサー及びリンカーが挙げられる。これらは、上記で引
用した包括的な背景技術に記載したリンカーと共に、例えば、ダイアボディ又はＳｃＦｖ
断片を構築するのに当該技術分野で使用するリンカーを含む（しかし、この点で、ダイア
ボディ及びＳｃＦｖ断片では、使用するリンカー配列が、関連するＶＨドメイン及びＶＬ

ドメインが一体となって、完全な抗原結合部位を形成することができるような長さ、柔軟
性の程度、及び他の性質を有している必要があるが、それぞれのナノボディは単独で完全
な抗原結合部位を形成するため、本発明のポリペプチドに使用するリンカーの長さ又は柔
軟性に関しては特に制限が存在しないことに留意されたい）。
【０５３０】
　例えば、リンカーは、好適なアミノ酸配列、具体的には１個～５０個、好ましくは１個
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～３０個、例えば１個～１０個のアミノ酸残基のアミノ酸配列であってもよい。このよう
なアミノ酸配列の幾つかの好ましい例としては、（国際公開第９９／４２０７７号パンフ
レットに記載の例えば（ｇｌｙ４ｓｅｒ）３又は（ｇｌｙ３ｓｅｒ２）３）等の例えば、
（ｇｌｙｘｓｅｒｙ）ｚ型のｇｌｙ－ｓｅｒリンカー、本明細書で上述したAblynxによる
出願に記載のＧＳ３０リンカー、ＧＳ１５リンカー、ＧＳ９リンカー及びＧＳ７リンカー
（例えば国際公開第０６／０４０１５３号パンフレット及び国際公開第０６／１２２８２
５号パンフレットを参照）、並びに天然型重鎖抗体のヒンジ領域等のヒンジ類似領域、又
は（国際公開第９４／０４６７８号パンフレットに記載のもの等の）同様の配列が挙げら
れる。
【０５３１】
　幾つかの他の特に好ましいリンカーは、ポリアラニン（ＡＡＡ等）、並びにＧＳ３０リ
ンカー（国際公開第０６／１２２８２５号パンフレットの配列番号８５）及びＧＳ９リン
カー（国際公開第０６／１２２８２５号パンフレットの配列番号８４）である。
【０５３２】
　他の好適なリンカーは一般に、有機化合物又はポリマー、特に医薬用途のタンパク質に
使用するのに好適な有機化合物又はポリマーを含む。例えば、ポリ（エチレングリコール
）部分が、抗体ドメインを連結させるのに使用されており、例えば、国際公開第０４／０
８１０２６号パンフレットを参照されたい。
【０５３３】
　使用するリンカー（複数可）の長さ、柔軟性の程度及び／又は他の性質（重要ではない
が、ＳｃＦｖ断片に使用されるリンカーにおいて一般的なもの）は、ＲＡＮＫ－Ｌ又は１
つ又は複数の他の抗原に対する親和性、特異性又は結合活性を含むがこれらに限定されな
い、最終的に得られる本発明のポリペプチドの性質に何らかの影響を及ぼし得る点が、本
発明の範囲内に包含される。本明細書中での開示に基づき、任意で、限定された日常実験
を幾つか実施した後に、当業者であれば本発明の特定のポリペプチドに使用するために最
適なリンカー（複数可）を決定することができるであろう。
【０５３４】
　例えば、（多量体受容体又は他のタンパク質等の）多量体抗原に指向性を有するナノボ
ディを含む本発明の多価のポリペプチドにおいて、リンカーは、好ましくは、ポリペプチ
ド中に存在する本発明のそれぞれのナノボディを、多量体のそれぞれのサブユニット上の
抗原決定基に結合させるような長さ及び柔軟性を有している。同様に、同一の抗原上の２
つ以上の異なる抗原決定基（例えば、抗原の異なるエピトープ、及び／又は多量体受容体
、チャネル若しくはタンパク質の異なるサブユニット）に指向性を有するナノボディを含
む本発明の多重特異性ポリペプチドにおいて、リンカーは、好ましくは、それぞれのナノ
ボディを、目的の抗原決定基に結合させるような長さ及び柔軟性を有している。この場合
にも、本明細書中での開示に基づき、任意で、限定された日常実験を幾つか実施した後に
、当業者であれば本発明の特定のポリペプチドに使用するために最適なリンカー（複数可
）を決定することができるであろう。
【０５３５】
　使用するリンカー（複数可）が、本発明のポリペプチドに、１つ又は複数の他の望まし
い性質又は機能を付与し、及び／又は（例えば本発明のナノボディの誘導体について本明
細書中に記載の）誘導体の形成及び／又は官能基の結合のための１つ又は複数の部位をも
たらすことも本発明の範囲内に包含される。例えば、１つ又は複数の荷電アミノ酸残基（
上記の表Ａ－２を参照）を含有するリンカーは、高められた親水性をもたらすことができ
るのに対し、低分子量のエピトープ又はタグを形成するか又はそれらを含有するリンカー
は、検出、同定及び／又は精製の目的で使用することができる。この場合でも、本明細書
中での開示に基づき、任意で、限定された通常実験を幾つか実施した後に、当業者であれ
ば本発明の特定のポリペプチドに使用するために最適なリンカーを決定することができる
であろう。
【０５３６】
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　最終的に、本発明のポリペプチドに２つ以上のリンカーを使用する場合、これらのリン
カーは同一であっても異なっていてもよい。この場合でも、本明細書中での開示に基づき
、任意で、限定された日常実験を幾つか実施した後に、当業者であれば本発明の特定のポ
リペプチドに使用するのに最適なリンカーを決定することができるであろう。
【０５３７】
　通常、発現及び産生を容易にするため、本発明のポリペプチドは直鎖ポリペプチドであ
る。しかしながら、本発明は、最も広い意味ではこれらに限定されない。例えば、本発明
のポリペプチドが３つ以上のナノボディを含む場合、「星型」の構築物を得るために、各
「アーム」がナノボディに結合する３つ以上の「アーム」を有するリンカーを使用するこ
とによってこれらを結合させることも可能である。通常あまり好ましくないが、環状の構
築物を使用することも可能である。
【０５３８】
　また、本発明には、本発明のポリペプチドの誘導体が含まれ、これは本発明の、即ち本
明細書中に記載のナノボディの誘導体に本質的に類似するものであり得る。
【０５３９】
　また、本発明には、本発明のポリペプチドから「本質的に成る」タンパク質又はポリペ
プチドが含まれる（「から本質的に成る」という語句は、上記で示したものと本質的に同
じ意味を有する）。
【０５４０】
　本発明の一態様によれば、本発明のポリペプチドは、本明細書中に規定したように、本
質的に単離形態である。
【０５４１】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ、ポリペプチド及び核酸は、それ自体が既知であり
、本明細書中のさらなる説明により当業者にとって明らかである方法で調製することがで
きる。例えば、本発明のナノボディ及びポリペプチドは、抗体の調製、特に抗体断片（（
単一）ドメイン抗体及びＳｃＦｖ断片が挙げられるが、これらに限定されない）の調製の
ためのそれ自体が既知の任意の方法で調製することができる。アミノ酸配列、ナノボディ
、ポリペプチド及び核酸を調製するための、好ましいが非限定的な幾つかの方法としては
、本明細書中に記載の方法及び技法が挙げられる。
【０５４２】
　当業者にとって明らかであるように、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又はポ
リペプチドの調製に特に有用な一方法は通常、
ｉ）好適な宿主細胞又は宿主生物（本明細書中では「本発明の宿主」とも呼ぶ）において
、又は本発明の上記アミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドをコードする核酸（本明
細書中では「本発明の核酸」とも呼ぶ）に適切な別の発現系において、発現する工程と、
場合によってはその後、
ｉｉ）このようにして得られる本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを単
離及び／又は精製する工程とを含む。
【０５４３】
　特に、このような方法は、
ｉ）本発明の上記宿主が少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又は
ポリペプチドを発現及び／又は産生するような条件下で、本発明の宿主を培養及び／又は
維持する工程と、場合によってはその後、
ｉｉ）このようにして得られる本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを単
離及び／又は精製する工程とを含み得る。
【０５４４】
　本発明の核酸は、一本鎖又は二本鎖のＤＮＡ又はＲＮＡの形態を取ることができ、好ま
しくは二本鎖ＤＮＡの形態をとる。例えば、本発明のヌクレオチド配列はゲノムＤＮＡ、
ｃＤＮＡ又は合成ＤＮＡ（目的とする宿主細胞又は宿主生物内の発現に特異的に適合して
いるコドンの使用によるＤＮＡ等）であってもよい。
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【０５４５】
　本発明の一態様によれば、本発明の核酸は、本明細書中に記載したように、本質的に単
離形態である。
【０５４６】
　本発明の核酸は、例えば、プラスミド、コスミド又はＹＡＣ等のベクターの形態をとり
、ベクター中に存在し、及び／又はその一部であってもよく、また本質的に単離形態であ
ってもよい。
【０５４７】
　本発明の核酸は、本明細書中に記載の本発明のポリペプチドのアミノ酸配列に関する情
報に基づき、それ自体が既知の方法で調製されるか又は得ることができ、及び／又は好適
な天然資源から単離することができる。類似体を得るためには、天然型ＶＨＨドメインを
コードするヌクレオチド配列に、例えば、部位特異的な突然変異誘発を起こして、該類似
体をコードする本発明の核酸を得ることができる。また、当業者にとって明らかであるよ
うに、本発明の核酸を調製するために、例えば、ナノボディをコードする少なくとも１つ
のヌクレオチド配列、及び例えば、１つ又は複数のリンカーをコードする核酸等の幾つか
のヌクレオチド配列を好適な方法で連結することができる。
【０５４８】
　本発明の核酸を生成するための技法は当業者にとって明らかであり、例えば、自動ＤＮ
Ａ合成、部位特異的突然変異誘発、２つ以上の天然型配列及び／又は合成型配列（又はこ
れらの２つ以上の部分）の結合（combining）、切断された発現産物を発現させる変異の
導入、（例えば、好適な制限酵素を用いて容易に消化及び／又はライゲーションすること
ができるカセット及び／又は領域を生成するための）１つ又は複数の制限部位の導入、及
び／又は１つ又は複数の「ミスマッチ」プライマーを使用するＰＣＲ反応による変異の導
入が挙げられ得るが、これらに限定されない。これらの技法及び他の技法は当業者にとっ
て明らかであり、同様に上記のSambrook et al.及びAusubel et al.の文献等の標準的な
ハンドブック、及び以下の実施例を参照する。
【０５４９】
　本発明の核酸はまた、当業者にとって明らかであるように、遺伝子構築物の形態をとり
、遺伝子構築物中に存在し、及び／又はその一部であってもよい。このような遺伝子構築
物は一般に、例えば、１つ又は複数の好適な調節要素（好適なプロモーター（複数可）、
エンハンサー（複数可）、ターミネーター（複数可）等）、及び本明細書中に述べられて
いる遺伝子構築物のさらなる要素等）といった、１つ又は複数のそれ自体が既知の遺伝子
構築物の要素に、場合によっては連結する少なくとも１つの本発明の核酸を含む。少なく
とも１つの本発明の核酸を含むこのような遺伝子構築物は、本明細書中において「本発明
の遺伝子構築物」とも呼ばれる。
【０５５０】
　本発明の遺伝子構築物は、ＤＮＡであってもＲＮＡであってもよく、好ましくは二本鎖
ＤＮＡである。また、本発明の遺伝子構築物は、目的とする宿主細胞又は宿主生物の形質
転換に好適な形態、目的とする宿主細胞のゲノムＤＮＡへの組込みに好適な形態、又は目
的とする宿主生物における単独での複製、保持及び／又は継代に好適な形態をとり得る。
例えば、本発明の遺伝子構築物は、例えば、プラスミド、コスミド、ＹＡＣ、ウイルスベ
クター又はトランスポゾン等のベクターの形態をとることができる。特に、ベクターは、
発現ベクター、即ち、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及び／又はｉｎ　ｖｉｖｏ（例えば、好適な宿主
細胞、宿主生物及び／又は発現系）での発現を提供し得るベクターであってもよい。
【０５５１】
　好ましいが非限定的な一態様では、本発明の遺伝子構築物は、
ｉ）ｉｉ）と作用可能に結合している少なくとも１つの本発明の核酸と、
ｉｉ）プロモーター、及び場合によっては好適なターミネーター等の、１つ又は複数の調
節要素と、場合によってはさらに
ｉｉｉ）それ自体が既知の遺伝子構築物の１つ又は複数のさらなる要素とを含み、ここで
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、用語「調節要素」、「プロモーター」、「ターミネーター」、及び「作用可能に結合し
た」は、当該技術分野における（本明細書中に詳述するような）通常の意味を有しており
、遺伝子構築物中に存在する上記「さらなる要素」とは、例えば、３’－又は５’－ＵＴ
Ｒ配列、リーダー配列、選択マーカー、発現マーカー／レポーター遺伝子、及び／又は形
質転換若しくは組込み（の効率）を促進又は増大させ得る要素であってもよい。このよう
な遺伝子構築物に好適なこれら及び他の要素は当業者にとって明らかであり、例えば、使
用する構築物の種類、目的とする宿主細胞又は宿主生物、対象となる本発明のヌクレオチ
ド配列を発現させる方法（例えば、構成的発現、一時的発現、又は誘導性発現等を介する
もの）、及び／又は使用する形質転換法に応じて決定することができる。例えば、抗体及
び抗体断片（（単一）ドメイン抗体及びＳｃＦｖ断片が挙げられるが、これらに限定され
ない）の発現及び産生のための、それ自体が既知の制御配列、プロモーター、及びターミ
ネーターを、ほぼ同様の方法で使用してもよい。
【０５５２】
　好ましくは、本発明の遺伝子構築物において、上記少なくとも１つの本発明の核酸、及
び上記調節要素、及び場合によっては上記１つ又は複数のさらなる要素は、互いに「作用
可能に連結」しており、これにより、これらは通常互いに機能的な関係にあることが意図
されている。例えば、プロモーターが、コーティング配列の転写及び／又は発現を、開始
又は他の方法により制御／調節することができる場合（上記コーティング配列は、上記プ
ロモーター「に制御されている」ものとして理解されたい）、コーティング配列に「作用
可能に連結」していると考えられる。一般に、２つのヌクレオチド配列が作用可能に連結
している場合、これらは同一の配向を有し、通常、同一リーディングフレーム内にある。
必ずしも必要ではないが、通常、それらは本質的に隣接している。
【０５５３】
　好ましくは、本発明の遺伝子構築物の調節要素及びさらなる要素は、目的とする宿主細
胞又は宿主生物において意図される生物学的機能を付与することができるほどのものであ
る。
【０５５４】
　例えば、プロモーター、エンハンサー又はターミネーターは、目的とする宿主細胞又は
宿主生物において「作用可能」でなければならず、このため（例えば）、上記プロモータ
ーは、（本明細書で規定したように）作用可能に連結したヌクレオチド配列（例えばコー
ティング配列）の転写及び／又は発現を、開始、又は他の方法により制御／調節すること
ができるものであると意図される。
【０５５５】
　特に好ましい幾つかのプロモーターとしては、本明細書中に述べた宿主細胞における発
現のためのそれ自体が既知のプロモーター、特に、本明細書中に述べたもの及び／又は実
施例において使用されるもの等の、細菌細胞における発現のためのプロモーターが挙げら
れるが、これらに限定されない。
【０５５６】
　選択マーカーは、（即ち、適切な選択条件下で）本発明のヌクレオチド配列による形質
転換が（首尾良く）起こった宿主細胞及び／又は宿主生物を、形質転換が（首尾良く）起
こらなかった宿主細胞及び／又は宿主生物と区別できるようなものでなければならない。
このようなマーカーの好ましいが非限定的な幾つかの例は、抗生物質（カナマイシン又は
アンピシリン等）に対する耐性を付与する遺伝子、温度耐性を付与する遺伝子、形質転換
されていない細胞又は生物が生存する上で不可欠な、培地中の或る種の因子、化合物及び
／又は（食品）成分がない状態で宿主細胞又は宿主生物を維持させる遺伝子である。
【０５５７】
　リーダー配列は、（目的とする宿主細胞又は宿主生物において）所望の翻訳後修飾を可
能にし、及び／又は転写されたｍＲＮＡを細胞の所望の部分又はオルガネラに配向させる
ようなものでなければならない。また、リーダー配列は、上記細胞から発現生成物を分泌
させてもよい。そのようなものとして、リーダー配列は、宿主細胞又は宿主生物中で作用
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可能な任意のプロ配列、プレ配列、又はプレプロ配列であってもよい。リーダー配列は、
細菌細胞中で発現しなくてもよい。例えば、抗体及び抗体断片（単一ドメイン抗体及びＳ
ｃＦｖ断片が挙げられるが、これらに限定されない）の発現及び産生のための、それ自体
が既知であるリーダー配列を、ほぼ同様の方法で使用することができる。
【０５５８】
　発現マーカー又はレポーター遺伝子は、（宿主細胞又は宿主生物中で）遺伝子構築物（
に存在する遺伝子又はヌクレオチド配列）の発現を検出できるようなものでなければなら
ない。発現マーカーは、場合によっては、発現産物を、例えば、細胞の特定の部分又はオ
ルガネラ、及び／又は多細胞生物の特定の細胞（複数可）、組織（複数可）、器官（複数
可）、又は部分（複数可）に局在化させてもよい。このようなレポーター遺伝子は、本発
明のアミノ酸配列とのタンパク質融合として発現されてもよい。好ましいが非限定的な幾
つかの例としては、ＧＦＰ等の蛍光性タンパク質が挙げられる。
【０５５９】
　好適なプロモーター、ターミネーター、及びさらなる要素の好ましいが非限定的な幾つ
かの例としては、本明細書中に記載した宿主細胞における発現に使用することができるも
の、及び具体的には本明細書中に論じ、及び／又は下記の実施例で用いられているもの等
の細菌細胞における発現に好適であるものが挙げられる。ターミネーター、転写及び／又
は翻訳エンハンサー、及び／又は組込み因子等の、本発明の遺伝子構築物中に存在／使用
し得るプロモーター、選択マーカー、リーダー配列、発現マーカー、及びさらなる要素に
ついての（さらなる）非限定的な幾つかの例については、上記Sambrook et al.、及びAus
ubel et al.文献等の概説ハンドブック、並びに国際公開第９５／０７４６３号パンフレ
ット、国際公開第９６／２３８１０号パンフレット、国際公開第９５／０７４６３号パン
フレット、国際公開第９５／２１１９１号パンフレット、国際公開第９７／１１０９４号
パンフレット、国際公開第９７／４２３２０号パンフレット、国際公開第９８／０６７３
７号パンフレット、国際公開第９８／２１３５５号パンフレット、米国特許第７，２０７
，４１０号明細書、米国特許第５，６９３，４９２号明細書、及び欧州特許第１０８５０
８９号明細書に示された例を参照する。他の例は当業者にとって明らかであろう。上記の
包括的な背景技術に関する参考文献及び本明細書中にさらに引用した参考文献も参照する
。
【０５６０】
　本発明の遺伝子構築物は、通常、例えば、上記Sambrook et al.及びAusubel et al. 文
献等の概説ハンドブックに記載の技法を用いて、本発明のヌクレオチド配列（複数可）を
、１つ又は複数の上記さらなる要素と適切に連結させることにより得ることができる。
【０５６１】
　多くの場合、本発明の遺伝子構築物は、本発明のヌクレオチド配列を、それ自体が既知
の好適な（発現）ベクターに挿入することによって得られる。好適な発現ベクターの好ま
しいが非限定的な幾つかの例は、以下の実施例において使用されるもの、及び本明細書中
に記載したものである。
【０５６２】
　本発明の核酸及び／又は本発明の遺伝子構築物は、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ
又はポリペプチドを発現及び／又は産生させるための、宿主細胞又は宿主生物の形質転換
に使用することができる。好適な宿主又は宿主細胞は当業者にとって明らかであり、例え
ば、任意の好適な真菌、原核、又は真核細胞若しくは細胞株、又は任意の好適な真菌、原
核、又は真核生物、例えば：
大腸菌の菌株、ミラビリス変形菌等のプロテウス属の菌株、蛍光菌等のシュードモナス属
の菌株等のグラム陰性菌株、及び、枯草菌又はブレビス菌等のバチルス属の菌株、ストレ
プトミセス・リビダンス（Streptomyces lividans）等のストレプトミセス属の菌株、ス
タフィロコッカス・カルノサス（Staphylococcus carnosus）等のブドウ球菌の菌株、及
び乳酸連鎖球菌等のラクトコッカス属の菌株等のグラム陽性菌株が挙げられるがこれらに
限定されない細菌株、
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トリコデルマ・リーゼイ（Trichoderma reesei）等のトリコデルマ属、アカパンカビ等の
ニューロスポラ属、ソルダリア・マクロスポラ（Sordaria macrospora）等のソルダリア
属、アスペルギルス・ニゲル（Aspergillusniger）又はショウユコウジカビ等のアスペル
ギルス属、又は別の糸状菌由来の細胞が挙げられるがこれらに限定されない真菌細胞
出芽酵母等のサッカロミセス属、シゾサッカロミセス・ポンベ（Schizosaccharomycespom
be）等のシゾサッカロミセス属、ピキア・パストリス又はピキア・メタノリカ等のピキア
属、ハンセヌラ・ポリモルファ（Hansenula polymorpha）等のハンセヌラ属、クルイベロ
ミセス・ラクティス等のクルイベロミセス属、アークスラ・アデニニボランス（Arxula a
deninivorans）等のアークスラ属、ヤロウィア・リポリチカ（Yarrowialipolytica）等の
ヤロウィア属由来の細胞が挙げられるがこれらに限定されない酵母細胞、
アフリカツメガエル卵母細胞等の両生類細胞又は細胞株、
シロイチモンジヨトウＳＦ９及びＳｆ２１細胞を含むがこれらに限定されない鱗翅目に由
来する細胞／細胞株、又はシュナイダー細胞及びＫｃ細胞等のショウジョウバエに由来す
る細胞／細胞株等の昆虫に由来する細胞又は細胞株、
タバコ植物等の植物又は植物細胞、及び／又は
ＣＨＯ細胞、ＢＨＫ細胞（ＢＨＫ－２１細胞等）、及びＨｅＬａ細胞、ＣＯＳ細胞（ＣＯ
Ｓ－７細胞等）、及びＰＥＲ．Ｃ６細胞等のヒト細胞又は細胞株が挙げられるがこれらに
限定されない、ヒトに由来する細胞又は細胞株、哺乳動物に由来する細胞又は細胞株等の
哺乳動物細胞又は細胞株、及び、
抗体及び抗体断片（（単一）ドメイン抗体及びＳｃＦｖ断片が挙げられるがこれらに限定
されない）を発現及び産生することでそれ自体が既知の他の全ての宿主又は宿主細胞であ
ってもよく、これらは当業者に明らかであろう。上記で引用した包括的な背景技術に関す
る文献及び、例えば、国際公開第９４／２９４５７号パンフレット、国際公開第９６／３
４１０３号パンフレット、国際公開第９９／４２０７７号パンフレット、Frenken et al.
（1998）（上記）、Riechmann及びMuyldermans （1999）（上記）、van der Linden （20
00）（上記）、Thomassen et al.（2002）（上記）、Joosten et al.（2003）（上記）、
Joosten et al.（2005）（上記）及び本明細書中にさらに引用した文献を参照する。
【０５６３】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドはまた、例えば予防目的及び／又
は治療目的（遺伝子治療等）のために、多細胞生物の１つ又は複数の細胞、組織、又は器
官に導入し、発現させることができる。このために、本発明のヌクレオチド配列を、例え
ば、このように（例えば、リポソームを用いて）、又は好適な（例えば、アデノウイルス
、アデノ随伴ウイルス等のパルボウイルス等のレトロウイルスに由来する）遺伝子治療用
ベクターに挿入後、任意の好適な方法で細胞又は組織に導入することができる。当業者に
とって明らかであるように、このような遺伝子治療は、本発明の核酸又は本発明の核酸を
コードする好適な遺伝子治療用ベクターを、患者又は患者の特定の細胞又は特定の組織若
しくは器官に投与することにより患者の体内において、ｉｎ　ｖｉｖｏ及び／又はｉｎ　
ｓｉｔｕで行うことができ、又は好適な（多くの場合、外植リンパ球、骨髄吸引物又は組
織生検試料等の、治療対象となる患者の体内から採取された）細胞は、本発明のヌクレオ
チド配列を用いてｉｎ　ｖｉｔｒｏで治療した後、患者の体内に好適に（再）導入するこ
とができる。これらは全て、Culver, K. W., "Gene Therapy", 1994, p. xii, Mary AnnL
iebert, Inc., Publishers, New York, N.Y）、Giordano,Nature F Medicine 2 （1996）
,534-539、Schaper, Circ. Res. 79 （1996）, 911-919、Anderson,Science 256 （1992
）, 808-813、Verma, Nature 389 （1994）, 239、Isner, Lancet 348 （1996）, 370-37
4、Muhlhauser,Circ. Res. 77 （1995）, 1077-1086、Onodera, Blood 91; （1998）, 30
-36、Verma, Gene Ther. 5 （1998）, 692-699、Nabel,Ann. N.Y. Acad. Sci.: 811 （19
97）, 289-292、Verzeletti, Hum. Gene Ther. 9 （1998）, 2243-51、Wang,Nature Medi
cine 2 （1996）, 714-716、国際公開第９４／２９４６９号パンフレット、国際公開第９
７／００９５７号パンフレット、米国特許第５，５８０，８５９号明細書、米国特許第５
，５８９５４６６号明細書、又はSchaper, Current Opinion in Biotechnology 7 （1996
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）, 635-640に記載の当業者に既知の遺伝子治療用ベクター、技法、及びデリバリーシス
テムを用いて行うことができる。例えば、ＳｃＦｖ断片（Afanasieva et al., Gene Ther
., 10, 1850-1859 （2003））及びダイアボディ（Blanco et al., J. Immunol,171, 1070
-1077 （2003））のｉｎ　ｓｉｔｕ発現は当該技術分野に記述されている。
【０５６４】
　細胞中でのナノボディの発現のために、これらは、例えば、国際公開第９４／０２６１
０号パンフレット、国際公開第９５／２２６１８号パンフレット、及び米国特許第７００
４９４０号明細書、国際公開第０３／０１４９６０号パンフレット、Cattaneo, A.及びBi
occa, S. （1997） Intracellular Antibodies: Developmentand Applications. Landes 
and Springer-Verlag、並びにKontermann,Methods 34, （2004）, 163-170に記載の、い
わゆる「細胞内抗体」として発現させることができる。
【０５６５】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを、例えば、ウサギ、ウシ、ヤギ
又はヒツジの母乳のトランスジェニック哺乳動物の母乳中（トランス遺伝子を哺乳動物に
導入する一般的な技法については、例えば、米国特許第６，７４１，９５７号明細書、米
国特許第６，３０４，４８９号明細書、及び米国特許第６，８４９，９９２号明細書を参
照）、植物、又は葉、花、果実、種、根、塊茎を含むがこれらに限定されない植物の一部
中（例えば、タバコ、トウモロコシ、大豆、又はアルファルファ）、又は、例えば、カイ
コガの蛹中で産生することもできる。
【０５６６】
　さらに、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドを、細胞を含まない発現
系で発現及び／又は産生してもよく、このような系の好適な例は当業者にとって明らかで
あろう。好ましいが非限定的な幾つかの例としては、小麦麦芽系、ウサギ網状赤血球溶解
物、又はZubayの方法による大腸菌を用いた系での発現が挙げられる。
【０５６７】
　上記のように、ナノボディを使用する利点の１つは、それに基づくポリペプチドを、好
適な細菌系における発現によって調製することができる点であり、及び好適な細菌発現系
、ベクター、宿主細胞、調節要素等は、例えば上記で引用した参考文献によって当業者に
とって明らかであろう。しかしながら、本発明は、最も広い意味では細菌系における発現
に限定されないことに留意されたい。
【０５６８】
　好ましくは、本発明では、本発明のポリペプチドを医薬用途に適した形態で提供する細
菌発現系等の（ｉｎ　ｖｉｖｏ又はｉｎ　ｖｉｔｒｏ）発現系を使用し、このような発現
系も当業者にとって明らかであろう。さらに当業者にとって明らかであるように、医薬用
途に適した本発明のポリペプチドは、ペプチド合成法を用いて調製することができる。
【０５６９】
　工業的スケールでの製造において、ナノボディ又はナノボディを含有するタンパク質治
療剤の（工業的）製造のために好ましい異種宿主としては、大規模スケールでの発現／産
生／培養、特に大規模スケール（即ち、ＧＭＰグレード）での医薬用途発現／産生／培養
に適した大腸菌、ピキア・パストリス、出芽酵母の菌株が挙げられる。このような菌株の
好適な例は、当業者にとって明らかであろう。このような菌株及び産生／発現系も、Biov
itrum社（Uppsala, Sweden）等の企業から入手可能である。
【０５７０】
　代替的には、哺乳動物細胞株、特にチャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞を、大
規模スケールでの発現／産生／培養、特に大規模スケールでの医薬用途発現／産生／培養
のために用いることができる。このような発現／産生系も、上記の幾つかの企業から入手
可能である。
【０５７１】
　特定の発現系の選択は、或る特定の翻訳後修飾、より具体的にはグリコシル化の必要条
件に一部依存している。グリコシル化が望ましいか又は必要とされるナノボディを含有す
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る組換えタンパク質の産生には、発現したタンパク質をグリコシル化する能力を有する哺
乳動物発現用宿主の使用が必要である。これに関連して、得られるグリコシル化パターン
（即ち、種類、数、及び残基が結合する位置）が、発現に用いられる細胞又は細胞株に依
存することは、当業者にとって明らかであろう。好ましくは、ヒト細胞若しくは細胞株（
即ち、本質的にヒトのグリコシル化パターンを有するタンパク質を与える）、又は、本質
的に及び／又は機能的にヒトのグリコシル化と同一であるか、又は少なくともヒトのグリ
コシル化を模倣したグリコシル化パターンを与えることができる別の哺乳動物の細胞株が
用いられる。一般に、大腸菌等の原核宿主はタンパク質をグリコシル化する能力を有して
おらず、酵母等の下等原核細胞を使用すると、通常、ヒトのグリコシル化と異なるグリコ
シル化パターンがもたらされる。それにもかかわらず、上記宿主細胞及び発現系の全てを
、得ようとする所望のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドに応じて、本発明に用
いることができることを理解されたい。
【０５７２】
　したがって、本発明の非限定的な一態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ
又はポリペプチドはグリコシル化される。本発明の別の非限定的な態様によれば、本発明
のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドはグリコシル化されない。
【０５７３】
　本発明の好ましいが非限定的な一態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又
はポリペプチドは、細菌細胞中、具体的には大規模スケールでの医薬品製造に適した上記
の株の細胞等の細菌細胞中で産生する。
【０５７４】
　本発明の別の好ましいが非限定的な態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ
又はポリペプチドは、酵母細胞中、具体的には大規模スケールでの医薬品製造に適した上
記の種の細胞等の酵母細胞中で産生する。
【０５７５】
　本発明のさらに別の好ましいが非限定的な態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノ
ボディ又はポリペプチドは、哺乳動物細胞中、具体的にはヒト細胞又はヒト細胞株の細胞
中で、さらに具体的には大規模スケールでの医薬品製造に適した上記の細胞株等のヒト細
胞又はヒト細胞株の細胞中で産生する。
【０５７６】
　宿主細胞中での発現が、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドの製造に
用いられる場合、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、細胞内（例え
ば、細胞質中、ペリプラズム中、又は封入体中）で産生し、次いで宿主細胞から単離し、
場合によってはさらに精製してもよく、又は細胞外（例えば、宿主細胞を培養する培地中
）で産生し、次いで培地から単離し、場合によってはさらに精製してもよい。真核宿主細
胞を使用する場合、得られるナノボディ及びタンパク質のさらなる単離及び下流工程での
処理が大幅に容易になるため、通常、細胞外で産生されることが好ましい。通常、大腸菌
の菌株等の上記細菌細胞は、毒素及び血液毒等の数種のタンパク質を除き、タンパク質を
細胞外に分泌せず、大腸菌において分泌物を産生することは、内膜を通してペリプラズム
空間へタンパク質を転移させることを意味する。ペリプラズムでの産生は、細胞質での産
生に対して、幾つかの利点がある。例えば、分泌産物のＮ末端のアミノ酸配列は、特異的
シグナルペプチダーゼによる分泌シグナル配列の切断後の天然遺伝子産物と同一であって
もよい。また、ペリプラズム中では、細胞質中よりもプロテアーゼ活性がはるかに低いと
思われる。さらに、ペリプラズム中では、混入するタンパク質が少ないため、タンパク質
の精製がより容易である。別の利点は、ペリプラズムが細胞質よりも酸化的な環境をもた
らすため、正しい位置にジスルフィド結合が形成される可能性があるという点である。大
腸菌中で過剰発現されたタンパク質は、封入体と呼ばれる不溶性の凝集物中に見られるこ
とが多い。これらの封入体は、細胞質中にもペリプラズム中にも存在させることができ、
これらの封入体からの生理活性タンパク質の回収は、変性／リフォールディングプロセス
を必要とする。治療効果を有するタンパク質を含む多くの組換えタンパク質は、封入体か
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ら回収される。代替的には、当業者に明らかであるように、所望のタンパク質、特に本発
明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを分泌するように遺伝的に修飾された細
菌の組換え菌株を用いることができる。
【０５７７】
　したがって、本発明の非限定的な一態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ
又はポリペプチドは、細胞内で産生され、宿主細胞から、特に細菌細胞又は細菌細胞中の
封入体から単離したアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドである。本発明の別の非
限定的な態様によれば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドは、細胞外
で産生され、宿主細胞を培養する培地から単離されたアミノ酸配列、ナノボディ又はポリ
ペプチドである。
【０５７８】
　好ましいが非限定的な幾つかの、これらの宿主細胞で用いるためのプロモーターとして
は、
大腸菌における発現のための：ｌａｃプロモーター（及び、ｌａｃＵＶ５プロモーター等
のこれらの誘導体）；アラビノースプロモーター；λファージの左側（ＰＬ）及び右側（
ＰＲ）プロモーター；ｔｒｐオペロンのプロモーター；ハイブリッドｌａｃ／ｔｒｐプロ
モーター（ｔａｃ及びｔｒｃ）；Ｔ７－プロモーター（より具体的にはＴ７－ファージ遺
伝子１０のプロモーター）；及び他のＴ－ファージプロモーター；Ｔｎ１０テトラサイク
リン耐性遺伝子のプロモーター、外来制御オペレーター配列の１つ又は複数の複製を含む
上記プロモーターの組換え変異体；
出芽酵母における発現のための：ＡＤＨ１（アルコール脱水素酵素１）、ＥＮＯ（エノラ
ーゼ）、ＣＹＣ１（チトクロームｃ異性化酵素１）、ＧＡＰＤＨ（グリセルアルデヒド－
３－リン酸脱水素酵素）、ＰＧＫ１（ホスホグリセリン酸キナーゼ）、ＰＹＫ１（ピルビ
ン酸キナーゼ）の構成的プロモーター；ＧＡＬ１，１０，７（ガラクトース代謝酵素）、
ＡＤＨ２（アルコール脱水素酵素２）、ＰＨＯ５（酸ホスファターゼ）、ＣＵＰ１（銅メ
タロチオネイン）の制御的プロモーター；ＣａＭＶ（カリフラワーモザイクウイルス３５
Ｓプロモーター）の外来プロモーター；
ピキア・パストリスにおける発現のための：ＡＯＸ１プロモーター（アルコール酸化酵素
Ｉ）；
哺乳動物細胞における発現のための：ヒトサイトメガロウイルス（ｈＣＭＶ）前初期エン
ハンサー／プロモーター；プロモーターがＴｅｔリプレッサーによって制御可能なように
２個のテトラサイクリンオペレーター配列を含有するヒトサイトメガロウイルス（ｈＣＭ
Ｖ）前初期プロモーター変異体；単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ（ＴＫ）プロモ
ーター；ラウス肉腫ウイルスの長末端反復配列（ＲＳＶ　ＬＴＲ）エンハンサー／プロモ
ーター；ヒト、チンパンジー、マウス、又はラット由来の伸長因子１α（ｈＥＦ－１α）
プロモーター；ＳＶ４０初期プロモーター；ＨＩＶ－１の長末端反復配列プロモーター；
βアクチンプロモーターが挙げられる。
【０５７９】
　好ましいが非限定的な幾つかの、これらの宿主細胞で用いるためのベクターとしては、
哺乳動物細胞における発現のためのベクター：ｐＭＡＭｎｅｏ（Clontech）、ｐｃＤＮＡ
３（Invitrogen）、ｐＭＣ１ｎｅｏ（Stratagene）、ｐＳＧ５（Stratagene）、ＥＢＯ－
ｐＳＶ２－ｎｅｏ（ＡＴＣＣ　３７５９３）、ｐＢＰＶ－１（８－２）（ＡＴＣＣ　３７
１１０）、ｐｄＢＰＶ－ＭＭＴｎｅｏ（３４２－１２）（ＡＴＣＣ　３７２２４）、ｐＲ
ＳＶｇｐｔ（ＡＴＣＣ　３７１９９）、ｐＲＳＶｎｅｏ（ＡＴＣＣ　３７１９８）、ｐＳ
Ｖ２－ｄｈｆｒ（ＡＴＣＣ　３７１４６）、ｐＵＣＴａｇ（ＡＴＣＣ　３７４６０）及び
ｌＺＤ３５（ＡＴＣＣ　３７５６５）、並びにアデノウイルスに基づくもの等のウイルス
に基づく発現系；
細菌細胞における発現のためのベクター：ｐＥＴベクター（Novagen）及びｐＱＥベクタ
ー（Qiagen）；
酵母又は他の真菌細胞における発現のためのベクター：ｐＹＥＳ２（Invitrogen）及びピ
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キア発現ベクター（Invitrogen）；
昆虫細胞における発現のためのベクター：ｐＢｌｕｅＢａｃＩＩ（Invitrogen）及び他の
バキュロウイルスベクター；
植物又は植物細胞における発現のためのベクター：例えば、カリフラワーモザイクウイル
ス又はタバコモザイクウイルス、アグロバクテリウムの好適な菌株又はＴｉ-プラスミド
ベースのベクターが挙げられる。
【０５８０】
　好ましいが非限定的な幾つかの、これらの宿主細胞で使用するための分泌配列としては
、
大腸菌等の細菌細胞における使用のための：ＰｅｌＢ、Ｂｌａ、ＯｍｐＡ、ＯｍｐＣ、Ｏ
ｍｐＦ、ＯｍｐＴ、ＳｔＩＩ、ＰｈｏＡ、ＰｈｏＥ、ＭａｌＥ、Ｌｐｐ、ＬａｍＢ等；Ｔ
ＡＴシグナルペプチド、ヘモリシンＣ－末端分泌シグナル；
酵母における使用のための：α－接合因子プレプロ配列、ホスファターゼ（ｐｈｏ１）、
インベルターゼ（Ｓｕｃ）等；
哺乳動物細胞における使用のための：標的タンパク質が真核細胞由来である場合には、固
有シグナル、マウスＩｇκ鎖Ｖ－Ｊ２－Ｃシグナルペプチド等が挙げられる。
【０５８１】
　本発明の宿主又は宿主細胞を形質転換するのに好適な技法は、当業者にとって明らかで
あり、目的とする宿主細胞／宿主生物及び使用する遺伝子構築物に依存することもある。
同様に、上記ハンドブック及び特許出願を参照する。
【０５８２】
　形質転換後、本発明のヌクレオチド配列／遺伝子構築物によってうまく形質転換された
宿主細胞又は宿主生物を検出及び選択する工程を実行することができる。この工程は、例
えば、本発明の遺伝子構築物中にある選択可能なマーカーに基づいて選択する工程、又は
、例えば、特異的抗体を使用する本発明のアミノ酸配列の検出を含む工程であってもよい
。
【０５８３】
　形質転換された宿主細胞（安定な細胞株の形態を取ることができる）又は宿主生物（安
定な変異体系列又は株の形態を取ることができる）は、本発明のさらなる態様をなす。
【０５８４】
　好ましくは、これらの宿主細胞又は宿主生物は、（宿主生物の場合には、その少なくと
も１つの細胞、部分、組織又は器官において）本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポ
リペプチドを発現し、又は（少なくとも）（例えば、好適な条件下で）発現することがで
きるようなものである。本発明はまた、本発明の宿主細胞又は宿主生物のさらなる世代、
後代及び／又は子孫を含んでおり、それらは、例えば、細胞分裂又は有性若しくは無性生
殖により得られるものであってよい。
【０５８５】
　本発明のアミノ酸配列を生成し／その発現を得るために、形質転換された宿主細胞又は
形質転換された宿主生物は一般に、（所望の）本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポ
リペプチドが発現／産生されるような条件下で飼育、維持及び／又は培養され得る。好適
な条件は当業者にとって明らかであり、通常、使用する宿主細胞／宿主生物、及び（関連
する）本発明のヌクレオチド配列の発現を制御する調節因子に依存する。この場合にも、
本発明の遺伝子構築物に関する上記の段落に記載したハンドブック及び特許出願を参照す
る。
【０５８６】
　一般に、好適な条件には、好適な培地の使用、好適な食餌及び／又は好適な栄養源の存
在、好適な温度の使用、及び場合によっては好適な誘導因子又は化合物の存在（例えば、
本発明のヌクレオチド配列が誘導性プロモーターにより制御される場合）が含まれること
ができ、これらは全て当業者が選択することができる。この場合にも、このような条件下
で、本発明のアミノ酸配列は、連続的、一時的、又は適切に誘導された場合にのみ発現す
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ることができる。
【０５８７】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドは、（まず）未成熟型（上記）で
産生され、次いで、使用する宿主細胞／宿主生物に応じて翻訳後修飾されてもよいことも
、当業者にとって明らかであろう。また、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペ
プチドは、この場合にも、使用する宿主細胞／宿主生物に応じてグリコシル化されてもよ
い。
【０５８８】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドは、次いで、宿主細胞／宿主生物
から、及び／又は該宿主細胞若しくは宿主生物を培養した培地から、（分取）クロマトグ
ラフィ法、及び／又は電気泳動法、分別沈殿法、アフィニティ法（例えば、本発明のアミ
ノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドに融合した特定の切断可能なアミノ酸配列を用い
る）、及び／又は分取免疫法（即ち、単離対象のアミノ酸配列に対する抗体を用いる）等
の、それ自体が既知のタンパク質の単離技法及び／又は精製技法を用いて単離することが
できる。
【０５８９】
　一般に、医薬用途のために、本発明のポリペプチドは、少なくとも１つの本発明のポリ
ペプチドと、少なくとも１つの薬学的に許容可能な担体、希釈剤又は賦形剤、及び／又は
アジュバントとを含み、場合によっては１つ又は複数のさらなる薬理活性ポリペプチド及
び／又は化合物を含む薬学的調製剤又は薬学的組成物として製剤化することができる。非
限定的な例により、このような製剤は、経口投与のため、非経口投与（静脈内、筋内若し
くは皮下注射、又は静脈内点滴等による）のため、全身投与のため、吸入、経皮パッチ、
インプラント、座剤等による投与のために適した形態を取ることができる。このような好
適な投与形態は、投与の方法、及びその調製剤で用いるための方法及び担体に応じて、固
体、半固体又は液体であってよく、当業者にとって明らかであり、本明細書にさらに記載
する。
【０５９０】
　したがって、他の態様において、本発明は、少なくとも１つの本発明のアミノ酸配列、
少なくとも１つの本発明のナノボディ又は少なくとも１つの本発明のポリペプチド、及び
少なくとも１つの好適な（医薬用途に好適な）担体、希釈剤又は賦形剤を含み、場合によ
っては１つ又は複数のさらなる活性物質を含有する薬学的組成物に関する。
【０５９１】
　概して、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、それ自体が既知の任
意の好適な方法により製剤化及び投与することができ、これらについては、例えば、上記
で引用した包括的な背景技術（特に、国際公開第０４／０４１８６２号パンフレット、国
際公開第０４／０４１８６３号パンフレット、国際公開第０４／０４１８６５号パンフレ
ット、国際公開第０４／０４１８６７号パンフレット、及び国際公開第０８／０２００７
９号パンフレット）、及びRemington's Pharmaceutical Sciences, 18th Ed., MackPubli
shing Company, USA （1990）若しくはRemington, the Science and Practice of Pharma
cy, 21th Edition,Lippincott Williams and Wilkins （2005）等の標準的なハンドブッ
ク、又はTherapeutic Antibodies （S. Dubel, Ed）, Wiley, Weinhein, 2007（例えば、
頁２５２～２５５を参照されたい）等の標準的なハンドブックを参照する。
【０５９２】
　例えば、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、従来の抗体及び抗体
断片（例えばＳｃＦｖ及びダイアボディ）及び他の薬理活性タンパク質のための、それ自
体が既知の任意の方法で製剤化及び投与することができる。このような製剤及びそれを調
製する方法は当業者にとって明らかであり、例えば、非経口（例えば、静脈内、腹腔内、
皮下、筋内、管腔内、動脈内若しくは髄腔内投与）又は局所（経皮若しくは皮内）投与に
好適な調製剤が挙げられる。
【０５９３】
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　非経口投与のための調製剤は、例えば、点滴又は注射に好適な滅菌液剤、懸濁剤、分散
剤又は乳化剤であってもよい。このような調製剤に好適な担体又は希釈剤としては、例え
ば、限定するものではないが、滅菌水及び緩衝水溶液、並びにリン酸緩衝生理食塩水、リ
ンゲル液、デキストロース溶液、及びハンクス液等の溶液、水性油、グリセロール、エタ
ノール、プロピレングリコール等のグリコール、又は鉱物油、動物油、及び植物油、例え
ば、落花生油、大豆油、並びに好適なこれらの混合物が挙げられる。通常、水溶液剤又は
懸濁剤が好ましい。
【０５９４】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、遺伝子治療の送達方法を使用
して投与することもできる。例えば、その全文が参照により本明細書中に援用される米国
特許第５，３９９，３４６号明細書を参照されたい。遺伝子治療の送達方法を使用して、
本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドをコードする遺伝子によりトランス
フェクトされた初代細胞を、特定の器官、組織、移植片、腫瘍又は細胞を標的とするため
の組織特異的プロモーターによりさらにトランスフェクトすることができるか、又は細胞
内に局在化した発現のためのシグナル及び安定化配列によりさらにトランスフェクトする
こともできる。
【０５９５】
　このように、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、不活性希釈剤又
は吸収可能な食用の担体等の薬学的に許容される溶媒と組み合わせて、例えば、経口的に
全身投与することができる。それらを、ハード又はソフトシェルゼラチンカプセルに封入
してもよく、錠剤として打錠してもよく、又は患者の食事中の食品に直接加えてもよい。
経口治療用の投与のために、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドを１つ
又は複数の賦形剤と組み合わせ、摂取可能な錠剤、口腔錠、トローチ剤、カプセル剤、エ
リキシル剤、懸濁液剤、シロップ剤、ウェハー剤等の形態で使用することができる。この
ような組成物及び調製剤は、少なくとも０．１％の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又
はポリペプチドを含有していなければならない。組成物及び調製剤中のそれらの割合は、
当然ながら変えることができ、便宜的には所定の単位投薬形態の重量の約２％～約６０％
であろう。このような治療上有用な組成物中の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポ
リペプチドの量は、有効な用量レベルが得られるような量である。
【０５９６】
　また、錠剤、トローチ剤、丸剤、カプセル剤等は、トラガカントガム、アラビアゴム、
コーンスターチ又はゼラチン等の結着剤；リン酸二カルシウム等の賦形剤；コーンスター
チ、ジャガイモデンプン、アルギン酸等の崩壊剤；ステアリン酸マグネシウム等の滑沢剤
；及びスクロース、フルクトース、ラクトース又はアスパルテーム等の甘味料を含有して
いてもよく、又はペパーミント、冬緑油、チェリー香料等の香料を加えてもよい。単位投
薬形態がカプセル剤である場合、上記のような種類の物質以外に、植物油又はポリエチレ
ングリコール等の液体担体を含有していてもよい。種々の他の物質が、コーティングとし
て、又は固体状の単位投薬形態の物理的形態を他の方法により変化させるために存在して
いてもよい。例えば、錠剤、丸剤又はカプセル剤は、ゼラチン、ロウ、シェラック又は砂
糖等でコーティングされていてもよい。シロップ剤又はエリキシル剤は、本発明のアミノ
酸配列、ナノボディ及びポリペプチド、甘味料としてのスクロース又はフルクトース、保
存料としてのメチルパラベン又はプロピルパラベン、色素、及びチェリー又はオレンジ香
料等の香料を含有していてもよい。当然ながら、単位投薬形態の調製に使用される全ての
物質は、薬学的に許容され、使用する量において実質的に無毒でなければならない。さら
に、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、徐放剤及び装置中に封入さ
れていてもよい。
【０５９７】
　経口投与のための調製剤及び製剤にはまた、本発明の構築物が胃内環境に耐性を有し且
つ腸内を通過することを可能にする腸溶コーティングが付与される。より包括的には、経
口投与のための調製剤及び製剤は、消化管のいずれかの所望部分に送達するのに好適に製
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剤化され得る。また、消化管に送達するのに好適な坐薬を使用してもよい。
【０５９８】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドはまた、点滴又は注射によって静
脈内投与又は腹腔内投与してもよい。本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチ
ドの溶液、又はそれらの塩は、水中で調製することがき、任意で無毒性界面活性剤と混合
することができる。分散剤液は、グリセロール、液体ポリエチレングリコール、トリアセ
チン、及びそれらの混合物中、並びに油中で調製することができる。通常の保存及び使用
条件下において、これらの調製剤は、微生物の増殖を防ぐための保存料を含有している。
【０５９９】
　注射又は点滴に好適な薬剤投薬形態としては、滅菌注射又は滅菌点滴可能な溶液剤又は
分散液剤の即時調製に適合し、場合によってはリポソームに封入された活性成分を含む、
滅菌水溶液剤又は分散液剤又は滅菌粉末が挙げられ得る。全ての場合において、最終的な
投薬形態は、滅菌されており、流体であり、製造及び保存条件下で安定でなければならな
い。液体の担体又は溶媒は、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、液体ポリエチレングリコール等）、植物油、非毒性グリセリ
ルエステル、及びこれらの好適な混合物を含む溶媒又は液体の分散媒であってもよい。例
えば、リポソームの形成により、分散液剤の場合には必要な粒子サイズを維持することに
より、又は界面活性剤の使用により、適切な流動性を維持することができる。例えば、パ
ラベン、クロロブタノール、フェノール、ソルビン酸、チメロサール等の種々の抗菌剤及
び抗真菌剤により微生物の作用を妨害することができる。多くの場合において、等張剤、
例えば、砂糖、緩衝剤、又は塩化ナトリウムを含んでいることが好ましい。組成物におい
て、吸収を遅延させる薬剤、例えば、モノステアリン酸アルミニウム及びゼラチンを使用
することにより、注射可能な組成物の長時間にわたる吸収をもたらすことができる。
【０６００】
　滅菌注射可能な溶液剤は、所望の量の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプ
チドを、必要に応じて、上記に列挙した種々の他の成分を含む適切な溶媒中に混合させた
後、滅菌濾過することにより調製される。滅菌注射可能な溶液剤を調製するための滅菌粉
末の場合、好ましい調製方法は、減圧乾燥法及び凍結乾燥法であり、活性成分の粉末、及
び先に滅菌濾過された溶液剤中に存在する任意のさらなる望ましい成分が得られる。
【０６０１】
　局所投与のためには、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドが液体の場
合には、純粋な形態で適用することができる。しかし、概して、それらは、固体であって
も液体であってもよい皮膚科学的に許容される担体と共に、組成物又は製剤として皮膚に
投与されることが望ましい。
【０６０２】
　有用な固体担体としては、タルク、粘土、微結晶セルロース、シリカ、アルミナ等の微
粉砕された固体が挙げられる。有用な液体担体としては、水、ヒドロキシアルキル又はグ
リコール又は水－アルコール／グリコール配合物が挙げられ、本発明のアミノ酸配列、ナ
ノボディ及びポリペプチドは、場合によっては非毒性の界面活性剤の作用により、有効な
レベルで溶解又は分散することができる。所定用途のための性質を最適化するために、芳
香剤及び他の抗菌剤等のアジュバントを加えてもよい。得られる液体組成物は、ばんそう
こう及び他の包帯に薬剤を含浸させるのに用いられる吸収パッドによって塗布することが
でき、又はポンプ型又はエアロゾルスプレーを使用して患部の上に噴霧することができる
。
【０６０３】
　使用者の皮膚に直接塗布するための塗布用ペースト、ゲル、軟膏及び石鹸等を形成する
ために、合成ポリマー、脂肪酸、脂肪酸塩及びエステル、脂肪アルコール、修飾セルロー
ス又は修飾無機物質等の増粘剤を液体担体と共に使用することができる。
【０６０４】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドを皮膚に送達するために使用する
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ことができる有用な皮膚科用組成物の例は当該技術分野に既知であり、例えば、Jacquet 
et al.（米国特許第４，６０８，３９２号明細書）、Geria（米国特許第４，９９２，４
７８号明細書）、Smith et al.（米国特許第４，５５９，１５７号明細書）及びWortzman
（米国特許第４，８２０，５０８号明細書）を参照されたい。
【０６０５】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドの有用な用量は、それらのｉｎ　
ｖｉｔｒｏ活性、及び動物モデルにおけるｉｎ　ｖｉｖｏ活性を比較することにより決定
することができる。マウス及び他の動物における有効用量をヒトに外挿するための方法は
当該技術分野に既知であり、例えば、米国特許第４，９３８，９４９号明細書を参照され
たい。
【０６０６】
　概して、ローション等の液体組成物中の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペ
プチドの濃度は、約０．１重量％～２５重量％、好ましくは、約０．５重量％～１０重量
％である。ゲル又は粉末等の半固形又は固形組成物中の濃度は、約０．１重量％～５重量
％、好ましくは約０．５重量％～２．５重量％である。
【０６０７】
　治療における使用に必要な本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドの量は
、選択される特定のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドだけでなく、投与経路、
治療する症状の性質、並びに患者の年齢及び状態によっても変動し、最終的には担当する
医師又は臨床医の判断に委ねられる。また、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリ
ペプチドの用量は、標的となる細胞、腫瘍、組織、移植片又は器官によっても変動する。
【０６０８】
　望ましい用量は便宜上、単回用量で、又は例えば、１日２回、３回、４回以上の部分用
量として、適切な間隔での分割投与で示され得る。部分用量自体を、例えば、吸入器から
の複数回の吸入又は複数滴の点眼投与等の、個別で、大まかな間隔の数多くの投与にさら
に分割してもよい。
【０６０９】
　投与計画には、長期間の１日処置が含まれ得る。「長期間」とは、少なくとも２週間、
好ましくは数週間、数ヶ月、又は数年の期間を意味する。この用量範囲における必要な改
変は、本明細書中で教示される通常の実験のみを使用して当業者によって決定され得る。
Remington's Pharmaceutical Sciences （Martin,E. W., ed. 4）, Mack Publishing Co.
, Easton, PAを参照されたい。用量は、何らかの合併症が発症した場合には、個々の医師
が調節することもできる。
【０６１０】
　別の態様において、本発明は、少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治
療する方法であって、それを必要とする患者に、薬学的に有効な量の本発明のアミノ酸配
列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチド、及び／又はこれを含む薬学的組成物を
投与することを含む、予防及び／又は治療する方法に関する。
【０６１１】
　本発明の文脈において、用語「予防及び／又は治療」とは、疾患を予防及び／又は治療
することを含むだけでなく、概して、疾患の発症を予防すること、疾患の進行を遅延又は
退行させること、疾患に関連する１つ又は複数の症状の発症を予防又は遅延させること、
疾患に関連する１つ又は複数の症状を低減及び／又は軽減すること、疾患及び／又はそれ
に関連するあらゆる症状の重傷度及び／又は期間を低減すること、及び／又は疾患及び／
又はそれに関連するあらゆる症状の重症度のさらなる増大を予防すること、疾患によって
生じるあらゆる生理学的損傷を予防、低減又は退行させること、及び概して治療すべき患
者に有益なあらゆる薬理作用も含む。
【０６１２】
　治療すべき被験体とは、任意の温血動物であり得るが、具体的には哺乳動物、より具体
的にはヒトである。当業者にとって明らかであるように、治療すべき被験体は、特に本明
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細書中に記載の疾患及び障害を患っているか又はそれらの危険性のあるヒトであり得る。
【０６１３】
　本発明は、ＲＡＮＫ－Ｌに、その生物活性若しくは薬理活性に、及び／又はＲＡＮＫ－
Ｌが関与する生物学的経路若しくはシグナル伝達に関連がある少なくとも１つの疾患又は
障害を予防及び／又は治療する方法であって、それを必要とする被験体に薬学的に有効な
量の本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチド、及び／又はこ
れらを含む薬学的組成物を投与することを含む、方法に関する。特に、本発明は、ＲＡＮ
Ｋ－Ｌ、その生物活性若しくは薬理活性、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌが関与する生物学的経
路若しくはシグナル伝達を調節することによって治療することができる少なくとも１つの
疾患又は障害を予防及び／又は治療する方法であって、それを必要とする被験体に薬学的
に有効な量の本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチド、及び
／又はこれらを含む薬学的組成物を投与することを含む、方法に関する。特に、上記の薬
学的に有効な量とは、ＲＡＮＫ－Ｌ、その生物活性若しくは薬理活性、及び／又はＲＡＮ
Ｋ－Ｌが関与する生物学的経路又はシグナル伝達を調節するのに十分な量とすることがで
き、且つ／又は、ＲＡＮＫ－Ｌ、その生物学的活性又は薬学的活性、及び／又はＲＡＮＫ
－Ｌが関与する生物学的経路又はシグナル伝達を調節するのに十分な、循環血液中で本発
明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチドのレベルを与える量とす
ることができる。
【０６１４】
　本発明はさらに、本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、又は本発明のポリペプ
チドを患者に投与することによって予防及び／又は治療することができる少なくとも１つ
の疾患及び障害を予防及び／又は治療する方法であって、それを必要とする被験体に薬学
的に有効な量の本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチド、及
び／又はこれらを含む薬学的組成物を投与することを含む、方法に関する。
【０６１５】
　より具体的には、本発明は、本明細書中に列挙される疾患及び障害から成る群から選択
される少なくとも１つの疾患又は障害を予防及び／又は治療する方法であって、それを必
要とする被験体に薬学的に有効な量の本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発
明のポリペプチド、及び／又はこれらを含む薬学的組成物を投与することを含む、方法に
関する。
【０６１６】
　別の態様では、本発明は、免疫療法、及び特に受動免疫療法に関する方法であって、本
明細書中に記載の疾患及び障害を患っているか又はそれらの危険性のある被験体に、薬学
的に有効な量の本発明のアミノ酸配列、本発明のナノボディ、本発明のポリペプチド、及
び／又はこれらを含む薬学的組成物を投与することを含む、方法に関する。
【０６１７】
　上記の方法において、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又はポリペプチド、及
び／又はこれらを含む組成物は、使用される特定の薬学的製剤又は薬学的組成物に応じて
任意の好適な方法で投与することができる。したがって、本発明のアミノ酸配列、ナノボ
ディ及び／又はポリペプチド、及び／又はこれらを含む組成物は、例えば、この場合にも
使用される特定の薬学的製剤又は薬学的組成物に応じて経口的、腹腔内（例えば、静脈内
、皮下、筋内、又は消化管を回避した投与の任意の他の経路を介して）、鼻腔内、経皮、
局所的に、座薬を用いて、吸入によって投与することができる。臨床医は、予防又は治療
すべき疾患又は障害、及び臨床医に既知の他の因子に応じて、好適な投与経路、及びこの
ような投与に使用される好適な薬学的製剤又は薬学的組成物を選択することができるであ
ろう。
【０６１８】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又はポリペプチド、及び／又はこれらを含む
組成物は、予防又は治療すべき疾患又は障害の予防及び／又は治療に好適な治療計画に従
って投与される。臨床医は一般的に、予防又は治療すべき疾患又は障害、治療すべき疾患
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の重症度及び／又はその症状の重症度、使用される本発明の特定のアミノ酸配列、ナノボ
ディ又はポリペプチド、特定の投与経路、及び使用される薬学的製剤又は薬学的組成物、
患者の年齢、性別、体重、食事、全身状態、並びに臨床医に既知の同様の因子に応じて、
好適な治療計画を決定することができるであろう。
【０６１９】
　通常、治療計画には、１つ又は複数の薬学的に有効な量又は用量における１つ又は複数
の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又はポリペプチド、又はこれらを含む１つ又
は複数の組成物の投与が含まれるであろう。投与される具体的な量（複数可）又は用量は
この場合でも上記の因子に基づき臨床医によって決定することができる。
【０６２０】
　通常、本明細書中に記載した疾患及び障害の予防及び／又は治療に関して、また治療す
べき特定の疾患又は障害、使用される本発明の特定のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリ
ペプチドの効力、特定の投与経路、及び使用される特定の薬学的製剤又は薬学的組成物に
応じて、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは概して、１ｇ／ｋｇ（体
重）／日～０．０１μｇ／ｋｇ（体重）／日、好ましくは、０．１ｇ／ｋｇ（体重）／日
～０．１μｇ／ｋｇ（体重）／日、例えば、約１μｇ／ｋｇ（体重）／日、１０μｇ／ｋ
ｇ（体重）／日、１００μｇ／ｋｇ（体重）／日又は１０００μｇ／ｋｇ（体重）／日の
量で、連続して（例えば、点滴によって）、日々の単回用量として、又は１日の中の複数
回の分割用量として投与されるであろう。臨床医は一般的に、本明細書中に記載の因子に
応じて好適な日用量を決定することができるであろう。特定の場合には、例えば、上記の
因子及び臨床医の専門的判断に基づきこれらの量から外れるように臨床医が選択すること
もあることが明らかであろう。一般的に、親和性／結合活性、有効性、体内分布、半減期
及び当業者に既知の同様の因子の差異は考慮するものの、本質的に同様の経路を介して投
与される、同様の標的に対する比較可能な従来の抗体又は抗体断片に関して通常投与され
る量から、投与量に関する指針を幾らか得ることができる。
【０６２１】
　通常上記の方法では、本発明の単一のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを使
用するであろう。しかしながら、２つ以上の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及び／又
はポリペプチドを組み合わせて使用することも本発明の範囲内である。
【０６２２】
　本発明のナノボディ、アミノ酸配列及びポリペプチドは、１つ又は複数のさらなる薬学
的に有効な化合物又は成分と組み合わせて、即ち、相乗効果をもたらすことも又はもたら
さないこともある複合治療計画として使用することもできる。この場合でも、臨床医は、
上記の因子及び臨床医の専門的判断に基づき、このようなさらなる化合物又は成分、並び
に好適な複合治療計画を選択することができるであろう。
【０６２３】
　特に、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及びポリペプチドは、本明細書中に記載の疾
患及び障害の予防及び／又は治療に用いられるか又は用いることができる他の薬学的に有
効な化合物又は成分と組み合わせて使用してもよく、その結果、相乗効果が得られること
も又は得られないこともある。このような化合物及び成分、並びにそれらを投与するため
の経路、方法及び薬学的製剤又は薬学的組成物は臨床医にとって明らかであろう。
【０６２４】
　特に、本発明の薬学的組成物は、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列、ナノボディ及
び／又はポリペプチドと、骨形態形成因子、形質転換成長因子－β（ＴＧＦ－β）、イン
ターロイキン－１（ＩＬ－1）阻害剤、ＩＬ－１ｒａ、Ｋｉｎｅｒｅｔ（商標）、ＴＮＦ
α阻害剤、可溶性ＴＮＦα受容体、Ｅｎｂｒｅｌ（商標）、抗ＴＮＦα抗体、Ｒｅｍｉｃ
ａｄｅ（商標）、Ｄ２Ｅ７抗体、副甲状腺ホルモン、副甲状腺ホルモンの類似体、副甲状
腺ホルモン関連タンパク質、副甲状腺ホルモン関連タンパク質の類似体、プロスタグラン
ジン、ビスホスフォネート、アレンドロネート、フッ化物、カルシウム、非ステロイド系
抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、ＣＯＸ－２阻害剤、Ｃｅｌｅｂｒｅｘ（商標）、Ｖｉｏｘｘ（
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商標）、免疫抑制剤、メトトレキサート、レフルノミド、セリンプロテアーゼ阻害剤、分
泌性白血球プロテアーゼ阻害剤（ＳＬＰＩ）、ＩＬ－６阻害剤、ＩＬ－６に対する抗体又
はナノボディ、ＩＬ－８阻害剤、ＩＬ－８に対する抗体又はナノボディ、ＩＬ－１８阻害
剤、ＩＬ－１８結合タンパク質、ＩＬ－１８に対する抗体又はナノボディ、インターロイ
キン－１変換酵素（ＩＣＥ）モジュレータ、線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）、ＦＧＦモジ
ュレータ、ＰＡＦアンタゴニスト、ケラチノサイト成長因子（ＫＧＦ）、ＫＧＦ関連分子
、ＫＧＦモジュレータ、マトリクスメタロプロテイナーゼ（ＭＭＰ）モジュレータ、一酸
化窒素合成酵素（ＮＯＳ）モジュレータ、グルココルチコイド受容体のモジュレータ、グ
ルタミン酸受容体のモジュレータ、リポ多糖類（ＬＰＳ）レベルのモジュレータ、ノルア
ドレナリン、ノルアドレナリン模倣剤、例えば米国特許第２００４／００３３５３５３号
明細書に記載のノルアドレナリンモジュレータから選択される少なくとも１つのさらなる
治療剤とを含み得る。
【０６２５】
　２つ以上の物質又は成分を複合治療計画の一環として使用する場合、それらは、同様の
投与経路を介して又は種々の投与経路を介して、本質的に同じ時間で又は種々の時間で（
例えば、本質的に同時に、連続して、又は交互に）投与することができる。物質又は成分
を、同様の投与経路を介して同時に投与しようとする場合、当業者にとって明らかである
ような、種々の薬学的製剤又は薬学的組成物、又は併せた薬学的製剤又は薬学的組成物の
一部として投与してもよい。
【０６２６】
　また、２つ以上の有効な物質又は成分を複合治療計画の一環として使用しようとする場
合、化合物又は成分を単独で使用する場合に用いられるものと同様の量で、また同様の計
画に従って、物質又は成分の各々を投与してもよく、このような併用によって、相乗効果
がもたらされることも又はもたらされないこともある。しかしながら、２つ以上の有効な
物質又は成分の併用によって相乗効果がもたらされる場合には、所望の治療作用を達成し
つつも、投与される物質又は成分の１つ、複数又は全ての量を低減することができる可能
性がある。これは、例えば、所望の薬学的効果又は治療効果を依然として得ると共に、一
般的な量で使用される場合の物質又は成分の１つ又は複数の使用に関連するあらゆる望ま
しくない副作用を回避、制限又は低減するのに有用であり得る。
【０６２７】
　本発明に従って使用される治療計画の有効性は、臨床医にとって明らかであるように、
関与する疾患又は障害についてそれ自体が既知の任意の方法で決定及び／又は追及され得
る。臨床医はまた、必要に応じて及びケースバイケースに基づき、特定の治療計画を変更
又は改変し、それにより、所望の治療効果を達成し、望ましくない副作用を回避、制限又
は低減し、及び／又は一方で所望の治療効果を達成することと、他方で望ましくない副作
用を回避、制限又は低減することとの適切な均衡を達成することができる。
【０６２８】
　通常、所望の治療効果が達成されるまで、及び／又は所望の治療効果を維持する必要が
ある以上、治療計画は続けられる。また、これは臨床医が決定することができるものであ
る。
【０６２９】
　別の態様において、本発明は、少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治
療するため；及び／又は本明細書中に言及される１つ又は複数の治療方法に使用するため
の薬学的組成物の調製における本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドの使
用に関する。
【０６３０】
　治療すべき被験体とは、任意の温血動物であり得るが、具体的には哺乳動物、より具体
的にはヒトである。当業者にとって明らかであるように、治療すべき被験体は、特に本明
細書中に記載の疾患及び障害を患っているか又はそれらの危険性のあるヒトであり得る。
【０６３１】
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　本発明はまた、本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドを患者に投与する
ことによって予防及び／又は治療することができる少なくとも１つの疾患又は障害を予防
及び／又は治療するための薬学的組成物の調製における本発明のアミノ酸配列、ナノボデ
ィ又はポリペプチドの使用に関する。
【０６３２】
　より具体的には、本発明は、骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療するための、並び
に特に本明細書中に列挙した疾患及び障害の１つ又は複数を予防及び治療するための薬学
的組成物の調製における本発明のアミノ酸配列、ナノボディ又はポリペプチドの使用に関
する。
【０６３３】
　また、このような薬学的組成物では、１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列、ナノボデ
ィ又はポリペプチドを、本明細書中に記載したもの等の１つ又は複数の他の有効な成分と
好適に組み合わせてもよい。
【０６３４】
　最終的に、本発明のナノボディ（本明細書中に規定）及び本発明のポリペプチドの使用
がはるかに好ましいが、本明細書中の記載に基づき、当業者であれば、同様の方法で、Ｒ
ＡＮＫ－Ｌに対する他のアミノ酸配列及び特に（単一）ドメイン抗体、並びにこのような
（単一）ドメイン抗体を含むポリペプチドを設計及び／又は生成することもできることは
明らかであろう。
【０６３５】
　例えば、本発明のナノボディに関して上記で記載されるＣＤＲの１つ又は複数をヒトの
足場又は非免疫グロブリンの足場を含むがこれらに限定されないこのような（単一）ドメ
イン抗体又は他のタンパク質「足場」上に「グラフト化」することが可能であり得ること
は、当業者にとって明らかであろう。このようなＣＤＲグラフト化の好適な足場及び技法
は当業者にとって明らかであり、当該技術分野において既知である。例えば、米国特許第
７，１８０，３７０号明細書、国際公開第０１／２７１６０号パンフレット、欧州特許第
０，６０５，５２２号明細書、欧州特許第０，４６０，１６７号明細書、米国特許第７，
０５４，２９７号明細書、Nicaise et al., Protein Science （2004）, 13: 1882-1891
、Ewert et al., Methods, 2004Oct; 34 （2）: 184-199、Kettleborough et al., Prote
in Eng. 1991 Oct; 4（7）: 773-783、O'Brienand Jones, Methods Mol. Biol. 2003: 20
7: 81-100、及びSkerra,J. Mol. Recognit. 2000: 13: 167-187、及びSaerens et al.,J.
 Mol. Biol. 2005 Sep 23; 352（3）: 597-607、及び本明細書中に引用したさらなる参考
文献を参照されたい。例えば、マウス又はラットのＣＤＲをヒトのフレームワーク及び足
場上にグラフト化するそれ自体が既知の技法は、本発明のナノボディのＣＤＲの１つ又は
複数と、１つ又は複数のヒトフレームワーク領域又は配列とを含むキメラタンパク質をも
たらすのと同様に使用することができる。
【０６３６】
　本発明のナノボディが、上記の好ましいＣＤＲ配列以外の１つ又は複数の他のＣＤＲ配
列を含有する場合、これらのＣＤＲ配列は、それ自体が既知の任意の方法で、例えば、（
好ましい）ナノボディ、従来の抗体に由来の（及び特にヒト抗体に由来の）ＶＨドメイン
、重鎖抗体、従来の４本鎖抗体（例えば、従来のヒト４本鎖抗体）、又はＲＡＮＫ－Ｌに
指向性を有する他の免疫グロブリン配列から得ることができることにも留意されたい。Ｒ
ＡＮＫ－Ｌに指向性を有するこのような免疫グロブリン配列は、それ自体が既知の任意の
方法で、当業者にとって明らかであるように、即ち、ＲＡＮＫ－Ｌによる免疫化によって
、又はＲＡＮＫ－Ｌを有する免疫グロブリン配列の好適なライブラリをスクリーニングす
ることによって、又は任意の好適なそれらの組合せによって生成することができる。任意
で、この後、ランダム又は部位特異的突然変異のような技法、及び／又はそれ自体が既知
の親和性成熟のような他の技法を続けてもよい。このような免疫グロブリン配列を生成す
る好適な技法は当業者にとって明らかであり、例えば、Hoogenboom, Nature Biotechnolo
gy, 23, 9, 1105-1116 （2005）に概説されるスクリーニング法が挙げられる。特定の標



(138) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

的に対する免疫グロブリンを生成する他の技法としては、例えば、ナノクローン技術（例
えば、公開米国特許出願第２００６－０２１１０８８号明細書に記載）、いわゆるＳＬＡ
Ｍ技術（例えば、欧州特許出願第０，５４２，８１０号明細書に記載）、ヒト免疫グロブ
リンを発現するトランスジェニックマウスの使用、又は既知のハイブリドーマ技法（例え
ば、Larrick et al., Biotechnology, Vol.7, 1989, p.934を参照）が挙げられる。全て
のこれらの技法は、ＲＡＮＫ－Ｌに対する免疫グロブリンを生成するのに使用することが
でき、且つこのような免疫グロブリンのＣＤＲは、即ち上記で概説されるように、本発明
のナノボディにおいて使用することができる。例えば、このようなＣＤＲの配列は、本明
細書中に記載されるもの等のそれ自体が既知の技法を全て用いて、測定、合成及び／又は
単離して、本発明のナノボディの配列（例えば、対応する従来のＣＤＲに取って代わるよ
うに）に挿入することができ、又は、ここでも同様に、本明細書中に記載の技法を用いて
、このようなＣＤＲ（又はこのようなＣＤＲをコードする核酸）を含有する本発明のナノ
ボディをデノボ合成することができる。
【０６３７】
　本発明のアミノ酸配列、ナノボディ、ポリペプチド、核酸、遺伝子構築物、並びに宿主
及び宿主細胞のさらなる使用は、本明細書中の開示に基づき当業者にとって明らかであろ
う。例えば、限定するものではないが、本発明のアミノ酸配列は、好適な担体又は固体支
持体と連結することができ、組成物及び組成物を含む調製剤からＲＡＮＫ－Ｌを精製する
それ自体が既知の方法で使用することができる培地をもたらす。好適な検出可能な標識を
含む本発明のアミノ酸配列の誘導体はまた、組成物又は調製剤中のＲＡＮＫ－Ｌの存在を
（定性的に又は定量的に）測定するマーカーとして、又は（例えば、好適な細胞選別技法
と組み合わせて）細胞又は組織の表面上のＲＡＮＫ－Ｌの存在を選択的に検出するマーカ
ーとして使用することができる。
【課題を解決するための手段】
【０６３８】
　ここで、以下の非限定的な好ましい態様、例及び図面を用いて本発明をさらに説明する
。
【０６３９】
１．　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合すること
ができるアミノ酸配列。
２．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと特
異的に結合することができる、態様１に記載のアミノ酸配列。
３．　ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上のサブユニット間受容体結合溝に指向性を有する、及び／又
はこれと特異的に結合することができる、態様１又は２に記載のアミノ酸配列。
４．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を調節する、態様１～３のいずれか一つに記載
のアミノ酸配列。
５．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止する、態様４に記載のア
ミノ酸配列。
６．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止するが、ＲＡＮＫ－Ｌ／
ＯＰＧ相互作用を低減及び／又は阻害しない、態様５に記載のアミノ酸配列。
７．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様１～６のいずれか一つに記載のアミノ
酸配列。
８．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと特異的に結
合することができる、態様１に記載のアミノ酸配列。
９．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＯＰＧとの結合を調節する、態様１～８のいずれか一つに記載の
アミノ酸配列。
１０．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を阻害及び／又は阻止する、態様９に記載のア
ミノ酸配列。
１１．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様１０に記載のアミノ酸配列。
１２．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を低減又は阻害しない、態様８に記載のアミノ
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酸配列。
１３．　ＲＡＮＫ－Ｌのアゴニストである、態様１２に記載のアミノ酸配列。
１４．　上記ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の形成を阻止及び／又は阻害する、態様１に記載のアミ
ノ酸配列。
１５．破骨細胞の分化及び／又は増殖を阻止及び／又は阻害する、態様１に記載のアミノ
酸配列。
１６．　骨再形成を調節する、態様１に記載のアミノ酸配列。
１７．　ＴＲＡＩＬと結合しない、態様１～１６のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
１８．　ＴＮＦ－αと結合しない、態様１～１７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
１９．　ＣＤ４０リガンドと結合しない、態様１～１８のいずれか一つに記載のアミノ酸
配列。
２０．　関連のＴＮＦファミリー成員と結合しない、態様１～１９のいずれか一つに記載
のアミノ酸配列。
２１．　本質的に単離形態である、態様１～２０のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２２．　被験体に投与するためのものであり、該被験体内で自然発生するものではない、
態様１～２１のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２３．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ
～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ
の解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様１～２２のい
ずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２４．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～
１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０５

Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異
的に結合することができる、態様１～２３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２５．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より
好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の解
離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様１～２４
のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２６．　５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（５
００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様１～２
５のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２７．　（任意の好適な種由来の）天然アミノ酸配列、又は合成若しくは半合成のアミノ
酸配列である、態様１～２６のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２８．　免疫グロブリンフォールドを含むか、又は好適な条件下で免疫グロブリンフォー
ルドを形成することができる、態様１～２７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
２９．　本質的に４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相
補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成る、態様１～２８のいずれか一
つに記載のアミノ酸配列。
３０．　免疫グロブリン配列である、態様１～２９のいずれか一つに記載のアミノ酸配列
。
３１．　（任意の好適な種由来の）天然免疫グロブリン配列、又は合成若しくは半合成の
免疫グロブリン配列である、態様１～３０のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
３２．　ヒト化免疫グロブリン配列、ラクダ化免疫グロブリン配列、又は親和性成熟等の
技法によって得られる免疫グロブリン配列である、態様１～３１のいずれか一つに記載の
アミノ酸配列。
３３．　本質的に軽鎖可変ドメイン配列（ＶＬ配列等）又は重鎖可変ドメイン配列（ＶＨ

配列等）から成る、態様１～３２のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
３４．　本質的に従来の４鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成るか、又は本質的に
重鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成る、態様１～３３のいずれか一つに記載のア
ミノ酸配列。
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３５．　本質的にドメイン抗体（又はドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）
、単一ドメイン抗体（又は単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）、「ｄ
Ａｂ」（又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列）、又はナノボディ（ＶＨＨ配列
を含むが、これに限定されない）から成る、態様１～３４のいずれか一つに記載のアミノ
酸配列。
３６．　本質的にナノボディから成る、態様１～３５のいずれか一つに記載のアミノ酸配
列。
３７．　本質的に
ｉ）配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％の
アミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列を形成
するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様１～３６
のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
３８．　本質的に
ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列
を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様１～３７
のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
３９．　本質的に
ｉ）配列番号６２２～配列番号７２９、配列番号７５９～配列番号７６２及び配列番号７
６６～配列番号７７３のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％のアミノ酸
同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列を形成するアミ
ノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ポリペプチドから成る、態様１～３
８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
４０．　本質的にヒト化ナノボディから成る、態様１～３９のいずれか一つに記載のアミ
ノ酸配列。
４１．　ＲＡＮＫ－Ｌとの結合のための少なくとも１つの結合部位の他に、他の抗原、タ
ンパク質又は標的との結合のための１つ又は複数のさらなる結合部位を含有する、態様１
～４０のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
４２．　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列であって、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
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０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、又は
任意の好適なこれらの組合せから成る群から選択される１つ又は複数のアミノ酸残基のス
トレッチを含む、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列。
４３．　上記アミノ酸残基のストレッチの少なくとも１つが、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するた
めの抗原結合部位の一部を形成する、態様４２に記載のアミノ酸配列。
４４．　ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３９～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される２つ以上の
アミノ酸残基のストレッチを含み、このため、（ｉ）アミノ酸残基の第１のストレッチが
ａ）、ｂ）又はｃ）によるアミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のス
トレッチは、ｄ）、ｅ）、ｆ）、ｇ）、ｈ）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応し
、（ｉｉ）アミノ酸残基の第１のストレッチがｄ）、ｅ）又はｆ）によるアミノ酸配列の
１つに対応する場合、アミノ酸残基の第２のストレッチは、ａ）、ｂ）、ｃ）、ｇ）、ｈ
）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応し、又は（ｉｉｉ）アミノ酸残基の第１のス
トレッチがｇ）、ｈ）又はｉ）によるアミノ酸配列の１つに対応する場合、アミノ酸残基
の第２のストレッチは、ａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）、ｅ）又はｆ）によるアミノ酸配列の１
つに対応する、態様４２に記載のアミノ酸配列。
４５．　少なくとも２つのアミノ酸残基のストレッチが、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するための
抗原結合部位の一部を形成する、態様４４に記載のアミノ酸配列。
４６．　３つ以上のアミノ酸残基のストレッチを含み、アミノ酸残基の第１のストレッチ
が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、
アミノ酸残基の第２のストレッチが、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、且つ
アミノ酸残基の第３のストレッチが、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
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０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、態様４２
～４４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
４７．　少なくとも３つのアミノ酸残基のストレッチが、ＲＡＮＫ－Ｌと結合するための
抗原結合部位の一部を形成する、態様４６に記載のアミノ酸配列。
４８．　上記アミノ酸配列のＣＤＲ配列が、配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸
配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％のアミノ酸同一性、好ま
しくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは少なくとも９０％のアミノ酸
同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に１００％のアミノ酸同一
性を有する、態様４２～４７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
４９．　態様４２～４８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列の少なくとも１つとＲＡＮ
Ｋ－Ｌとの結合を交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列。
５０．　態様４２～４８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列の少なくとも１つによって
ＲＡＮＫ－Ｌと結合するのを交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列
。
５１．　上記アミノ酸配列が交差遮断するか又は交差遮断される能力がビアコアアッセイ
で検出される、態様４９又は５０に記載のアミノ酸配列。
５２．　上記アミノ酸配列が交差遮断するか又は交差遮断される能力がＥＬＩＳＡアッセ
イで検出される、態様４９又は５０に記載のアミノ酸配列。
５３．　本質的に単離形態である、態様４２～５２のいずれか一つに記載のアミノ酸配列
。
５４．　被験体に投与するためのものであり、該被験体内で自然発生するものではない、
態様４２～５３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
５５．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ
～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ
の解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様４２～５４の
いずれか一つに記載のアミノ酸配列。
５６．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～
１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０５

Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異
的に結合することができる、態様４２～５５のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
５７．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より
好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の解
離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様４２～５
６のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
５８．　５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（５
００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様４２～
５７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
５９．　（任意の好適な種由来の）天然アミノ酸配列、又は合成若しくは半合成のアミノ
酸配列である、態様４２～５８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
６０．　免疫グロブリンフォールドを含むか、又は好適な条件下で免疫グロブリンフォー
ルドを形成することができる、態様４２～５９のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
６１．　免疫グロブリン配列である、態様４２～６０のいずれか一つに記載のアミノ酸配
列。
６２．　（任意の好適な種由来の）天然免疫グロブリン配列、又は合成若しくは半合成の
免疫グロブリン配列である、態様４２～６１のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
６３．　ヒト化免疫グロブリン配列、ラクダ化免疫グロブリン配列、又は親和性成熟等の
技法によって得られる免疫グロブリン配列である、態様４２～６２のいずれか一つに記載
のアミノ酸配列。
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６４．　本質的に軽鎖可変ドメイン配列（ＶＬ配列等）又は重鎖可変ドメイン配列（ＶＨ

配列等）から成る、態様４２～６３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
６５．　本質的に従来の４鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成るか、又は本質的に
重鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成る、態様４２～６４のいずれか一つに記載の
アミノ酸配列。
６６．　本質的にドメイン抗体（又はドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）
、単一ドメイン抗体（又は単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）、「ｄ
Ａｂ」（又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列）、又はナノボディ（ＶＨＨ配列
を含むが、これに限定されない）から成る、態様４２～６５のいずれか一つに記載のアミ
ノ酸配列。
６７．　本質的にナノボディから成る、態様４２～６６のいずれか一つに記載のアミノ酸
配列。
６８．　本質的に
ｉ）配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％の
アミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列を形成
するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様４２～６
７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
６９．　本質的に
ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列
を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様４１～６
３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
７０．　本質的にヒト化ナノボディから成る、態様４２～６９のいずれか一つに記載のア
ミノ酸配列。
７１．　ＣＤＲ配列によって形成される結合のための少なくとも１つの結合部位の他に、
他の抗原、タンパク質又は標的との結合のための１つ又は複数のさらなる結合部位を含有
する、態様４２～７０のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
７２．　本質的に４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相
補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成るアミノ酸配列であって、
ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又は
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、及び／又は
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
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ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、アミノ酸
配列。
７３．　本質的に４つのフレームワーク領域（それぞれ、ＦＲ１～ＦＲ４）と、３つの相
補性決定領域（それぞれ、ＣＤＲ１～ＣＤＲ３）とから成るアミノ酸配列であって、
ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、且つ
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、且つ
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、アミノ酸
配列。
７４．　上記アミノ酸配列のＣＤＲ配列が、配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸
配列のうちの少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％のアミノ酸同一性、好ま
しくは少なくとも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは少なくとも９０％のアミノ酸
同一性（９５％以上のアミノ酸同一性等）又はさらに本質的に１００％のアミノ酸同一性
を有する、態様７２又は７３に記載のアミノ酸配列。
７５．　態様７２～７４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列の少なくとも１つとＲＡＮ
Ｋ－Ｌとの結合を交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列。
７６．　態様７２～７４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列の少なくとも１つによって
ＲＡＮＫ－Ｌと結合するのを交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列
。
７７．　上記アミノ酸配列が交差遮断するか又は交差遮断される能力がビアコアアッセイ
で検出される、態様７５又は７６に記載のアミノ酸配列。
７８．　上記アミノ酸配列が交差遮断するか又は交差遮断される能力がＥＬＩＳＡアッセ
イで検出される、態様７５又は７６に記載のアミノ酸配列。
７９．　本質的に単離形態である、態様７２～７８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列
。
８０．　被験体に投与するためのものであり、該被験体内で自然発生するものではない、
態様７２～７９のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８１．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／Ｌ
～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ
の解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様７２～８０の
いずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８２．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１～
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１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０５

Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異
的に結合することができる、態様７２～８１のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８３．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、より
好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の解
離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様７２～８
２のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８４．　５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（５
００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様７２～
８３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８５．　（任意の好適な種由来の）天然アミノ酸配列、又は合成若しくは半合成のアミノ
酸配列である、態様７２～８４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８６．　免疫グロブリンフォールドを含むか、又は好適な条件下で免疫グロブリンフォー
ルドを形成することができる、態様７２～８５のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８７．　免疫グロブリン配列である、態様７２～８６のいずれか一つに記載のアミノ酸配
列。
８８．　（任意の好適な種由来の）天然免疫グロブリン配列、又は合成若しくは半合成の
免疫グロブリン配列である、態様７２～８７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
８９．　ヒト化免疫グロブリン配列、ラクダ化免疫グロブリン配列、又は親和性成熟等の
技法によって得られる免疫グロブリン配列である、態様７２～８８のいずれか一つに記載
のアミノ酸配列。
９０．　本質的に軽鎖可変ドメイン配列（ＶＬ配列等）又は重鎖可変ドメイン配列（ＶＨ

配列等）から成る、態様７３～８９のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
９１．　本質的に従来の４鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成るか、又は本質的に
重鎖抗体由来の重鎖可変ドメイン配列から成る、態様７２～９０のいずれか一つに記載の
アミノ酸配列。
９２．　本質的にドメイン抗体（又はドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）
、単一ドメイン抗体（又は単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列）、「ｄ
Ａｂ」（又はｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列）、又はナノボディ（ＶＨＨ配列
を含むが、これに限定されない）から成る、態様７２～９１のいずれか一つに記載のアミ
ノ酸配列。
９３．　本質的にナノボディから成る、態様７２～９２のいずれか一つに記載のアミノ酸
配列。
９４．　本質的に
ｉ）配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８０％の
アミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列を形成
するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様７２～９
３のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
９５．　本質的に
ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配列
を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、ナノボディから成る、態様７２～９
４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
９６．　本質的にヒト化ナノボディから成る、態様７２～９５のいずれか一つに記載のア
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ミノ酸配列。
９７．　上記ＣＤＲ配列によって形成される結合のための少なくとも１つの結合部位の他
に、他の抗原、タンパク質又は標的との結合のための１つ又は複数のさらなる結合部位を
含有する、態様７２～９６のいずれか一つに記載のアミノ酸配列。
９８．　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有する、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合するこ
とができるナノボディ。
９９．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと
特異的に結合することができる、態様９８に記載のナノボディ。
１００．　ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上のサブユニット間受容体結合溝に指向性を有する、及び
／又はこれと特異的に結合することができる、態様９８又は９９に記載のナノボディ。
１０１．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を調節する、態様９８～１００のいずれか
一つに記載のナノボディ。
１０２．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止する、態様１０１に
記載のナノボディ。
１０３．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止するが、ＲＡＮＫ－
Ｌ／ＯＰＧ相互作用を低減及び／又は阻害しない、態様１０２に記載のナノボディ。
１０４．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様９８～１０３のいずれか一つに記
載のナノボディ。
１０５．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと特異的
に結合することができる、態様９８に記載のナノボディ。
１０６．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＯＰＧとの結合を調節する、態様９８又は１０５に記載のナ
ノボディ。
１０７．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を阻害する、態様１０６に記載のナノボディ
。
１０８．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様１０７に記載のナノボディ。
１０９．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を低減又は阻害しない、態様１０６に記載の
ナノボディ。
１１０．　ＲＡＮＫ－Ｌのアゴニストである、態様１０９に記載のナノボディ。
１１１．　上記ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の形成を阻止及び／又は阻害する、態様９８に記載の
ナノボディ。
１１２．　破骨細胞の分化及び／又は増殖を阻止及び／又は阻害する、態様９８に記載の
ナノボディ。
１１３．　骨再形成を調節する、態様９８に記載のナノボディ。
１１４．　ＴＲＡＩＬと結合しない、態様９８～１１３のいずれか一つに記載のナノボデ
ィ。
１１５．　ＴＮＦ－αと結合しない、態様９８～１１４のいずれか一つに記載のナノボデ
ィ。
１１６．　ＣＤ４０リガンドと結合しない、態様９８～１１５のいずれか一つに記載のナ
ノボディ。
１１７．　関連のＴＮＦファミリー成員と結合しない、態様９８～１１６のいずれか一つ
に記載のナノボディ。
１１８．　本質的に単離形態である、態様９８～１１７のいずれか一つに記載のナノボデ
ィ。
１１９．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／
Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／
Ｌの解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様９８～１１
８のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２０．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１

～１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０
５Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特



(147) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

異的に結合することができる、態様９８～１１９のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２１．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、よ
り好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の
解離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様９８～
１２０のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２２．　５００ｎＭ未満、好ましくは２００ｎＭ未満、より好ましくは１０ｎＭ未満（
５００ｐＭ未満等）の親和性でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様９８
～１２１のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２３．　（任意の好適な種由来の）天然ナノボディ、又は合成若しくは半合成のナノボ
ディである、態様９８～１２２のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２４．　ＶＨＨ配列、部分ヒト化ＶＨＨ配列、完全ヒト化ＶＨＨ配列、ラクダ化重鎖可
変ドメイン又は親和性成熟等の技法によって得られたナノボディである、態様９８～１２
３のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２５．ｉ）配列番号１～配列番号２２のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも
８０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣＤＲ配
列を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、態様９８～１２４のいずれか一つに
記載のナノボディ。
１２６．ｉ）配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少な
くとも８０％のアミノ酸同一性を有し、ここでアミノ酸同一性の程度を決定するためにＣ
ＤＲ配列を形成するアミノ酸残基は無視する、且つ
ｉｉ）好ましくはカバットナンバリングによる１１位、３７位、４４位、４５位、４７位
、８３位、８４位、１０３位、１０４位及び１０８位のアミノ酸残基の１つ又は複数が、
表Ａ－３で言及される特徴的な残基から選択される、態様９８～１２５のいずれか一つに
記載のナノボディ。
１２７．　ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、及び／又は
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、及び／又は
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、態様９８
～１２６のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２８．　ＣＤＲ１が、
ａ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列、
ｂ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
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０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｃ）配列番号１８８～配列番号２４９のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択され、且つ
ＣＤＲ２が、
ｄ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列、
ｅ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの少なくとも８０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｆ）配列番号３１２～配列番号３７３及び配列番号７５８のアミノ酸配列の少なくとも１
つとの、３つ、２つ若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選
択され、且つ
ＣＤＲ３が、
ｇ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列、
ｈ）配列番号４３６～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの少なくとも８
０％のアミノ酸同一性を有するアミノ酸配列、
ｉ）配列番号４３９～配列番号４９７のアミノ酸配列の少なくとも１つとの、３つ、２つ
若しくは１つのアミノ酸差異を有するアミノ酸配列から成る群から選択される、態様９８
～１２９のいずれか一つに記載のナノボディ。
１２９．　上記ＣＤＲ配列が、配列番号５６０～配列番号６２１のアミノ酸配列のうちの
少なくとも１つのＣＤＲ配列との少なくとも７０％のアミノ酸同一性、好ましくは少なく
とも８０％のアミノ酸同一性、より好ましくは少なくとも９０％のアミノ酸同一性（９５
％以上のアミノ酸同一性等）、又はさらに本質的に１００％のアミノ酸同一性を有する、
態様９８～１２８のいずれか一つに記載のナノボディ。
１３０．　部分ヒト化ナノボディである、態様９８～１２９のいずれか一つに記載のナノ
ボディ。
１３１　完全ヒト化ナノボディである、態様９８～１３０のいずれか一つに記載のナノボ
ディ。
１３２．　配列番号５６０～配列番号６２１から成る群から、又は配列番号５６０～配列
番号６２１のアミノ酸配列の少なくとも１つとの８０％超、好ましくは９０％超、より好
ましくは９５％超（９９％以上等）の配列同一性（本明細書中に規定）を有するアミノ酸
配列から成る群から選択される、態様９８～１３１のいずれか一つに記載のナノボディ。
１３３．　配列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６５から成る群から、又は配
列番号７３０～配列番号７５７及び配列番号７６５のアミノ酸配列の少なくとも１つとの
８０％超、好ましくは９０％超、より好ましくは９５％超（９９％以上等）の配列同一性
（本明細書中に規定）を有するアミノ酸配列から成る群から選択されるヒト化ナノボディ
である、態様９８～１３１のいずれか一つに記載のナノボディ。
１３４．　配列番号５６０～配列番号６２１から成る群から、又は配列番号７３０～配列
番号７５７及び配列番号７６５から成る群から選択される、態様９８～１３３のいずれか
一つに記載のナノボディ。
１３５．　態様４２～４８若しくは態様７２～７４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列
、又は態様１２７～１３４のいずれか一つに記載のナノボディの少なくとも１つとＲＡＮ
Ｋ－Ｌとの結合を交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するナノボディ。
１３６．　態様４２～４８若しくは７２～７４のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、又
は態様１２７～１４３のいずれか一つに記載のナノボディの少なくとも１つによってＲＡ
ＮＫ－Ｌと結合するのを交差遮断する、ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するナノボディ。
１３７．　上記ナノボディが交差遮断するか又は交差遮断される能力がビアコアアッセイ
で検出される、態様１３５又は１３６に記載のナノボディ。
１３８．　上記ナノボディが交差遮断するか又は交差遮断される能力がＥＬＩＳＡアッセ
イで検出される、態様１３５又は１３６に記載のナノボディ。
１３９．　ポリペプチドであって、１つ又は複数の態様１～９７のいずれか一つに記載の
アミノ酸配列及び／又は１つ又は複数の態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボ
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ディを含むか、又は本質的にこれらから成り、任意で１つ又は複数のペプチドリンカーを
介して連結した、１つ又は複数の他のアミノ酸結合単位を任意でさらに含む、ポリペプチ
ド。
１４０．　上記１つ又は複数の結合単位が免疫グロブリン配列である、態様１３９に記載
のポリペプチド。
１４１．　上記１つ又は複数の他の結合単位が、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使
用に好適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なア
ミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はナノボディか
ら成る群から選択される、態様１３９又は１４０に記載のポリペプチド。
１４２．　上記１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列が免疫グロブリン配列である、態様
１３９～１４１のいずれか一つに記載のポリペプチド。
１４３．　上記１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列が、ドメイン抗体、ドメイン抗体と
しての使用に好適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に
好適なアミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はナノ
ボディから成る群から選択される、態様１３９～１４２のいずれか一つに記載のポリペプ
チド。
１４４．　１つ又は複数の態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディを含むか
、又は本質的にこれから成り、上記１つ又は複数の他の結合単位がナノボディである、態
様１３９～１４３のいずれか一つに記載のポリペプチド。
１４５．　多価構築物である、態様１３９～１４４のいずれか一つに記載のポリペプチド
。
１４６．　多重パラトピックの構築物である、態様１３９～１４５のいずれか一つに記載
のポリペプチド。
１４７．　多重特異性の構築物である、態様１３９～１４６のいずれか一つに記載のポリ
ペプチド。
１４８．　それぞれ対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又
は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体に比べて半減期が増大する、
態様１３９～１４７のいずれか一つに記載のポリペプチド。
１４９．　上記１つ又は複数の他の結合単位が、それぞれ対応する態様１～９７のいずれ
か一つに記載のアミノ酸配列自体、又は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボ
ディ自体に比べて半減期が増大したポリペプチドを提供する、態様１４８に記載のポリペ
プチド。
１５０．　半減期が増大したポリペプチドを提供する、上記１つ又は複数の他の結合単位
が、血清タンパク質又はその断片、血清タンパク質と結合することができる結合単位、Ｆ
ｃ部分、及び血清タンパク質と結合することができる低分子タンパク質又はペプチドから
成る群から選択される、態様１４９に記載のポリペプチド。
１５１．　半減期が増大したポリペプチドを提供する、上記１つ又は複数の他の結合単位
が、ヒト血清アルブミン又はその断片から成る群から選択される、態様１４９に記載のポ
リペプチド。
１５２．　半減期が増大したポリペプチドを提供する、上記１つ又は複数の他の結合単位
が、血清アルブミン（ヒト血清アルブミン等）又は血清免疫グロブリン（ＩｇＧ等）と結
合することができる結合単位から成る群から選択される、態様１４９に記載のポリペプチ
ド。
１５３．　半減期が増大したポリペプチドを提供する、上記１つ又は複数の他の結合単位
が、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体
、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使
用に好適なアミノ酸配列、又は血清アルブミン（ヒト血清アルブミン等）若しくは血清免
疫グロブリン（ＩｇＧ等）と結合することができるナノボディから成る群から選択される
、態様１４９に記載のポリペプチド。
１５４．　半減期が増大したポリペプチドを提供する、上記１つ又は複数の他の結合単位
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が、血清アルブミン（ヒト血清アルブミン等）又は血清免疫グロブリン（ＩｇＧ等）と結
合することができるナノボディである、態様１４９に記載のポリペプチド。
１５５．　それぞれ対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又
は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体の半減期よりも少なくとも１
．５倍、好ましくは少なくとも２倍（少なくとも５倍等）、例えば少なくとも１０倍、又
は２０倍を超えて大きい血清半減期を有する、態様１４８～１５４のいずれか一つに記載
のポリペプチド。
１５６．　それぞれ対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又
は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体に比べて、１時間を超えて、
好ましくは２時間を超えて、より好ましくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、又
はさらに２４時間、４８時間若しくは７２時間を超えて増大する血清半減期を有する、態
様１４８～１５５のいずれか一つに記載のポリペプチド。
１５７．　少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは少な
くとも４８時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上、例えば少なくとも５日
（約５日～１０日等）、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好ましく
は少なくとも約１０日（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１日
～１６日等）、より好ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は１
４日超（約１４日～１９日等）のヒトにおける血清半減期を有する、態様１４８～１５６
のいずれか一つにポリペプチド。
１５８．　化合物又は構築物であって、１つ又は複数の態様１～９７のいずれか一つに記
載のアミノ酸配列及び／又は１つ又は複数の態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナ
ノボディを含むか、又は本質的にこれから成り、任意で１つ又は複数のリンカーを介して
連結した、１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位を任意でさらに含む、化合物
又は構築物。
１５９．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位がアミノ酸配列である、
態様１５８に記載の化合物又は構築物。
１６０．　存在する場合、上記１つ又は複数のリンカーが１つ又は複数のアミノ酸配列で
ある、態様１５８又は１５９に記載の化合物又は構築物。
１６１．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位が免疫グロブリン配列で
ある、態様１５８～１６０のいずれか一つに記載の化合物又は構築物。
１６２．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位が、ドメイン抗体、ドメ
イン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体とし
ての使用に好適なアミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列
、又はナノボディから成る群から選択される、態様１５８～１６１のいずれか一つに記載
の化合物又は構築物。
１６３．　上記１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列が免疫グロブリン配列である、態様
１５８～１６２のいずれか一つに記載の化合物又は構築物。
１６４．　上記１つ又は複数の本発明のアミノ酸配列が、ドメイン抗体、ドメイン抗体と
しての使用に好適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に
好適なアミノ酸配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はナノ
ボディから成る群から選択される、態様１５８～１６３のいずれか一つに記載の化合物又
は構築物。
１６５．　化合物又は構築物であって、１つ又は複数の態様９８～１３８のいずれか一つ
に記載のナノボディを含むか、又は本質的にこれから成り、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位がナノボディである、化合物又は構築物。
１６６．　多価構築物である、態様１５８～１６５のいずれか一つに記載の化合物又は構
築物。
１６７．　多重パラトピック構築物である、態様１５８～１６６のいずれか一つに記載の
化合物又は構築物。
１６８．　多重特異性の構築物である、態様１５８～１６７のいずれか一つに記載の化合
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物又は構築物。
１６９．　それぞれ対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又
は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体に比べて半減期が増大する、
態様１５８～１６８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物。
１７０．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位が、それぞれ対応する態
様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又は態様９８～１３８のいずれか
一つに記載のナノボディ自体に比べて半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、態
様１６９に記載の化合物又は構築物。
１７１．　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位が、血清タンパク質又はその断片、血清タンパク質と結合するこ
とができる結合単位、Ｆｃ部分、及び血清タンパク質と結合することができる低分子タン
パク質又はペプチドから成る群から選択される、態様１７０に記載の化合物又は構築物。
１７２．　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位が、ヒト血清アルブミン又はその断片から成る群から選択される
、態様１７０に記載の化合物又は構築物。
１７３．　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位が、血清アルブミン（ヒト血清アルブミン等）又は血清免疫グロ
ブリン（ＩｇＧ等）と結合することができる結合単位から成る群から選択される、態様１
７０に記載の化合物又は構築物。
１７４．　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位が、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸
配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸配列、「ｄＡ
ｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又は血清アルブミン（ヒト血清アルブ
ミン等）若しくは血清免疫グロブリン（ＩｇＧ等）と結合することができるナノボディか
ら成る群から選択される、態様１７０に記載の化合物又は構築物。
１７５．　半減期が増大した化合物又は構築物を提供する、上記１つ又は複数の他の基、
残基、部分又は結合単位が、血清アルブミン（ヒト血清アルブミン等）又は血清免疫グロ
ブリン（ＩｇＧ等）と結合することができるナノボディである、態様１７０に記載の化合
物又は構築物。
１７６．　それぞれ対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又
は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体の半減期よりも少なくとも１
．５倍、好ましくは少なくとも２倍（少なくとも５倍等）、例えば少なくとも１０倍、又
は２０倍を超えて大きい血清半減期を有する、態様１６９～１７５のいずれか一つに記載
の化合物又は構築物。
１７７．　それぞれ対応する態様１～９７８のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、
又は態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体に比べて、１時間を超えて
、好ましくは２時間を超えて、より好ましくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、
又はさらに２４時間、４８時間若しくは７２時間を超えて増大する血清半減期を有する、
態様１６９～１７６のいずれか一つに記載の化合物又は構築物。
１７８．　少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは少な
くとも４８時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上、例えば少なくとも５日
（約５日～１０日等）、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好ましく
は少なくとも約１０日（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１日
～１６日等）、より好ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は１
４日超（約１４日～１９日等）のヒトにおける血清半減期を有する、態様１６９～１７７
のいずれか一つに記載の化合物又は構築物。
１７９．　態様１～９７のいずれか一つに記載の１つのアミノ酸配列、及び／又は態様９
８～１３８のいずれか一つに記載の１つのナノボディを含むか、又は本質的にこれらから
成る一価の構築物。
１８０．　上記本発明のアミノ酸配列が、ドメイン抗体、ドメイン抗体としての使用に好



(152) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

適なアミノ酸配列、単一ドメイン抗体、単一ドメイン抗体としての使用に好適なアミノ酸
配列、「ｄＡｂ」、ｄＡｂとしての使用に好適なアミノ酸配列、又はナノボディから成る
群から選択される、態様１７９に記載の一価の構築物。
１８１．　態様９８～１３８のいずれか一つに記載の１つのナノボディを含むか、又は本
質的にこれから成る一価の構築物。
１８２．　核酸又はヌクレオチド配列であって、態様１～９７のいずれか一つに記載のア
ミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７
のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合
物又は構築物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物をコードす
る、核酸又はヌクレオチド配列。
１８３．　遺伝子構築物の形態である、態様１８２に記載の核酸又はヌクレオチド配列。
１８４．　宿主又は宿主細胞であって、態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配
列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれ
か一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構
築物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物を発現する、又は好
適な環境下で発現することができ、及び／又は態様１８２に記載の核酸又はヌクレオチド
配列、又は態様１８３に記載の遺伝子構築物を含む、宿主又は宿主細胞。
１８５．　組成物であって、態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９
８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記
載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様
１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物、又は態様１８２若しくは１８３に
記載の核酸又はヌクレオチド配列の少なくとも１つを含む、組成物。
１８６．　薬学的組成物である、態様１８５に記載の組成物。
１８７．　薬学的に許容可能な担体、希釈剤、又は賦形剤及び／又はアジュバントをさら
に含み、且つ任意で１つ又は複数のさらなる薬学的に有効なポリペプチド及び／又は化合
物の少なくとも１つを含む、薬学的組成物である、態様１８６に記載の組成物。
１８８．　態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいず
れか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド
、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様１８６若しくは１
８７に記載の薬学的組成物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築
物（これをコードする核酸又はヌクレオチド配列の発現によって得ることができるような
ものである）を製造する方法であって、少なくとも
　好適な宿主細胞若しくは宿主生物において、又は別の好適な発現系において、態様１８
２に記載の核酸又はヌクレオチド配列、又は態様１８３に記載の遺伝子構築物を発現する
工程と、任意でその後に
　このようにして得られる、態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９
８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記
載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物（これ
をコードする核酸又はヌクレオチド配列の発現によって得ることができるようなものであ
る）、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物を単離及び／又は精
製する工程とを含む、方法。
１８９．　態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいず
れか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド
、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様１８６若しくは１
８７に記載の薬学的組成物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築
物（これをコードする核酸又はヌクレオチド配列の発現によって得ることができるような
ものである）を製造する方法であって、少なくとも
　態様１８４に記載の宿主又は宿主細胞が、態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ
酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のい
ずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又
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は構築物（これをコードする核酸又はヌクレオチド配列の発現によって得ることができる
ようなものである）、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物の少
なくとも１つを発現及び／又は産生するような条件下で、該宿主又は該宿主細胞を培養及
び／又は維持する工程と、任意でその後に
　このようにして得られる、態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９
８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記
載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物（これ
をコードする核酸又はヌクレオチド配列の発現によって得ることができるようなものであ
る）、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物を単離及び／又は精
製する工程とを含む、方法。
１９０．　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するアミノ酸配列をスクリーニングする方法であっ
て、少なくとも
ａ）アミノ酸配列をコードする核酸配列のセット、コレクション又はライブラリを準備す
る工程と、
ｂ）ＲＡＮＫ－Ｌと結合することができる、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌに対する親和性を有
する、また交差遮断されるか、又は本発明のナノボディ、例えば配列番号５６０～配列番
号６２１、若しくは本発明のヒト化ナノボディ、例えば配列番号７３０～配列番号７５７
及び配列番号７６５、若しくは本発明のポリペプチド若しくは構築物、例えば配列番号６
２２～配列番号７２９、配列番号７５９～配列番号７６２及び配列番号７６６～配列番号
７７３を交差遮断している、アミノ酸配列をコードする核酸配列に関して、上記核酸配列
のセット、コレクション又はライブラリをスクリーニングする工程と、
ｃ）上記核酸配列を単離した後、上記アミノ酸配列を発現する工程とを含む、方法。
１９１．　少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療する方法であって、
それを必要とする被験体に、薬学的に有効な量の態様１～９７のいずれか一つに記載のア
ミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７
のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合
物又は構築物、態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価構築物、又は態様１８６
若しくは１８７に記載の組成物の少なくとも１つを投与することを含む、予防及び／又は
治療する方法。
１９２．　ＲＡＮＫ－Ｌ、その生物学的又は薬理学的な活性、及び／又はＲＡＮＫ－Ｌが
関与する生物学的経路又はシグナル伝達に関連する少なくとも１つの疾患又は障害を予防
及び／又は治療する方法であって、それを必要とする被験体に、薬学的に有効な量の態様
１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載
のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～
１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様１７９～１８１のいずれか一つに
記載の一価構築物、又は態様１８６若しくは１８７に記載の組成物の少なくとも１つを投
与することを含む、予防及び／又は治療する方法。
１９３．　それを必要とする被験体に態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列
、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか
一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築
物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価の構築物を投与することによっ
て予防及び／又は治療することができる、少なくとも１つの疾患又は障害を予防及び／又
は治療する方法であって、それを必要とする被験体に薬学的に有効な量の態様１～９７の
いずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナノボデ
ィ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７８のい
ずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価
の構築物、又は態様１８６若しくは１８７に記載の組成物の少なくとも１つを投与するこ
とを含む、方法。
１９４．　免疫療法に関する方法であって、それを必要とする被験体に薬学的に有効な量
の態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つ
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に記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１
５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、態様１７９～１８１のいずれか
一つに記載の一価の構築物、又は態様１８６若しくは１８７に記載の組成物の少なくとも
１つを投与することを含む、免疫療法に関する方法。
１９５．　少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療するため；及び／又
は態様１９１～１９４のいずれか一つに記載の方法の１つ又は複数で使用するための薬学
的組成物の製造における態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～
１３８のいずれか一つに記載のナノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載の
ポリペプチド、態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、又は態様
１７９～１８１のいずれか一つに記載の一価構築物の使用。
１９６．　少なくとも１つの骨疾患又は骨障害を予防及び／又は治療するための態様１～
９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、態様９８～１３８のいずれか一つに記載のナ
ノボディ、態様１３９～１５７のいずれか一つに記載のポリペプチド、態様１５８～１７
８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、又は態様１７９～１８１のいずれか一つに
記載の一価構築物。
１９７．　態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列又は態様９８～１３８のい
ずれか一つに記載のナノボディの部分又は断片。
１９８．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有する、及び／又はこれ
と特異的に結合することができる、態様１９７に記載の部分又は断片。
１９９．　ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上のサブユニット間受容体結合溝に指向性を有する、及び
／又はこれと特異的に結合することができる、態様１９７又は１９８に記載の部分又は断
片。
２００．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を調節する、態様１９７～１９９のいずれ
か一つに記載の部分又は断片。
２０１．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止する、態様２００に
記載の部分又は断片。
２０２．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止するが、ＲＡＮＫ－
Ｌ／ＯＰＧ相互作用を低減及び／又は阻害しない、態様２０１に記載の部分又は断片。
２０３．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様１９７～２０２のいずれか一つに
記載の部分又は断片。
２０４．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと特異的
に結合することができる、態様１９７に記載の部分又は断片。
２０５．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＯＰＧとの結合を調節する、態様１９７又は２０４に記載の
部分又は断片。
２０６．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を阻害する、態様２０５に記載の部分又は断
片。
２０７．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様２０６に記載の部分又は断片。
２０８．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を低減又は阻害しない、態様２０５に記載の
部分又は断片。
２０９．　ＲＡＮＫ－Ｌのアゴニストである、態様２０８に記載の部分又は断片。
２１０．　上記ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の形成を阻止及び／又は阻害する、態様１９７に記載
の部分又は断片。
２１１．　破骨細胞の分化及び／又は増殖を阻止及び／又は阻害する、態様１９７に記載
の部分又は断片。
２１２．　骨再形成を調節する、態様１９７に記載の部分又は断片。
２１３．　ＴＲＡＩＬと結合しない、態様１９７～２１２のいずれか一つに記載の部分又
は断片。
２１４．　ＴＮＦ－αと結合しない、態様１９７～２１３のいずれか一つに記載の部分又
は断片。
２１５．　ＣＤ４０リガンドと結合しない、態様１９７～２１４のいずれか一つに記載の
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部分又は断片。
２１６．　関連のＴＮＦファミリー成員と結合しない、態様１９７～２１５のいずれか一
つに記載の部分又は断片。
２１７．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／
Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／
Ｌの解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様１９７～２
１６のいずれか一つに記載の部分又は断片。
２１８．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１

～１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０
５Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特
異的に結合することができる、態様１９７～２１７のいずれか一つに記載の部分又は断片
。
２１９．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、よ
り好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の
解離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様１９７
～２１８のいずれか一つに記載の部分又は断片。
２２０．　化合物又は構築物であって、１つ又は複数の態様１９７～２１９のいずれか一
つに記載の部分又は断片を含むか、又は本質的にこれらから成り、任意で１つ又は複数の
リンカーを介して連結した、１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位を任意でさ
らに含む、化合物又は構築物。
２２１．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位がアミノ酸配列である、
態様２２０に記載の化合物又は構築物。
２２２．　存在する場合、上記１つ又は複数のリンカーが１つ又は複数のアミノ酸配列で
ある、態様２２０又は２２１に記載の化合物又は構築物。
２２３．　核酸又はヌクレオチド配列であって、態様１９７～２１９のいずれか一つに記
載の部分又は断片、又は態様２２２に記載の化合物又は構築物をコードする、核酸又はヌ
クレオチド配列。
２２４．　組成物であって、態様１９７～２１９のいずれか一つに記載の部分又は断片、
態様２２０～２２２のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、又は態様２２３に記載の
核酸又はヌクレオチド配列の少なくとも１つを含む、組成物。
２２５．　態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列、又は態様９８～１３８の
いずれか一つに記載のナノボディの誘導体。
２２６．　ＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２２５に記載の誘導体。
２２７．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＲＡＮＫ受容体結合部位に指向性を有する、及び／又はこれ
と特異的に結合することができる、態様２２６に記載の誘導体。
２２８．　ＲＡＮＫ－Ｌ三量体上のサブユニット間受容体結合溝に指向性を有する、及び
／又はこれと特異的に結合することができる、態様２２６又は２２７に記載の誘導体。
２２９．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を調節する、態様２２６～２２８のいずれ
か一つに記載の誘導体。
２３０．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止する、態様２２９に
記載の誘導体。
２３１．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害及び／又は阻止するが、ＲＡＮＫ－
Ｌ／ＯＰＧ相互作用を低減及び／又は阻害しない、態様２３０に記載の誘導体。
２３２．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様２２６～２３１のいずれか一つに
記載の誘導体。
２３３．　ＲＡＮＫ－Ｌ上のＯＰＧ結合部位に指向性を有する、及び／又はこれと特異的
に結合することができる、態様２２６に記載の誘導体。
２３４．　ＲＡＮＫＬ－ＬとＯＰＧとの結合を調節する、態様２２６又は２３３に記載の
誘導体。
２３５．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を阻害及び／又は阻止する、態様２３４に記
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載の誘導体。
２３６．　ＲＡＮＫ－Ｌのアンタゴニストである、態様２３５に記載の誘導体。
２３７．　ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用を低減又は阻害しない、態様２３４に記載の
誘導体。
２３８．　ＲＡＮＫ－Ｌのアゴニストである、態様２３７に記載の誘導体。
２３９．　ＲＡＮＫ－Ｌ三量体の形成を阻止及び／又は阻害する、態様２２６に記載の誘
導体。
２４０．　破骨細胞の分化及び／又は増殖を阻止及び／又は阻害する、態様２２６に記載
の誘導体。
２４１．　骨再形成を調節する、態様２２６に記載の誘導体。
２４２．　ＴＲＡＩＬと結合しない、態様２２６～２４１のいずれか一つに記載の誘導体
。
２４３．　ＴＮＦ－αと結合しない、態様２２６～２４２のいずれか一つに記載の誘導体
。
２４４．　ＣＤ４０リガンドと結合しない、態様２２６～２４３のいずれか一つに記載の
誘導体。
２４５．　関連のＴＮＦファミリー成員と結合しない、態様２２６～２４４のいずれか一
つに記載の誘導体。
２４６．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／
Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／
Ｌの解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２２６～２
４５のいずれか一つに記載の誘導体。
２４７．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１

～１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０
５Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特
異的に結合することができる、態様２２６～２４６のいずれか一つに記載の誘導体。
２４８．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、よ
り好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の
解離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２２６
～２４７のいずれか一つに記載の誘導体。
２４９．　態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物の誘導体。
２５０．　ＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２４９に記載の誘導体。
２５１．　１０－５モル／Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及び好ましくは１０－７モル／
Ｌ～１０－１２モル／Ｌ以下、及びより好ましくは１０－８モル／Ｌ～１０－１２モル／
Ｌの解離定数（ＫＤ）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２４９又は
２５０に記載の誘導体。
２５２．　１０２Ｍ－１ｓ－１～約１０７Ｍ－１ｓ－１、好ましくは１０３Ｍ－１ｓ－１

～１０７Ｍ－１ｓ－１、より好ましくは１０４Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１（１０
５Ｍ－１ｓ－１～１０７Ｍ－１ｓ－１等）の結合速度（ｋｏｎ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特
異的に結合することができる、態様２４９～２５１のいずれか一つに記載の誘導体。
２５３．　１ｓ－１～１０－６ｓ－１、好ましくは１０－２ｓ－１～１０－６ｓ－１、よ
り好ましくは１０－３ｓ－１～１０－６ｓ－１（１０－４ｓ－１～１０－６ｓ－１等）の
解離速度（ｋｏｆｆ速度）でＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合することができる、態様２４９
～２５２のいずれか一つに記載の誘導体。
２５４．　対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、態様９８～
１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体、態様１３９～１５７のいずれか一つに記
載のポリペプチド、又は態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築物自
体の半減期よりも少なくとも１．５倍、好ましくは少なくとも２倍（少なくとも５倍等）
、例えば少なくとも１０倍、又は２０倍を超えて大きい血清半減期を有する、態様２２５
～２５３のいずれか一つに記載の誘導体。
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２５５．　対応する態様１～９７のいずれか一つに記載のアミノ酸配列自体、又は態様９
８～１３８のいずれか一つに記載のナノボディ自体、態様１３９～１５７のいずれか一つ
に記載のポリペプチド、又は態様１５８～１７８のいずれか一つに記載の化合物又は構築
物自体に比べて、血清半減期が、１時間を超えて、好ましくは２時間を超えて、より好ま
しくは６時間を超えて（１２時間等を超えて）、又はさらには２４時間、４８時間若しく
は７２時間を超えて増大する、態様２２５～２５４のいずれか一つに記載の誘導体。
２５６．　少なくとも約１２時間、好ましくは少なくとも２４時間、より好ましくは少な
くとも４８時間、さらにより好ましくは少なくとも７２時間以上、例えば少なくとも５日
（約５日～１０日等）、好ましくは少なくとも９日（約９日～１４日等）、より好ましく
は少なくとも約１０日（約１０日～１５日等）、若しくは少なくとも約１１日（約１１日
～１６日等）、より好ましくは少なくとも約１２日（約１２日～１８日以上等）、又は１
４日超（約１４日～１９日等）のヒトにおける血清半減期を有する、態様２２５～２５５
のいずれか一つに記載の誘導体。
２５７．　ペグ化誘導体である、態様２２５～２５６のいずれか一つに記載の誘導体。
２５８．　化合物又は構築物であって、１つ又は複数の態様２２５～２５７のいずれか一
つに記載の誘導体を含むか、又は本質的にこれから成り、任意で１つ又は複数のリンカー
を介して連結した、１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位を任意でさらに含む
、化合物又は構築物。
２５９．　上記１つ又は複数の他の基、残基、部分又は結合単位がアミノ酸配列である、
態様２５８に記載の化合物又は構築物。
２６０．　存在する場合、上記１つ又は複数のリンカーが１つ又は複数のアミノ酸配列で
ある、態様２５８又は２５９に記載の化合物又は構築物。
２６１．　態様２２５～２５７のいずれか一つに記載の１つの誘導体、又は態様２５８～
２６０のいずれか一つに記載の１つの化合物又は構築物をコードする核酸。
２６２．　組成物であって、態様２２５～２５７のいずれか一つに記載の誘導体、態様２
５８～２６０のいずれか一つに記載の化合物又は構築物、又は態様２６１に記載の核酸又
はヌクレオチド配列の少なくとも１つを含む、組成物。
【図面の簡単な説明】
【０６４０】
【図１Ａ】実施例３．２で記載されるＴＮＦα、ＴＲＡＩＬ、ＣＤ４０Ｌ及びＲＡＮＫ－
Ｌによる競合ＥＬＩＳＡ結果を示す図である。ＲＡＮＫＬ６ナノボディの結合を示す。
【図１Ｂ】実施例３．２で記載されるＴＮＦα、ＴＲＡＩＬ、ＣＤ４０Ｌ及びＲＡＮＫ－
Ｌによる競合ＥＬＩＳＡ結果を示す図である。ＲＡＮＫＬ９ナノボディの結合を示す。
【図１Ｃ】実施例３．２で記載されるＴＮＦα、ＴＲＡＩＬ、ＣＤ４０Ｌ及びＲＡＮＫ－
Ｌによる競合ＥＬＩＳＡ結果を示す図である。ＲＡＮＫＬ１３ナノボディの結合を示す。
【図１Ｄ】実施例３．２で記載されるＴＮＦα、ＴＲＡＩＬ、ＣＤ４０Ｌ及びＲＡＮＫ－
Ｌによる競合ＥＬＩＳＡ結果を示す図である。ＲＡＮＫＬ１５ナノボディの結合を示す。
【図１Ｅ】実施例３．２で記載されるＴＮＦα、ＴＲＡＩＬ、ＣＤ４０Ｌ及びＲＡＮＫ－
Ｌによる競合ＥＬＩＳＡ結果を示す図である。ＲＡＮＫＬ１８ナノボディの結合を示す。
【図２Ａ】実施例４．３で記載される一価及び三価の抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディによる細
胞ベースの競合結合アッセイの結果を示す図である。この結果は、ＲＡＮＫＬ１３とＲＡ
ＮＫＬ１３０ナノボディとによる阻害を表す。実線：一価ナノボディ、長破線：三価の二
重特異性ナノボディ、短破線：無関連のナノボディ。
【図２Ｂ】実施例４．３で記載される一価及び三価の抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディによる細
胞ベースの競合結合アッセイの結果を示す図である。この結果は、ＲＡＮＫＬ１５とＲＡ
ＮＫＬ１５０ナノボディとによる阻害を表す。実線：一価ナノボディ、長破線：三価の二
重特異性ナノボディ。
【図２Ｃ】実施例４．３で記載される一価及び三価の抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディによる細
胞ベースの競合結合アッセイの結果を示す図である。この結果は、ＲＡＮＫＬ１８とＲＡ
ＮＫＬ１８０ナノボディとによる阻害を表す。実線：一価ナノボディ、長破線：三価の二
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重特異性ナノボディ。
【図３Ａ】ヒト破骨細胞の分化に対するナノボディの効果を示す図である。結果は、ＴＲ
ＡＣＰ　５ｂ値として示す。群は、ＢＬ＝ベースライン（化合物の添加なし）、Ｃ＝対照
（１００ｎｇ／ｍｌのＯＰＧ）、Ａ１＝０．０５ｎＭ、Ａ２＝０．３ｎＭ、Ａ３＝１ｎＭ
、Ａ４＝３ｎＭ、Ａ５＝１０ｎＭ、Ａ６＝５０ｎＭ、Ａ７＝２５０ｎＭ。全ての群の結果
は、一元配置（one-way）ＡＮＯＶＡを用いて、別々にベースライン群の結果と比較した
。アスタリスクは、ベースラインに比べて、統計的に有意な阻害効果を示す。全てのナノ
ボディが破骨細胞の分化を用量依存的に阻害する（＊＊＊ｐ＜０．００１）。ＲＡＮＫＬ
６０。
【図３Ｂ】ヒト破骨細胞の分化に対するナノボディの効果を示す図である。結果は、ＴＲ
ＡＣＰ　５ｂ値として示す。群は、ＢＬ＝ベースライン（化合物の添加なし）、Ｃ＝対照
（１００ｎｇ／ｍｌのＯＰＧ）、Ａ１＝０．０５ｎＭ、Ａ２＝０．３ｎＭ、Ａ３＝１ｎＭ
、Ａ４＝３ｎＭ、Ａ５＝１０ｎＭ、Ａ６＝５０ｎＭ、Ａ７＝２５０ｎＭ。全ての群の結果
は、一元配置ＡＮＯＶＡを用いて、別々にベースライン群の結果と比較した。アスタリス
クは、ベースラインに比べて、統計的に有意な阻害効果を示す。全てのナノボディが破骨
細胞の分化を用量依存的に阻害する（＊＊＊ｐ＜０．００１）。ＲＡＮＫＬ１３０。
【図３Ｃ】ヒト破骨細胞の分化に対するナノボディの効果を示す図である。結果は、ＴＲ
ＡＣＰ　５ｂ値として示す。群は、ＢＬ＝ベースライン（化合物の添加なし）、Ｃ＝対照
（１００ｎｇ／ｍｌのＯＰＧ）、Ａ１＝０．０５ｎＭ、Ａ２＝０．３ｎＭ、Ａ３＝１ｎＭ
、Ａ４＝３ｎＭ、Ａ５＝１０ｎＭ、Ａ６＝５０ｎＭ、Ａ７＝２５０ｎＭ。全ての群の結果
は、一元配置ＡＮＯＶＡを用いて、別々にベースライン群の結果と比較した。アスタリス
クは、ベースラインに比べて、統計的に有意な阻害効果を示す。全てのナノボディが破骨
細胞の分化を用量依存的に阻害する（＊＊＊ｐ＜０．００１）。ＲＡＮＫＬ１８０。
【図４Ａ】ナノボディ投与の際のベースラインの％変化として表される血清ＮＴｘレベル
を示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図４Ｂ】小分子イバンドロネート（ＩＢＮ）又は陰性対照ナノボディＡＬＢ－１投与の
際のベースラインの％変化として表される平均血清ＮＴｘレベルを示す図である。
【図５】ナノボディ投与の際のベースラインの％変化として表される血清ＢＡＰレベルを
示す図である。
【図６】野生型分子ＲＡＮＫＬ１３（配列番号５７２）及びヒト生殖細胞系列ＶＨ３－２
３の最初の９７個のアミノ酸残基（配列番号７６３）に対するヒト化ＲＡＮＫＬ１３ｈｕ
ｍ５（配列番号７５５）のアラインメントを示す図である。ヒト化アミノ酸残基を赤色で
示し、ＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３は緑色で強調している。
【図７】アルファスクリーンアッセイにおけるＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５
及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５＿Ｄ６２Ｅの効力の解析を示す図である。
【図８】ＲＡＮＫ－Ｌ１３０ＮＴ及びＲＡＮＫＬ００８ａと、固定化ＲＡＮＫ－Ｌとの結
合、並びにアルブミンの存在下でのＲＡＮＫ－Ｌ１３０ＮＴ（明青色）及びＲａｎｋ－Ｌ
００８ａ（桃色）と、固定化Ｒａｎｋ－Ｌとの結合を示す図である。
【図９】ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６の結合の重畳（Superimposed）センサーグラムを示す図
である。ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６：１２０秒間の５００ｎＭのＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６の
結合。混合物：１２０秒間の５００ｎＭのＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６の結合の後に、５００
ｎＭのＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５を含有する混合物を注入する
。
【図１０】ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５の結合の重畳センサーグラムを示す図である。ＲＡＮ
ＫＬ１３ｈｕｍ５：１２０秒間の５００ｎＭのＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５の結合。混合物：
１２０秒間の５００ｎＭのＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５の結合の後に、５００ｎＭのＲＡＮＫ
Ｌ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６を含有する混合物を注入する。
【図１１】ＲＡＷ２６４．７細胞のＲＡＮＫ－Ｌ誘導性分化の阻害を示す図である。ＲＡ
Ｗ２６４．７細胞（２０００細胞数／ウェル）は、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａ（●）
、ＲＡＮＫＬ００３ｐ（■）、又は無関連のナノボディ（▲）とインキュベートし、分化
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は７．５ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫ－Ｌで誘導された。４日後、上清における酒石酸耐性の酸
性ホスファターゼ活性を測定した。二重測定の平均±標準誤差が示される。陽性対照（即
ちナノボディなし）は○を用いて示し、陰性対照（即ちＲＡＮＫ－Ｌなし）は□を用いて
示している。
【図１２】ＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ相互作用の阻害を示す図である。希釈系列のＲＡＮ
ＫＬ００８ａ（●）、ＲＡＮＫＬ００３ｐ（▲）又はオステオプロテゲリン（▼）は、７
．５ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫ－Ｌ及び２００ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫ－Ｆｃとインキュベート
した。混合物を、抗ＦｃナノボディＰＭＰ０２でコーティングされた９６ウェルプレート
に移した。結合したＲＡＮＫ－Ｌの残りを検出した。
【図１３】ＲＡＮＫＬ００８ａとヒト血清アルブミンとの結合を示す図である。９６ウェ
ルプレートに、ＨＳＡをコーティングした。遮断後、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａを適
用した。ホースラディッシュペルオキシダーゼ標識化二価ナノボディによって、結合した
ＲＡＮＫＬ００８ａを検出した。
【図１４】ＲＡＮＫＬ００８ａとＨＳＡ及びＲＡＮＫ－Ｌとの二官能性結合を示す図であ
る。Ａ）マイクロタイタープレートに、ニュートラアビジンをコーティングした後、ビオ
チン化ＲＡＮＫ－Ｌを結合させた。ウェルを、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａと共にイン
キュベートした。ホースラディッシュペルオキシダーゼ標識化アルブミンによって、結合
したＲＡＮＫＬ００８ａを検出した。二重測定の平均±平均誤差；Ｂ）マイクロタイター
プレートに、ＨＳＡをコーティングした後、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａを適用した。
ビオチン化ＲＡＮＫ－Ｌ、その後のホースラディッシュペルオキシダーゼ標識化ストレプ
トアビジンによって、結合したＲＡＮＫＬ００８ａを検出した。
【図１５Ａ】ＲＡＮＫＬ００８ａナノボディの静脈内又は皮下投与（３ｍｇ／ｋｇ）の際
の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図１５Ｂ】ＲＡＮＫＬ００１ｐナノボディの静脈内又は皮下投与（３ｍｇ／ｋｇ）の際
の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図１５Ｃ】ＲＡＮＫＬ００３ｐナノボディの静脈内又は皮下投与（３ｍｇ／ｋｇ）の際
の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図１６Ａ】ＲＡＮＫＬ００８ａ（１６－Ａ）ナノボディ投与（０．３ｍｇ／ｋｇ、０．
０３ｍｇ／ｋｇ）の際の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれな
い）。
【図１６Ｂ】ＲＡＮＫＬ００１ｐナノボディ投与（０．３ｍｇ／ｋｇ、０．０３ｍｇ／ｋ
ｇ）の際の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図１６Ｃ】ＲＡＮＫＬ００３ｐナノボディ投与（０．３ｍｇ／ｋｇ、０．０３ｍｇ／ｋ
ｇ）の際の血清ＮＴｘレベルを示す図である（検出限界未満の値は含まれない）。
【図１７】ナノボディと、他のＴＮＦファミリー成員ＴＮＦα及びＴＲＡＩＬ、並びにマ
ウスＲＡＮＫ－Ｌとの交差反応性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【０６４１】
実施例１：ＲＡＮＫ－Ｌ遮断ナノボディの同定
１．１　免疫付与
　２頭のラマ（番号１１５及び番号１１６）に、標準的なプロトコルに従って、ラマ番号
１１６では９回の筋肉内注射全てで、またラマ番号１１５では、９回のうち最初の５回の
注射でヒトＲＡＮＫ－Ｌ（R&D Systems, Minneapolis, MN, US）とマウスＲＡＮＫ－Ｌ（
R&D Systems, Minneapolis, MN, US）とを交互に免疫付与した（１週間間隔で１００μｇ
／投与又は５０μｇ／投与）。ラマ１１５での最後の４回の注射は、ヒトＲＡＮＫ－Ｌの
みであった。両方の抗原がＳｔｉｍｕｎｅ（Cedi-Diagnostics B.V., Lelystad, The Net
herlands）で配合された。３週目に、血清を回収し、ＥＬＩＳＡによって、ヒト及びマウ
スのＲＡＮＫ－Ｌに対する抗体力価を規定した。要するに、９６ウェルＭａｘｉｓｏｒｐ
プレート（Nunc, Wiesbaden, Germany）にヒト又はマウスのＲＡＮＫ－Ｌをコーティング
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した。遮断及び希釈血清試料を添加した後、ＨＲＰ（ホースラディッシュペルオキシダー
ゼ）結合ヤギ抗ラマ免疫グロブリン（Bethyl Laboratories Inc., Montgomery, Texas US
A）を使用すること、及びその後の基質ＴＭＢ（３，３’，５，５’－テトラメチルベン
ジジン）（Pierce, Rockford, IL, USA）の存在下での酵素反応によって、抗ＲＡＮＫ－
Ｌナノボディの存在を確定した。ＯＤ４５０ｎｍは、両方の動物におけるヒト及びマウス
のＲＡＮＫ－Ｌで１を超えていた。
【０６４２】
１．２　ライブラリ構築物
　製造元の取扱説明書に従って、フィコール－ハイパークを使用して、血清試料から末梢
血単球細胞を調製した。次に、これらの細胞から全ＲＮＡを抽出して、ナノボディコード
化遺伝子断片を増幅するＲＴ－ＰＣＲの出発物質として使用した。これらの断片を、自社
製（housemade）ファージミドベクターにクローン化した。標準的な方法に従って、ファ
ージを調製し（例えば、従来技術及び本明細書中で言及される出願人によって出願された
出願を参照されたい）、さらなる使用のために４℃で濾過滅菌後に保存した。
【０６４３】
１．３　抽出（Selections）
　ラマ番号１１５及びラマ番号１１６から得られたファージライブラリを異なる抽出戦略
に使用した。
【０６４４】
　第１の抽出では、１μｇ／ｍｌ、０．１μｇ／ｍｌ、０．０１μｇ／ｍｌのビオチン化
ｈＲＡＮＫ－Ｌ（マウス骨髄腫ＮＳ０細胞株で発現する）（R&D Systems, Minneapolis, 
US）を、ニュートラアビジンコーティング固相上で捕捉した。ファージライブラリとのイ
ンキュベーション、及び広範囲の洗浄後、結合したファージをトリプシン（１ｍｇ／ｍｌ
）で特異的に溶出した。
【０６４５】
　第２の抽出において、可溶性ビオチン化ｈＲＡＮＫ－Ｌ（R&D Systems, Minneapolis, 
US）（１ｎｍ、１００ｐＭ、１０ｐＭ）をファージライブラリとインキュベートした。広
範な洗浄後、ビオチン化ｈＲＡＮＫ－Ｌをニュートラアビジンコーティング固相上に捕捉
した。結合ファージをトリプシン（１ｍｇ／ｍｌ）で特異的に溶出した。
【０６４６】
　第３の抽出において、ｈＲＡＮＫ－Ｌ（大腸菌で発現）（Peprotech, London, UK）を
１μｇ／ｍｌ、０．１μｇ／ｍｌ、０．０１μｇ／ｍｌでＭａｘｉｓｏｒｐ９６ウェルプ
レート（Nunc, Wiesbaden, Germany）上にコーティングした。ファージライブラリとのイ
ンキュベート及び広範な洗浄の後に、結合ファージをトリプシン（１ｍｇ／ｍｌ）で特異
的に溶出した。
【０６４７】
　全ての抽出において、濃縮が観察された。各抽出から漏れたもの（output）を、自社製
発現ベクターへのプールとして再クローン化した。コロニーを摘み取り、９６ディープウ
ェルプレート（１ｍｌ容量）で成長させ、ナノボディ発現のためにＩＰＴＧを添加するこ
とによって誘導した。標準的な方法に従って、ペリプラズム抽出物（容量：約８０μｌ）
を調製した（例えば、従来技術及び本明細書中で言及される出願人によって出願された出
願を参照されたい）。
【０６４８】
１．４　アルファスクリーンアッセイにおけるＲＡＮＫ－Ｌ遮断ナノボディに関するスク
リーニング
　ペリプラズム抽出物をＲＡＮＫアルファスクリーンアッセイでスクリーニングして、発
現ナノボディの遮断能を評価した。このアッセイは、生体分子と結合することができるド
ナービーズ及びアクセプタビーズの使用に依存する。分子間の生物学的相互作用によって
ビーズ同士が近づくと、ドナービーズにおける光増感剤による６８０ｎｍでのレーザー励
起の際に発生する励起一重項酸素分子が拡散してアクセプタビーズにおける化学発光剤と
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反応し、これがフルオロフォアをさらに活性化し、その後５２０ｎｍ～６２０ｎｍで発光
させる。ナノボディがＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫとの結合を阻害する場合、蛍光出力が低減
し、ナノボディの存在量は、蛍光量と逆相関関係になる。
【０６４９】
　ヒトＲＡＮＫ－Ｌは、ビオチン（Sigma, St Louis, MO, US）とビオチンアミドへキサ
ン酸３－スルホ－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルナトリウム塩（Sigma, St Loui
s, MO, US）とを使用してビオチン化した。製造業者の取扱説明書（Perkin Elmer, Walth
am, MA, US）に従って、ＲＡＮＫ－ｈｕＦｃキメラ（Alexis, Biochemicals, Lausen, Sw
itzerland）を、アクセプタビーズと連結した。抗ｈＲＡＮＫ－Ｌナノボディの中和能を
評価するために、希釈系列のペリプラズム抽出物をビオチン化ヒトＲＡＮＫ－Ｌとプレイ
ンキュベートした。この混合物に、アクセプタビーズとストレプトアビジンドナービーズ
とを加え、室温でさらに１時間インキュベートした。６８０ｎｍの励起波長及び５２０ｎ
ｍの発光波長を用いて、ＥｎＶｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｌａｂｅｌ　Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａ
ｄｅｒ（Perkin Elmer）でプレートを読み取ることによって蛍光を測定した。蛍光シグナ
ルの低減は、ビオチン化ＲＡＮＫ－ＬとＲＡＮＫ受容体との結合が、ペリプラズム抽出物
で発現したナノボディによって遮断されることを示している。
【０６５０】
　このスクリーニングから、阻害ナノボディを選択及びシークエンシングした。シークエ
ンシング解析によって、１２個の特有のナノボディと、１０個のナノボディファミリーが
明らかになった。対応する配列を表Ｃ－１及び表Ｂ－１に示す。非阻害ナノボディの配列
を表Ｂ－２に示す。
【０６５１】
実施例２：アルファスクリーンアッセイ及びＥＬＩＳＡにおける２１個のＲＡＮＫ－Ｌ遮
断ナノボディの特性化
２．１　ナノボディの発現及び精製
　実施例１に記載のスクリーニングから選択された２０個の阻害ナノボディをさらに精製
及び特性化した。選択されたナノボディは、大腸菌においてｃ－ｍｙｃ、Ｈｉｓ６標識タ
ンパク質として５０ｍＬの培養容量で発現させた。発現を１ｍＭのＩＰＴＧの添加により
誘導し、３７℃で４時間継続させた。細胞培養液の回転（spinning）後、ペリプラズム抽
出液を、ペレットを凍結融解することにより調製した。これらの抽出液を出発物質として
固定化金属親和性クロマトグラフィー（ＩＭＡＣ）に使用した。ナノボディを１５０ｍＭ
のイミダゾールでカラムから溶出させ、続いてＰＢＳに対して透析した。
【０６５２】
２．２　ナノボディは、ｍａｘｉｓｏｒｐ９６ウェルプレート上でコーティングした可溶
性ｈＲＡＮＫ－Ｌと結合する
　初めに、ビオチン化ｈＲＡＮＫ－Ｌ（２００ｎｇ／ｍｌ）を、ニュートラアビジンコー
ティング９６ウェルプレート上で捕捉した。したがって、２μｇ／ｍｌのニュートラアビ
ジンを４℃で一晩コーティングした。プレートをＰＢＳ　３００μｌで５回洗浄した後、
室温で２時間、１％カゼイン／ＰＢＳ　３００μｌで遮断した。遮断後、ビオチン化ＲＡ
ＮＫ－Ｌ（２００ｎｇ／ｍｌ）をウェルに加え、室温で１時間インキュベートした。ＰＢ
Ｓによる広範囲の洗浄後、１％カゼイン／ＰＢＳ中で希釈した、５００ｎＭから始め１６
０ｐＭまでの様々な濃度のナノボディをウェルに加え、プレートを室温で１時間インキュ
ベートした。一次マウス抗ｍｙｃ抗体と、二次抗マウスＨＲＰ複合体（DAKO, Glostrup, 
Denmark）とのその後のインキュベーション、及びＴＭＢ－Ｈ２Ｏ２（Pierce, Rockford,
 IL, USA）基質カクテルを使用することによって、結合ナノボディを検出した。反応をＨ

２ＳＯ４で停止させ、ＯＤを４５０ｎｍで読み取った。ｈＲＡＮＫ－Ｌと結合したナノボ
ディ全てを用量依存的にプレート上でコーティングした。算出されたＥＤ５０値を表Ｃ－
２に示す。
【０６５３】
　また、同じナノボディパネルを、ヒトＲＡＮＫ－Ｌに記載のものと同様の設定で、マウ
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スＲＡＮＫ－Ｌとの結合に関して解析した（上記を参照されたい）。ナノボディＲＡＮＫ
Ｌ３だけが、およそ６００ｐＭのＥＤ５０で用量依存的にマウスＲＡＮＫ－Ｌと結合する
ことができた。
【０６５４】
２．３　ナノボディは、アルファスクリーンにおいて、ＲＡＮＫ－Ｌとその同族受容体Ｒ
ＡＮＫとの結合を遮断する
　ヒトＲＡＮＫ－Ｌは、ビオチン（Sigma, St Louis, MO, US）とビオチンアミドへキサ
ン酸３－スルホ－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステルナトリウム塩（Sigma, St Loui
s, MO, US）とを使用してビオチン化した。製造業者の取扱説明書（Perkin Elmer, Walth
am, MA, US）に従って、ＲＡＮＫ－ｈｕＦｃキメラ（１ｎＭ）（Alexis, Biochemicals, 
Lausen, Switzerland）を、アクセプタビーズと連結した。
【０６５５】
　５０ｎＭから始め１ｐＭまでの希釈系列の抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディを、１００ｐＭの
ビオチン化ＲＡＮＫ－Ｌと室温で３０分間、プレインキュベートした。この混合物に、Ｒ
ＡＮＫアクセプタビーズとストレプトアビジンドナービーズとを加え、室温でさらに１時
間インキュベートした。６８０ｎｍの励起波長及び５２０ｎｍの発光波長を用いて、Ｅｎ
Ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｌａｂｅｌ　Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒ（Perkin Elmer）でプ
レートを読み取ることによって蛍光を測定した。
【０６５６】
　ビオチン化ＲＡＮＫ－Ｌとの全てのナノボディのプレインキュベーションによって、５
２０ｎｍでの蛍光強度が低減し、ナノボディが用量依存的にＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ結
合を効果的に阻害することができることが実証された。算出されたＩＣ５０値は、表Ｃ－
３に示し、ＲＡＮＫＬ９での１３７ｐＭからＲＡＮＫＬ２３での３５３０ｐＭまで様々で
ある。
【０６５７】
実施例３：ＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５、ＲＡＮＫＬ
１８の結合特異性
３．１　ＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５、ＲＡＮＫＬ１
８は、細胞膜で発現されるヒト及びカニクイザルのＲＡＮＫ－Ｌと特異的に結合する
　ヒト及びカニクイザルのＲＡＮＫ－Ｌは、全長の膜結合タンパク質として、ヒト胎児腎
臓細胞（ＨＥＫ２９３Ｔ、Wullaert et al. 2007, J. Biol. Chem. 282: 81-90）で発現
した。ナノボディと細胞表面で発現されるＲＡＮＫ－Ｌとの結合は、以下で記載のように
細胞のＦＡＣＳ解析によって評価した。
【０６５８】
　ヒト胎児腎臓細胞（ＨＥＫ２９３Ｔ）は、１０％ウシ胎児血清（ＦＢＳ）、２ｎＭのＬ
－グルタミン、０．４ｍＭのピルビン酸ナトリウムを追加したダルベッコ改変イーグル培
地中で成長させた。製造業者の取扱説明書に従って、Ｆｕｇｅｎｅ６（登録商標）とＯｐ
ｔｉｍｅｍ（Roche Molecular Biochemicals, Indianapolis, IN, US）とを使用して、全
長のヒト又は全長のカニクイザルのＲＡＮＫ－Ｌを発現するプラスミドをＨＥＫ２９３Ｔ
細胞に一時的にトランスフェクトした。４８時間後、トランスフェクトした細胞をＦＡＣ
Ｓ解析にかけた。トランスフェクタントを、ＦＡＣＳバッファー（ＰＢＳ＋１０％ＦＢＳ
）中、５×１０６／ｍｌの最終濃度で、９６ウェルプレートに播種し、４℃で１時間、可
変濃度のナノボディ（ｈＲＡＮＫ-Ｌトランスフェクタントでは、２ｎＭ、４００ｐＭ、
８０ｐＭ、１６ｐＭ、３．２ｐＭ；カニクイザルＲＡＮＫ-Ｌトランスフェクタントでは
、２ｎＭ、４００ｐＭ）とインキュベートした。それから、細胞をＦＡＣＳバッファーで
３回洗浄した。一次マウス抗Ｍｙｃ抗体のその後のインキュベーション（４℃で３０分（
２μｇ／ｍｌ））及び４℃でさらに３０分間のヤギ抗マウスフィコエリトリン（ＰＥ）（
Jackson Laboratories）の第２のインキュベーションによって、結合したナノボディを検
出した。最終的に洗浄後、細胞をＰＢＳ＋１０％ＦＢＳ＋ＴＯ－ＰＲＯ（登録商標）－３
（５ｎＭ）（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ（登録商標）、Invitrogen, Merelbeke,
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 Belgium）中で再懸濁し、平均ＰＥ蛍光として表される細胞表面の蛍光を、フローサイト
メトリを用いて測定した。全てのナノボディは、全ての試験濃度においてＨＥＫ２９３Ｔ
細胞で発現するヒトＲＡＮＫ－Ｌ及びカニクイザルＲＡＮＫ－Ｌの両方との用量依存的な
結合を示した（表Ｃ－４）。４０ｎＭの可溶性ヒトＲＡＮＫ－Ｌの、４００ｐＭのナノボ
ディとＨＥＫ２９３Ｔトランスフェクタントとのインキュベーション混合物への添加が、
各ナノボディと細胞との結合を阻止したので、結合は特異的であった（データ図示せず）
。
【０６５９】
３．２　ＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５、ＲＡＮＫＬ１
８は、ＴＮＦファミリー成員ＴＮＦα、ＣＤ４０リガンド（ＣＤ４０Ｌ）又はＴＲＡＩＬ
と結合しない
　ヒトＯＰＧは、腫瘍壊死因子関連アポトーシス誘導リガンド（ＴＲＡＩＬ）との弱い結
合を示すことが報告されている。ＲＡＮＫ－Ｌアミノ酸配列は、ＴＲＡＩＬのものと３４
％の類似性を示す。
【０６６０】
　競合ＥＬＩＳＡにおいて、抗ＲＡＮＫ－ＬナノボディがＴＮＦファミリー成員ＴＮＦα
、ＴＲＡＩＬ及びＣＤ４０Ｌと結合しないことが示された。ＲＡＮＫ－Ｌは、実施例２に
記載のように９６ウェルプレート上にコーティングした。ナノボディＲＡＮＫＬ６、ＲＡ
ＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５及びＲＡＮＫＬ１８（１ｎＭ）は、プレート
に加える前に可変濃度のＲＡＮＫ－Ｌ、ＴＮＦα、ＣＤ４０Ｌ又はＴＲＡＩＬ（およそ１
００ｎＭから４０ｐＭに至るまで）とプレインキュベートした。ナノボディとＲＡＮＫ－
Ｌコーティングプレートとの結合は、外から加えたＲＡＮＫ－Ｌによってのみ阻害され、
他のリガンドの添加によっては影響を受けなかった（図１）。
【０６６１】
実施例４：三価の二重特異性抗ＲＡＮＫＬナノボディ対一価の対応物の中和活性
４．１　三価の二重特異性抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの構築及び発現
　ＲＡＮＫＬ３、ＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５及びＲ
ＡＮＫＬ１８は、三価の二重特異性抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディとしても発現した。三価分
子（例えばＲＡＮＫＬ６－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ６）は、抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディに対
応する２つの構成単位から成り、抗ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）ナノボディ構成単位（
ＡＬＢ－１、配列番号７９０）に対応する第３の構成単位を中央に有する。個々の構成単
位は、Ｇｌｙ／Ｓｅｒ（ＧＧＧＧＳＧＧＧＳ、配列番号７９２）リンカーで融合されてい
た。これらの三価の二重特異性抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの配列を表Ｂ－３に示す。これ
らの構築物は、大腸菌でｃ－ｍｙｃ、Ｈｉｓ６標識タンパク質として発現され、その後に
固定化金属親和性クロマトグラフィ（ＩＭＡＣ）及びサイズ排除クロマトグラフィ（ＳＥ
Ｃ）によって培養培地から精製した。
【０６６２】
４．２　アルファスクリーンにおけるＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ結合の三価ナノボディに
よる阻害
　５つの三価ナノボディ（ＲＡＮＫＬ３０：ＲＡＮＫＬ３－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ３、Ｒ
ＡＮＫＬ６０：ＲＡＮＫＬ６－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９０：ＲＡＮＫＬ９
－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３０：ＲＡＮＫＬ１３－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ
１３、ＲＡＮＫＬ１５０：ＲＡＮＫＬ１５－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ１５、ＲＡＮＫＬ１８
０：ＲＡＮＫＬ１８－ＡＬＢ１－ＲＡＮＫＬ１８）を、アルファスクリーンアッセイでこ
れらの一価の対応物と比較し、またこれらがその同族受容体とのＲＡＮＫ－Ｌ結合を遮断
することができるか否かを評価した。
【０６６３】
　アルファスクリーンアッセイは実施例２に記載のように実施した。表Ｃ－５で示される
ように、全ての三価ナノボディが、対応する一価の分子に比べて増大した効力で用量依存
的にＲＡＮＫ受容体とのＲＡＮＫ－Ｌ結合を遮断した。
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【０６６４】
４．３　ＨＥＫ２９３Ｔ細胞膜上で発現したＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ結合の抗ＲＡＮＫ
－Ｌナノボディによる阻害
　実施例３に記載のように、Ｆｕｇｅｎｅ６を使用して、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞に、全長Ｒ
ＡＮＫを発現するプラスミドを一時的にトランスフェクトした。２４時間後、アリコート
６０μｌ（７．５×１０３個の細胞）をＦＭＡＴシステム３８４ウェルプレート（PE Bio
systems, CA, US）に平板培養して、２４時間接着させた。一晩接着後、プレートをやさ
しく叩くことによって、培養上清を取り除いた。競合スクリーンアッセイを開始するため
、ＰＢＳ＋１０％ＢＳＡ（ＦＭＡＴバッファー）中で希釈した、２０μｌのＡＬＥＸＡ６

４７標識ヒトＲＡＮＫ－Ｌ（最終濃度２００ｐＭ）と、２０μｌの希釈系列（２００ｎＭ
から０．０７５ｐＭに至るまで）の様々な一価ナノボディ及び三価ナノボディとを、細胞
含有ＦＭＡＴシステム３８４ウェルプレート（PE Biosystems, CA）に加えた。１０時間
のインキュベーション後、プレートをスキャンした。細胞表面の蛍光は、生細胞によるミ
ックスアンドリード（mix-and-read）アッセイを可能にする、蛍光マクロ共焦点生物学的
結合事象分析器である８２００　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
（Applied Biosystems, Foster City, CA, US）で測定した。
【０６６５】
　表Ｃ－６及び図２によって、ナノボディが用量依存的にＲＡＮＫ－Ｌとその受容体との
結合を遮断したこと、及び三価のフォーマットが一価分子を超えた効力の増大を示すこと
が示されている。
【０６６６】
４．４　ＨＥＫ２９３Ｔ細胞におけるＲＡＮＫ－Ｌ誘導性ＮＦ－ＫＢ活性化の抗ＲＡＮＫ
－Ｌナノボディによる阻害
　ＲＡＮＫ－Ｌ刺激破骨細胞形成は、ＮＦ－κＢ活性化に関連する。ほとんどの場合、Ｒ
ＡＮＫ－Ｌは、最も一般的な二量体であるｐ５０／ｐ６５を活性化する（Wei et al. 200
1, Endocrinology 142（3）: 1290-1295）。破骨細胞形成におけるＮＦ－ｋＢのｐ５０及
びｐ５２分子の重要な役割は、ＮＦ－κＢのｐ５０及びｐ５２が、ＲＡＮＫ－Ｌに応じて
、ＲＡＮＫ発現破骨細胞前駆体をＴＲＡＰ＋破骨細胞に分化するのに必須であることを報
告しているXing et al. （2002, J Bone Miner. Res. 17（7）: 1200-1210）によって示
されている。さらに報告によると、ｐ５０及びｐ５２ダブルノックアウトマウスは、成熟
破骨細胞を生成不可能であるため、重度の骨化石症を発症する（Franzoso et al. 1998, 
Genes & Development 11: 3482-3496）。まとめると、ＲＡＮＫ－Ｌ誘導性ＮＦ－κＢ活
性化は、成熟破骨細胞の形成に重要である。
【０６６７】
　ＲＡＮＫ－Ｌ誘導性ＮＦ－κＢ活性化に対するナノボディの効果を評価するために、実
施例３に記載のように、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞に、ＮＦ－κＢレポーター遺伝子プラスミド
及びトランスフェクション効率を補正するのに使用されるβ－ガラクトシダーゼをコード
するプラスミドを一次的にトランスフェクトした。２４時間後、細胞を９６ウェルプレー
トに播種した。さらに２４時間後、細胞を未処理のままにするか、又は一定量のヒトＲＡ
ＮＫ－Ｌ（３００ｎｇ／ｍｌ）及び可変量の指定の抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディ（２００ｎ
Ｍからおよそ１０ｐＭに至るまで）の存在下でインキュベートした。６時間後、細胞を溶
解し、製造業者の取扱説明書に従ってデュアルライトキット（Tropix/ Applied Biosyste
ms, Foster City, CA, US）を使用してルシフェラーゼ（Ｌｕｃ）及びβ－ガラクトシダ
ーゼの活性を検査した。Ｌｕｃの値をβ－ガラクトシダーゼの値に対して正規化し、トラ
ンスフェクション効率の差を補正した。表Ｃ－７に示されるように、全ての抗ＲＡＮＫ－
Ｌナノボディが用量依存的にＲＡＮＫ－Ｌ誘導性ＮＦ－κＢ活性化を阻害している。算出
されたＩＣ５０値は、三価ナノボディが対応する一価分子よりも効力があることを示す。
【０６６８】
実施例５：ナノボディによる破骨細胞形成の阻害
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏでのヒト破骨細胞の分化に対する３つのナノボディＲＡＮＫＬ６０、
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ＲＡＮＫＬ１３０及びＲＡＮＫＬ１８０の効果を研究した。
【０６６９】
　骨片での破骨細胞培養方法は元々、Boyde及び共同発明者ら（1984; Br. Dent J. 156: 
216-220）及びChambers and Horton（1984; J. Pathol. 144:295-6）によって説明された
。元々、破骨細胞の数は、顕微鏡下で、酒石酸耐性酸ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰ）陽性
多核細胞の数を算出することによって確定した。最近では、分泌ＴＲＡＣＰ　５ｂ活性は
、マウス破骨細胞培養液中の破骨細胞の数を反映することが実証された（Alatalo et al.
, 2000; Clin. Chem. 46: 1751-4）。分泌ＴＲＡＣＰ　５ｂ活性は、破骨細胞の数と強い
相関があったが、ＴＲＡＣＰ陽性単核破骨細胞前駆細胞は、成熟多核破骨細胞へと分化さ
れる前では、ＴＲＡＣＰ　５ｂを分泌しなかった。したがって、分泌ＴＲＡＣＰ　５ｂは
、成熟多核破骨細胞の数の信頼できるマーカーである。
【０６７０】
　ヒト破骨細胞分化アッセイを構築し、ここでヒト骨髄由来のＣＤ３４＋破骨細胞前駆細
胞は、Ｍ－ＣＳＦ及びＲＡＮＫ－リガンドを含む適切な成長因子の存在下で７日間培養し
、これらの細胞を成熟骨吸収破骨細胞に分化させた（Rissanen et al., 2005; Circulati
on 112: 3937-46）。
【０６７１】
　ヒト骨髄由来ＣＤ３４＋幹細胞を培養培地へと懸濁し、９６ウェル組織培養プレート中
でウシ骨片に接着させた。培養培地は、Ｍ－ＣＳＦ及びＲＡＮＫ－リガンドを含む、破骨
細胞分化を助ける重要な成長因子を適切な量、含有していた。細胞は、３７℃で９５％空
気及び５％二酸化炭素の加湿雰囲気下でＣＯ２インキュベータでインキュベートした。７
日目に破骨細胞分化が完了したら、酒石酸耐性酸ホスファターゼのアイソフォーム５ｂ活
性（ＴＲＡＣＰ　５ｂ）を、ＢｏｎｅＴＲＡＰ（登録商標）アッセイ（IDS Ltd, Boldon,
 UK）及びＶＩＣＴＯＲ２（商標）Ｍｕｌｔｉｌａｂｅｌ　Ｃｏｕｎｔｅｒ（PerkinElmer
, Waltham, MA, USA）を使用して、形成された破骨細胞の数の指標として培養培地から測
定した。
【０６７２】
　本研究で０．０５ｎＭ～２５０ｎＭの範囲の７つの異なる濃度の各ナノボディを試験し
た。ナノボディを有しないベースライン群及び参照分子を有する対照群が、各細胞培養液
に含まれていた。破骨細胞形成の阻害因子であるオステオプロテゲリンは、試験システム
が破骨細胞分化の阻害を検出することができることを実証する参照分子として使用した。
【０６７３】
　ベースラインＴＲＡＣＰ　５ｂ値は高く、参照阻害因子ＯＰＧは破骨細胞分化を有意に
阻害し、このことはアッセイが首尾よく行われ、得られた結果が信頼できることを示して
いる（図３）。３つのナノボディ全てがヒト破骨細胞分化を用量依存的に阻害した。全て
の化合物は、３．０ｎＭ及びより高い濃度で統計的に有意な阻害を示した。阻害プロファ
イルは、３つのナノボディ全てで類似していた。
【０６７４】
実施例６：ナノボディとの相互作用に関与するＲＡＮＫ－Ｌ上の残基の同定
６．１　ヒト／マウスハイブリッドの構築
　ＲＡＮＫ－Ｌ分子上のナノボディの結合部位を同定するため、ナノボディのヒトＲＡＮ
Ｋ－Ｌ特異的結合を利用した。ナノボディＲＡＮＫＬ３を除いて、得られたナノボディは
マウスＲＡＮＫ－Ｌと相互作用しなかった。ヒトＲＡＮＫ－Ｌでの種特異的な相互作用に
関与する残基を同定するため、以下の通りに、ＡＡ’ループ及びＣＤループでヒト／マウ
ス置換を含有する３つのヒト／マウスハイブリッドを設計した。
ＡＡ’ループ：
ヒト／マウスハイブリッド１：Ｔ１７４Ｄ１７５をそれぞれ、Ａ及びＳに置換した。
ＣＤループ：
ヒト／マウスハイブリッド２：Ｄ２３１Ｌ２３２をそれぞれ、Ｓ及びＶに置換した。
ヒト／マウスハイブリッド３：Ａ２３３ＴＥ２３５をそれぞれ、Ｐ及びＴＤに置換した。
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【０６７５】
　ヒト／マウスハイブリッドは、表Ｃ－８に示されるプライマーを使用してオーバーラッ
プＰＣＲによって生成した。その後、発現ベクターｐＣＩｎｅｏ（Promega, Madison, WI
）におけるＸｈｏ１／Ｘｂａ１制限断片として単位複製配列をクローン化した。
【０６７６】
６．２　ナノボディとＲＡＮＫ－Ｌヒト／マウスハイブリッドとの結合
　ＨＥＫ２９３Ｔ細胞に、ｈＲＡＮＫ－Ｌ又はヒト／マウスハイブリッドをコードする発
現ベクターを一時的にトランスフェクトした。ナノボディ（可変濃度：２５０ｎＭ、５０
ｎＭ、１０ｎＭ、２ｎＭ、０．４ｎＭ、０．０８ｎＭ、１６ｐＭ）と細胞表面で発現され
たＲＡＮＫ－Ｌとの結合は、上記のように細胞のＦＡＣＳ解析によって評価した。結合の
結果の概要を表Ｃ－９で表す。
【０６７７】
　ヒト／マウス交差反応性ＲＡＮＫＬ３ナノボディの結合は、異なるハイブリッド分子の
発現及び正確なフォールディングの対照として有用であった。表Ｃ－９で示されるように
、ＲＡＮＫＬ３は３つの異なるハイブリッド分子と結合する。
【０６７８】
　ヒト特異的なナノボディによる結合の結果は以下の通りに要約することができる：
ループＡＡ’は、ナノボディとの種特異的な相互作用に関与しない。
ループＣＤは、ナノボディとの相互作用に極めて重要である。
ナノボディは、観察されるＣＤループとの相互作用の差に基づき、異なる群に再分割する
ことができる。
　ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５：ＣＤループのＮ末端部及びＣ末端部の突然変異は相
互作用を阻止する。
　ＲＡＮＫＬ９及びＲＡＮＫＬ１８：ＣＤループのＣ末端部の突然変異は相互作用を阻止
する。ＣＤループのＮ末端部は相互作用には関与しない。
　ＲＡＮＫＬ６：ＣＤループのＮ末端部の突然変異は相互作用を阻止する。ＣＤループの
Ｃ末端部は相互作用には関与しない。
【０６７９】
実施例７：カニクイザルにおける薬物動態及び薬効
　５匹の雄カニクイザル及び５匹の雌カニクイザルを、それぞれの群が１匹の雄と１匹の
雌とから成る５つの群に割り当てた。雄個体は、３９ヶ月齢～４２ヶ月齢であり、雌個体
は３３ヶ月齢～４４ヶ月齢に達していた。動物の初期体重は、雄個体で２．５ｋｇ～２．
７ｋｇ、雌個体で２．２ｋｇ～２．６ｋｇと様々であった。
【０６８０】
　ナノボディＲＡＮＫＬ１３１（配列番号６４３）に加えて、ナノボディＲＡＮＫＬ１３
０（配列番号７１５）及びＲＡＮＫＬ１８０（配列番号７２９）を試験した。ＲＡＮＫＬ
１３１は、２つのリンカー相互接続ＲＡＮＫＬ１３構成単位のみから成る二価ナノボディ
に対応する。ＰＫ及びＰＤの両方に対するアルブミン結合フォーマットの影響を完全に評
価するために、ＲＡＮＫＬ１３１が含まれていた。ＡＬＢ－１（配列番号７９０）は陰性
対照として含まれ、小分子イバンドロネート（LKT Laboratories, Inc, St. Paul, MN）
は陽性対照として有用であった。表Ｃ－１０に記載のように、動物に投与した。
【０６８１】
　ナノボディレベルの確定、抗体解析及び骨代謝回転マーカーである血清Ｎ－テロペプチ
ド（血清Ｎ－Ｔｘ）及びＢＡＰ（骨特異的アルカリホスファターゼ）の解析のために血清
試料を採取した。Ｎ－テロペプチド（尿Ｎ－Ｔｘ）及びクレアチニンの解析のために尿も
採取した。
【０６８２】
７．１　薬物動態
　ナノボディＲＡＮＫＬ１３０、ＲＡＮＫＬ１８０及びＲＡＮＫＬ１３１の濃度を血漿中
で以下の通りに求めた：９６ウェルマイクロタイタープレート（Ｍａｘｉｓｏｒｐ、Nunc
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, Wiesbaden, Germany）に４℃で一晩、ニュートラアビジン（２μｇ／ｍＬ、Pierce, Ro
ckford, IL）１００μＬをコーティングした。ウェルを吸引し、室温で３０分間、Ｓｕｐ
ｅｒＢｌｏｃｋ（登録商標）Ｔ２０　ＰＢＳ（Pierce, Rockford, IL）３００μＬで遮断
した。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程後、ビオチン化ＲＡＮ
ＫＬ（ＰＢＳ－０．１％カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、０．５μｇ／ｍＬ）
は、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、１００μＬをインキュベートすること
によって捕捉した。このインキュベーション工程の後、ウェルをＰＢＳ－０．０５％　Ｔ
ｗｅｅｎ２０で３回洗浄した。スタンダード、ＱＣ及び試験試料の前希釈液を、１００％
カニクイザル血漿の入った非コーティング（ポリプロピレン）プレートで調製し、６００
ｒｐｍで振盪しながら、室温で３０分間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．１％カゼイ
ン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０における１０倍希釈の試料及びスタンダード（カニクイ
ザル血漿の最終濃度は１０％である）をコーティングプレートに移し、６００ｒｐｍで振
盪しながら、室温で１時間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０
による３回の洗浄工程後、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、プレートを、自
社で精製した（purified in-house）ウサギ抗ナノボディポリクローナル抗体（ＰＢＳ－
０．１％カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、１μｇ／ｍＬ）と共にインキュベー
トした。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄後、ホースラディッシュ
ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）標識ポリクローナルヤギ抗ウサギ（ＰＢＳ－０．１％カゼイ
ン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、１／５０００、DakoCytomation, Glostrup, Denmar
k）１００μｌは、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、インキュベートした。
基質バッファー中で３倍希釈した、可溶性が向上した１００μＬの３，３’，５，５’－
テトラメチルベンジジン（ｅｓＴＭＢ、SDT, Brussels, Belgium）で１０分間、光を遮り
、視覚化を実施した。この基質バッファーは、６０％　Ｎａ２ＨＰＯ２（１００ｍＭ）及
び４０％クエン酸（１００ｍＭ）の組成であった。１０分後、着色反応を１ＮのＨＣｌ　
１００μＬによって停止させた。１０秒振盪した後、TecanのＥＬＩＳＡリーダーにおい
て４５０ｎｍで吸光を求め、６２０ｎｍでバックグラウンド吸光を補正した。それぞれの
試料における濃度をＳ字検量線に基づき求めた。
【０６８３】
　ＲＡＮＫＬ１３０及びＲＡＮＫＬ１８０の血漿濃度に関するプロファイルは、三相で減
衰しているように見えた。投与後、最初の２．５日では、初期の短い消失相（見掛けのα
相　ｔ１／２≒０．５日）、その後の主に緩やかな第２の相（見掛けのβ相）及び末端の
傾斜の変化を特徴とする短い最終相（見掛けのγ相）が存在した。
【０６８４】
　ＲＡＮＫＬ１３０及びＲＡＮＫＬ１８０を注射した全ての個体の個々の血漿濃度－時間
プロファイルを、ＷｉｎＮｏｎｌｉｎ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌソフトウェアバージョ
ン５．１（Pharsight Corporation, Mountain View California, USA）内で予めプログラ
ミングされたモデル２０１を使用して、非コンパートメント薬物動態解析（ＮＣＡ）にか
けた。ＲＡＮＫＬ１３１を注射した全ての動物の個々の血漿濃度－時間プロファイルを、
予めプログラミングされたモデル２０２を使用して解析した。血漿濃度曲線下面積（ＡＵ
Ｃ）及び得られるＰＫパラメータは、線形増加／対数減少（linear-up/log down）の台形
公式によって算出した。算出された薬物動態パラメータの概要を表Ｃ－１１及び表Ｃ－１
２に表す。
【０６８５】
　ナノボディに対する有意な抗体力価が、ＲＡＮＫＬ１３０、ＲＡＮＫＬ１３１及びＲＡ
ＮＫＬ１８０コホートから６匹の動物のうち４匹で検出される。抗体を発生した４匹の動
物が３つの異なるコホートに由来するので（ｃｙｎｏ１ｍ、ｃｙｎｏ３ｍ、ｃｙｎｏ４ｆ
、ｃｙｎｏ６ｆ）、その発生はナノボディ依存性ではなかった。
【０６８６】
７．２　薬効
　Ｉ型コラーゲンの架橋Ｎ－テロペプチド（ＮＴｘ）の発見によって、ヒト骨吸収の特異
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的な生化学マーカーが与えられている。ＮＴｘ分子の生成は、骨での破骨細胞によって媒
介され、分解の安定した最終産物として尿及び血清中で見られる。
【０６８７】
　ナノボディによって誘導される骨吸収の変化は、製造業者の取扱説明書（Ｏｓｔｅｏｍ
ａｒｋ（登録商標）ＮＴｘ血清、Ｏｓｔｅｏｍａｒｋ（登録商標）ＮＴｘ尿、Wampole La
boratories）に従ってイムノアッセイを使用して、血清ＮＴｘ及び尿ＮＴｘを検査するこ
とによって評価した。
【０６８８】
　ＲＡＮＫＬ１３０及びＲＡＮＫＬ１８０は、血清ＮＴｘレベルの急速な低減を引き起こ
した（図４）。これらの２つの試験群での最大阻害は、少なくとも４０日まで続いた。血
清ＮＴｘレベルは、ｃｙｎｏ１ｍ及びｃｙｎｏ６ｆではおよそ４０日目でベースラインへ
と回復し始めた。ｃｙｎｏ２ｆ及びｃｙｎｏ５ｍでは、ベースラインへの回復はそれぞれ
、４５日目及び５２日目で始まった。ｃｙｎｏ１ｍ及びｃｙｎｏ６ｆで見られる余り有益
ではないプロファイルは、これらの動物で観察された免疫原性によって説明することがで
きる。
【０６８９】
　ｃｙｎｏ３ｍ及びｃｙｎｏ４ｆでＲＡＮＫＬ１３１によって誘導された血清ＮＴｘプロ
ファイルの抑制は、そのレベルが８日目までにベースラインまで回復するため一時的なも
のであった。
【０６９０】
　１ヶ月に１回投与した小分子薬剤イバンドロネートは、ベースラインレベルに比べてお
よそ５０％の全体阻害しか誘導しなかった。
【０６９１】
　ＲＡＮＫＬ１３０、ＲＡＮＫＬ１３１及びＲＡＮＫＬ１８０コホートでは、１６日目ま
で尿ＮＴｘレベルを測定した。尿ＮＴｘは、血清ＮＴｘのものと同様の傾向を示した。
【０６９２】
　骨形成の変化は、Ｍｅｔｒａ（登録商標）ＢＡＰイムノアッセイを使用して、定量的尺
度及び骨芽細胞活性の指標として血清中の骨特異的なアルカリホスファターゼ（ＢＡＰ）
活性を検査することによって評価した。このアッセイは製造業者の取扱説明書に従って実
行した。ＲＡＮＫＬ１３０及びＲＡＮＫＬ１８０は、ＢＡＰ活性の抑制を誘導した（図５
）。
【０６９３】
実施例８：ナノボディのヒト化
　ヒト化バージョンの野生型ナノボディを、ＰＣＲオーバーラップ伸長法を使用して、オ
リゴヌクレオチドからアセンブリした。実施例２、実施例３及び実施例４で記載のように
、アルファスクリーン並びに生化学的アッセイ及び細胞アッセイにおける結合能及び中和
活性に関して評価したＲＡＮＫＬ６、ＲＡＮＫＬ９、ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１５及
びＲＡＮＫＬ１８の異なり得る変異体の配列を表Ｂ－５に示す。
【０６９４】
ＲＡＮＫＬ１３
　抗ＲＡＮＫＬナノボディＲＡＮＫＬ１３のアミノ酸配列（配列番号５７２）を、インハ
ウス（in-house）配列クエリ／アラインメントツールを使用して、ヒト生殖細胞系列ＶＨ

配列データベースに対してＢＬＡＳＴにかけた（blasted）（図６）。ヒト生殖細胞系列
ＶＨ３－２３（ＤＰ－４７、配列番号７６３～配列番号７６４）は、最も密接に関連する
配列を示した。ナノボディＲＡＮＫＬ１３は、ヒト生殖細胞系列ＶＨ３－２３の最初の９
７個のアミノ酸残基に対して８０個の同一のアミノ酸配列置換と、７個のさらなる保存的
アミノ酸置換とを示す。８個のアミノ酸残基（赤色で示す）は、ヒト化目的のために置換
され、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５（配列番号７５５）を作製した。
【０６９５】
　ＲＡＮＫＬ１３のヒト化プロセスにおいて、５つのＲＡＮＫＬ１３バージョン（ＲＡＮ
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ＫＬ１３ベース、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ１、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ２、ＲＡＮＫＬ１３ｈ
ｕｍ３及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ４）を構築した。ＲＡＮＫＬ１３ベースは４つの置換基
を含有する：Ａ１４Ｐ、Ｅ４４Ｇ、5７８Ｌ及びＱ１０８Ｌ。これらの変化に加えて、ｈ
ｕｍ１－４バージョンではさらなる置換基が導入されている：ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ１：
Ｒ２７Ｆ、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ２：Ｒ３０Ｓ、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ３：Ａ４９Ｓ、Ｒ
ＡＮＫＬ１３ｈｕｍ４：Ｓ９１Ｙ。全てのバージョンをアルファスクリーンアッセイで試
験し、ＲＡＮＫ－Ｌとの結合を表面プラズモン共鳴で解析した。
【０６９６】
　全てのバージョンをアルファスクリーンアッセイで試験した。アルファスクリーンで算
出されたＩＣ５０値は、導入された突然変異が、野生型ＲＡＮＫＬ１３と比べると、ヒト
化ＲＡＮＫＬ１３バージョンの効力に影響を与えなかったことを示す（表Ｃ－１３）。
【０６９７】
　ヒト化バージョンのナノボディＲＡＮＫＬ１３の結合反応速度も、表面プラズモン共鳴
によって解析した（ビアコア３０００）。ヒト可溶性ＲＡＮＫ－Ｌは、活性化ではＥＤＣ
／ＮＨＳ及び不活性化ではＨＣｌを使用して、アミンカップリングを介してＣＭ５センサ
ーチップ表面と共有結合した。ナノボディ結合は、１つの濃度（１００ｎＭ）で評価した
。それぞれのナノボディは、４５μｌ／分の流速で４分間、注入して、チップ結合抗原に
結合させた。次に、ナノボディを有しない結合バッファーを同じ流速でチップに送り、結
合ナノボディを自然解離させた。異なるナノボディで得られたセンサーグラムから、ｋｏ

ｆｆ値（ｋｄ）を算出し、表Ｃ－１３に示した。結合モデルに適合させるのに１つの濃度
のナノボディしか使用しなかったので、結合速度定数（ｋｏｎ又はｋａ）、またしたがっ
てＫＤ値も指標でしかなかった。表Ｃ－１３で示されるように、全てのヒト化ナノボディ
は、野生型ナノボディＲＡＮＫＬ１３に比べて同程度の解離速度定数／解離速度を示した
。
【０６９８】
　まとめると、アルファスクリーンデータ及びビアコア解析は、それぞれのヒト化バージ
ョンで導入された突然変異の結合又は効力に対する有意な効果を示さなかった。最終ヒト
化バージョンであるＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５では、全てのヒト化突然変異が組み合わされ
ていた。表Ｃ－１３で示されるように、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５は、野生型ＲＡＮＫＬ１
３と同様の効力及び結合親和性を示す。
【０６９９】
ＲＡＮＫＬ１８
　ＲＡＮＫＬ１８のヒト化プロセスにおいて、６つのＲＡＮＫＬ１８バージョン（ＲＡＮ
ＫＬ１８ベース、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ１、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ２、ＲＡＮＫＬ１８ｈ
ｕｍ３、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ４及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ５）を構築した。ＲＡＮＫＬ
１８ベースは４つの置換を含有する：Ａ１４Ｐ、Ｅ４４Ｇ、5７８Ｌ及びＱ１０８Ｌ。こ
れらの変化に加えて、ｈｕｍ１－５バージョンではさらなる置換が導入された：ＲＡＮＫ
Ｌ１８ｈｕｍ１：Ｒ２７Ｆ、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ２：Ｇ４９Ｓ、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ
３：Ｇ６０Ａ、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ４：Ｐ７７Ｔ及びＶ７８Ｌ、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ
５：Ｇ９４Ａ。全てのバージョンをアルファスクリーン及びビアコアで試験した（表Ｃ－
１３）。
【０７００】
　アルファスクリーンで算出されたＩＣ５０値は、ＲＡＮＫＬ１８ベース、ＲＡＮＫＬ１
８ｈｕｍ３及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ５で導入された突然変異が野生型ＲＡＮＫＬ１８に
比べて、これらのバージョンの効力に影響を与えなかったことを示していた（表Ｃ－１３
）。ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ１及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ２におけるヒト化突然変異は効力
に適度に影響を与えるが、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ４における二重突然変異はナノボディの
効力を完全に阻止した。これらの結果に基づき、２つのさらなる突然変異体、ＲＡＮＫＬ
１８ｈｕｍ６及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ７を構築し、解析した。ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６
は、ＲＡＮＫＬ１８ベース、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ３及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ５におけ
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るヒト化突然変異を合わせる。ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ７は、5７８Ｌ置換と共に、ＲＡＮ
ＫＬ１８ｈｕｍ６の全ての突然変異を包含する。表Ｃ－１３によって、ＲＡＮＫＬ１８ｈ
ｕｍ６が、野生型ＲＡＮＫＬ１８と同様の効力及び結合親和性を示すことが示される。Ｒ
ＡＮＫＬ１８ｈｕｍ７は、わずかに効力が弱く、ＲＡＮＫ－Ｌに対する結合親和性のわず
かな低減を示す。
【０７０１】
実施例９：ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５のＤ６２Ｅ突然変異の解析
　ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５の一次配列の解析は、異性化の潜在部位として、及びしたがっ
て分子の化学的不安定性の潜在源としてＤ６２を同定した。この可能性を調べるために、
ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５分子と、潜在的な異性化部位をグルタミン酸残基（Ｅ）で置き換
えた突然変異体であるＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５＿Ｄ６２Ｅ（配列番号７５６）とで安定性
アッセイを実施した。
【０７０２】
　ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５におけるＤ６２Ｅ突然変異は、突然変異：ＲｅｖＲＡＮＫＬ１
３ｈｕｍ５Ｄ６２（ＣＣＴＣＣＣＴＴＴＧＡＣＧＧＡＴＴＣＣＧＣＧＴＡＡＴＡＣＧＴ、
配列番号７９７）及びＦｗＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５Ｄ６２Ｅ（ＡＣＧＴＡＴＴＡＣＧＣＧ
ＧＡＴＴＣＣＧＴＣＡＡＡＧＧＧＡＧＧ、配列番号７９８）を含むプライマーを使用する
オーバーラップＰＣＲによって導入した。ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５又はＲＡＮＫＬ１３ｈ
ｕｍ５＿Ｄ６２ＥをコードするｃＤＮＡの両方が、ＬａｃＺプロモータと、アンピシリン
又はカルベニシリンに対する耐性遺伝子と、マルチクローニング部位と、ｇｅｎ３リーダ
ー配列とを含有していたｐＵＣ１１９由来の発現ベクターにおいてＳｆｉＩ／ＢｓｔＥＩ
Ｉ断片としてクローン化した。ナノボディコード配列とインフレームで（In frame）、ベ
クターは、ナノボディの３’末端で２つの終止コドンをコードしていた。
【０７０３】
　産生のために、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５＿Ｄ６２Ｅ構築物
を、ＴＢ／０．１％グルコース／カナマイシン５０ｍｌ中で植菌し、懸濁液を３７℃で一
晩インキュベートした。５×４００ｍｌ培地に、１／１００の得られた一晩前培養液を植
菌した。ＯＤ６００＞５まで、培養液をさらに３７℃、２５０ｒｐｍでインキュベートし
た。培養液を１ｍＭのＩＰＴＧで誘導し、さらに３７℃、２５０ｒｐｍで４時間、インキ
ュベートし続けた。培養液を４５００ｒｐｍで２０分間、遠心分離し、その後上清を廃棄
した。ペレットを－２０℃で保存した。
【０７０４】
　精製のために、ペレットを解凍し、２０ｍＬのｄ－ＰＢＳ中で再懸濁し、４℃で１時間
インキュベートした。それから、懸濁液を８５００ｒｐｍで２０分間、遠心分離し、ペリ
プラズム抽出物から細胞残屑を取り除いた。ナノボディを、陽イオン交換（Ｓｏｕｒｃｅ
　３０Ｓカラム、洗浄バッファー：１０ｍＭのクエン酸（ｐＨ４．０）、溶出バッファー
：１０ｍＭのクエン酸／１ＭのＮａＣｌ（ｐＨ４．０））、その後のサイズ排除クロマト
グラフィ（ｄ－ＰＢＳ中、Ｓｕｐｅｒｄｅｘ　７５　Ｈｉｌｏａｄ　１６／６０カラム）
によって精製した。ＯＤ２８０ｎｍを測定し、濃度を算出した。試料を－２０℃で保存し
た。
【０７０５】
　実施例２に記載のようにアルファスクリーンにおいて、結合能及び中和活性に関して、
ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５＿Ｄ６２Ｅを解析した。ＲＡＮＫ１
３のヒト化及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５におけるＤ６２Ｅ突然変異は、ナノボディの効力
には干渉しなかった。ＲＡＮＫＬ１３、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１３ｈｕ
ｍ５＿Ｄ６２Ｅは、アルファスクリーンアッセイで測定されたのと同様の効力を示した（
図７）。
【０７０６】
実施例１０：最適な効力に対する二価分子におけるリンカー長のサイズ決定
ＲＡＮＫＬ１３
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　異なるリンカー長を含有する一連の二価分子を構築した。ＲＡＮＫＬ１３１（ＲＡＮＫ
Ｌ１３－９ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１３、配列番号６４３）及びＲＡＮＫＬ１３３（ＲＡＮＫＬ
１３－３０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１３、配列番号７６６）はそれぞれ、９ＧＳリンカー又は３
０ＧＳリンカーを含有する。両方の分子をアルファスクリーンアッセイとＦＭＡＴアッセ
イとで試験し、一価ＲＡＮＫＬ１３及び三価二重特異性ＲＡＮＫＬ１３０と比較した。算
出されたＩＣ５０値を表Ｃ－１４に示す。両方のアッセイは、９ＧＳリンカーがＲＡＮＫ
Ｌ１３０で求めたのと同様の効力を得るのに十分であることを示している。
【０７０７】
ＲＡＮＫＬ１８
　異なるリンカー長を含有する一連の二価分子を構築した：
ＲＡＮＫＬ１８１ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ１８－９ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１８（配列番号６５７）
ＲＡＮＫＬ１８２ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ１８－２０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１８（配列番号６９３
）
ＲＡＮＫＬ１８３ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ１８－３０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１８（配列番号７６７
）
ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６　Ｂｉ＿２５：ＲＡＮＫＬ１８Ｈｕｍ６－２５ＧＳ－ＲＡＮＫＬ
１８Ｈｕｍ６（配列番号７６８）
ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６　Ｂｉ＿３０：ＲＡＮＫＬ１８Ｈｕｍ６－３０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ
１８Ｈｕｍ６（配列番号７６９）
【０７０８】
　全ての分子をアルファスクリーンアッセイとＦＭＡＴアッセイとで調べ、一価ＲＡＮＫ
Ｌ１８及び三価二重特異性ＲＡＮＫＬ１８０と比較した。算出されたＩＣ５０値を表Ｃ－
１４に示す。両方のアッセイは、３０ＧＳリンカーがＲＡＮＫＬ１８０で求めたのと同様
の効力を得るのに要求されていることを示している。
【０７０９】
ＲＡＮＫＬ９
　異なるリンカー長を含有する一連の二価分子を構築した：
ＲＡＮＫＬ９１ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ９－９ＧＳ－ＲＡＮＫＬ９（配列番号６３６）
ＲＡＮＫＬ９２ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ９－２０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ９（配列番号６７２）
ＲＡＮＫＬ９３ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ９－３０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ９（配列番号７７０）
ＲＡＮＫＬ９４ｂｉｖ：ＲＡＮＫＬ９－１５ＧＳ－ＲＡＮＫＬ９（配列番号７７１）。
【０７１０】
　全ての分子をアルファスクリーンアッセイとＦＭＡＴアッセイとで調べ、一価ＲＡＮＫ
Ｌ９及び三価二重特異性ＲＡＮＫＬ９０（配列番号７０８）と比較した（表Ｃ－１４）。
両方のアッセイは、１５ＧＳリンカーがＲＡＮＫＬ９０と同程度の効力での移行を誘導す
るのに十分であることを示している。
【０７１１】
実施例１１：異なるフォーマットのヒト化ナノボディの構築及び作製
　二価及び三価の二重特異性抗ＲＡＮＫＬナノボディをＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡ
ＮＫＬ１８ｈｕｍ６から構築した。対応するナノボディ番号を有する異なるフォーマット
されたヒト化ナノボディの概要を表Ｃ－１５に表す。
【０７１２】
１１．１　三価二重特異性ナノボディ
　三価二重特異性分子（ＲＡＮＫＬ００８ａ及びＲＡＮＫＬ０１０ａ）は、抗ヒト血清ア
ルブミンナノボディ構成単位（ＡＬＢ－１２、配列番号７９１）に対応する第３のヒト化
ナノボディ構成単位を中央に有する、ヒト化抗ＲＡＮＫＬナノボディに対応する２つの構
成単位を有する。個々の構成単位は、Ｇｌｙ／Ｓｅｒ（ＧＧＧＧＳＧＧＧＳ、配列番号７
９２）リンカーによって融合される。
【０７１３】
　ＲＡＮＫＬ００８ａは、大腸菌で発現し、培地及びペリプラズム抽出物から精製した。
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ナノボディをＭａｂＳｅｌｅｃｔ　Ｘｔｒａ（GE Healthcare, Uppsala, Sweden）上で捕
捉した。溶出は、バッファーＢ（１００ｍＭのグリシン（ｐＨ２．５））によって起こっ
た。画分を１．５Ｍのトリス（ｐＨ７．５）で中和し、１／１０のＰＢＳに対して透析し
た。その後、Ｓｏｕｒｃｅ　１５Ｓカラム（GE Healthcare, Uppsala, Sweden）を使用し
て、試料を陽イオン交換にかけた。
【０７１４】
　ＲＡＮＫＬ０１０ａは、ｐＰＩＣＺαＡ（Invitrogen, Carlsbad, CA）にクローン化し
て、メタノール資化酵母（Pichiapastoris：ピキア・パストリス）に形質転換した。コロ
ニーを２５０ｍｌのＢＣＧＭ培地中で希釈し、３０℃で成長させた。２０～２５のＯＤ６
００で、培養液を遠心分離し、ペレットを８０ｍｌのＢＭＣＭ培地中で再懸濁した。１０
０％メタノールの添加によって発現を誘導した。ＭａｂＳｅｌｅｃｔ　Ｘｔｒａ（GE Hea
lthcare, Uppsala, Sweden）上で捕捉することによって、ナノボディを培地から捕捉した
。１００ｍＭのグリシン（ｐＨ２．５）バッファー中の溶出画分を、１．５Ｍのトリス（
ｐＨ７．５）で中和し、１／１０のＰＢＳに対して透析した。試料を陽イオン交換によっ
てさらに精製した（Ｓｏｕｒｃｅ　３０Ｓカラム）。最後に、サイジング工程をＳｕｐｅ
ｒｄｅｘ　７５　２６／６０カラムで行った。
【０７１５】
１１．２　ペグ化ナノボディ
　二価のＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６を構築した。構築物を大腸
菌で発現した。精製及びペグ化を以下の通りに実施した：
二価ナノボディをプロテインＡ親和性クロマトグラフィ（ＭａｂＳｅｌｅｃｔ　Ｘｔｒａ
（商標））によって精製した。溶出後、１００ｍＭのグリシン（ｐＨ２．５）を使用して
、回収した試料を、１．５Ｍのトリス（ｐｈ７．５）を使用して迅速に中和した。陽イオ
ン交換工程の後（Ｓｏｕｒｃｅ　１５Ｓカラム）、ナノボディ（登録商標）を含有する画
分をＶｉｖａｓｐｉｎ（５ｋＤ）で濃縮し、最終濃度が１０ｍＭになるまで、ＤＴＴを添
加して、一晩インキュベートした。遊離ＤＴＴをＳＥＣで除去した後、ＰＥＧ（３－マレ
イミドプロプリオンアミド（Maleimidoproprionamide）、１，３－ビス（メトキシポリ（
エチレングリコール）変性２－グリセロール）、平均ＭＷ　４００００、Nektar Therape
utics, San Carlos, CA）を５モル過剰に添加し、一晩インキュベートした。ペグ化ナノ
ボディを、ＭａｃｒｏＣａｐ　ＳＰ陽イオン交換（バッファー：２５ｍＭの酢酸Ｎａ（ｐ
Ｈ５）＋０．５％プルロニック）によって、ペグ化していないナノボディ／遊離ＰＥＧと
分けた。結合タンパク質を線形勾配でバッファー（１×ＰＢＳ＋０．５％プルロニック）
へと溶出した。
【０７１６】
１１．３　ＨＳＡ融合
　ＨＳＡ融合タンパク質であるＲＡＮＫＬ００４ｈ及びＲＡＮＫＬ００６ｈはそれぞれ、
Ｃ末端でＨＳＡに融合する二価のＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５－９ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１３ｈｕ
ｍ５及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６－３０ＧＳ－ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６に対応する。
【０７１７】
　ＲＡＮＫＬ００４ｈの生成のために、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５を、以下のプライマーを
使用したＰＣＲによって増幅した：
【０７１８】
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【表２５】

【０７１９】
　続く単位複製配列を、適切な制限酵素（Ｎ末端断片：ＢｂｓＩ／ＸｈｏＩ及びＣ末端断
片：ＢｂｓＩ／ＡｖｒＩＩ）を使用して消化し、ＸｈｏＩ／ＡｖｒＩＩ開放型（opened）
ｐＰＩＣＺαＡ－ＨＳＡベクターにクローン化した。このベクターは、全長ヒト血清アル
ブミンに対するコード配列を含有している。
【０７２０】
　ＲＡＮＫＬ００６ｈの生成のために、ＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６を、以下のプライマーを
使用したＰＣＲによって増幅した：
【０７２１】

【表２６】

【０７２２】
　単位複製配列を、適切な制限酵素（Ｎ末端断片：ＢａｍＨＩ／ＸｈｏＩ及びＣ末端断片
：ＢａｍＨＩ／ＡｖｒＩＩ）を使用して消化し、ＸｈｏＩ／ＡｖｒＩＩ開放型ｐＰＩＣＺ
αＡ－ＨＳＡベクターにクローン化した。このベクターは、全長ヒト血清アルブミン配列
を含有している。
【０７２３】
　プラスミドをメタノール資化酵母に形質転換した。コロニーを２５０ｍｌのＢＣＧＭ培
地中で希釈し、３０℃で成長させた。１００％メタノールの添加によって発現を誘導した
。ＭａｂＳｅｌｅｃｔ　Ｘｔｒａ（GE Healthcare, Uppsala, Sweden）上でナノボディを
捕捉し、またさらにはＰｏｒｏｓ５０ＨＱ及びＳｕｐｅｒｄｅｘ２００　ＸＫ２６／６０
を使用する研磨工程によって、ナノボディを培地から精製した。
【０７２４】
実施例１２：アルファスクリーン及びＦＭＡＴアッセイにおけるフォーマットされたヒト
化ナノボディの特性化
１２．１　アルファスクリーン及びＦＭＡＴアッセイにおけるＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５ベ
ースのフォーマットの効力
　三価二重特異性ナノボディＲＡＮＫＬ００８ａ、ペグ化ナノボディＲＡＮＫＬ００１ｐ
及びＨＳＡ融合タンパク質ＲＡＮＫＬ００４ｈを、アルファスクリーンアッセイ及びＦＭ



(174) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

ＡＴアッセイで試験し、一価ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及び野生型の三価二重特異性ＲＡＮ
ＫＬ１３０と比較した。算出されたＩＣ５０値を表Ｃ－１６に示す。両方のアッセイでは
、ＲＡＮＫＬ００８ａ、ＲＡＮＫＬ００１ｐ及びＲＡＮＫＬ００４ｈは、ＲＡＮＫＬ１３
０のものと同程度の効力を示していた。
【０７２５】
１２．２　アルファスクリーン及びＦＭＡＴアッセイにおけるＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６ベ
ースのフォーマットの効力
　三価二重特異性ナノボディＲＡＮＫＬ０１０ａ及びペグ化ナノボディＲＡＮＫＬ００３
ｐを、アルファスクリーンアッセイ及びＦＭＡＴアッセイで試験し、一価ＲＡＮＫＬ１８
ｈｕｍ６及び野生型の三価二重特異性ＲＡＮＫＬ１８０と比較した。算出されたＩＣ５０

値を表Ｃ－１６に示す。両方のアッセイでは、ＲＡＮＫＬ０１０ａ及びＲＡＮＫＬ００３
ｐは、ＲＡＮＫＬ１８０のものと同程度の効力を示していた。
【０７２６】
１２．３　抗ヒト血清アルブミンナノボディ構成単位を有するＲＡＮＫＬ１３の結合反応
速度に対するアルブミンの効果
　野生型ＲＡＮＫＬ１３０ＮＴ（ＲＡＮＫＬ１３－ＡＬＢ－１－ＲＡＮＫＬ１３）及びヒ
ト化ＲＡＮＫＬ００８ａ（ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５－ＡＬＢ－１２－ＲＡＮＫＬ１３ｈｕ
ｍ５）で実験を実施した。この実験では、固定化ＲＡＮＫ－Ｌを有するチップに１００ｎ
Ｍの溶液を通した。図８に示されるように、アルブミン非存在下でのセンサーグラムは、
両方の分子で同程度であり（野生型及びヒト化）、これは両方の分子が同様に固定化ＲＡ
ＮＫＬと相互作用することを示唆している。その後、混合物を調製し（５００ｎＭのＨＳ
Ａを有する１００ｎＭのナノボディ）、チップに通した。シグナルが複合体で有意に高く
なったので、本発明者らは、野生型、及び抗ヒト血清アルブミンナノボディ構成単位を有
するヒト化変異体の両方が同時にＲＡＮＫ－Ｌ及びアルブミンと結合することができると
結論付けている。
【０７２７】
１２．４　ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６のエピトープマッピング
　過去には、ＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６が重複エピトープと結
合するという意見を支持する実験データが作成された。この所見は、ビアコア実験で確認
された。これらのエピトープマッピング実験では、初めにＲＡＮＫＬセンサーチップを第
１のナノボディ（濃度５００ｎＭ）で満たした。１２０秒後、解離させたか、又は試験さ
れる５００ｎＭのナノボディと共に同じ濃度の第１のナノボディを含有する混合物を１２
０秒間注入した。図９にはＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６に関するセンサーグラム、及び図１０
にはＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５に関するセンサーグラムを示している。表面を初めにＲＡＮ
ＫＬ１３ｈｕｍ５又はＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６のいずれかで満たした後、混合物を注入す
ると、わずかしかシグナルの増大が観察されなかったが、これはＲＡＮＫＬ１３ｈｕｍ５
及びＲＡＮＫＬ１８ｈｕｍ６が重複エピトープと結合することを示している。
【０７２８】
１２．５　フォーマットされたヒト化ナノボディによるＲＡＷ２６４．７細胞のＲＡＮＫ
－Ｌ誘導性分化の阻害
　ＲＡＷ２６４．７細胞（ＡＴＣＣ）を、１０％ＦＢＳを含有するＤＭＥＭ中で維持した
。１０％ＦＢＳと、０．１％ピルビン酸ナトリウムと、１％非必須アミノ酸とを含有する
フェノールレッドを用いずに、αＭＥＭ中で細胞を再懸濁し、９６ウェルプレートにおい
て２０００細胞数／ウェルで播種した。希釈系列のフォーマットされたヒト化ナノボディ
をウェルに加えた。破骨細胞様細胞への分化は、７．５ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫＬ（Peprot
ech, Rocky Hill, NJ）を添加することによって誘導した。全酒石酸耐性ホスファターゼ
活性を、基質としてパラニトロフェニルホスフェートを使用した４日後、上清中で測定し
た（図１１）。
【０７２９】
１２．６　フォーマットされたヒト化ナノボディによるＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ相互作
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用の阻害
　９６ウェルマイクロタイタープレートに、抗ＦｃナノボディＰＭＰ０２を４℃で一晩コ
ーティングし、Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　Ｔ２０（ＰＢＳ）遮断バッファーで遮断した。様
々な濃度のフォーマットされたヒト化ナノボディを、２００ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫ－Ｆｃ
及び５ｎｇ／ｍＬのＲＡＮＫ－Ｌとプレインキュベートした後、混合物をコーティングウ
ェルに移した。１０％　Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　Ｔ２０（ＰＢＳ）遮断バッファーを含有
するＰＢＳ中で、１００倍希釈のヒトＴＲＡＮＣＥ／ＲＡＮＫＬ／ＴＮＦＳＦ１１ビオチ
ン化親和性精製ポリクローナル抗体（R&D systems, Minneapolis, MN）によって、結合Ｒ
ＡＮＫ－Ｌを室温（ＲＴ）で１時間検出した後、ホースラディッシュペルオキシダーゼ標
識ストレプトアビジン（１０％　Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　Ｔ２０（ＰＢＳ）遮断バッファ
ーを含有するＰＢＳ中、１／５０００）と３０分間インキュベートした。３，３’，５，
５’－テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）及び過酸化水素によって、視覚化を実施し、そ
の後着色反応を１ＮのＨＣｌによって停止させた。吸光を４５０ｎｍで求めた。フォーマ
ットされたヒト化ナノボディによるＲＡＮＫとのＲＡＮＫ－Ｌ相互作用の阻害を図１２に
示す。
【０７３０】
１２．７　ＲＡＮＫＬ００８ａとヒト血清アルブミンとの結合
　９６ウェルマイクロタイタープレートに、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ、ＰＢＳ中、２
０μｇ／ｍＬ）を４℃で一晩コーティングした。ウェルを吸引し、Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ
　Ｔ２０（ＰＢＳ）遮断バッファーで遮断した。ウェルを希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａ
と共に室温で１時間インキュベートした。その後、結合したＲＡＮＫＬ００８ａを、ホー
スラディッシュペルオキシダーゼと連結した二価ナノボディで検出した。視覚化を上記の
ように実施した（図１３）。
【０７３１】
１２．８　ＲＡＮＫＬ００８ａとＨＳＡ及びＲＡＮＫ－Ｌとの二官能性結合
　２つの異なるＥＬＩＳＡフォーマットを適用して、ＲＡＮＫＬ００８ａとＨＳＡ及びＲ
ＡＮＫ－Ｌとの同時結合を測定した。
【０７３２】
　第１のフォーマットにおいて、９６ウェルマイクロタイタープレートに、ニュートラア
ビジン（２μｇ／ｍＬ、ＰＢＳ）を４℃で一晩コーティングし、Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　
Ｔ２０（ＰＢＳ）遮断バッファーで遮断した。ウェルをビオチン化ＲＡＮＫ－Ｌ（ＰＢＳ
中、０．５μｇ／ｍＬ）と共にインキュベートした後、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａを
適用した。結合したＲＡＮＫＬ００８ａを、ホースラディッシュペルオキシダーゼ標識ア
ルブミン（Genetex, San Antonio, TX、１／６０００）で検出した。視覚化を上記のよう
に実施した（図１４－Ａ）。
【０７３３】
　第２のフォーマットにおいて、９６ウェルマイクロタイタープレートに、ＨＳＡ（１０
μｇ／ｍＬ、ＰＢＳ）を４℃で一晩コーティングし、Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　Ｔ２０（Ｐ
ＢＳ）遮断バッファーで遮断した。その後、希釈系列のＲＡＮＫＬ００８ａを適用した。
室温で１時間インキュベートした後、結合したＲＡＮＫＬ００８ａを、ビオチン化ＲＡＮ
Ｋ－Ｌ（５ｎｇ／ｍＬ）で検出した後、ホースラディッシュペルオキシダーゼ標識ストレ
プトアビジン（１／２０００）とインキュベートした。視覚化を上記のように実施した（
図１４－Ｂ）。
【０７３４】
実施例１３：単一の静脈又は皮下投与後のＢａｌｂ／ｃマウスにおけるフォーマットされ
たヒト化ナノボディの薬物動態
　それぞれのナノボディ１００μｇを、雄Ｂａｌｂ／ｃマウス（８週齢～１２週齢）（ｎ
＝３）の尾静脈又は皮下のいずれかにボーラス投与した。一連の時点で、血液試料を回収
した。
【０７３５】
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　様々なナノボディの検出を以下の通りに実施した：
Ｍａｘｉｓｏｒｂマイクロタイタープレート（Nunc, Wiesbaden, Germany）に、室温（Ｒ
Ｔ）で１時間、５μｇ／ｍｌのニュートラアビジン（Pierce, Rockford, IL）のＰＢＳバ
ッファー溶液１００μｌをコーティングした。コーティング後、プレートを４秒間吸引し
て、室温で３０分間、Ｓｕｐｅｒｂｌｏｃｋ　Ｔ２０（Thermo Scientific Pierce Prote
in Research Products, Rockford, IL）で遮断した（３００μｌ／ウェル）。プレートを
０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０を含有するＰＢＳで３回洗浄した。遮断後、ビオチン化ヒト
ＲＡＮＫＬ（０．２５μｇ／ｍｌ、１００μｌ／ウェル）を室温で１時間捕捉した（６０
０ｒｐｍ）。希釈系列のナノボディ標準（ＰＢＳ／０．１％カゼイン中で調製）を１００
％プールブランクマウス血清（Harlan, Oxon, United Kingdom）にスパイクした（spiked
）後、０．１％カゼインを含有するＰＢＳ（別々の非コーティングプレートＮｕｎｃ中）
でさらに１０倍に希釈し、１０％プールマウス血清から成る最終試料マトリクスが得られ
た。血清試料を同じように処理した。全ての前希釈液を非コーティングプレートで室温で
３０分間インキュベートした（６００ｒｐｍ）。捕捉工程後、コーティングプレートを３
回洗浄し（０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０を含有するＰＢＳ）、それぞれの試料希釈液のア
リコート（１００μｌ）をコーティングプレートに移し、室温で１時間結合させた（６０
０ｒｐｍ）。試料をインキュベートした後、プレートを３回洗浄し（０．０５％　Ｔｗｅ
ｅｎ２０を含有するＰＢＳ）、インハウスポリクローナルウサギ抗ナノボディ抗体（１μ
ｇ／ｍｌ、ＰＢＳ／０．１％カゼイン中）１００μｌと共に室温で１時間インキュベート
した。それから、プレートを３回洗浄し（０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０を含有するＰＢＳ
）、２０００倍希釈（０．１％カゼインを有するＰＢＳ中）のヤギ抗ウサギＨＲＰ（Dako
Cytomation, Glostrup, Denmark）１００μｌと共にインキュベートした。室温で３０分
間インキュベートした後（６００ｒｐｍ）、プレートを３回洗浄し（０．０５％　Ｔｗｅ
ｅｎ２０を含有するＰＢＳ）、ｅｓ（ＨＳ）ＴＭＢ（ＨＲＰバッファー中、３倍希釈、SD
T, Brussels, Belgium）１００μｌと共に暗所で１０分間インキュベートした。１０分後
、反応をＨＣｌ（１Ｎ）１００μｌで停止させた。５分後、それぞれのウェルの吸光を４
５０ｎｍで測定し（TecanのＳｕｎｒｉｓｅ分光光度計、Maennedorf,Switzerland）、６
２０ｎｍでバックグラウンド吸光を補正した。可変傾斜を有するＳ字検量線に基づき、そ
れぞれの血清試料の濃度を求めた。
【０７３６】
　静脈投与後、ＷｉｎＮｏｎｌｉｎ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌソフトウェアバージョン
５．１（Pharsight Corporation, Mountain View California, USA）内で予めプログラム
されたモデル番号７を使用して、それぞれのマウスの血清濃度－時間プロファイルを２コ
ンパートメント（two-compartmental）薬物動態解析にかけた。個々のナノボディで算出
されたパラメータを表Ｃ－１７に示す。
【０７３７】
　皮下投与後、ＷｉｎＮｏｎｌｉｎ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌソフトウェアバージョン
５．１（Pharsight Corporation, Mountain View California, USA）内で予めプログラム
されたモデル番号３（遅延時間なし）又はモデル番号４（遅延時間あり）を使用して、そ
れぞれのマウスの血清濃度－時間プロファイルを１コンパートメント薬物動態解析（一次
吸収による）にかけた。個々のナノボディで算出されたパラメータを表Ｃ－１８に示す。
【０７３８】
実施例１４：カニクイザルにおけるフォーマットされたヒト化ナノボディの薬物動態及び
薬効
　雌のカニクイザルを、それぞれのグループがおよそ２４ヶ月齢の３匹の個体から成る１
７群に割り当てた。
【０７３９】
　表Ｃ－１９に記載のように、動物に投与した。ナノボディＲＡＮＫＬ００８ａ、ＲＡＮ
ＫＬ００１ｐ及びＲＡＮＫＬ００３ｐを様々な用量で投与した（３ｍｇ／ｋｇ、０．３ｍ
ｇ／ｋｇ、０．０３ｍｇ／ｋｇ）。ナノボディＡＬＢ－８は陰性対照として有用であった
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。小分子イバンドロネートは陽性対照として包含された。ナノボディレベルの確定、抗体
解析及び骨代謝回転マーカーである血清Ｎ－テロペプチド（血清Ｎ－Ｔｘ）の解析のため
に血清試料を採取した。
【０７４０】
１４．１　薬物動態
　ＲＡＮＫＬ００８ａの濃度を血漿中で以下の通りに求めた：
９６ウェルマイクロタイタープレート（Ｍａｘｉｓｏｒｐ、Nunc, Wiesbaden, Germany）
に４℃で一晩、ニュートラアビジン（２μｇ／ｍＬ、Pierce, Rockford, IL）１００μＬ
をコーティングした。ウェルを吸引し、室温で３０分間、ＳｕｐｅｒＢｌｏｃｋ（登録商
標）Ｔ２０　ＰＢＳ（Pierce, Rockford, IL）３００μＬで遮断した。ＰＢＳ－０．０５
％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程後、ビオチン化ＲＡＮＫＬ（ＰＢＳ－０．１％
カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、０．５μｇ／ｍＬ、自社（in-house））は、
６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、１００μＬをインキュベートすることによ
って捕捉した。このインキュベーション工程の後、ウェルをＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅ
ｅｎ２０で３回洗浄した。スタンダード、ＱＣ及び試験試料の前希釈液を、１００％カニ
クイザル血漿の入った非コーティング（ポリプロピレン）プレートで調製し、６００ｒｐ
ｍで振盪しながら、室温で３０分間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．１％カゼイン－
０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０における１０倍希釈の試料（カニクイザル血漿の最終濃度は
１０％である）をコーティングプレートに移し、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１
時間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程
後、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、プレートを、自社で精製したウサギ抗
ナノボディポリクローナル抗体（ＰＢＳ－０．１％カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２
０中、１μｇ／ｍＬ、自社、バッチ番号１５／０５／０６）と共にインキュベートした。
ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程後、ホースラディッシュペル
オキシダーゼ（ＨＲＰ）標識ポリクローナルヤギ抗ウサギ（ＰＢＳ－０．１％カゼイン－
０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、１／５０００、DakoCytomation, Glostrup, Denmark、
商品番号Ｐ０４４８）１００μｌを、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、イン
キュベートした。１００μＬの３，３’，５，５’－テトラメチルベンジジン（ｅｓＴＭ
Ｂ、SDT, Brussels, Belgium）で１０分間、光を遮り、視覚化を実施した。この基質は基
質バッファーで３倍に希釈した。基質バッファーは、６０％　Ｎａ２ＨＰＯ２（１００ｍ
Ｍ）及び４０％クエン酸（１００ｍＭ）の組成である。１０分後、着色反応を１ＮのＨＣ
ｌ　１００μＬによって停止させた。１０秒振盪した後、TecanのＥＬＩＳＡリーダーに
おいて４５０ｎｍで吸光を測定し、６２０ｎｍでバックグラウンド吸光を補正した。それ
ぞれの試料における濃度をＳ字検量線に基づき求めた。
【０７４１】
　ＲＡＮＫＬ００１ｐ及びＲＡＮＫＬ００３ｐの濃度を以下の通りに求めた：
９６ウェルマイクロタイタープレート（Ｍａｘｉｓｏｒｐ、Nunc, Wiesbaden, Germany、
商品番号４３０３４１）に４℃で一晩、ニュートラアビジン（２μｇ／ｍＬ、Pierce, Ro
ckford, IL）１００μＬをコーティングした。ウェルを吸引し、室温で３０分間、Ｓｕｐ
ｅｒＢｌｏｃｋ（登録商標）Ｔ２０　ＰＢＳ（Pierce, Rockford, IL）３００μＬで遮断
した。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程後、ビオチン化ＲＡＮ
ＫＬ（ＰＢＳ－０．１％カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、０．５μｇ／ｍＬ、
自社）を、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、１００μＬをインキュベートす
ることによって捕捉した。このインキュベーション工程の後、ウェルをＰＢＳ－０．０５
％　Ｔｗｅｅｎ２０で３回洗浄した。スタンダード、ＱＣ及び試験試料の前希釈液を、１
００％カニクイザル血漿の入った非コーティング（ポリプロピレン）プレートで調製し、
６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で３０分間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．１％
カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０＋１０％カニクイザル血漿における１０倍希釈の
試料（カニクイザル血漿の最終濃度は１０％である）をコーティングプレートに移し、６
００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、インキュベートした。ＰＢＳ－０．０５％　
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Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄工程後、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、
プレートを、自社で精製したウサギ抗ナノボディポリクローナル抗体（ＰＢＳ－０．１％
カゼイン－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、１μｇ／ｍＬ、自社）と共にインキュベート
した。ＰＢＳ－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０による３回の洗浄後、ホースラディッシュペ
ルオキシダーゼ（ＨＲＰ）標識ポリクローナルヤギ抗ウサギ（ＰＢＳ－０．１％カゼイン
－０．０５％　Ｔｗｅｅｎ２０中、１／２０００、DakoCytomation, Glostrup, Denmark
）１００μｌを、６００ｒｐｍで振盪しながら、室温で１時間、インキュベートした。１
００μＬの３，３’，５，５’－テトラメチルベンジジン（希釈していないｅｓＴＭＢ、
SDT, Brussels, Belgium）で１０分間、光を遮り、視覚化を実施した。１０分後、着色反
応を１ＮのＨＣｌ　１００μＬによって停止させた。１０秒振盪した後、TecanのＥＬＩ
ＳＡリーダーにおいて４５０ｎｍで吸光を測定し、６２０ｎｍでバックグラウンド吸光を
補正した。それぞれの試料における濃度をＳ字検量線に基づき求めた。
【０７４２】
　ＷｉｎＮｏｎｌｉｎ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌソフトウェアバージョン５．１（Phar
sight Corporation, Mountain View California, USA）を使用して、全てのサルの個々の
血清濃度－時間プロファイルを非コンパートメント（non-compartmental）薬物動態解析
（ＮＣＡ）にかけた。皮下投与及び静脈内投与のそれぞれの後に、予めプログラムされた
モデル２００又は２０１を使用した。ＡＵＣ及び得られるＰＫパラメータは、線形増加／
対数減少の台形公式によって算出した。算出された薬物動態パラメータの概要を表Ｃ－２
０～表Ｃ－２３に表す。
【０７４３】
１４．２　薬効
　ナノボディによって誘導される骨吸収の変化は、製造業者の取扱説明書（Ｏｓｔｅｏｍ
ａｒｋ（登録商標）ＮＴｘ血清、Wampole Laboratories）に従ってイムノアッセイを使用
して、血清ＮＴｘを検査することによって評価した。
【０７４４】
　図１５及び図１６は、静脈内又は皮下のいずれかで様々な量で投与した様々なナノボデ
ィに対する血清ＮＴｘ濃度－時間プロットを表す。
【０７４５】
　それぞれのナノボディの全ての血漿濃度－時間プロファイルが、濃度－時間データの合
理的な特性化を与えるのに最低限必要な薬物動態関数に同時に適合した。有意な免疫原性
を欠いているサルの血漿濃度－時間プロファイルのみがこの解析に含まれていた。中心コ
ンパートメントからの線形クリアランス及び非線形クリアランスの両方を有する２コンパ
ートメント薬物動態モデルは、用量及び時間依存性の薬物動態を特徴とすることが見出さ
れた。次に、これらのナノボディ特異的な薬物動態関数を薬効モデルの入力関数として使
用し、血清ＮＴｘ代謝回転でのｉｎ　ｖｉｖｏ効力（ＩＣ５０）及び固有活性（Ｉｍａｘ

）を推測した。
【０７４６】
　血清ＮＴｘ代謝回転でのそれぞれのナノボディの固有活性（Ｉｍａｘ）及び効力（ＩＣ

５０）は、間接的な応答モデルを使用して記載した。間接的な応答モデルは、ＮＴｘのゼ
ロ次産生速度（Ｋｉｎ）での血清ＮＴｘの半減期（ｔ１／２＝０．６９３／ｋｏｕｔ）及
びナノボディ媒介性阻害（Ｈｉｌｌ関数）でパラメータ化した。ナノボディは、Ｉｍａｘ

、ＩＣ５０及び形状係数ｎでパラメータ化したＨｉｌｌ等式によってＫｉｎを阻害すると
推測された。それぞれのナノボディでは、代謝回転パラメータ（Ｋｉｎ、Ｋｏｕｔ）がそ
れぞれの投与レベルで変化したＲＡＮＫＬ００３ｐ以外で、単一組のＰＤパラメータが推
測された。
【０７４７】
　全てのナノボディの得られた薬物動態パラメータを表Ｃ－２４に表す。３つのナノボデ
ィ全てが、同様の固有活性を有し、また血清ＮＴｘ（Ｉｍａｘ≒９０）のほぼ完全な阻害
を媒介したが、それらの効力は有意に異なっていた。ＲＡＮＫＬ００８ａは、血清ＮＴｘ
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合成の最も強力な阻害因子であることが見出され、これにＲＡＮＫＬ００１ｐとＲＡＮＫ
Ｌ００３ｐとが続いた。ＲＡＮＫＬ００３ｐは、ＲＡＮＫＬ００８ａよりも１０倍低い効
力を有していた。平均血清ＮＴｘ半減期は、およそ１．６時間であった。
【０７４８】
実施例１５：ＲＡＮＫＬ１３０、ＲＡＮＫＬ１８０、ＲＡＮＫＬ００８ａ、ＲＡＮＫＬ０
０１ｐ及びＲＡＮＫＬ００３ｐと、ＴＮＦファミリー成員ＴＮＦα、ＣＤ４０リガンド（
ＣＤ４０Ｌ）及びＴＲＡＩＬとの交差反応性
　抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディと、ＴＮＦファミリー成員ＴＮＦα、ＴＲＡＩＬとの交差反
応性、又はマウスＲＡＮＫ－Ｌに対する交差反応性を競合ＥＬＩＳＡで試験した。実施例
２に記載のように、ヒトＲＡＮＫ－Ｌを９６ウェルプレート上にコーティングした。ナノ
ボディ（１００ｐＭ）は、プレートに加える前に可変濃度のヒトＲＡＮＫ－Ｌ、マウスＲ
ＡＮＫ－Ｌ、ＴＮＦα又はＴＲＡＩＬ（１０ｎＭから１３．７ｐＭに至るまで）とプレイ
ンキュベートした。ナノボディとＲＡＮＫ－Ｌコーティングプレートとの結合は、外から
加えたＲＡＮＫ－Ｌによってのみ阻害され、他のリガンドの添加によっては影響を受けな
かった（図１７）。
【０７４９】
実施例１５：抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの投与が、卵巣切除したカニクイザルにおいて、
骨量の減少を防ぎ、また骨の強度及び質を維持する
　骨粗鬆症（Osteopororis）は、骨量の低下及び骨組織のマイクロアーキテクチャ悪化を
特徴とし、結果として脆弱性が増大し、骨折しやすくなる。エストロゲン枯渇は、閉経後
骨粗鬆症の骨量低下特性の一因となる。したがって、エストロゲン枯渇は、骨粗鬆症治療
を研究するための骨量低下動物モデルとして使用されている。
【０７５０】
　ＯＶＸ又は擬似手術の１ヵ月後、卵巣切除（ＯＶＸ）カニクイザル（ｃｙｎｏｓ）（９
歳～１６歳）を、１６ヶ月間ビヒクル又は抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディで処理する。擬似対
照はビヒクルで処理する。抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの投与の際の骨吸収及び骨ミネラル
密度（ＢＭＤ）に対する効果を解析する。
【０７５１】
　屠殺後、未処理（intact）右大腿骨、Ｌ３－Ｌ４椎体、及びＬ５－Ｌ６脊椎５ｍｍ海綿
状中心（cancellouscores）でｅｘ　ｖｉｖｏ　ＤＸＡ及びｐＱＣＴスキャンを実施する
。大腿骨幹及び上腕皮質ビーム（humeralcortical beams）の３点曲げと、大腿骨頸の剪
断と、腰椎試料の圧縮とによって破壊試験を実施する。
【０７５２】
　組織学的レベルで骨代謝回転に対する抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの効果、及びそれらの
骨強度との関係性を以下の通りに解析する：腸骨及び肋骨の生検前（６ヶ月及び１２ヶ月
）、及び屠殺前に二重蛍光色素標識を注入する。これらの生検と、脛骨骨幹と、Ｌ２椎骨
及び大腿近位部における海綿骨とで、組織形態計測を実施する。
【０７５３】
実施例１６：ＶＨＨ－Ｆｃ融合の構築及び解析
　ＲＡＮＫ－Ｌに指向性を有するナノボディは好適なベクターでクローン化し、ヒトＩｇ
Ｇ１又はヒトＩｇＧ２のＣＨ１欠失Ｆｃ部分との遺伝子融合が発生する。ナノボディとＦ
ｃとを連結しているヒンジ領域は、ＩｇＧ１又はＩｇＧ２のいずれかに由来する。
【０７５４】
　プラスミド構築物は、真核細胞株でトランスフェクトし、Ｆｃ融合は培養上清に分泌さ
れる。産物を精製し、クマシー染色ゲルで解析する。代表的な配列を表Ｂ－６に示す（配
列番号７７４～配列番号７８９）。ナノボディ融合は、ＦＭＡＴ競合結合アッセイ、ＮＦ
－κＢレポーターアッセイ及びＴＲＡＣＰ　５ｂ破骨細胞分化アッセイで試験する。
【０７５５】
表Ｂ－１：ＲＡＮＫ－Ｌに対する好ましいナノボディ（ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用
の阻害因子）
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【０７５６】
表Ｂ－２：ＲＡＮＫ－Ｌに対する好ましいナノボディ（ＲＡＮＫ／ＲＡＮＫ－Ｌ相互作用
の非阻害因子）
【表２８】

【０７５７】
表Ｂ－３：ＲＡＮＫ－Ｌに対する二価ナノボディ

【表２９】
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【０７５８】
表Ｂ－４：ＲＡＮＫ－Ｌに対する三価二重特異性ナノボディ
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【表３０】
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【０７５９】
表Ｂ－５：ＲＡＮＫ－Ｌに対するヒト化ナノボディ
【表３１】
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【０７６０】
表Ｂ－６：ＲＡＮＫ－Ｌに対するヒト化ナノボディ構築物
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【表３２】
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【０７６１】
表Ｂ－７：ヒト血清アルブミンに対するナノボディ
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【表３３】

【０７６２】
表Ｂ－８：ナノボディ構築物で使用するリンカー
【表３４】

【０７６３】
表Ｃ－１：実施例１に記載のように得られた抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディ配列。ナノボディ
配列は、ファミリーに分けられる。特有の配列を示している。
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【表３５】
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【０７６４】
表Ｃ－２：ＥＬＩＳＡにおける抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディによって得られたＥＤ５０値
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【表３６】

【０７６５】
表Ｃ－３：アルファスクリーンアッセイにおける抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディによって得ら
れたＩＣ５０値

【表３７】

【０７６６】
表Ｃ－４：ナノボディと、膜結合したヒト及びカニクイザルＲＡＮＫ－Ｌとの用量依存的
な結合（ＰＥ平均蛍光）
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【表３８】

【０７６７】
表Ｃ－５：アルファスクリーンにおける一価抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディと三価二重特異性
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抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディとの比較
【表３９】

【０７６８】
表Ｃ－６：細胞ベースの競合結合アッセイにおける一価抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディと三価
二重特異性抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディとの比較

【表４０】

【０７６９】
表Ｃ－７：ＮＦ－κＢレポーター遺伝子アッセイにおける抗ＲＡＮＫ－Ｌナノボディの効
力

【表４１】

【０７７０】
表Ｃ－８：実施例６に記載のようにヒト／マウスハイブリッドの構築物に使用するプライ
マー

【表４２】
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【０７７１】
表Ｃ－９：実施例６に記載のようにＲＡＮＫ－Ｌのヒト／マウスハイブリッドでのＲＡＮ
ＫＬナノボディの結合
【表４３】

【０７７２】
表Ｃ－１０：実施例７に記載のような薬物動態及び薬効試験における動物の投薬
【表４４】

【０７７３】
表Ｃ－１１：実施例７に記載のようなカニクイザル試験における薬物動態パラメータで得
られた値
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【表４５】

【０７７４】
表Ｃ－１２：実施例７に記載のようなカニクイザル試験における薬物動態パラメータで得
られた値
【表４６】

【０７７５】
表Ｃ－１３：アルファスクリーン及びビアコア３０００におけるヒト化ＲＡＮＫＬナノボ
ディの活性
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【表４７】

【０７７６】
表Ｃ－１４：アルファスクリーン及びＦＭＡＴにおける様々なナノボディ構築物の活性
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【表４８】

【０７７７】
表Ｃ－１５：ヒト化ナノボディから成る様々な構築物

【表４９】

【０７７８】
表Ｃ－１６：アルファスクリーン及びＦＭＡＴにおけるヒト化ナノボディの様々な構築物
の活性
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【表５０】

【０７７９】
表Ｃ－１７：雄Ｂａｌｂ／ｃマウスにおける単回静脈内投与（１００μｇ／動物）後のナ
ノボディの基本となる薬物動態パラメータ
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【表５１】

【０７８０】
表Ｃ－１８：雄Ｂａｌｂ／ｃマウスにおける単回皮下投与（１００μｇ／動物）後のナノ
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ボディの基本となる薬物動態パラメータ
【表５２】

【０７８１】
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表Ｃ－１９：実施例１４に記載されるような動物モデルに使用される投与用量、経路及び
頻度
【表５３】

【０７８２】
表Ｃ－２０：実施例１４に記載されるように雌カニクイザルにおける単回静脈内ボーラス
投与後のＲＡＮＫＬ００８ａの基本となる薬物動態パラメータ
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【表５４】

【０７８３】
表Ｃ－２１：実施例１４に記載されるように雌カニクイザルにおける単回静脈内ボーラス
投与後のＲＡＮＫＬ００１ｐの基本となる薬物動態パラメータ
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【表５５】

【０７８４】
表Ｃ－２２：実施例１４に記載されるように雌カニクイザルにおける単回静脈内ボーラス
投与後のＲＡＮＫＬ００３ｐの基本となる薬物動態パラメータ



(215) JP 5420532 B2 2014.2.19

10

20

【表５６】

【０７８５】
表Ｃ－２３：実施例１４に記載されるように雌カニクイザルにおける皮下投与後のナノボ
ディの基本となる薬物動態パラメータ
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【表５７】

【０７８６】
表Ｃ－２４：実施例１４に記載されるような雌カニクイザルにおけるＲＡＮＫＬ００８ａ
、ＲＡＮＫＬ００１ｐ及びＲＡＮＫＬ００３ｐの薬物動態パラメータ（±ＳＥ）
【表５８】
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