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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コラーゲン介在疾患または状態の、線維組織の限られた分解による処置のための表皮下
投与用医薬組成物の製造におけるリソソームプロテアーゼの使用であって、
　リソソームプロテアーゼは、酸性ｐＨに曝されたときに線維組織に蓄積された細胞外マ
トリックス（ＥＣＭ）の成分を分解するのに十分な量であり、
　リソソームプロテアーゼを含む組成物のｐＨが酸性であり、それによって組成物がＥＣ
Ｍに投与されたときに、組成物中のリソソームプロテアーゼが一定時間活性である、使用
。
【請求項２】
　医薬組成物が、単回投与用として製剤化される、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　リソソームプロテアーゼが、カテプシンＳ、カテプシンＫ、カテプシンＬ、カテプシン
Ｂ、カテプシンＣ、カテプシンＨ、カテプシンＦ、カテプシンＯ、カテプシンＲ、カテプ
シンＶ、カテプシンＷ、カテプシンＤ、カテプシンＥ、ヘパラナーゼおよびそれらの変異
型からなる群から選択され、リソソームプロテアーゼが、酸性ｐＨ活性化条件の非存在下
で不活性である、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　リソソームプロテアーゼが、ｐＨ５．５で活性であるが、ｐＨ７以上では不活性である
、請求項１に記載の使用。
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【請求項５】
　組成物のｐＨが３～６．５の範囲である、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　組成物のｐＨが４～６の範囲である、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　組成物のｐＨが３．５～６の範囲である、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　組成物のｐＨが５～６の範囲である、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　リソソームプロテアーゼが、チモーゲンまたは１本鎖または２本鎖形態である成熟タン
パク質である、請求項１～８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　セルライトの処置のための表皮下投与用医薬組成物の製造におけるカテプシンＬ酵素の
使用であって、
　カテプシンＬ酵素は、酸性ｐＨに曝されたときにセルライトを処置するのに十分な量で
あり、
　カテプシンＬ酵素を含む組成物のｐＨが酸性であり、それによって組成物がＥＣＭに投
与されたときに、組成物中のカテプシンＬ酵素が一定時間活性である、使用。
【請求項１１】
　カテプシンＬ酵素が、
　配列番号１の１～１７５に示したアミノ酸配列、または１～１７５に示したアミノ酸配
列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する重鎖；および
　配列番号１の１７９～２２０に示したアミノ酸配列、または１７９～２２０に示したア
ミノ酸配列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する軽鎖、
を含む、請求項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　カテプシンＬ酵素が、配列番号１に示したアミノ酸配列、または配列番号１に示したア
ミノ酸配列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する、請求項１０または１１
に記載の使用。
【請求項１３】
　コラーゲン介在疾患または状態が、セルライト、デュピュイトラン病、ペーロニー病、
Ｌｅｄｄｅｒｈｏｓｅ線維症（足底線維腫症）、関節硬着、既存の瘢痕、硬皮症、リンパ
水腫およびコラーゲン蓄積大腸炎からなる群から選択される、請求項１～９のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項１４】
　コラーゲン介在疾患または状態の、線維組織の限られた分解による処置における用途の
ための、表皮下投与のために製剤化された、リソソームプロテアーゼを含む、医薬組成物
であって、
　リソソームプロテアーゼは、酸性ｐＨに曝されたときに線維組織に蓄積された細胞外マ
トリックス（ＥＣＭ）の成分を分解するのに十分な量であり、
　リソソームプロテアーゼを含む組成物のｐＨが酸性であり、それによって組成物がＥＣ
Ｍに投与されたときに、組成物中のリソソームプロテアーゼが一定時間活性である、医薬
組成物。
【請求項１５】
　医薬組成物が、単回投与用として製剤化される、請求項１４に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　リソソームプロテアーゼが、カテプシンＳ、カテプシンＫ、カテプシンＬ、カテプシン
Ｂ、カテプシンＣ、カテプシンＨ、カテプシンＦ、カテプシンＯ、カテプシンＲ、カテプ
シンＶ、カテプシンＷ、カテプシンＤ、カテプシンＥ、ヘパラナーゼおよびそれらの変異
型からなる群から選択され、リソソームプロテアーゼが、酸性ｐＨ活性化条件の非存在下
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で不活性である、請求項１４または１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　リソソームプロテアーゼが、ｐＨ５．５で活性であるが、ｐＨ７以上では不活性である
、請求項１４に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　組成物のｐＨが３～６．５の範囲である、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の医
薬組成物。
【請求項１９】
　組成物のｐＨが４～６の範囲である、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の医薬組
成物。
【請求項２０】
　組成物のｐＨが３．５～６の範囲である、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の医
薬組成物。
【請求項２１】
　組成物のｐＨが５～６の範囲である、請求項１４～１７のいずれか１項に記載の医薬組
成物。
【請求項２２】
　リソソームプロテアーゼが、チモーゲンまたは１本鎖または２本鎖形態である成熟タン
パク質である、請求項１４～２１のいずれか１項に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　セルライトの処置における用途のための、表皮下投与のために製剤化された、カテプシ
ンＬ酵素を含む、医薬組成物であって、
　カテプシンＬ酵素は、酸性ｐＨに曝されたときにセルライトを処置するのに十分な量で
あり、
　カテプシンＬ酵素を含む組成物のｐＨが酸性であり、それによって組成物がＥＣＭに投
与されたときに、組成物中のカテプシンＬ酵素が一定時間活性である、医薬組成物。
【請求項２４】
　カテプシンＬ酵素が、
　配列番号１の１～１７５に示したアミノ酸配列、または１～１７５に示したアミノ酸配
列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する重鎖；および
　配列番号１の１７９～２２０に示したアミノ酸配列、または１７９～２２０に示したア
ミノ酸配列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する軽鎖、
を含む、請求項２３に記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　カテプシンＬ酵素が、配列番号１に示したアミノ酸配列、または配列番号１に示したア
ミノ酸配列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する、請求項２３または２４
に記載の医薬組成物。
【請求項２６】
　コラーゲン介在疾患または状態が、セルライト、デュピュイトラン病、ペーロニー病、
Ｌｅｄｄｅｒｈｏｓｅ線維症（足底線維腫症）、関節硬着、既存の瘢痕、硬皮症、リンパ
水腫およびコラーゲン蓄積大腸炎からなる群から選択される、請求項１４～２２のいずれ
か１項に記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　ｉ）表皮下投与のために製剤化された、リソソームプロテアーゼを含む組成物；
ｉｉ）リソソームプロテアーゼの酸性ｐＨ活性化条件を提供する酸性緩衝液；および
ｉｉｉ）他の生物製剤、小分子化合物、分散剤、麻酔薬および血管収縮薬からなる群から
選択される１種以上の他の薬剤、
を含む、コラーゲン介在疾患または状態の、線維組織の限られた分解による処置のための
表皮下投与用組み合わせ物であって、
　リソソームプロテアーゼは、酸性ｐＨに曝されたときに線維組織に蓄積された細胞外マ
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トリックス（ＥＣＭ）の成分を分解するのに十分な量であり、
　リソソームプロテアーゼを含む組成物のｐＨが酸性であり、それによって組成物がＥＣ
Ｍに投与されたときに、組成物中のリソソームプロテアーゼが一定時間活性である、組み
合わせ物。
【請求項２８】
　リソソームプロテアーゼが、カテプシンＳ、カテプシンＫ、カテプシンＬ、カテプシン
Ｂ、カテプシンＣ、カテプシンＨ、カテプシンＦ、カテプシンＯ、カテプシンＲ、カテプ
シンＶ、カテプシンＷ、カテプシンＤ、カテプシンＥ、ヘパラナーゼおよびそれらの変異
型からなる群から選択され、リソソームプロテアーゼが、酸性ｐＨ活性化条件の非存在下
、ＥＣＭ中で不活性である、請求項２７に記載の組み合わせ物。
【請求項２９】
　リソソームプロテアーゼがカテプシンＬ酵素であり、他の薬剤が、ヒアルロニダーゼで
ある分散剤である、請求項２８に記載の組み合わせ物。
【請求項３０】
　カテプシンＬ酵素およびヒアルロニダーゼが、別々の組成物中に含まれるか、または単
一組成物中に含まれる、請求項２９に記載の組み合わせ物。
【請求項３１】
　カテプシンＬおよびヒアルロニダーゼが、医薬組成物として製剤化された単一組成物中
に含まれる、請求項２９または３０に記載の組み合わせ物。
【請求項３２】
　請求項２７～３１のいずれか１項に記載の組み合わせ物を含み、所望により使用説明書
を含んでいてもよい、キット。
【請求項３３】
　コラーゲン介在疾患または状態の、線維組織の限られた分解による処置のための、リソ
ソームプロテアーゼを含む第１区画および酸性緩衝液を含む第２区画を含む容器であって
、
　第１区画が、治療上有効量の、表皮下投与のために製剤化された、リソソームプロテア
ーゼを単回投与または複数回投与用の量で含み；
　リソソームプロテアーゼの単回投与は、コラーゲン介在疾患または状態の処置に有効で
あるものとし；
　リソソームプロテアーゼは、酸性ｐＨに曝されたときに線維組織に蓄積された細胞外マ
トリックス（ＥＣＭ）の成分を分解し；
　組成物がＥＣＭに投与されたときに、組成物中のリソソームプロテアーゼが一定時間活
性であり；および
　酸性緩衝液がリソソームタンパク質に接触したときに、リソソームプロテアーゼの酸性
ｐＨ活性化条件を提供する、
容器。
【請求項３４】
　リソソームプロテアーゼがｐＨ５．５で活性であり、中性ｐＨで活性が弱いか、もしく
は不活性である、請求項３３に記載の容器。
【請求項３５】
　リソソームプロテアーゼが、カテプシンＳ、カテプシンＫ、カテプシンＬ、カテプシン
Ｂ、カテプシンＣ、カテプシンＨ、カテプシンＦ、カテプシンＯ、カテプシンＲ、カテプ
シンＶ、カテプシンＷ、カテプシンＤ、カテプシンＥ、ヘパラナーゼおよびそれらの変異
型からなる群から選択され、酸性ｐＨ活性化条件の非存在下、ＥＣＭ中で不活性である、
請求項３３または３４に記載の容器。
【請求項３６】
　リソソームプロテアーゼが、カテプシンＬ酵素である、請求項３３～３５のいずれか１
項に記載の容器。
【請求項３７】
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　酸性緩衝液が、３～６．５の範囲のｐＨを有する、請求項３３～３６のいずれか１項に
記載の容器。
【請求項３８】
　酸性緩衝液が、４．５～６の範囲のｐＨを有する、請求項３３～３６のいずれか１項に
記載の容器。
【請求項３９】
　リソソームプロテアーゼが、チモーゲンまたは１本鎖または２本鎖形態である成熟タン
パク質である、請求項３３～３８のいずれか１項に記載の容器。
【請求項４０】
　リソソームプロテアーゼがカテプシンＬ酵素であり、カテプシンＬ酵素が、
　配列番号１の１～１７５に示したアミノ酸配列、または１～１７５に示したアミノ酸配
列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する重鎖；および
　配列番号１の１７９～２２０に示したアミノ酸配列、または１７９～２２０に示したア
ミノ酸配列と少なくとも９５％の配列同一性を示す配列を有する軽鎖、
を含む、請求項３６～３９のいずれか１項に記載の容器。
【請求項４１】
　リソソームプロテアーゼがカテプシンＬ酵素であり、カテプシンＬ酵素が、配列番号１
に示したアミノ酸配列を有するか、または配列番号１に示したアミノ酸配列と少なくとも
９５％の配列同一性を示す配列を有し、カテプシンＬが、酸性ｐＨ活性化条件の非存在下
、ＥＣＭ中で不活性である、請求項３６～４０のいずれか１項に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　２００８年３月６日付提出の、Gilbert KellerおよびGregory Frostによる、「可活性
化型マトリックス分解酵素の生体内一時的制御」と題する米国仮出願番号第６１／０６８
６６７号、および２００８年５月１５日付提出の、Gilbert KellerおよびGregory Frost
による、「可活性化型マトリックス分解酵素の生体内一時的制御」と題する米国仮出願番
号第６１／１２７７２５号に対し、優先権の利益を主張する。認められた場合には、上記
で示した出願の内容について、出典明示により援用する。
【０００２】
　また本願は、米国仮出願番号第６１／０６８６６７号および米国仮出願番号第６１／１
２７７２５号に対し優先権を主張している、「可活性化型マトリックス分解酵素の生体内
一時的制御」と題する、米国特許出願（代理人事件番号１１９３７４－０００８２／３０
５６）に関するものである。
【０００３】
　本願はまた、「マトリックス金属プロテイナーゼの温度感受性突然変異体およびその使
用」と題する、米国仮特許出願（代理人事件番号１１９３７４－００１０３／ｐ３０７７
）に関するものである。
【０００４】
　認められた場合には、上記で示した関連出願の内容について、出典明示により援用する
。
【０００５】
　コンパクトディスクで提供された配列リストの援用
　配列リストのコンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ）での電子版を、本明細書と共に４コピー
（ＣＯＰＹ１、ＣＯＰＹ２、ＣＯＰＹ３およびＣＲＦのラベルを貼付）で提出しており、
それらについては出典明示により援用する。２００９年３月６日作製の上述のコンパクト
ディスクのそれぞれについてのコンピューターで読み取り可能なファイルは同一であり、
サイズが１.９６メガバイト、表題が３０５６ＳＥＱ.ＰＣ１.ｔｘｔである。
【０００６】
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　発明の分野
　本発明は、マトリックス分解酵素の生体内での作用の持続時間を制御する方法および組
み合わせを提供する。本方法および組み合わせにより、マトリックス分解酵素が、細胞外
マトリックス（または「ＥＣＭ」）へ投与されたときに、一時的に生体内で活性化され得
る。作用の持続時間が制御されたマトリックス分解酵素は、一または複数のＥＣＭ成分の
沈着または蓄積の増加を特徴とするＥＣＭ介在疾患または障害の処置に使用され得る。
【背景技術】
【０００７】
　背景
　細胞外マトリックス（ＥＣＭ）は、細胞および組織に不可欠な構造的支持体を提供する
。ＥＣＭ成分の過剰な沈着または蓄積の結果として細胞外マトリックスに欠損または変化
が生じると、ＥＣＭ介在疾患または状態が誘発され得る。これらの例には、コラーゲンの
過剰な線維性中隔の存在を特徴とするコラーゲン介在疾患または状態が含まれる。多くの
場合、上記疾患または状態について是認される唯一の処置は、侵襲性の高いものであり得
る手術である。デュピュイトラン症候群（デュピュイトラン拘縮とも呼ばれる）を処置す
るための穿刺腱膜切開術またはセルライト（皮下脂肪）に関する脂肪吸引などの他の処置
もまた侵襲性が高い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　コラーゲンを分解する中性ｐＨで活性を呈する酵素、コラゲナーゼは、セルライト（例
、公開米国出願第ＵＳ２００７０２２４１８４号参照）、デュピュイトラン症候群（例、
米国特許第ＵＳＲＥ３９９４１；５５８９１７１、６０８６８７２号参照）およびペーロ
ニー病（例、米国特許第６０２２５３９号参照）などのＥＣＭ介在状態の処置に使用され
てきた。しかしながら、コラゲナーゼは、Ｉ、IIおよびIII型のコラーゲンを不可逆的に
開裂し得る。コラゲナーゼの活性が長いと、投与され得る用量は制限され、長期活性化に
伴う副作用の危険も生じる。このため、これに代わるＥＣＭ介在疾患および状態の処置法
が要望される。したがって、本明細書の目的の一つは、ＥＣＭ介在疾患および状態の処置
を目的とする方法および可活性化型（activatable）マトリックス分解酵素の組み合わせ
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　要約
　本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）および活性化因子を投与する
ことによる細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の処置方法を提供する。一般
的には、治療有効量のＡＭＤＥを投与する。その量は、処置される疾患または状態の相関
的な要素であり、経験的に決定され得る。選択されるＡＭＤＥは、生体内での投与部位、
例えばＥＣＭでは不活性のものである。ＡＭＤＥは、天然に存するマトリックス分解（Ｍ
Ｄ）酵素、その種および対立遺伝子および他の変異型、例えば安定性などの基質特異性ま
たは特性などの活性を改変するように修飾が加えられた酵素を包含する。ＡＭＤＥは、特
定型のコラーゲンを開裂するための高い特異性などの特性を付与するか、または本方法に
ついての改変されたｐＨ曲線または最適条件を与えるための過程および方法により修飾さ
れ得る。投与部位にはもともと存在しない、活性化因子または活性化因子の組み合わせと
の連係的な投与により、活性化因子の消散に伴って限られた期間のみ活性を呈するか、ま
たは他の形でその場所から除去されるＡＭＤＥがもたらされる。ＡＭＤＥおよび活性化因
子は、逐次的、同一または個別組成物中で同時、または断続的に投与され得る。活性を呈
する期間が予め定められるように条件が選択され得る。ＡＭＤＥは、活性または完全活性
に対して複数の活性化因子を必要とし得る。ＡＭＤＥは、チモーゲン、完全長成熟ポリペ
プチド、例えば１本鎖または２本鎖ポリペプチドまたは前駆体ポリペプチドとして投与さ
れ得る。ＡＭＤＥは、溶液または懸濁液などの組成物で、または結晶化または凍結乾燥形
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態で提供され得る。ＡＭＤＥの具体例としては、限定されるわけではないが、カテプシン
、カルパインおよびヘパラナーゼがある。
【００１０】
　一般的に、ＡＭＤＥは表皮下投与される。局所を含む他の場所に投与するとき、ＡＭＤ
ＥがｐＨ５.５で実質的に活性を呈する（典型的にはそのｐＨでの最大値と比較した場合
活性の少なくとも約１０％、１１％、１２％、１３％または１５％が残存する）ようにＡ
ＭＤＥを選択する。さらに、上記投与の場合、ＡＭＤＥは、典型的には中性ｐＨで不活性
（活性の約１０％、１１％、１２％、１３％または１５％未満が残存）である。ＥＣＭの
疾患および状態には、例えばコラーゲン介在疾患および状態がある。上記疾患および状態
には、限定されるわけではないが、セルライト、デュピュイトラン病、外科的癒着、ケロ
イド、過形成性瘢痕および陥没瘢痕、ペーロニー病、Ledderhose線維症（足底線維腫症）
、有痛性肩拘縮症を含む関節硬着、外科的癒着、ケロイド、過形成性瘢痕および陥没瘢痕
を含む既存の瘢痕、硬皮症、リンパ水腫およびコラーゲン蓄積大腸炎がある。表皮下投与
には、限定されるわけではないが、皮下投与、筋肉内投与、病変部内投与および皮内投与
がある。
【００１１】
　すなわち、本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）および活性化因子
をＥＣＭに表皮下投与することによる細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の
処置方法を提供する。ＡＭＤＥは、活性化因子の非存在下ではＥＣＭにおいて不活性また
は部分的に不活性である。活性化因子は、ＥＣＭに投与されると酵素活性化条件を提供し
、それによりＡＭＤＥは活性を呈するが、活性化条件は、活性化因子の投与前には一般に
ＥＣＭには存在しない。一部実施態様では、中性ｐＨでは実質的に不活性の酵素であるＡ
ＭＤＥが選択される。
【００１２】
　また、本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）および活性化因子の投
与による細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の処置方法を提供し、その方法
において、ＡＭＤＥは、中性ｐＨでは不活性であり、活性化因子は、ＡＭＤＥが投与時ま
たは投与後活性を呈するように酵素に関する酸性ｐＨ活性化条件を提供し、活性化条件は
、活性化因子の投与前に投与部位には存在せず、ＡＭＤＥは、ｐＨ５.５で実質的に活性
を呈するものとする。ＡＭＤＥおよび活性化因子は、限定されるわけではないが、皮下、
筋肉内、病変部内、皮内、局所、経皮、静脈内、経口および直腸投与を含む適切な経路に
より投与され得る。例えば、投与は表皮下投与であり得る。
【００１３】
　また、本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）および活性化因子の投
与による細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の処置方法を提供し、その方法
において、ＡＭＤＥは、活性化因子の非存在下ではＥＣＭにおいて不活性であるが、活性
化因子が投与されると、ＡＭＤＥが活性を呈するように酵素に関する活性化条件を提供す
る形をとり、活性化条件は、活性化因子の投与前にはＥＣＭに存在せず、活性化因子は、
金属イオン、賦形剤の温度およびイオン強度、または還元または酸化剤から選択されるも
のとする。ＡＭＤＥおよび活性化因子または活性化因子の組み合わせは、限定されるわけ
ではないが、皮下、筋肉内、病変部内、皮内、局所、経皮、静脈内、経口および直腸投与
を含む適切な経路により投与され得る。例えば、投与は表皮下投与であり得る。
【００１４】
　一実施態様において、本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）および
活性化因子の投与による細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の処置方法を提
供し、その方法において、ＡＭＤＥは、活性化因子の非存在下ではＥＣＭにおいて不活性
であるが、活性化因子がＥＣＭに投与されると、ＡＭＤＥが活性を呈するように酵素に関
する活性化条件を提供する形をとり、活性化条件は、活性化因子の投与前にはＥＣＭに存
在せず、活性化因子は、金属イオン、温度およびイオン強度から選択されるものとする。
ＡＭＤＥおよび活性化因子は、限定されるわけではないが、皮下、筋肉内、病変部内、皮
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内、局所、経皮、静脈内、経口および直腸投与を含む適切な経路により投与され得る。例
えば、投与は表皮下投与であり得る。
【００１５】
　他の実施態様において、本発明は、可活性化型カテプシンＬおよび活性化因子の治療有
効量をＥＣＭへ表皮下投与することによるコラーゲン介在疾患または状態の処置方法を提
供し、その方法において、可活性化型カテプシンＬは活性化因子の非存在下ではＥＣＭに
おいて不活性であるが、活性化因子がＥＣＭに投与されると、可活性化型カテプシンＬが
活性を呈するように酵素に関する活性化条件を提供する形をとり、活性化条件は、活性化
因子の投与前にはＥＣＭに存在せず、活性化条件は酸性ｐＨであるものとする。典型的な
カテプシンＬポリペプチドは、配列番号１に示したアミノ酸の配列を含むもの、またはそ
の対立遺伝子、種または他の変異型であり、上記変異型は、改変された特性または活性を
有するように修飾されており、典型的には、配列番号１のいずれかに示したアミノ酸の配
列と比べた場合に少なくとも６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％
、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％または９９％の配
列同一性を有する。
【００１６】
　一般に、本発明方法では、時間経過に伴って、活性化因子が局所的環境により除去また
は消散または中和されるため、ＡＭＤＥは活性を示さなくなる。ＡＭＤＥが限られた時間
または予め定められた期間活性を呈するように、活性化条件および／または活性化因子が
選択または調整され得る。活性化因子は、ＡＭＤＥと同一組成物または別々の組成物中で
提供または投与され得、それらは逐次、同時または断続的に投与され得る。例えば、ＡＭ
ＤＥを投与前または投与時に活性化因子に暴露することにより、酵素は投与時に活性を呈
する。活性化条件には、限定されるわけではないが、ｐＨ、イオン強度、温度および金属
イオンがある。活性化条件の中で、ｐＨは、例えば酸性ｐＨ、例えば３～６.５、または
３.５～６、または３～５.５、または３～４.５、または４～６、または４～５.５、また
は４.５～５、または５～６またはその前後を含む範囲で、例えば３、３.５、４、４.５
、５、５.５、６または６.５である。ＡＭＤＥを所望のｐＨの緩衝液と接触させることに
よりｐＨが達成され得る。緩衝液は、２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥＳ
）、酢酸、クエン酸、マレアート、スクシナート、ラクタート、グリシナート、クエン酸
リン酸系およびヒスチジンから選択される酸を含有するものを含み得る。他の典型的活性
条件には、限定されるわけではないが、金属イオンおよび温度がある。例えば、活性化条
件は、金属イオン、例えばＣａ２＋、Ｚｎ２＋またはＭｇ２＋であり得る。温度は低温ま
たは高温であり得、酵素は、投与場所の温度、典型的には３７℃で実質的には不活性であ
る。すなわち、活性化条件は温度であり、温度は、約２０℃、２１℃、２２℃、２３℃、
２４℃、２５℃、２６℃、２７℃、２８℃、２９℃、３０℃、または３７℃より高温、例
えば４０℃、４１℃、４２℃、４３℃、４４℃、４５℃、４６℃、４７℃、４８℃、４９
℃、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃、７０℃、８０℃および生体内組織または細胞を損
傷することのない許容温度以下の温度である。
【００１７】
　例えば、緩衝液の緩衝能力および／またはそのイオン強度を選択することにより、活性
の一時的制御が達成され得る。活性に関して予め定められる時間は、上記条件の選択によ
り遂行され得、経験的に、または当業者に周知の方法により決定され得る。予め定められ
る時間の範囲は、１分間未満または１分間～数時間、例えば１分間、２分間、３分間、４
分間、５分間、６分間、７分間、８分間、９分間、１０分間、２０分間、３０分間、４０
分間、５０分間、１時間、２時間、３時間および４時間またはその前後であり得る。
【００１８】
　上記で示したとおり、ＡＭＤＥは、活性化可能であるか、または特定の活性化因子また
は活性化条件により活性化可能となるように修飾されたマトリックス分解酵素であり得る
。本発明方法で使用されるＡＭＤＥには、リソソーム酵素がある。ＡＭＤＥには、例えば
、カテプシン類、例えばシステインまたはアスパラギン酸プロテアーゼであるカテプシン



(9) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

類がある。これらの例としては、カテプシンＳ、カテプシンＫ、カテプシンＬ、カテプシ
ンＢ、カテプシンＣ、カテプシンＨ、カテプシンＦ、カテプシンＯ、カテプシンＲ、カテ
プシンＶ、カテプシンＷ、カテプシンＤおよびカテプシンＥがある。上記カテプシンの典
型例は、配列番号５７、６０、１、６５、１８０、６８、７１、７４、７７、１８３、１
８６、１８９、８０、１９５、９０、９３および９６のいずれかに示されたアミノ酸配列
を有するカテプシン、または配列番号５７、６０、１、６５、１８０、６８、７１、７４
、７７、１８３、１８６、１８９、８０、１９５、９０、９３および９６のいずれかの対
立遺伝子または種変異型または他の変異型から選択されるものである。他の変異型には、
例えば、改変された特性、例えば安定性、または活性、例えば基質特異性を有するように
修飾された酵素がある。変異型は、例えば、アミノ酸配列が配列番号５７、６０、１、６
５、１８０、６８、７１、７４、７７、１８３、１８６、１８９、８０、１９５、９０、
９３および９６のいずれかに示されているポリペプチドのいずれかと６０％、６５％、７
０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９
６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有し得る。
【００１９】
　本発明方法において、ＡＭＤＥは、投与されると、１種または複数の細胞外マトリック
ス（ＥＣＭ）成分を開裂し得る。上記開裂は、予め定められ得る限られた時間行われる。
開裂されるＥＣＭ成分には、限定されるわけではないが、例えば、コラーゲン、エラスチ
ン、フィブロネクチンおよびプロテオグリカン、例えばＩ型、II型、III型またはIV型コ
ラーゲンがある。ＡＭＤＥは、改変された特性または活性、例えばＩ型コラーゲンからＩ
Ｖ型コラーゲンに対し高い基質特異性を有するように、例えば定向進化方法または他の方
法により修飾され得る。
【００２０】
　他の作用物質も活性化因子および酵素と共に投与され得る。投与は、活性化因子および
／または酵素と同一の組成物または別々の組成物として行われ得る。投与は、同時に、別
々にまたは断続的に実施され得る。典型的な作用物質には、限定されるわけではないが、
例えば、他の生物製剤、小分子化合物、分散剤、麻酔薬および血管収縮薬および／または
それらの組み合わせから選択される薬剤がある。分散剤の例は、ヒアルロナン分解酵素、
例えばヒアルロニダーゼ、例えばＰＨ２０、例えばその可溶性形態、特にｒＨｕＰＨ２０
である。上記のヒアルロニダーゼは、典型的には酵素および活性化因子の投与前に投与さ
れる。可溶性ヒアルロニダーゼの典型例はｒＨｕＰＨ２０と称される生成物であって、こ
れは、配列番号２２６に示されたアミノ酸配列を有するポリペプチドまたはその対立遺伝
子または種変異型または他の変異型または配列番号２２６に示されたアミノ酸配列と少な
くとも約６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、
９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一
性を有する上記ポリペプチドの変異型をコードする核酸によりコードされる。
【００２１】
　他の薬剤には、麻酔薬、例えばリドカイン、および血管収縮薬、例えばアルファアドレ
ナリン作用性受容体アゴニスト、例えばレボノルデフリン、エピネフリンおよびノルエピ
ネフリンがある。典型的には、上記薬剤は、ＡＭＤＥおよび活性化因子と共に、またはそ
の前に投与される。すなわち、本発明は、上記の可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭ
ＤＥ）、活性化因子、ヒアルロニダーゼ、リドカインおよびエピネフリンを表皮下投与す
ることによる細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の疾患または状態の処置方法を提供する。Ａ
ＭＤＥは活性化因子の非存在下ではＥＣＭにおいて不活性である。酵素、ヒアルロニダー
ゼ、リドカインおよびエピネフリンは、同時に、またはリドカインを酵素の前に投与する
という条件で、逐次または断続的に投与され得る。例えば、ヒアルロニダーゼ、リドカイ
ンおよびエピネフリンは、酵素またはヒアルロニダーゼの投与前に投与されるか、または
ヒアルロニダーゼ、リドカインおよびエピネフリンは同時に投与されるか、またはヒアル
ロニダーゼ、リドカインおよびエピネフリンは、単一組成物で投与され得る。ＡＭＤＥお
よび活性化因子および他の作用物質は、皮下、筋肉内、病変部内、皮内、局所、経皮、静
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脈内、経口および直腸投与を含む適切な経路により投与され得る。例えば、投与は表皮下
投与であり得る。
【００２２】
　また、本発明は、本方法を実施するために使用され得る組成物、容器、組み合わせおよ
びキットを含む製品を提供する。例えば、本発明は、２区画を含む容器を提供する。第１
区画は、治療有効量の可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）を含み、その量は、
単一投薬または複数投薬に向けられたものであり、単一投薬量はＥＣＭの疾患または状態
の処置に有効であるものとする。また第２区画は活性化因子を含み、その活性化因子は酵
素を活性化するものである。ＡＭＤＥは、例えばリソソーム酵素、例えばカテプシン、カ
ルパインおよびヘパラナーゼ、例えば本発明方法での使用に関して上記で示したものを含
む。容器中のＡＭＤＥは、例えば、ｐＨ５.５では実質的に活性を呈し、所望により中性
ｐＨでは実質的に不活性でもよいＡＭＤＥを含む、上記のものである。活性化因子は、活
性化条件、例えば上記活性化条件を提供する。このため、第２区画は、例えば緩衝液など
、ｐＨまたはイオン強度に変化をもたらすかまたはそれを維持するか、または金属イオン
、例えばＣａ２＋、Ｚｎ２＋またはＭｇ２＋を提供する組成物を含み得る。具体例として
の緩衝液には、２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥＳ）、酢酸、クエン酸、
マレアート、スクシナート、ラクタート、グリシナート、クエン酸リン酸系およびヒスチ
ジンから選択される酸を含むものがある。疾患および状態は、上記のものを含む。容器は
また混合用区画を含んでおり、第１および第２区画の成分の混合を実施させ得る。典型的
な容器は、チューブおよびボトル、注射針を伴うかまたは伴わない滅菌内容物、例えば注
射器を含む。
【００２３】
　ＡＭＤＥおよび活性化因子は、単一または多回投薬用の量で提供される。容器中のＡＭ
ＤＥは、約１０μｇ～１００ｍｇ、約５０μｇ～７５ｍｇ、約１００μｇ～５０ｍｇ、約
２５０μｇ～２５ｍｇ、約５００μｇ～１０ｍｇ、約１ｍｇ～５ｍｇまたは約２ｍｇ～４
ｍｇの量で提供され得る。それは、固体として、例えば結晶化形態または凍結乾燥形態、
または液体形態、例えば溶液または懸濁液、ゲルまたは他の適切な形態で提供され得る。
容器中の液体の総体積は、例えば、約１～１００ｍｌ、約１～５０ｍｌ、約１０～５０ｍ
ｌ、約１０～３０ｍｌ、約１～２０ｍｌおよび約１～１０ｍｌであり得る。
【００２４】
　一実施態様において、本発明は、少なくとも２区画を有する容器を提供し、その第１区
画は、治療有効量の可活性化型カテプシンＬを含み、その量は、細胞外マトリックス（Ｅ
ＣＭ）の疾患または状態の処置に有効なものとし、第２区画は、カテプシンＬを活性化す
るものである酸性緩衝液を含むものとする。疾患および状態は、処置方法に関して上記で
示したものである。活性化因子は、緩衝液により与えられるｐＨであり得、特に酸性緩衝
液は、ｐＨ約４.０～５.０、特に約４.５～６、さらに特定すれば、約４.０、４.５、５
、５.５または６の範囲を有する。典型的な緩衝液は、酸、例えば２－（Ｎ－モルホリノ
）エタンスルホン酸（ＭＥＳ）、酢酸、クエン酸、コハク酸、乳酸、マレイン酸、グリシ
ン－塩酸、クエン酸リン酸およびヒスチジンを含む酸性緩衝液に含まれる。具体例として
のカテプシンＬポリペプチドは、配列番号１に示されたアミノ酸配列を含むもの、または
その対立遺伝子、種または他の変異型であり、上記変異型は、改変された特性または活性
を有するように修飾されており、典型的には、配列番号１のいずれかに示されたアミノ酸
配列との比較において少なくとも６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９
０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％または９９％
の配列同一性を有するものとする。活性化され得るカテプシンＬは、特に２本鎖または１
本鎖形態である活性化成熟形態の凍結乾燥粉末として提供され得る。容器中の可活性化型
カテプシンＬの量は、特定疾患または状態に治療上有効な量であり、例えば、約１０μｇ
～１００ｍｇ、約５０μｇ～７５ｍｇ、約１００μｇ～５０ｍｇ、約２５０μｇ～２５ｍ
ｇ、約５００μｇ～１０ｍｇ、約１ｍｇ～５ｍｇおよび約２ｍｇ～４ｍｇの範囲であり得
る。具体的な量は、特定疾患または状態により異なり得、必要ならば、経験的に決定され
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得る。カテプシンＬは、固体、例えば凍結乾燥粉末、ペーストまたは液体、例えば懸濁液
、分散液または溶液として提供され得る。容器の容量は、カテプシンＬの量および意図さ
れた経路および／または投与場所に適切なものである。例えば、容器の典型的容量は、約
１～１００ｍｌ、約１～５０ｍｌ、約１０～５０ｍｌ、約１０～３０ｍｌ、約１～２０ｍ
ｌまたは約１～１０ｍｌである。
【００２５】
　また、本発明は、上記容器（複数も可）および別の薬理学的に有効な作用物質を含む１
個または複数の追加容器を含む組み合わせを提供する。上記作用物質は、生物製剤、小分
子化合物、分散剤、麻酔薬および血管収縮薬およびそれらの組み合わせから選択され得る
。これらの作用物質は、本方法に関連して上記で示した作用物質および量を含む。例えば
、追加容器は、ヒアルロニダーゼ、例えばｒＨｕＰＨ２０を含み得る。その量は、例えば
１０単位～５０００００単位、１００単位～１０００００単位、５００単位～５００００
単位、１０００単位～１００００単位、５０００単位～７５００単位、５０００単位～５
００００単位または１０００単位～１００００単位またはその前後の範囲であり得る。他
の容器は、例えば約１０ｍｇ～１０００ｍｇ、約１００ｍｇ～５００ｍｇ、約２００ｍｇ
～４００ｍｇ、約２０ｍｇ～６０ｍｇまたは約３０ｍｇ～５０ｍｇの量の麻酔薬、例えば
リドカイン、および／またはレボノルデフリン、エピネフリンまたはノルエピネフリンを
含む血管収縮薬、例えばアルファアドレナリン作用性受容体アゴニストを、投与場所およ
び領域で血管収縮を誘発するのに有効な量で含有し得る。この量とは、例えば、約１０μ
ｇ～５ｍｇ、約５０μｇ～１ｍｇ、約５０μｇ～５００μｇ、約５０μｇ～２５０μｇ、
約１００μｇ～５００μｇ、約２００μｇ～４００μｇ、約１ｍｇ～５ｍｇまたは約２ｍ
ｇ～４ｍｇの例えばエピネフリンまたは他の血管収縮薬であり得る。追加的な薬理学的に
有効な薬剤は、それぞれ任意の組み合わせで一容器中において混合されるか、または単一
容器で提供され得る。それらは、カテプシンＬについて上記で例示および記載した液体ま
たは固体として提供され得る。
【００２６】
　典型的な実施態様において、組み合わせは、ＡＭＤＥおよび活性化因子を含み得、容器
は、少なくとも２種の薬理学上有効な薬剤を含み得、その場合、薬剤は、互いに独立した
別々の組成物として提供されるか、または同一容器における同一組成物で提供される。例
えば、追加容器は、ヒアルロニダーゼ、リドカインおよびエピネフリンのうちの１つまた
はそれ以上を含み得る。追加容器は、針を伴うかまたは伴わない注射器形態をとり得る。
追加容器（複数も可）における総容量は、約１～１００ｍｌ、約１～５０ｍｌ、約１０～
５０ｍｌ、約１０～３０ｍｌ、約１～２０ｍｌまたは約１～１０ｍｌである。
【００２７】
　典型的な実施態様において、組み合わせは、カテプシンＬおよびヒアルロニダーゼ、例
えばｒＨｕＰＨ２０を含む。それらは、別々の組成物として提供され得るか、または一容
器中における単一組成物で提供される。組み合わせは、カテプシンＬを活性化する酸性緩
衝液を含み得る。緩衝液は、別々の容器で提供されるか、またはカテプシンＬおよびヒア
ルロニダーゼの一方または両方と混合され得る。また、本発明は、酸性緩衝液と同時また
は逐次投与されたときＥＣＭ介在疾患または状態を処置するのに有効である量のカテプシ
ンＬを含む医薬組成物を提供し、その組成物は単一投薬用に処方され、緩衝液はカテプシ
ンＬを活性化するｐＨを有するものとする。カテプシンＬの量は特定疾患または状態に有
効であり、例えば、約１０μｇ～１００ｍｇ、約５０μｇ～７５ｍｇ、約１００μｇ～５
０ｍｇ、約２５０μｇ～２５ｍｇ、約５００μｇ～１０ｍｇ、約１ｍｇ～５ｍｇまたは約
２ｍｇ～４ｍｇである。さらに組成物は、リドカイン、エピネフリンおよびヒアルロニダ
ーゼのうちの１つまたはそれ以上を含有し得る。
【００２８】
　容器および／または組み合わせおよび組成物は、キットとしてパッケージ化され得る。
キットは、本発明方法で使用される容器および／または組み合わせおよび所望による追加
試薬、本発明で提供される投与装置、例えばバイアル、チューブ、注射器および針および
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／またはそれらの使用説明書を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１－１】図１は、チモーゲンＭＭＰのアラインメントであり、プロペプチド、触媒ド
メイン、リンカー領域、ヘモペキシンドメイン１～４、フィブロネクチンII型反復単位、
塩基性領域、システインスイッチ、カルシウム（Ｃａ）結合部位ＩおよびII、および亜鉛
結合部位を示す。アラインメントは、ＭＭＰ－１（配列番号３２７）、ＭＭＰ－８（配列
番号１０１のアミノ酸２１～４６７）、ＭＭＰ－１３（配列番号１０４のアミノ酸２０～
４７１）、ＭＭＰ－１８（配列番号１０７のアミノ酸１８～４６７）、ＭＭＰ－２（配列
番号１１０のアミノ酸３０～６６０）、ＭＭＰ－９（配列番号１１３のアミノ酸２０～７
０７）、ＭＭＰ－３（配列番号１１６のアミノ酸１８～４７７）、ＭＭＰ－１０（配列番
号１１９のアミノ酸１８～４７６）、ＭＭＰ－１１（配列番号１２２のアミノ酸３２～４
８８）、ＭＭＰ－７（配列番号１２５のアミノ酸１８～２６７）、ＭＭＰ－２６（配列番
号１２８のアミノ酸１８～２６１）、ＭＭＰ－１２（配列番号１３１のアミノ酸１７～４
７０）およびＭＭＰ－１９（配列番号１４６のアミノ酸１９～５０８）を含む、チモーゲ
ンＭＭＰを含む。「＊」は、その列の残基またはヌクレオチドがアラインメントにおける
全配列で同一であることを意味し、「：」は、同類置換が観察されたことを意味し、「・
」は、半同類置換が観察されることを意味する。
【図１－２】上記と同様である。
【図１－３】上記と同様である。
【図１－４】上記と同様である。
【図１－５】上記と同様である。
【図１－６】上記と同様である。
【図２】図２は、典型的ＭＭＰの触媒ドメインのアラインメントであり、典型的な保存お
よび同類アミノ酸残基を示す。他の保存および同類アミノ酸残基もＭＭＰ間に存在するこ
とは言うまでもない。すなわち、残基のこの図および同定は、ＭＭＰ間における対応する
残基の限定を意図したものではない。典型的ＭＭＰには、ＭＭＰ－１（配列番号３２７の
アミノ酸８１～２４２）、ＭＭＰ－８（配列番号１０１のアミノ酸１０１～２４２）、Ｍ
ＭＰ－１３（配列番号１０４のアミノ酸１０４～２４８）、ＭＭＰ－１８（配列番号１０
７のアミノ酸１００～２４６）、ＭＭＰ－２（配列番号１１０のアミノ酸１１０～４１７
）、ＭＭＰ－９（配列番号１１３のアミノ酸９４～４２５）、ＭＭＰ－３（配列番号１１
６のアミノ酸１００～２４７）、ＭＭＰ－１０（配列番号１１９のアミノ酸９９～２４６
）、ＭＭＰ－１１（配列番号１２２のアミノ酸９８～２２８）、ＭＭＰ－７（配列番号１
２５のアミノ酸９５～２４２）、ＭＭＰ－２６（配列番号１２８のアミノ酸９０～２３６
）、ＭＭＰ－１２（配列番号１３１のアミノ酸１０６～２４７）およびＭＭＰ－１９（配
列番号１４６のアミノ酸９８～２３９）がある。典型的な保存および同類置換を強調して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　詳細な記載
　概略
　Ａ．定義
　Ｂ．細胞外マトリックス
　　１．ＥＣＭの成分
　　　ａ．コラーゲン
　　　ｂ．エラスチン
　　　ｃ．フィブロネクチン
　　　ｄ．グリコサミノグリカン類（ＧＡＧ類）
　　　　ｉ．プロテオグリカン類
　　　　ii．ヒアルロン酸



(13) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　　２．皮膚の組織構造
　　　ａ．表皮
　　　ｂ．真皮
　　　ｃ．皮下組織
　　３．ＥＣＭの疾患
　Ｃ．マトリックス分解酵素
　　１．酵素活性化
　　　ａ．セリンプロテアーゼ類
　　　ｂ．システインプロテアーゼ類
　　　　ｉ．カテプシン類
　　　　　　カテプシンＬ
　　　　ii．カルパイン
　　　ｃ．アスパラギン酸プロテアーゼ類
　　　ｄ．金属プロテアーゼ類
　　　ｅ．ヘパラナーゼ
　Ｄ．可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）
　　１．可活性化型マトリックス分解酵素の活性化条件および活性化方法
　　　ａ．活性化条件－酸性ｐＨ
　　　ｂ．活性化条件－金属カチオン濃度
　　　ｃ．活性化条件－還元剤
　　　ｄ．活性化条件－温度
　　　　ｉ．温度感受性マトリックス金属プロテイナーゼ突然変異体
　　　　　１）具体例としてのｔｓＭＭＰ－１修飾
　　　　　２）組み合わせ
　　　　　３）追加的修飾
　　　　　４）他のＭＭＰ類
　　２．マトリックス分解酵素および活性化因子の組み合わせ
　Ｅ．マトリックス分解酵素をコードする核酸およびそのポリペプチドの製造方法
　　１．ベクターおよび細胞
　　２．発現
　　　ａ．原核生物細胞
　　　ｂ．酵母細胞
　　　ｃ．昆虫細胞
　　　ｄ．哺乳類細胞
　　　ｅ．植物
　　３．精製技術
　Ｆ．可活性化型マトリックス分解酵素の調製、処方および投与
　　１．注射可能物質、溶液およびエマルジョン
　　　　凍結乾燥粉末
　　２．局所投与
　　３．他の投与経路用の組成物
　　４．組み合わせ療法
　　　ａ．ヒアルロナン分解酵素
　　　　ｉ．ヒアルロニダーゼ類
　　　　　１）哺乳類型ヒアルロニダーゼ類
　　　　　２）細菌性ヒアルロニダーゼ類
　　　　　３）ヒル、他の寄生生物および甲殻類からのヒアルロニダーゼ類
　　　　ii．他のヒアルロナン分解酵素
　　　　iii．可溶性ヒアルロナン分解酵素
　　　　　１）可溶性ヒトＰＨ２０
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　　　　　２）ｒＨｕＰＨ２０
　　　　iv．ヒアルロナン分解酵素の修飾によるそれらの薬物動態特性の改良
　Ｇ．可活性化型マトリックス分解酵素のパッケージ化および製品
　　１．単一チャンバー装置
　　２．２区画チャンバー装置
　　３．キット
　Ｈ．マトリックス分解酵素の活性の評価方法
　　１．酵素活性の評価方法
　　２．ＥＣＭ分解の評価方法
　　　ａ．インビトロ検定法
　　　ｂ．インビボ検定法
　　　ｃ．非ヒト動物モデル
　Ｉ．ＥＣＭの疾患または欠損の典型的処置方法
　　　コラーゲン介在疾患または状態
　　　ａ．セルライト
　　　ｂ．デュピュイトラン病
　　　ｃ．ペーロニー病
　　　ｄ．Ledderhose 線維症（足底線維腫症）
　　　ｅ．関節硬着
　　　ｆ．既存の瘢痕
　　　　ｉ．外科的癒着
　　　　ii．ケロイド
　　　　iii．過形成性瘢痕
　　　　iv．陥没瘢痕
　　　ｇ．硬皮症
　　　ｈ．リンパ水腫
　　　ｉ．コラーゲン蓄積大腸炎
　Ｊ．実施例
【００３１】
　Ａ．定義
　特に断らなければ、本明細書で使用している技術および科学用語は全て、本発明（複数
も可）が属している分野における専門家が通常理解しているのと同じ意味を有する。本明
細書における開示全体を通して示された特許、特許出願、公開出願および公報、Genbank 
配列、データベース、ウェブサイトおよび他の出版物については、特に断らなければ、出
典明示により援用する。本明細書における用語に複数の定義がある事象では、この項での
定義が優先される。ＵＲＬまたはそのような他の識別名またはアドレスを参照する場合、
上記の識別名は変更され得、インターネット上の特定情報は移り変わり得るものであるが
、同等内容の情報はインターネットを検索することにより入手できることは言うまでもな
い。上記要領で参照することにより、情報の利用可能性および公開性が証明される。
【００３２】
　本明細書で使用している細胞外マトリックス（ＥＣＭ）とは、分化した組織および器官
の細胞を取り囲み、細胞に構造的支持体を提供する複雑な網状構造をいう。ＥＣＭは、構
造タンパク質、例えばコラーゲンおよびエラスチン、特殊なタンパク質、例えばフィブロ
ネクチンおよびプロテオグリカンにより構成される。正確な生化学的組成は、組織ごとに
異なる。例えば皮膚では、ＥＣＭを含むのは真皮層である。「間質」という表現は、本明
細書ではＥＣＭを指すのに互換的に使用している。
【００３３】
　本明細書で使用しているＥＣＭの成分とは、結合組織の細胞により生成され、間質へ分
泌される物質をいう。本発明での目的の場合、ＥＣＭ成分という表現は、タンパク質およ
び糖タンパク質を指すのであって、ＥＣＭの他の細胞成分または他の構成成分を指すので
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はない。典型的なＥＣＭ成分には、限定されるわけではないが、コラーゲン、フィブロネ
クチン、エラスチンおよびプロテオグリカンがある。
【００３４】
　本明細書で使用しているマトリックス分解酵素とは、ＥＣＭの一または複数成分を分解
する酵素をいう。マトリックス分解酵素には、共有結合的ペプチド結合の加水分解を触媒
する酵素である、プロテアーゼがある。マトリックス分解酵素は、当業者に周知のもの、
例えば本明細書記載のもの（例、表３参照）、その対立遺伝子または種変異型または他の
変異型を包含する。
【００３５】
　本明細書で使用している、マトリックス金属プロテアーゼ（ＭＭＰ）は、活性に必要と
される活性部位Ｚｎ２＋を含む亜鉛依存的エンドペプチダーゼであるマトリックス分解酵
素の一タイプを指す。ＭＭＰは、限定されるわけではないが、コラーゲン、フィブロネク
チン、エラスチンおよびプロテオグリカンを含むＥＣＭの成分を分解する酵素を含む。Ｍ
ＭＰは、一般的にプロペプチド、触媒ドメイン、プロリンリンカーおよびヘモペキシン（
ヘモペキシン様Ｃ－末端とも呼ばれる）ドメインを含む。ＭＭＰの中には追加的ドメイン
を含むものもある。典型的なＭＭＰを表５に示す。ＭＭＰなる語は、あらゆる形態、例え
ば前駆体形態（シグナル配列を含む）、プロ酵素形態（プロペプチドを含む）、プロセッ
シングされた活性形態、およびその１または複数ドメインを欠く形態を包含する。例えば
、ＭＭＰなる語が、触媒活性ドメインのみを含むＭＭＰを指す場合もある。典型的ＭＭＰ
のドメインを図１に示す。ＭＭＰはまた、その対立遺伝子または種変異型または他の変異
型を包含する。
【００３６】
　本明細書で使用している修飾マトリックス分解酵素（またはマトリックス分解酵素の変
異型）は、野生型酵素とは異なり一次配列に１つ以上の修飾が加えられている酵素をいう
。１つ以上の突然変異は、１つ以上のアミノ酸の置き換え（置換）、挿入、欠失およびそ
れらの組み合わせであり得る。修飾酵素は、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０
、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０またはそれより多数の
修飾位置を伴うものを包含する。修飾酵素は、野生型酵素の活性を保持しているが、改変
された基質特異性または安定性を有し得る。修飾酵素は、典型的には野生型酵素の対応す
るアミノ酸配列に対して６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９
３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性
を有する。
【００３７】
　本明細書で使用しているリソソーム酵素は、その分解機能が酸性ｐＨで最適となる酵素
をいう。低ｐＨという必要条件があるため、上記酵素は、一般的に細胞のリソソームに存
在する。リソソーム酵素には、限定されるわけではないが、カテプシンＳ、Ｋ、Ｌ、Ｂ、
Ｃ、Ｈ、Ｆ、Ｏ、Ｒ、Ｖ、ＤおよびＥがある。リソソーム酵素の典型例には、配列番号５
６、５９、６２、６４、１７９、６７、７０、７３、７６、１８２、１８５、１８８、７
９、１９４、８９、９２および９５のいずれかに示した前駆体形態および配列番号５７、
６０、１、６５、１８０、６８、７１、７４、７７、１８３、１８６、１８９、８０、１
９５、９０、９３および９６に示したその成熟形態またはその対立遺伝子または種変異型
または他の変異型がある。他のリソソーム酵素には、限定されるわけではないが、リソソ
ーム酸性リパーゼ、胃リパーゼ、リソソームホスホリパーゼおよび胆汁酸塩活性化リパー
ゼがある（成熟形態を含む、アミノ酸配列をコードする核酸配列は、配列番号１９６～２
０７のいずれかに示されている）。
【００３８】
　本明細書で使用している温度感受性（ｔｓ）突然変異体または温度感受性を付与する突
然変異または変異型または修飾は、許容温度と呼ばれるある温度で、非許容温度と呼ばれ
る他の温度の場合よりも高い酵素活性を呈するように修飾されたポリペプチドを指す。一
般的に、温度感受性突然変異体は、高温よりも低温で高い酵素活性を呈する。
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【００３９】
　本明細書で使用している許容温度は、ポリペプチドが非許容温度と呼ばれる第２の温度
の場合より高い酵素活性を呈する温度である。このため、本発明で提供する修飾酵素は、
ある温度では別の温度の場合より高くなるといったように異なる温度では異なる活性を呈
する。酵素が高い活性を呈する温度が許容温度である。
【００４０】
　本明細書で使用している非許容温度は、ポリペプチドが許容温度の場合より低い酵素活
性を呈し、修飾されていない酵素と比べて低い活性を呈する温度である。本発明が提供す
る温度感受性突然変異体は、非許容温度では許容温度での活性の約１％、２％、３％、４
％、５％、６％、７％、８％、９％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％
、７０％、８０％または９０％～１００％未満の酵素活性を呈する。また、本発明が提供
する温度感受性突然変異体は、非許容温度での修飾されていない酵素（例、野生型酵素）
の場合と比べると非許容温度での活性の約１％、２％、３％、４％、５％、６％、７％、
８％、９％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％または
９０％～１００％未満の活性を呈する。
【００４１】
　本明細書で使用している、非許容温度の場合に対する許容温度での酵素活性の比率は、
許容および非許容温度での酵素活性の関係を指す。それは、許容温度での活性を非許容温
度での活性で割ることによる商により表される。
【００４２】
　本明細書で使用している生理学的温度は、体内で維持されている温度条件をいい、約３
７℃、例えば３４℃、３５℃、３６℃、３７℃、３８℃または３９℃またはその前後であ
る。人体温度の正常範囲は、代謝速度、特定臓器などの因子および他の因子により変動す
ることは言うまでもない。本発明での目的の場合、生理学的温度は、正常な室温（例、２
２.７～２４.４℃）に保たれた室内にいる、非絶食状態で快適な服装をした対象について
存在する温度である。
【００４３】
　本明細書で使用している「可逆（性）の」という語は、許容温度でのその活性が、非許
容温度に暴露され、許容温度に再暴露されたときに回復または部分的に回復され得る修飾
酵素を指す。このため、可逆性酵素の活性は、それが一旦非許容温度に暴露されても、許
容条件にのみ暴露された酵素の活性と同一またはそれが実質的に保持されており、非許容
温度にのみ暴露された酵素の活性より大きい。例えば、非許容条件から許容条件に戻され
たとき、可逆性酵素は、非許容温度にのみ暴露された酵素の約１２０％、１２５％、１３
０％、１４０％、１５０％、１６０％、１７０％、１８０％、２００％またはそれより高
い活性を呈し、許容温度にのみ暴露された酵素の活性を保持している。
【００４４】
　本明細書で使用している「不可逆（性）または非可逆（性）の」という語は、許容温度
でのその酵素活性が、非許容温度に暴露され、許容温度に再暴露されたときに回復されな
い修飾酵素を指す。このため、不可逆性酵素の活性は、それが一旦非許容温度に暴露され
ると、許容温度にのみ暴露された酵素の活性より低くなり、また、非許容条件にのみ暴露
された酵素の活性より低いか、またはそれと同程度または実質的に同程度となる。例えば
、許容条件に戻されたとき、不可逆性酵素が呈する活性は、非許容温度での活性の約２０
％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、１０５％、
１１０％、１１５％または１２０％となり、許容温度にのみ暴露された酵素の活性の１０
０％未満となる。
【００４５】
　本明細書で使用しているドメインとは、構造的および／または機能的に区別または特定
され得るポリペプチドの一部分（３またはそれより多数、一般的には５または７またはそ
れより多数のアミノ酸の配列）をいう。例えば、ドメインは、１または複数の構造モチー
フ（例、ループ領域により連結されたアルファらせんおよび／またはベータ鎖の組み合わ



(17) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

せ）により構成されたタンパク質内に独立した折りたたみ構造を形成し得、および／また
は機能的活性、例えばキナーゼ活性により認識されるものを含む。タンパク質は、一つま
たは複数の異なるドメインを有し得る。例えば、ドメインは、関連ファミリー構成員との
その配列の相同性により、例えば細胞外ドメインを特定する相同性およびモチーフにより
同定、特定または識別され得る。別の例では、ドメインは、その機能により、例えば酵素
活性、例えばキナーゼ活性、または生体分子との相互作用能、例えばＤＮＡ結合、リガン
ド結合および二量体化の能力により識別され得る。ドメインは、それが独立して、または
別の分子と融合して活性、例えばタンパク質加水分解活性またはリガンド結合を遂行し得
るように、独立して機能または活性を呈し得る。ドメインは、ポリペプチドからのアミノ
酸の線状配列またはアミノ酸の非線状配列であり得る。多くのポリペプチドは、複数のド
メインを含む。例えば、ＭＭＰのドメイン構造を図１に示す。当業者であれば、ドメイン
について熟知しており、他の上記ドメインとの構造的および／または機能的相同性により
それらを同定することができるはずである。
【００４６】
　本明細書で使用している触媒ドメインは、触媒または酵素機能を呈するポリペプチドの
部分を指す。上記ドメインまたは領域は、典型的には基質と相互作用して、その触媒作用
を誘発する。ＭＭＰの場合、触媒ドメインは、３個のヒスチジン残基と結合したＺｎ２＋

イオンを含み、保存配列ＨＥｘｘＨｘｘＧｘｘＨにより表される亜鉛結合モチーフを含む
。
【００４７】
　本明細書で使用している高プロリンリンカー（ヒンジ領域とも呼ばれる）は、測定可能
な機能をもたない可撓性ヒンジまたはリンカー領域をいう。上記領域は、典型的にはドメ
インまたは領域間で見出され、ポリペプチドの可撓性の一助となる。
【００４８】
　本明細書で使用しているヘモペキシン結合ドメインまたはヘモペキシン様Ｃ－末端ドメ
インは、ＭＭＰのＣ－末端領域を指す。それは４枚刃のβ－プロペラ構造であり、タンパ
ク質－タンパク質相互作用に関与する。例えば、ＭＭＰのヘモペキシン結合ドメインは、
様々な基質と相互作用し、阻害剤、例えば金属プロテアーゼ類の組織阻害剤（ＴＩＭＰ）
とも相互作用する。
【００４９】
　本明細書で使用している、「本質的に特定ドメイン、例えば触媒ドメインにより構成さ
れる」または「ポリペプチドが本質的に特定ドメイン、例えば触媒ドメインにより構成さ
れている」という表現は、ポリペプチドのＭＭＰ部分のみがそのドメインまたは触媒活性
部分であることを意味する。ポリペプチドは、所望により、典型的には少なくとも３、４
、５、６またはそれより多数である、追加的な非ＭＭＰ由来のアミノ酸配列を、例えば別
のポリペプチドへの挿入またはそれとの結合により含み得る。
【００５０】
　本明細書で使用している「チモーゲン」は、不活性前駆体であり、活性となるために何
らかの変化、例えばポリペプチドのタンパク質加水分解を必要とする酵素をいう。チモー
ゲンはまた、例えば、限定されるわけではないが、ｐＨ、イオン強度、金属イオンまたは
活性化のための温度などの補因子の追加を必要とする場合もある。チモーゲンは、酵素の
プロ酵素形態を含む。このため、チモーゲンは、一般的に不活性であり、追加的補因子の
存在下または非存在下においてチモーゲンからのプロ領域の触媒または自触的開裂により
成熟ポリペプチドに変換され得る。
【００５１】
　本明細書で使用しているプロセグメントまたはプロ領域は、開裂されることにより、成
熟タンパク質を生成する領域またはセグメントをいう。これは、触媒機構を遮蔽すること
により酵素活性を抑制するように機能するセグメントを含み得る。プロ領域は、成熟ポリ
ペプチドのアミノ末端に位置するアミノ酸配列であり、数個程度の小さなアミノ酸であり
得るかまたはマルチドメイン構造であり得る。
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【００５２】
　本明細書で使用している活性化配列は、活性化開裂または成熟開裂による活性プロテア
ーゼの形成に必要とされる部位であるチモーゲンにおけるアミノ酸配列をいう。活性化配
列の開裂は、自触的に、または活性化パートナーにより触媒され得る。
【００５３】
　活性化開裂は、活性に必要とされる立体配座の変化が起こる成熟開裂の一タイプである
。活性化により、プロテアーゼの多鎖形態、例えば２本鎖形態が生成され得る。場合によ
っては、プロテアーゼの単鎖形態が単鎖としてタンパク質加水分解活性を呈することもあ
り得る。
【００５４】
　本明細書で使用している補因子は、酵素活性に必要とされる条件または因子をいう。補
因子は、酵素活性に必要とされるものであれば全て含む。補因子の例には、限定されるわ
けではないが、ｐＨ、イオン強度、金属イオンまたは温度がある。酵素のインビボ投与に
ついて言えば、補因子は内因的に存在する因子および外因的に提供される因子を含む。
【００５５】
　本明細書で使用している活性化条件は、酵素活性に要求される物理的条件または条件の
組み合わせをいう。本発明の目的の場合、可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）
に関する活性化条件は、酵素活性化に必要とされる量（すなわち、量、程度、レベルまた
は他の物理的尺度）では投与部位に存在しない、例えば細胞外マトリックスに存在しない
ものを含む。活性化条件の例には、限定されるわけではないが、ｐＨ、金属イオン、還元
または酸化剤、温度およびイオン強度がある。例えば、低ｐＨ条件では活性を示すが、中
性ｐＨでは不活性であるリソソームマトリックス分解酵素の場合、酸性ｐＨである活性化
条件に不活性酵素を暴露することにより、酵素の活性化が誘発される。活性化条件が酵素
の投与部位には存在しないため、外因的に付加しなければならないという事実により、活
性化条件は、時間の経過と共に消散および／または中和され、酵素を活性化するための活
性化条件は存在しなくなる。このため、酵素は、投与後限られたかまたは予め定められた
期間活性を呈する。
【００５６】
　本明細書で使用している活性化因子は、可活性化型マトリックス分解酵素についての活
性化条件を提供する組成物をいう。活性化因子の例には、限定されるわけではないが、酸
性ｐＨ緩衝液、冷緩衝液またはカルシウム緩衝液がある。
【００５７】
　本明細書で使用している「可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）」は、活性と
なるために活性化条件を必要とするマトリックス分解酵素をいう。本発明での目的の場合
、例えば、ＡＭＤＥは、ＡＭＤＥの投与の前、それと同時または後続的に活性化因子に暴
露させることにより、酵素に関する活性化条件が提供されなければ、ＥＣＭにおいて実質
的に不活性である。このため、酵素が活性を呈する生体内での場所または部位での持続期
間が、活性化条件の消散および／または中和の結果として予め定められるか、そして／ま
たは制御され得るように、可活性化型酵素の活性化は外的条件により制御される（すなわ
ち、一時的に制御可能または時間制御される）。すなわち、活性化条件に暴露することに
より、酵素はＥＣＭで限られた期間および／または限られた範囲まで活性を呈する（すな
わち、条件付きで活性を呈する）。活性化の範囲および時間は、活性化因子または活性化
条件の選択により制御され得、予め定められた期間であり得る。例えば、リソソーム酵素
、例えばカテプシンＬは、それが、例えば酸性緩衝液により提供される、ｐＨの活性化条
件への暴露により活性化され得るという点で可活性化型である。活性化された酵素をＥＣ
Ｍの中性ｐＨ環境に投与すると、ｐＨ環境は、酵素が不活性となるように、酸性緩衝液の
緩衝能力に基づいて予め定められ得る期間で中性に戻る。
【００５８】
　本明細書で使用している「活性化因子の量」は、活性化因子の量、程度またはレベルを
いう。活性化因子の量は、濃度または絶対量、または特定温度またはｐＨであり得る。本
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発明での目的の場合、活性化因子の量は、典型的には酵素の条件的活性化をもたらすのに
十分な量である。この量は、活性化の持続時間を改変するように調節され得るため、活性
化は限られたかまたは予め定められた期間続行され得る。
【００５９】
　本明細書で使用している「治療有効量」または「治療有効用量」は、治療効果を生み出
すのに少なくとも十分なものである薬剤、化合物、材料、または化合物を含む組成物を指
す。
【００６０】
　本明細書で使用している、限られた期間または限られた持続時間活性を呈する酵素は、
時間経過と共に消散するか、そして／または中和される活性を有する活性酵素をいう。す
なわち、活性化条件が存在しないことにより、酵素は不活性の状態である。
【００６１】
　本明細書で使用している予め定められた期間は、既知であり、制御され得る限られた期
間を意味する。酵素活性に必要とされる活性化条件の消散および／または中和を滴定する
ことにより、活性酵素を不活性にするのに要する時間が判明し得る。例えば、酸性媒質で
投与され、中性ｐＨを有するインビボ環境（すなわち、ＥＣＭ）に暴露される酸活性化酵
素は、時間経過とともに漸増ｐＨに暴露されるため、結果的に、酵素が活性を呈するのは
限られた期間のみとなる。ｐＨ増加速度は、例えば、活性酵素を不活性にするのに要する
期間が予め定められ得るように酸性緩衝液の緩衝能力を変えることにより制御され得る。
本発明での目的の場合、酵素は、約１分間、２分間、３分間、４分間、５分間、６分間、
７分間、８分間、９分間、１０分間、１５分間、２０分間、３０分間、１時間、２時間、
３時間または４時間またはその前後である予め定められた期間活性を呈し得る。
【００６２】
　本明細書で使用している、中性ｐＨで実質的に不活性とは、酵素が、中性ｐＨのときに
、類似した条件（ｐＨ差異以外）、すなわち検定法、緩衝液、イオン強度下でその最適ｐ
Ｈでの酵素の活性の１０％に満たない活性を呈することを意味する。
【００６３】
　本明細書で使用している、ｐＨ５.５で実質的に活性とは、酵素が、ｐＨ５.５のときに
、類似した条件（ｐＨ差異以外）、すなわち検定法、緩衝液、イオン強度下でその最適ｐ
Ｈでの酵素活性の１０％を超える、例えば２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７
０％、８０％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％または１００％の活性
を呈することを意味する。
【００６４】
　本明細書で使用している表皮下投与は、皮膚の最外層下で酵素を送達する投与を意味す
る。表皮下投与は、皮膚の外層への局所適用を含まない。表皮下投与の例には、限定され
るわけではないが、皮下、筋肉内、病変部内および皮内投与経路がある。
【００６５】
　本明細書で使用している基質は、酵素により開裂される分子をいう。最小限、標的基質
は、プロテアーゼにより認識される開裂配列を含むペプチドを含むため、長さが２、３、
４、５、６またはそれより長い残基であり得る。基質はまた、酵素により開裂される完全
長タンパク質、その対立遺伝子変異型、アイソフォームまたは一部分を含む。さらに、基
質は、酵素による基質の開裂に影響を及ぼさない追加的部分を含むペプチドまたはタンパ
ク質を含む。例えば、基質は、４アミノ酸ペプチド、または蛍光原部分に化学的に結合さ
れた完全長タンパク質を含み得る。
【００６６】
　本明細書で使用している開裂は、１または複数の分解産物をもたらす、酵素によるペプ
チド結合または他の結合の破壊をいう。
【００６７】
　本明細書で使用している活性は、完全長（完全）タンパク質に随伴するポリペプチドま
たはその一部分の機能的一活性または複数活性をいう。機能的活性には、限定されるわけ
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ではないが、生物活性、触媒または酵素活性、抗原性（抗ポリペプチド抗体と結合するか
またはそれとの結合についてポリペプチドと競争する能力）、免疫原性、多量体形成能力
およびポリペプチドについての受容体またはリガンドへの特異的結合能がある。
【００６８】
　本明細書で使用している酵素活性または触媒活性または開裂活性は、選択された基質の
タンパク質加水分解を検出するインビトロタンパク質加水分解検定法で評価されるプロテ
アーゼの活性をいう。
【００６９】
　本明細書で使用している活性酵素は、酵素活性を呈する酵素をいう。本発明での目的の
場合、活性酵素は、例えばコラーゲンなど、ＥＣＭのいずれか一または複数成分を開裂す
る酵素である。活性酵素は、１本鎖または２本鎖形態を含む。
【００７０】
　本明細書で使用している不活性酵素は、実質的に活性（すなわち、触媒活性または開裂
活性）を呈しない、例えば活性が酵素の最大活性の１０％に満たない酵素をいう。酵素は
、その立体配座、その活性に必要とされる活性化条件の欠如、または阻害剤または酵素を
実質的に不活性にする他の条件または因子または形態の存在により不活性であり得る。
【００７１】
　本明細書で使用しているヒトタンパク質は、その全対立遺伝子変異型および保守的変異
型を含む、ヒトゲノムに存在する核酸分子、例えばＤＮＡによりコードされるものである
。タンパク質の変異型または修飾型は、修飾がヒトタンパク質の野生型または優勢な配列
に基づいている場合には、ヒトタンパク質である。
【００７２】
　本明細書で使用しているヒアルロナン分解酵素は、ヒアルロナンポリマー（ヒアルロン
酸またはＨＡとも称される）の小分子量フラグメントへの開裂を触媒する酵素である。ヒ
アルロナン分解酵素の例は、ヒアルロニダーゼ、およびヒアルロナンを脱重合させる能力
をもつ特定のコンドロイチナーゼおよびリアーゼである。ヒアルロナン分解酵素である典
型的コンドロイチナーゼには、限定されるわけではないが、コンドロイチンＡＢＣリアー
ゼ（コンドロイチナーゼＡＢＣとしても知られている）、コンドロイチンＡＣリアーゼ（
コンドロイチン硫酸リアーゼまたはコンドロイチン硫酸エリミナーゼとしても知られてい
る）およびコンドロイチンＣリアーゼがある。コンドロイチンＡＢＣリアーゼは、２酵素
、すなわちコンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリアーゼ（ＥＣ４.２.２.２０）および
コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエキソリアーゼ（ＥＣ４.２.２.２１）を含む。典型的な
コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリアーゼおよびコンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエキ
ソリアーゼには、限定されるわけではないが、プロテウス・ブルガリス（Proteus vulgar
is）およびフラボバクテリウム・ヘパリヌム（Flavobacterium heparinum）由来のものが
ある（プロテウス・ブルガリス（Proteus vulgaris）コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエン
ドリアーゼは、配列番号３０５に示されている；Sato et al. (1994) Appl. Microbiol. 
Biotechnol. 41(1):39-46）。細菌由来の典型的コンドロイチナーゼＡＣ酵素には、限定
されるわけではないが、配列番号３０８に示されたフラボバクテリウム・ヘパリヌム・ビ
クチバリス・バンデンシス（Flavobacterium heparinum Victivallis vadensis）および
アルトロバクター・アウレセンス（Arthrobacter aurescens）に由来するものがある（Tk
alec et al. (2000) Applied and Environmental Microbiology 66(1):29-35; Ernst et 
al. (1995) Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 30(5):387-444
）。細菌由来の典型的コンドロイチナーゼＣ酵素には、限定されるわけではないが、スト
レプトコッカス（Streptococcus）およびフラボバクテリウム（Flavobacterium）に由来
するものがある（Hibi et al. (1989) FEMS-Microbiol-Lett. 48(2):121-4; Michelacci 
et al. (1976) J. Biol. Chem. 251:1154-8; Tsuda et al. (1999) Eur. J. Biochem. 26
2:127-133）。
【００７３】
　本明細書で使用しているヒアルロニダーゼは、ヒアルロン酸を分解する酵素を指す。ヒ
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アルロニダーゼには、細菌性ヒアルロニダーゼ（ＥＣ４.２.９９.１）、ヒル、他の寄生
虫および甲殻類由来のヒアルロニダーゼ（ＥＣ３.２.１.３６）および哺乳類型ヒアルロ
ニダーゼ（ＥＣ３.２.１.３５）がある。また、ヒアルロニダーゼには、限定されるわけ
ではないが、ネズミ、イヌ、ネコ、ウサギ、鳥類、ウシ、ヒツジ、ブタ、ウマ、魚類、カ
エル、細菌を含む、ヒト以外の起源を有するもの、およびヒル、他の寄生虫および甲殻類
に由来するものがある。典型的な非ヒトヒアルロニダーゼには、配列番号２３７～２６０
のいずれかに示されたものがある。典型的なヒトヒアルロニダーゼには、ＨＹＡＬ１（配
列番号２６２）、ＨＹＡＬ２（配列番号２６３）、ＨＹＡＬ３（配列番号２６４）、ＨＹ
ＡＬ４（配列番号２６５）およびＰＨ２０（配列番号２３２）がある。また、可溶性ヒト
ＰＨ２０および可溶性ｒＨｕＰＨ２０もヒアルロニダーゼに含まれる。
【００７４】
　ヒアルロニダーゼなる語は、前駆体ヒアルロニダーゼポリペプチドおよび成熟ヒアルロ
ニダーゼポリペプチド（例えばシグナル配列が除去されたもの）、活性を有するその先端
切除形態を含み、対立遺伝子変異型および種変異型、スプライス変異型によりコードされ
る変異型および他の変異型、例えば配列番号２３２のいずれかに示された前駆体ポリペプ
チドまたはその成熟形態との少なくとも４０％、４５％、５０％、５５％、６５％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％または
それより高い配列同一性を有するポリペプチドを含む。ヒアルロニダーゼはまた、化学的
または翻訳後修飾を含むもの、および化学的または翻訳後修飾を含まないものを包含する
。上記修飾には、限定されるわけではないが、ペグ化、アルブミン化、グリコシル化、フ
ァルネシル化、カルボキシル化、ヒドロキシル化、リン酸化および当業界で周知の他のポ
リペプチド修飾がある。
【００７５】
　本明細書で使用している可溶性ヒトＰＨ２０またはｓＨｕＰＨ２０は、発現されると、
ポリペプチドが可溶性となるようにＣ－末端におけるグリコシルホスファチジルイノシト
ール（ＧＰＩ）結合部位の全部または一部分を欠いた成熟ポリペプチドを含む。典型的な
ｓＨｕＰＨ２０ポリペプチドは、配列番号２２６～２３１のいずれか一つに示されたアミ
ノ酸配列を有する成熟ポリペプチドを含む。上記の典型的ｓＨｕＰＨ２０ポリペプチドに
ついての前駆体ポリペプチドは、アミノ酸シグナル配列を含む。前駆体の典型は配列番号
２２５に示されており、アミノ酸１～３５位に３５アミノ酸シグナル配列を含む。可溶性
ＨｕＰＨ２０ポリペプチドは、本明細書記載の製造および精製方法の最中または後に分解
され得る。
【００７６】
　本明細書で使用している可溶性ｒＨｕＰＨ２０は、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨ
Ｏ）細胞で組換え技術により発現されるヒトＰＨ２０の可溶性形態を指す。可溶性ｒＨｕ
ＰＨ２０は、配列番号２２５に示されたアミノ酸１～４８２をコードする核酸によりコー
ドされる。また、その対立遺伝子変異型および他の可溶性変異型であるＤＮＡ分子も含ま
れる。可溶性ｒＨｕＰＨ２０をコードする核酸は、成熟ポリペプチドを分泌するＣＨＯ細
胞で発現される。培養培地で生成されるとき、Ｃ－末端が不均一な状態であるため、生成
物は配列番号２２６～２３１の種類の混合物を含むことになる。対応する対立遺伝子変異
型および他の変異型も含まれる。他の変異型は、それらがヒアルロニダーゼ活性を保持し
、可溶性でありさえすれば、配列番号２２６～２３１のいずれかとの６０％、７０％、８
０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９
８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有し得る。
【００７７】
　本明細書で使用しているヒアルロニダーゼ活性は、ヒアルロニダーゼポリペプチドが呈
する活性を指す。上記活性は、インビトロおよび／またはインビボで試験され得、限定さ
れるわけではないが、例えばヒアルロン酸の開裂を果たすための酵素活性、分散または拡
散剤として作用する能力および抗原性を含む。典型的な検定法には、未開裂ヒアルロン酸
が血清アルブミンと結合するときに形成された不溶性沈殿物を検出することにより、間接



(22) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

的にヒアルロニダーゼによるヒアルロン酸の開裂を測定する微小濁度検定法（例、実施例
１６参照）がある。
【００７８】
　本明細書で使用している天然（に存する）α－アミノ酸の残基は、ヒトにおけるその同
族体ｍＲＮＡコドンでの負荷ｔＲＮＡ分子の特異的認識によりタンパク質に組み込まれた
天然に見出される２０αアミノ酸の残基である。
【００７９】
　本明細書で使用している核酸は、ＤＮＡ、ＲＮＡおよびその類似体を包含し、ペプチド
核酸（ＰＮＡ）およびその混合物を含む。核酸は、１本または２本鎖形態であり得る。プ
ローブまたはプライマーと言えば、所望により、例えば検出可能な標識、例えば蛍光性ま
たは放射性標識で標識されていてもよく、１本鎖分子が考えられる。上記分子は、典型的
には、それらの標的がライブラリーを探索またはプライミングする上で統計的にユニーク
であるかまたは低コピー数（典型的には５未満、一般的には３未満）となるような長さを
有する。一般的にプローブまたはプライマーは、興味の対象である遺伝子と相補的または
同一である配列の少なくとも１４、１６または３０の連続ヌクレオチドを含む。プローブ
およびプライマーは、１０、２０、３０、５０、１００またはそれより長い核酸長であり
得る。
【００８０】
　本明細書で使用しているペプチドは、２～４０アミノ酸長であるポリペプチドをいう。
　本明細書で使用している、本発明で提供されたアミノ酸の様々な配列に出てくるアミノ
酸は、それらの公知３文字または１文字省略形（表１）に従って識別される。様々な核酸
フラグメントに出てくるヌクレオチドは、当業界で常用されている標準１文字名称で命名
されている。
【００８１】
　本明細書で使用している「アミノ酸」は、アミノ基およびカルボン酸基を含む有機化合
物である。ポリペプチドは、２またはそれより多数のアミノ酸を含む。本発明での目的の
場合、アミノ酸は、２０の天然アミノ酸、非天然アミノ酸およびアミノ酸類似体（すなわ
ち、α炭素が側鎖を有するアミノ酸）を含む。
【００８２】
　本明細書で使用している「アミノ酸残基」は、ポリペプチドに対するそのペプチド結合
での化学的消化（加水分解）時に形成されるアミノ酸をいう。本明細書記載のアミノ酸残
基は、「Ｌ」異性体であると推定される。同様に命名された「Ｄ」異性体形態の残基は、
所望の機能特性をポリペプチドが保持している限り、Ｌ－アミノ酸残基に対し置換され得
る。ＮＨ２は、ポリペプチドのアミノ末端に存在する遊離アミノ基をいう。ＣＯＯＨは、
ポリペプチドのカルボキシル末端に存在する遊離カルボキシ基をいう。J. Biol. Chem., 
243:3552-3559 (1969)に記載され、37.C.F.R.§§1.821-1.822として採用された標準ポリ
ペプチド命名法に従うものとして、アミノ酸残基についての省略形を表１に示す。
【００８３】
表１－対応表
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【表１】

【００８４】
　本明細書において式により示されたアミノ酸残基配列は全て、アミノ末端からカルボキ
シ末端への慣用的方向で左から右への配向を有するものとする。さらに、「アミノ酸残基
」という表現は、対応表（表１）で列挙したアミノ酸および修飾および特異アミノ酸、例
えば３７Ｃ.Ｆ.Ｒ. §§１.８２１－１.８２２で示され、援用されたものを含むものとし
て広範に定義される。さらに、アミノ酸残基配列の始点または終点のダッシュは、１また
は複数のアミノ酸残基のさらなる配列、アミノ末端基、例えばＮＨ２またはカルボキシ末
端基、例えばＣＯＯＨへのペプチド結合を示すものとする。
【００８５】
　本明細書で使用している「天然アミノ酸」とは、ポリペプチドに出てくる２０Ｌ－アミ
ノ酸をいう。
【００８６】
　本明細書で使用している「非天然アミノ酸」は、天然アミノ酸と類似した構造を有する
が、天然アミノ酸の構造および反応性を模倣するように構造的に修飾された有機化合物を
いう。したがって、非天然アミノ酸は、例えば、２０天然アミノ酸以外のアミノ酸または
アミノ酸の類似体を含み、限定されるわけではないが、アミノ酸のＤ－イソステレオマー
を含む。本明細書では典型的非天然アミノ酸について記載しており、それらは当業者には
周知である。
【００８７】
　本明細書で使用しているＤＮＡ構築物は、天然では見出されない形で結合および並置さ
れたＤＮＡのセグメントを含む１本または２本鎖の線状または環状ＤＮＡ分子である。Ｄ
ＮＡ構築物は、人為的操作の結果として存在し、操作された分子のクローンおよび他のコ
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ピーを含む。
【００８８】
　本明細書で使用しているＤＮＡセグメントは、特定の属性を有する大型ＤＮＡ分子の一
部分である。例えば、特定ポリペプチドをコードするＤＮＡセグメントは、長いＤＮＡ分
子の一部分、例えばプラスミドまたはプラスミドフラグメントであり、５'から３'方向へ
読み取られたときに、特定ポリペプチドのアミノ酸の配列をコードする。
【００８９】
　本明細書で使用しているポリヌクレオチドの語は、５'から３'末端へ読み取られるデオ
キシリボヌクレオチドまたはリボヌクレオチド塩基の１本または２本鎖ポリマーをいう。
ポリヌクレオチドは、ＲＮＡおよびＤＮＡを含み、天然供給源から単離されるか、インビ
トロ合成されるか、または天然および合成分子の組み合わせから調製され得る。本明細書
ではポリヌクレオチド分子の長さをヌクレオチド（略して「ｎｔ」）または塩基対（略し
て「ｂｐ」）として与える。ヌクレオチドの語は、文脈上問題が無い場合１本および２本
鎖分子に使用される。この語を２本鎖分子に適用する場合、それは全体の長さを示すのに
使用され、塩基対の語と同等内容であるものとする。当業者であれば、２本鎖ポリヌクレ
オチドの２本鎖は長さが微妙に異なり得ること、およびその末端は互い違いに切断され得
ること、すなわち２本鎖ポリヌクレオチド分子内のヌクレオチドが全て対合され得るわけ
ではないことを認めるはずである。一般に、上記の非対合末端が２０ヌクレオチド長を超
えることはない。
【００９０】
　本明細書で使用している２タンパク質または核酸間の「類似性」は、タンパク質のアミ
ノ酸配列間または核酸のヌクレオチド配列間の関連性をいう。類似性は、残基の配列およ
びそこに含まれる残基の同一性および／または相同性の度合いに基づき得る。タンパク質
または核酸間の類似度の評価方法は、当業者には周知のものである。例えば、配列類似性
の一評価方法では、２つのアミノ酸またはヌクレオチド配列を、配列間の最大レベルの同
一性が得られるように並行整列させる。「同一性」は、アミノ酸またはヌクレオチド配列
がインバリアントである範囲を指す。また、アミノ酸配列およびある範囲までのヌクレオ
チド配列のアラインメントは、アミノ酸（またはヌクレオチド）における保守的差異およ
び／または頻繁な置換を考慮に入れることが可能である。保守的差異は、関与している残
基の物理化学特性を保存している場合である。アラインメントは、グローバル（全残基を
含め、配列の全長にわたって比較される配列のアラインメント）またはローカル（最も類
似した領域または複数領域のみを含む配列の一部分のアラインメント）であり得る。
【００９１】
　「同一性」それ自体は、当業界公認の意味を有し、公開された技術を用いて計算され得
る。（例、Computational Molecular Biology, Lesk, A.M. 編、Oxford University Pres
s, ニューヨーク、1988; Biocomputing: Informatics and Genome Projects, Smith, D.W
. 編、Academic Press, ニューヨーク、1993; Computer Analysis of Sequence Data, Pa
rt I, Griffin, A.M., および Griffin, H.G. 編、Humana Press, ニュージャージー、19
94; Sequence Analysis in Molecular Biology, von Heinje, G., Academic Press, 1987
;および Sequence Analysis Primer, Gribskov, M. および Devereux, J. 編、M Stockto
n Press, ニューヨーク、1991参照）。２つのポリヌクレオチドまたはポリペプチド間の
同一性を測定する若干の方法が存在しており、「同一性」の語は当業者には周知である（
Carillo, H. & Lipton, D., SIAM J Applied Math 48:1073 (1988)）。
【００９２】
　本明細書で使用している（核酸および／またはアミノ酸配列に関して）「相同的な」は
、２５％と同等またはその前後を含めそれより高い配列相同性、典型的には２５％、４０
％、５０％、６０％、７０％、８０％、８５％、９０％または９５％と同等またはそれよ
り高い配列相同性であることを意味し、必要ならば、正確なパーセンテージが特定され得
る。本発明での目的の場合、「相同性」および「同一性」の語は、特に断らなければ互換
的に使用されることが多い。一般には、相同性または同一性パーセンテージを測定するた
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めには、最高順位のマッチが得られるように配列を並行整列させる（例、Computational 
Molecular Biology, Lesk, A.M. 編、Oxford University Press, ニューヨーク、1988; B
iocomputing: Informatics and Genome Projects, Smith, D.W. 編、Academic Press,ニ
ューヨーク、1993; Computer Analysis of Sequence Data, Part I,  Griffin, A.M., お
よび Griffin, H.G.編、Humana Press, ニュージャージー、1994; Sequence Analysis in
 Molecular Biology, von Heinje, G., Academic Press, 1987; およびSequence Analysi
s Primer, Gribskov, M. および Devereux, J. 編、M Stockton Press, ニューヨーク、1
991; Carillo et al. (1988) SIAM J Applied Math 48:1073参照）。配列相同性により、
保存アミノ酸の数は、標準アラインメントアルゴリズムプログラムにより測定され、各供
給業者により確立されたデフォルトギャップペナルティにより使用され得る。実質的相同
性核酸分子は、典型的には興味の対象である核酸の全長に沿って中程度のストリンジェン
シーまたは高度ストリンジェンシーでハイブリダイゼーションする。また、ハイブリダイ
ゼーションしている核酸分子におけるコドンの代わりに縮重コドンを含む核酸分子も考慮
に入れられる。
【００９３】
　任意の２分子が、少なくとも６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６
％、９７％、９８％または９９％「同一」または「相同」であるヌクレオチド配列または
アミノ酸配列を有するか否かは、「ＦＡＳＴＡ」プログラムなどの公知コンピューターア
ルゴリズムを用いることにより、例えばPearson et al. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci.
 USA 85:2444 記載のデフォルトパラメーターを用いて決定され得る（他のプログラムに
は、ＧＣＧプログラムパッケージ（Devereux, J., et al., Nucleic Acids Research 12(
I):387 (1984)）、ＢＬＡＳＴＰ、ＢＬＡＳＴＮ、ＦＡＳＴＡ（Atschul, S.F., et al., 
J Molec Biol 215:403 (1990)）；Guide to Huge Computers, Martin J. Bishop 編、Aca
demic Press, サンディエゴ、1994, および Carillo et al. (1988) SIAM J Applied Mat
h 48:1073 がある）。例えば、National Center for Biotechnology Information データ
ベースのＢＬＡＳＴ機能は、同一性の測定に使用され得る。他の市販または公的に入手可
能なプログラムには、DNAStar "MegAlign" プログラム（マディソン、ウィスコンシン）
および the University of Wisconsin Genetics Computer Group (UWG) "Gap"プログラム
（マディソン、ウィスコンシン）がある。タンパク質および／または核酸分子の相同性ま
たは同一性パーセントは、例えば、ＧＡＰコンピュータープログラムを用いて配列情報を
比較することにより決定され得る（例、Needleman et al. (1970) J. Mol. Biol. 48:443
, Smith および Watermanにより改訂 ((1981) Adv. Appl. Math. 2:482参照）。簡単に述
べると、ＧＡＰプログラムは、類似している並列された記号（すなわち、ヌクレオチドま
たはアミノ酸）の数を、２配列の短い方における記号の総数で割ったものとして類似性を
定義する。ＧＡＰプログラムに関するデフォルトパラメーターは、（１）Schwartz およ
び Dayhoff 編、ATLAS OF PROTEIN SEQUENCE AND STRUCTURE, National Biomedical Rese
arch Foundation,353-358頁 (1979)により記載された、単純比較マトリックス（同一性に
ついては１および非同一性については０の値を含む）および Gribskov et al. (1986) Nu
cl. Acids Res. 14:6745 の加重比較マトリックス、（２）各ギャップについて３.０のペ
ナルティおよび各ギャップにおける各記号について追加の０.１０ペナルティ、および（
３）エンドギャップについての無ペナルティを含み得る。
【００９４】
　したがって、本明細書で使用している「同一性」または「相同性」の語は、試験および
リファレンスポリペプチドまたはポリヌクレオチド間の比較を表す。本明細書で使用して
いる少なくとも「９０％同一である」という表現は、ポリペプチドのリファレンス核酸ま
たはアミノ酸配列に対する９０～９９.９９％の同一性を指す。９０％またはそれより高
いレベルの同一性は、具体的に示す目的で１００アミノ酸の試験およびリファレンスポリ
ペプチド長を比較すると仮定した場合、リファレンスポリペプチドとの比較において、試
験ポリペプチドにおけるアミノ酸が示す差異の割合が１０％（すなわち、１００のうち１
０）を越えないという事実を示すものである。同様の比較は、試験およびリファレンスポ
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リヌクレオチド間でも行われ得る。上記の差異は、ポリペプチドの全長にわたって無作為
に分布した点突然変異として表され得るか、またはそれらは、最大許容範囲、例えば１０
／１００アミノ酸差異（約９０％同一性）までの様々な長さの１または複数位置でクラス
ターを形成させ得る。差異は、核酸またはアミノ酸置換、挿入または欠失として定義され
る。約８５～９０％を超える相同性または同一性のレベルでは、結果は、プログラムおよ
びギャップパラメーター設定とは独立しているべきである。かかる高レベルの同一性は、
多くの場合ソフトウェアに頼らず手動でのアラインメントにより容易に評価され得る。
【００９５】
　本明細書で使用している整列（させた）配列は、相同性（類似性および／または同一性
）の使用によりヌクレオチドまたはアミノ酸の配列における対応位置を整列させているも
のを指す。典型的には、５０％またはそれより高い同一性による関連性を示す２またはそ
れより多数の配列を整列させる。配列の整列セットは、対応位置に整列された２またはそ
れより多数の配列を指し、ゲノムＤＮＡ配列と並べられたＥＳＴおよび他のｃＤＮＡなど
のＲＮＡから誘導された整列配列を含み得る。
【００９６】
　本明細書で使用している「プライマー」は、適切な緩衝液中、適温で適切な条件下（例
、４つの異なるヌクレオシド三リン酸および重合剤、例えばＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡ
ポリメラーゼまたは逆転写酵素の存在下）において鋳型指定ＤＮＡ合成の開始点として作
用し得る核酸分子をいう。ある種の核酸分子は、「プローブ」または「プライマー」とし
ての役割を果たし得るものとする。しかしながら、プライマーは、伸長用の３'ヒドロキ
シル基を有する。プライマーは、例えば、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、逆転写酵素
（ＲＴ）－ＰＣＲ、ＲＮＡ ＰＣＲ、ＬＣＲ、マルチプレックスＰＣＲ、パンハンドルＰ
ＣＲ、捕捉ＰＣＲ、発現ＰＣＲ、３'および５'ＲＡＣＥ、in situ ＲＣＲ、ライゲーショ
ン伝達ＰＣＲおよび他の増幅プロトコルを含む様々な方法で使用され得る。
【００９７】
　本明細書で使用している「プライマー対」は、（例、ＰＣＲにより）増幅される配列の
５'末端とハイブリダイゼーションする５'（上流）プライマーおよび増幅される配列の３
'末端の相補体とハイブリダイゼーションする３'（下流）プライマーを含むプライマーの
セットをいう。
【００９８】
　本明細書で使用している「特異的にハイブリダイゼーションする」とは、標的核酸分子
への核酸分子（例、オリゴヌクレオチド）の相補的塩基対合によるアニーリングをいう。
当業者であれば、特定分子の長さおよび組成など、特異的ハイブリダイゼーションに影響
を及ぼすインビトロおよびインビボパラメーターについては熟知しているはずである。さ
らに、インビトロハイブリダイゼーションに特に関連性のあるパラメーターには、アニー
リングおよび洗浄温度、緩衝液組成および塩濃度がある。高ストリンジェンシーでの非特
異的結合核酸分子を除去するための典型的な洗浄条件は、０.１×ＳＳＰＥ、０.１％ＳＤ
Ｓ、６５℃、および中程度ストリンジェンシーでは０.２×ＳＳＰＥ、０.１％ＳＤＳ、５
０℃である。同等内容のストリンジェンシー条件は、当業界では公知である。専門家であ
れば、特定適用に適切な標的核酸分子への核酸分子の特異的ハイブリダイゼーションを達
成するためにこれらのパラメーターを容易に調節できるはずである。２つのヌクレオチド
配列に対し、相補的と言えば、２つのヌクレオチド配列が、典型的には向かい合ったヌク
レオチド間における誤対合が２５％未満、１５％または５％で、ハイブリダイゼーション
し得ることを意味する。必要ならば、相補性のパーセンテージは特定される。典型的には
、高ストリンジェンシー条件下でハイブリダイゼーションするように２つの分子を選択す
る。
【００９９】
　本明細書で使用している「生成物と実質的に同一である」は、十分に類似しているため
、興味の対象である特性が十分に保存されており、そのため実質的に同一の生成物がその
生成物の代わりに使用され得ることを意味する。
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【０１００】
　また、本明細書で使用している「実質的に同一の」または「類似した」という語は、関
連技術分野における専門家が理解しているとおり前後関係に応じて変化することは言うま
でもない。
【０１０１】
　本明細書で使用している対立遺伝子変異型または対立遺伝子変異は、同じ染色体遺伝子
座を占める遺伝子の２またはそれ以上のオルターナティブ形態のいずれかを指す。対立遺
伝子変異は、突然変異を通して自然に生じるもので、集団内に表現型多形をもたらし得る
。遺伝子突然変異はサイレント（コードされたポリペプチドに変化は無い）であり得るか
、または改変されたアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードし得る。また、本明細書
で使用している「対立遺伝子変異型」の語は、遺伝子の対立遺伝子変異型によりコードさ
れたタンパク質を示す。典型的には、遺伝子のリファレンス形態は、一つの種の集団また
は単一リファレンス構成員からのポリペプチドの野生型形態および／または優勢形態をコ
ードする。典型的には、対立遺伝子変異型は、種間における変異型を含み、典型的には同
一種からの野生型および／または優勢形態と少なくとも８０％、９０％またはそれより高
いアミノ酸同一性を有する。同一性の度合いは、遺伝子および比較が種間であるか種内で
あるかにより異なる。一般的に、種内対立遺伝子変異型は、ポリペプチドの野生型および
／または優勢型形態と少なくとも約８０％、８５％、９０％または９５％またはそれより
高い同一性、例えば野生型および／または優勢型形態と９６％、９７％、９８％、９９％
またはそれより高い同一性を有する。本明細書において対立遺伝子変異型と言えば、一般
的に同種の構成員間におけるタンパク質の変異を指す。
【０１０２】
　本明細書で使用している「対立遺伝子」については、本明細書では「対立遺伝子変異型
」と互換的に使用しており、遺伝子またはその一部分のオルターナティブ形態をいう。対
立遺伝子は、相同染色体における同一の遺伝子座または位置を占めている。対象が遺伝子
の２つの同一対立遺伝子を有するとき、対象は、その遺伝子または対立遺伝子について同
型接合であると言われる。対象が遺伝子の２つの異なる対立遺伝子を有するとき、対象は
、その遺伝子について異型接合であると言われる。特異遺伝子の対立遺伝子は、単一ヌク
レオチドまたは複数ヌクレオチドが互いに異なり得、ヌクレオチドの置換、欠失および挿
入を含み得る。また、遺伝子の対立遺伝子は、突然変異を含む遺伝子の一形態であり得る
。
【０１０３】
　本明細書で使用している種変異型は、異なる哺乳類種、例えばマウスおよびヒトを含む
、異なる種間におけるポリペプチドの変異型をいう。
【０１０４】
　本明細書で使用しているスプライス変異型は、複数タイプのｍＲＮＡをもたらすゲノム
ＤＮＡの一次転写物の示差的プロセッシングにより生成される変異型をいう。
【０１０５】
　本明細書で使用している修飾は、ポリペプチドのアミノ酸の配列または核酸分子におけ
るヌクレオチド配列の修飾に関するものであり、アミノ酸およびヌクレオチドのそれぞれ
欠失、挿入および置換を含む。ポリペプチドの修飾方法は、当業者にとっては常用的なも
のであり、例えば組換えＤＮＡ方法を用いて行われる。
【０１０６】
　本明細書で使用しているプロモーターの語は、ＲＮＡポリメラーゼの結合および転写開
始を誘導するＤＮＡ配列を含む遺伝子の一部分をいう。プロモーター配列は、必ずという
わけではないが、一般に遺伝子の５'非コーディング領域で見出される。
【０１０７】
　本明細書で使用している単離または精製ポリペプチドまたはタンパク質またはその生物
活性部分は、細胞性材料またはタンパク質が由来する細胞または組織からの他の汚染タン
パク質を実質的に含まず、または化学合成時の化学的前駆体または他の化学物質を実質的
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に含まない。調製物は、当業者が純度の評価に使用する標準的分析方法、例えば薄層クロ
マトグラフィー（ＴＬＣ）、ゲル電気泳動および高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ
）により測定される容易に検出可能な不純物をそれらが含まないと思われる場合、実質的
に不含有（含まない）であり、またはさらなる精製により検出可能な形で物質の物理およ
び化学特性、例えば酵素および生物活性が改変されることのない程度に十分に純粋である
と決定され得る。化合物を精製することにより実質的に化学的に純粋な化合物を製造する
方法は、当業者には周知である。しかしながら、実質的に化学的に純粋な化合物は、立体
異性体の混合物であり得る。そのような場合、さらに精製することにより、化合物の比活
性を高めることができる。
【０１０８】
　細胞性材料を実質的に含まない、という表現は、タンパク質が単離または組換え技術に
より製造された細胞の細胞成分からタンパク質が分離されている調製物を指す。一実施態
様において、細胞性材料を実質的に含まない、という表現は、非酵素タンパク質（本明細
書では汚染タンパク質と称す）の含有率が約３０％（乾燥重量で）未満、一般的には非酵
素タンパク質が約２０％未満または非酵素タンパク質が１０％または非酵素タンパク質が
約５％未満である酵素タンパク質の調製物を含む。酵素タンパク質が組換え技術により製
造されたとき、それもまた培養培地を実質的に含まず、すなわち、培養培地が酵素タンパ
ク質調製物の体積で占める率は約２０％未満、１０％または５％またはその前後である。
【０１０９】
　本明細書で使用している化学的前駆体または他の化学物質を実質的に含まない、なる表
現は、タンパク質が、タンパク質合成に関与した化学的前駆体または他の化学物質から分
離されている酵素タンパク質の調製物を含む。この表現は、化学的前駆体または非酵素化
学物質または成分の含有率が約３０％（乾燥重量で）未満、２０％、１０％、５％または
それ未満である酵素タンパク質の調製物を含む。
【０１１０】
　本明細書で使用している合成的とは、例えば合成核酸分子または合成遺伝子または合成
ペプチドに関する場合、組換え方法および／または化学的合成方法により製造される核酸
分子またはポリペプチド分子を指す。
【０１１１】
　本明細書で使用している、組換えＤＮＡ方法の使用による組換え手段での製造は、クロ
ーン化ＤＮＡによりコードされるタンパク質を発現させる公知分子生物学的方法の使用を
意味する。
【０１１２】
　本明細書で使用しているベクター（またはプラスミド）は、異種核酸を細胞に導入して
それを発現または複製させるのに使用される独立したエレメントをいう。ベクターは、典
型的にはエピソーム的であるが、遺伝子またはその一部分をゲノムの染色体に組み込ませ
るように設計され得る。また、酵母人工染色体および哺乳類人工染色体などの人工染色体
であるベクターも考えられる。上記伝達体の選択および使用は、当業者には熟知されてい
る。
【０１１３】
　本明細書で使用している発現ベクターは、ＤＮＡフラグメントの発現を誘導し得る調節
配列、例えばプロモーター領域と機能し得るように結合されたＤＮＡを発現し得るベクタ
ーを含む。上記の追加的セグメントは、プロモーターおよびターミネーター配列を含み得
、所望により１または複数の複製起点、１または複数の選択可能マーカー、エンハンサー
、ポリアデニル化シグナルなどを含み得る。発現ベクターは、一般にプラスミドまたはウ
イルス性ＤＮＡから誘導されるか、または両方のエレメントを含み得る。すなわち、発現
ベクターは、適切な宿主細胞に導入されたときに、クローン化ＤＮＡの発現をもたらす組
換えＤＮＡまたはＲＮＡ構築物、例えばプラスミド、ファージ、組換えウイルスまたは他
のベクターをいう。適切な発現ベクターは、当業者には周知であり、真核生物細胞および
／または原核生物細胞で複製可能なものおよびエピソーム的であるものまたは宿主細胞ゲ
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ノムに組み込まれるものが含まれる。
【０１１４】
　また、本明細書で使用しているベクターは、「ウイルスベクター」または「ウイルス性
ベクター」を含む。ウイルス性ベクターは、外因性遺伝子に機能し得るように結合される
ことにより外因性遺伝子を（伝達体またはシャトルとして）細胞へ導入するように遺伝子
操作されたウイルスである。
【０１１５】
　本明細書で、機能的に、または機能し得るように結合された、という表現をＤＮＡセグ
メントに関して用いる場合、セグメントは、それらが意図した目的に対し連係して機能す
るように配置されていることを意味し、例えば転写はプロモーターで開始し、コーディン
グセグメントを通してターミネーターまで続行される。
【０１１６】
　本明細書で使用している評価するという語は、試料中に存在するプロテアーゼまたはそ
のドメインの活性についての絶対値を得、また活性のレベルの指標となる指数、比率、パ
ーセンテージ、視覚的または他の値を得るという意味で定量的および定性的測定を含むも
のとする。評価は直接的または間接的であり得、勿論、実際に検出される化学種は、それ
自体タンパク質加水分解産物である必要はないが、例えばその誘導体またはさらに別の物
質であり得る。例えば、補体タンパク質の開裂産物の検出は、ＳＤＳ－ＰＡＧＥおよびク
ーマシーブルーでのタンパク質染色などにより行われる。
【０１１７】
　本明細書で使用している生物活性は、化合物、組成物または他の混合物のインビボ投与
時に生じる化合物のインビボ活性または生理学的応答をいう。したがって、生物活性は、
上記化合物、組成物および混合物の治療効果および医薬的活性を包含する。生物活性は、
上記活性を試験または利用するように設計されたインビトロ系で観察され得る。すなわち
、本発明での目的の場合、プロテアーゼの生物活性は、ポリペプチドが加水分解される際
のその触媒活性である。
【０１１８】
　本明細書で使用している「同等（内容）の」という語を、２つの核酸配列について言う
とき、問題の２配列が、アミノ酸または同等タンパク質の同一配列をコードすることを意
味する。「同等（内容）の」という語を２種のタンパク質またはペプチドに関して使用す
るとき、２種のタンパク質またはペプチドが、タンパク質またはペプチドの活性または機
能を実質的に改変することのないアミノ酸置換しか伴わない実質的に同じアミノ酸配列を
有することを意味する。「同等（内容）の」を特性について用いるとき、特性は、必ずし
も同程度に存在する必要はないが（例、２ペプチドは、比率は異なるが同タイプの酵素活
性を呈し得る）、活性は通常実質的に同じである。
【０１１９】
　本明細書で使用している「モジュレーションする」および「モジュレーション」または
「改変する」は、分子、例えばタンパク質の活性の変化を指す。典型的活性としては、限
定されるわけではないが、シグナル伝達などの生物活性がある。モジュレーションは、活
性の増加（すなわち、アップレギュレーションまたはアゴニスト活性）、活性の減少（す
なわち、ダウンレギュレーションまたは阻害）または活性における他の改変（例えば周期
性、頻度、持続時間、速度論または他のパラメーターにおける変化）を含み得る。モジュ
レーションは、前後関係しだいで異なり得、典型的には、モジュレーションは、指定され
た状態、例えば野生型タンパク質、構成的状態のタンパク質または指定された細胞型また
は条件で発現されたタンパク質と対照される。
【０１２０】
　本明細書で使用している組成物は、あらゆる混合物を包含する。それは、溶液、懸濁液
、液体、粉末、ペースト、その水性または非水性または何らかの組み合わせであり得る。
【０１２１】
　本明細書で使用している組み合わせとは、２またはそれより多数のアイテム間で提携関
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係にあるものをいう。組み合わせは、２またはそれより多数の独立アイテム、例えば２種
の組成物または２つの集合体であり得、その混合物、例えば２またはそれより多数のアイ
テムの単一混合物またはその変形であり得る。組み合わせの要素は、一般的に機能的に提
携または関連している。
【０１２２】
　本明細書で使用しているキットは、所望により他の構成要素、例えば追加的試薬および
組み合わせまたはその構成要素の使用説明書を含んでいてもよいパッケージされた組み合
わせである。特に、本発明での目的の場合、「キット」は、本発明が提供する可活性化型
マトリックス分解酵素および限定されるわけではないが、活性化、投与、診断および生物
活性または特性の評価を含む目的のための別のアイテムから成る組み合わせをいう。キッ
トは、所望により使用説明書を含んでいてもよい。
【０１２３】
　本明細書で使用している「疾患または障害」は、限定されるわけではないが、感染、後
天的条件、遺伝的条件を含む原因または条件から生じる、識別可能な症状を特徴とする生
物体における病理学的状態をいう。本発明において興味の対象である疾患および障害は、
ＥＣＭ成分を含むものである。
【０１２４】
　本明細書で使用しているＥＣＭ介在疾患または状態は、いずれか１つまたは複数のＥＣ
Ｍ成分が病理または病因に関与しているものである。本発明での目的の場合、ＥＣＭ介在
疾患または状態は、１つまたは複数のＥＣＭ成分の沈着または蓄積の増加により誘発され
るものを含む。上記状態には、限定されるわけではないが、セルライト、デュピュイトラ
ン症候群、ペーロニー病、有痛性肩拘縮症、ケロイドなど既存の瘢痕、硬皮症およびリン
パ水腫がある。
【０１２５】
　本明細書で使用している疾患または状態を伴う対象を「処置する」とは、対象の症状が
部分的または全体的に軽減されるか、または処置後に症状が静止した状態であることを意
味する。このため、処置は、予防、治療および／または治癒を包含する。予防は、潜在的
な疾患の予防および／または症状の悪化または疾患の進行の阻止をいう。また処置は、本
発明が提供する修飾インターフェロンおよび組成物の医薬的使用を含む。
【０１２６】
　本明細書で使用している有効薬剤は、限定されるわけではないが、例えば麻酔薬、血管
収縮薬、分散剤、慣用的治療薬、例えば小分子薬剤および治療性タンパク質を含む、治療
剤または生物活性剤を包含する。
【０１２７】
　本明細書で使用している処置は、状態、障害または疾患または他の適応症の症状を改善
させるかまたは他の形で有利に改変させる方法を包含する。
【０１２８】
　本明細書で使用している治療効果は、疾患または状態の症状を改変、典型的には改良ま
たは改善させるかまたは疾患または状態を治療する対象の処置から得られる効果を意味す
る。治療有効量は、対象への投与後に治療効果をもたらす組成物、分子または化合物の量
をいう。
【０１２９】
　本明細書で使用している「対象」の語は、ヒトなどの哺乳類を含む動物を指す。
　本明細書で使用している患者は、ヒト対象をいう。
【０１３０】
　本明細書で使用している、処置による、例えば医薬組成物または他の治療薬の投与によ
る特定疾患または障害の症状の改善とは、組成物または治療薬の投与に起因または随伴す
ると考えられ得る症状の、恒久的または特定時間にせよ、永続的または一時的にせよ、低
減化を指す。
【０１３１】
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　本明細書で使用している阻止または予防は、疾患または状態の発現の危険を抑制する方
法をいう。
【０１３２】
　本明細書で使用している有効量は、疾患または障害の症状の阻止、治療、改善、停止ま
たは部分的停止に必要な治療剤の量である。
【０１３３】
　本明細書で使用している単位用量形態は、ヒトおよび動物対象に適切であり、当業界公
知の要領で個々にパッケージ化された物理的に区別される単位をいう。
　本明細書で使用している単用量製剤は、直接投与用の製剤をいう。
【０１３４】
　本明細書で使用している「製造物品」は、製造および販売される生成物である。本願全
体と通して使用しているとおり、この語は、パッケージング製品に含まれる可活性化型マ
トリックス分解酵素を含むものとする。
【０１３５】
　本明細書で使用している流体とは、流動し得る組成物をいう。したがって、流体は、半
固体、ペースト、溶液、水性混合物、ゲル、ローション、クリーム形態の組成物および他
の上記組成物を包含する。
【０１３６】
　本明細書で使用している細胞抽出物またはライゼートは、溶解または破壊された細胞か
ら調製される調製物またはフラクションをいう。
【０１３７】
　本明細書で使用している動物は、限定されるわけではないが、ヒト、ゴリラおよびサル
を含む霊長類、げっ歯動物、例えばマウスおよびラット、家禽、例えばニワトリ、反芻動
物、例えばヤギ、ウシ、シカ、ヒツジ、ヒツジ的な動物(ovine)、例えばブタなどの動物
および他の動物を含む。非ヒト動物は、想定される動物としてヒトを排除する。本発明が
提供する酵素は、動物、植物、原核生物および真菌などあらゆる供給源に由来する。ほと
んどの酵素は、哺乳類起源を含む動物起源である。
【０１３８】
　本明細書で使用している対照は、それが試験パラメーターで処置されていないという点
以外は、試験試料と実質的に同一である試料をいい、または血漿試料に関する場合、対照
は、興味の対象である状態に侵されていない正常なボランティアから得られたものであり
得る。また、対照は内部対照であり得る。
【０１３９】
　本発明英文明細書で使用している単数形は、文脈上問題が無ければ複数形の場合を含む
ものとする。したがって、例えば、「一細胞外ドメイン」を含む一化合物と表現されてい
る場合、１または複数の細胞外ドメインをもつ複数化合物の場合を含む。
【０１４０】
　本明細書で使用している範囲および量は、特定の値または範囲に「約」を付して表現さ
れ得る。約という場合、正確な量も含む。このため、「約５塩基」は、「５塩基の前後」
および「５塩基」を包含する。
【０１４１】
　本明細書で使用している「所望による」または「所望により」は、後続的に記載される
事象または環境が起こる場合も起こらない場合もあること、およびその記載が、上記事象
または環境が起こる場合およびそれが起こらない場合を含むことを意味する。例えば、所
望により置換されていてもよい基は、その基が非置換または置換されていることを意味す
る。
【０１４２】
　本明細書で使用している保護基、アミノ酸および他の化合物に関する省略形は、特に断
らなければ、それらの一般的な使用法、認められた省略形またはＩＵＰＡＣ－ＩＵＢ Com
mission on Biochemical Nomenclature（（1972）Biochem. 11:1726 参照）に従う。
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【０１４３】
　Ｂ．細胞外マトリックス
　本発明は、時間制御された形で細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の１または複数のタンパ
ク質成分を分解する可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）を提供する。かかるタ
ーゲッティングおよび一時的生体内活性化により、ＥＣＭの疾患および／または状態は処
置され得る。可活性化型マトリックス分解酵素は、ＥＣＭのいかなる成分でも分解し得る
。酵素選択は、標的とされた成分および／または処置される特定の疾患または状態に左右
され得る。
【０１４４】
　ＥＣＭは、細胞外空間および脈管およびリンパ系を囲む結合組織または間質を構成する
ことにより、異なる組織との、および異なる組織間での機構的および構造的支持体を提供
する。ＥＣＭの複雑で絶えず変化する微小環境は、例えば皮膚などの結合組織内での構造
的およびシグナリング系を代表する。ＥＣＭは、性質が複雑であるため、細胞に支持体お
よび固定基礎を提供し、組織を隔離し、細胞間伝達を調節し、細胞増殖因子を封鎖するな
ど、様々な機能を果たし得る。ＥＣＭの組織または構成における欠損または変化は、若干
の疾患または状態の一因となり得る。例えば、コラーゲン線維の合成、分解および組織化
における変化は、脂肪異栄養症（例、セルライト）およびリンパ水腫の一因となる。
【０１４５】
　ＥＣＭは、線維性構造タンパク質、例えばコラーゲン、多糖類、例えばプロテオグリカ
ンおよびヒアルロン酸、および互いにおよび細胞にマトリックスの成分を結合させる接着
タンパク質により構成される。腱および軟骨などの結合組織の中には、原則的にＥＣＭに
より構成されるものもある。しかしながら、皮膚の結合組織を構成するＥＣＭはまた、線
維芽細胞、血管および他の成分に伴い分散している。またＥＣＭは、水分およびその溶解
成分が血漿からリンパ管へ移動する空間としての役割も果たす。間質液は細胞質とほぼ等
浸透圧性であり、中性ｐＨである細胞外環境を提供する重炭酸緩衝液である。
【０１４６】
　　１．ＥＣＭの成分
　ＥＣＭ（間質マトリックスとも呼ばれる）は、コラーゲン、エラスチンおよびフィブロ
ネクチンなどの線維性タンパク質を含む多数の構造的高分子を含み、グリコサミノグリカ
ン（ＧＡＧ）が水和ゲル様物質を形成している複雑な動的三次元構造である。ＥＣＭの成
分は、常駐細胞、典型的には線維芽細胞または線維芽細胞ファミリーの細胞により生成さ
れ、それらがＥＣＭの他成分と相互作用するエキソサイトーシスを介して分泌される。骨
、皮膚または角膜などの多様な組織を生じさせるのは、相対量の変化および成分が組織化
し、一緒になって形成する際の方法である（Albert et al., “Cell Junctions, Cell Ad
hesions and the Extracellular Matrix.” Molecular Biology of the Cell. New York:
 Garland Publishers, 1994. 972頁）。
【０１４７】
　　　ａ．コラーゲン
　コラーゲンは、皮膚などの結合組織の主要な構成成分であり、組織構造の発生および維
持、組織強度および細胞－細胞相互作用においてある一定の役割を演じる。コラーゲンは
、コラーゲン三重らせんの立体配座を有する１または複数のドメインを含むＥＣＭの構造
関連タンパク質の一ファミリーを含む（Van der Rest et al. (1991) FASEB J., 5:2814-
2823）。コラーゲンはＧｌｙ－Ｘ－Ｙ反復構造を含み、その構造により、コラーゲン鎖が
ねじれてらせん構造を形成し得る。各コラーゲン分子では、３本の鎖が互いに撚り合わさ
って、α１－α３と称される三重らせんを形成する。三重らせん構造は、コラーゲン分子
に高い機械的強度を与える。アミノ酸配列および鎖の組成が異なる、少なくとも２７の異
なるタイプのコラーゲンが存在する。例えば、コラーゲンのタイプにより、三重らせんを
形成する３本の鎖は、同一または異なり得る。コラーゲンは、ホモトリマー性（すなわち
、三重らせんの３本のポリペプチド鎖が全て同一コラーゲンにより構成されている）であ
り得るか、または異型性（すなわち、複数タイプのコラーゲンで構成された原線維）であ
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。これらは、原線維性コラーゲン（間質コラーゲンとも呼ばれる；例、Ｉ、II、III、Ｖ
およびＸＩ型）およびｆａｃｉｔなどの非原線維性コラーゲン（例、ＩＸ、ＸII、ＸＩＶ
型）、短鎖（例、ＶIII、Ｘ型）、基底膜（例、ＩＶ型）および他のコラーゲン類（例、
ＶＩ、ＶIIおよびＸIII型）を含む。下記表２は、一般的なコラーゲン型およびそれらの
代表的な位置を示す（Van der Rest et al. (1991) FASEB J., 5:2814-2823); www.colla
genlife.com/page_1167323108078.html; www.indstate.edu/thcme/mwking/extracellular
matrix.html）。
【０１４８】
　間質コラーゲンの間で、コラーゲン分子は会合して、特有のバンディングパターンを有
する大きな原線維を形成する。バンディングパターンは、隣接分子間の重複により生じる
。コラーゲン線維の強度は、結合組織の密集したコラーゲン線維網状組織を形成するコラ
ーゲン線維の分子内および分子間結合の多重性に基づいている。最も一般的な原線維性コ
ラーゲンには、Ｉ、IIおよびIII型コラーゲンがある。Ｉ型コラーゲンは、皮膚、骨、腱
および角膜などのほとんどの結合組織で見出され、２本のα１（Ｉ）鎖および１本のα２
（Ｉ）鎖により構成される（［α１（Ｉ）］２α２（Ｉ））。II型コラーゲンは、ホモト
リマー（［α１（II）］３）であり、主として軟骨で見出される。III型コラーゲンも、
ホモトリマー（［α１（III）］３）であり、主として皮膚および脈管で見出される。
【０１４９】
　全てのコラーゲンが、原線維網状組織を形成するわけではない。例えば、基底膜ＩＶ型
コラーゲンは、非線維性であり、らせんに非らせん的中断を伴わず、分子に可撓性を与え
るヒンジとして作用する。すなわち、ＩＶ型コラーゲンは、線状原線維によるのではなく
、繊維の網目構造により構成されたシートを形成する。
【０１５０】
　皮膚に最も豊富に存在するタンパク質はコラーゲンであり、皮膚の総コラーゲン中Ｉ型
（８０～８５％）およびIII型（８～１１％）により主として構成される。Ｉ型コラーゲ
ンは、III型コラーゲンと会合して、皮膚の主要コラーゲン線維を形成する。皮膚の伸張
強度は、互い違いで端から端へずらされた外側配置で会合して細線維となる、これらの原
線維性コラーゲン分子に因るところが大きい。コラーゲン分子は、隣接コラーゲン分子と
架橋を形成し、コラーゲン線維にさらなる強度および安定性をもたらす。例えば、Ｖ型コ
ラーゲンはまた、Ｉ／III型コラーゲン線維とも会合して、原線維直径を調節する。皮膚
における他のコラーゲン型には、例えば、ＩＶ型、ＶＩ型、ＶII型、ＸII型、ＸＩＶ型お
よびＸＶII型がある。
【０１５１】
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【表２】

【０１５２】
　　　ｂ．エラスチン
　ＥＣＭにおける弾性線維の網状構造は、伸長後にはね返るための弾性を必要とする組織
、例えば皮膚、動脈および肺に可撓性を与える。弾性線維の主成分はエラスチン分子であ
り、隣接エラスチン分子と架橋を形成する。これらの分子は、弾性線維のコアを形成し、
エラスチンに結合する、弾性線維の完全性にとって重要である大型糖タンパク質、フィブ
リリンにより覆われている。
【０１５３】
　　　ｃ．フィブロネクチン
　フィブロネクチンは、カルボキシル末端付近で一対のジスルフィド結合により連結され
た２個の大型サブユニットの組として存在する糖タンパク質である。各サブユニットは、
細胞表面上の他のマトリックス高分子および受容体に特異的な機能が異なるドメインを含
む。例えば、フィブロネクチン上の異なるドメインは、コラーゲン（Ｉ、IIおよびIII型
については別々のドメイン）、ヘパリン、フィブリンおよび細胞表面受容体、例えばイン
テグリンと結合する。フィブロネクチンは、血漿および組織の両方に存在する。組織では
、フィブロネクチンは、異なる型のＥＣＭ分子および細胞を互いに結合させるべく機能す
る。また、それは、細胞の原形質膜におけるインテグリン受容体により認識される、３種
のアミノ酸Ａｒｇ－Ｇｌｙ－Ａｓｐ（ＲＤＧ）から成る重要な細胞結合ドメインを含む。
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細胞上のインテグリン受容体へのフィブロネクチン分子の結合により、細胞接着、移動お
よび分化を促進するシグナル伝達経路に刺激が加えられる。これらの特徴により、フィブ
ロネクチンは、細胞接着において重要な役割を演じ、細胞およびＥＣＭ成分間でシグナル
を伝達させ得る。
【０１５４】
　　　ｄ．グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）
　ＧＡＧは、強親水性である反復二糖単位から成る非分枝状多糖鎖である。ＧＡＧは、強
く負に帯電しており、従って、浸透活性Ｎａ＋を誘引することにより、大量の水をその構
造中へ引き入れ、ＥＣＭを水和状態に保つ。ＧＡＧ、例えばデルマタン硫酸は、典型的に
は、線状タンパク質コアから枝分かれしている７０～２００糖長（反復二糖単位から形成
されている）の多数のグリコサミノグリカン鎖を含む。この結果、ＧＡＧは、その質量に
対して巨大な体積を占め、非常に低濃度のゲルを形成することになる。ＧＡＧは親水性で
あるため膨圧またはトルゴールが誘発され、その結果ＥＣＭは圧縮力に耐え得るものとな
る。
【０１５５】
　ＥＣＭでは、ＧＡＧはＥＣＭタンパク質に結合し、プロテオグリカンを形成するか、ま
たはヒアルロン酸（ヒアルロナンとも呼ばれる）の場合には非プロテオグリカンマトリッ
クス成分として存在する。細胞外プロテオグリカンは、ＥＣＭにおけるクッション細胞を
助ける大きな高水和分子である。ヒアルロナンなどのグリコサミノグリカンは、その粘稠
性および水和の水分により間質コラーゲン性マトリックスを通る大量の液流に対する障壁
を形成することにより「細胞間質」を保護している。プロテオグリカンおよび非プロテオ
グリカンＧＡＧは、ＥＣＭにおいて会合することにより巨大ポリマー性複合体を形成する
。それらは、互いに、またコラーゲンなどの線維タンパク質とも会合する。
【０１５６】
　　　　ｉ．プロテオグリカン
　デルマタン硫酸およびコンドロイチン硫酸、ヘパリンおよびヘパラン硫酸およびケラタ
ン硫酸を含め、ＥＣＭのプロテオグリカンを形成するＧＡＧには、主たる３つのタイプが
ある。一般的に、プロテオグリカンは、典型的には長い非分枝状ＧＡＧ鎖形態をした９５
重量％炭水化物である。細胞周囲に水和空間を提供する以外に、プロテオグリカンはまた
、分子および細胞の往来を調節し、シグナリング分子と結合することにより、細胞活性化
においてある一定の役割を演じ、プロテアーゼおよびプロテアーゼ阻害剤などの他の分泌
タンパク質と結合することにより、分泌タンパク質の活性を調節する（Albert et al., 
“Cell Junctions, Cell Adhesions and the Extracellular Matrix.” Molecular Biolo
gy of the Cell. ニューヨーク: Garland Publishers, 1994、972-978頁）。例えば、プ
ロテオグリカンのヘパリン硫酸鎖は、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）を含む幾つかの異な
る増殖因子と結合し、それらがその特異的細胞表面受容体に結合するのを助ける。
【０１５７】
　アグレカンは、主としてコンドロイチン硫酸およびヘパラン硫酸ＧＡＧを含むプロテオ
グリカンであり、典型的にはヒアルロナンと大きな凝集体を形成して機構的支持体を提供
する軟骨で見出される。デコリンは、主としてコンドロイチン硫酸およびデルマタン硫酸
ＧＡＧから成る結合組織の別の典型的ＧＡＧである。それは、Ｉ型コラーゲン原線維に結
合する。ペルレカンおよびベタグリカンは、ＥＣＭの他の典型的プロテオグリカンである
。全てのプロテオグリカンがＥＣＭと会合しているわけではない。例えば、セルグリシン
は、分泌性小胞体と会合して分泌性分子のパッケージングおよび貯蔵を促し、シンデカン
は、細胞表面で見出され、共受容体として作用する（Albert et al., “Cell Junctions,
 Cell Adhesions and the Extracellular Matrix.” Molecular Biology of the Cell. 
ニューヨーク: Garland Publishers, 1994、972-978頁）。
【０１５８】
　ヘパラン硫酸プロテオグリカン（ＨＳＰＧ）は、脊椎動物および無脊椎動物の広範囲の
細胞の細胞表面および細胞外マトリックス（ＥＣＭ）と会合した偏在性高分子である（Wi
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ght, T. N., Kinsella, M. G., および Qwarnstromn, E. E. (1992) Curr. Opin. Cell B
iol., 4,793-801; Jackson, R. L., Busch, S. J., および Cardin, A. L. (1991) Physi
ol. Rev., 71,481-539; Wight, T. N. (1989) Arteriosclerosis, 9,1-20; Kjellen, L.,
 および Lindahl, U. (1991) Annu. Rev. Biochem., 60,443-475; および Ruoslahti, E.
, および Yamaguchi, Y. (1991) Cell, 64,867-869）。基本的ＨＳＰＧ構造は、数本の線
状ヘパラン硫酸鎖が共有結合しているタンパク質コアから成る。多糖鎖は、典型的には、
様々な程度までＮ－およびＯ－結合硫酸部分およびＮ－結合アセチル基により置換された
反復ヘキスロン酸およびＤ－グルコサミン二糖単位により構成される。細胞結合、成長お
よび分化におけるＥＣＭ分子の関与に関する研究は、胚形態形成、新脈管形成、転移、ニ
ューライト発芽後成長および組織修復におけるＨＳＰＧの中心的役割を明らかにした。ヘ
パラン硫酸（ＨＳ）鎖は、多数のタンパク質との結合能を有する点で独特なものであり、
確実に広く多様なエフェクター分子を細胞表面に付着させ得る。ＨＳＰＧはまた、血管の
主要成分でもある。それらは、太い血管では内膜中膜にほとんど集中しており、毛細血管
では、主として内皮下基底膜で見出され、そこでそれらは増殖および移動している内皮細
胞を支持し、毛細管の管壁の構造を安定させている。ＨＳＰＧがＥＣＭ高分子、例えばコ
ラーゲン、ラミニンおよびフィブロネクチン、および原形質膜上の種々の結合部位と相互
作用する能力を示すことから、ＥＣＭ成分の自己集合および不溶性並びに細胞接着および
移動におけるこのプロテオグリカンの重要な役割が示唆される。
【０１５９】
　　　　ii．ヒアルロン酸
　ヒアルロン酸（ＨＡ；ヒアルロナンとも呼ばれる）は、水を誘引する大型ＧＡＧであり
、水に結合したときには、粘稠性ゲル様形態で存在する。すなわち、ＨＡは、ゲル様結合
組織を結合させる滑沢剤としての役割を果たす。ＨＡは、二糖類（長さが２５０００もの
反復単位の場合もある）の重合体であり、２修飾単糖：グルクロン酸およびＮ－アセチル
グルコサミンの反復単位により構成される。ＨＡは、多くの結合組織のＥＣＭの一部であ
る。ＨＡは皮膚から最大量で見出され、身体に存在するＨＡのほぼ５０％が皮膚で見出さ
れる。ＨＡは、水分を包み込むことにより皮膚に連続的に水分を供給する。例えば加齢な
どによりＨＡの生産が減ると、しわの寄った不健康な皮膚となる。
【０１６０】
　また、ＨＡは、主にその受容体ＣＤ４４を通じて、胚発生および形態形成、創傷治癒、
修復および再生、炎症および腫瘍の進行および浸潤中における細胞行動を調節するように
機能する（Harada et al. (2006) J. Biol. Chem., 8:5597-5607）。ＨＡは、ヒアルロニ
ダーゼにより分解される。ＨＡの分解産物は、損傷または成長中の組織、および様々な炎
症状態で多量に見出され得る。ＨＡフラグメントは、新脈管形成を促進し、組織損傷およ
び皮膚移植片においてマクロファージおよび樹状細胞によるサイトカイン産生を刺激し得
る。
【０１６１】
　　２．皮膚の組織構造
　皮膚は、幾つかの異なる層、主として表皮および真皮により構成される。表皮は、外胚
葉(ecotoderm)に由来する特殊化された上皮であり、この下が真皮であり、中胚葉の誘導
体であって、脈管密集結合組織である。これら２層は、互いに堅固に付着しており、身体
の領域によって全体的な厚さが約０.５～４ｍｍの範囲で変動する一領域を形成する。真
皮の下は、特徴が輪紋状組織から脂肪へと変わる目の粗い結合組織の層である。これは皮
下組織と称されるが、典型的には皮膚の一部ではないと考えられる。真皮は、層から層へ
通る結合組織線維により皮下組織に結合されている。
【０１６２】
　　　ａ．表皮
　表皮は、真皮の直接上にある皮膚層であり、皮膚の表面層である。表皮の主たる機能は
、水分喪失、化学的損傷および侵入病原体に対する保護バリアとして作用することである
。表皮は、主としてケラチノサイトにより構成される約０.１～１.５ミリメートル厚さの
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約１５細胞層の薄層である（Inlander, Skin, ニューヨーク、ニューヨーク: People’s 
Medical Society, 1-7 (1998)）。表皮それ自体は、ケラチノサイトの分化状態に基づい
て幾つかの層（例、基底層、有棘層、顆粒層、淡明層、角質層）に分割される。ケラチノ
サイトは、ケラチノサイト幹細胞からの基底層に由来する。ケラチノサイトが成長および
分裂すると、徐々に分化が行われて最終的に角質層に達し、そこで扁平上皮細胞と呼ばれ
る除核した平らで高度に角質化した細胞（角質細胞とも呼ばれる）の層を形成する。角質
細胞で構成される以外に、角質層はまた皮脂を含む。皮脂は、通常、毛包に結合した毛髪
で覆われた領域で見出される脂腺により分泌される。皮脂は、角質細胞が結合するのを助
け、そこで水分を保持させる弱酸性層である。この酸性は、皮脂を構成する両性アミノ酸
、乳酸および脂肪酸の存在に因るものである。すなわち、皮膚表面のｐＨは、通常５～６
、典型的には約５.５である。皮脂は、毛髪および皮膚を防水状態にし、それらの乾燥、
脆弱化および亀裂を防ぐ作用を有し、また、皮膚における微生物の増殖を阻害する。「酸
性被膜」の語は、皮膚のほとんどの領域における水溶性物質の存在を指す。
【０１６３】
　　　ｂ．真皮
　皮膚の結合組織は真皮と呼ばれる。真皮は、厚みが１.５～４ミリリットルである。皮
膚において、真皮はＥＣＭ成分を含み、主タンパク質成分はコラーゲンおよびエラスチン
である。真皮はまた、孔または面ぽうと呼ばれる皮膚(skill)の開口部から物質を分泌す
る汗腺および皮脂腺、毛包、神経末端および血管およびリンパ管を含む皮膚構造の大部分
にとって本拠となるものである（Inlander, Skin, New York, N.Y.: People’s Medical 
Society, 1-7 (1998)）。
【０１６４】
　　　ｃ．皮下組織
　真皮の下は皮下組織であり、これは脂肪層であり、皮膚の最深層である。それは、体熱
維持のための絶縁体および臓器保護のための衝撃吸収体の両方として作用する（Inlander
, Skin, New York, N.Y.: People’s Medical Society, 1-7 (1998)）。さらに、皮下組
織はまた、エネルギー備蓄のための脂肪を貯蔵する。
【０１６５】
　　３．ＥＣＭの疾患
　ＥＣＭ成分の異所的発現または生成に起因する細胞外マトリックスの構造の欠損または
変化からある種の疾患および状態が生じる。例えば、創傷治癒時などに起こる炎症状態で
は、サイトカインが分泌され、それが線維芽細胞に刺激を加えてＥＣＭ成分、例えばコラ
ーゲンを分泌させる。ＥＣＭ成分が蓄積し、局所的に沈着することにより、広い範囲が線
維症状態となる。マトリックス分解は、多くの慢性炎症性疾患および他の疾患および状態
で頻繁に見られる特徴である。これらの例としては、コラーゲン介在疾患状態、例えば、
限定されるわけではないが、ケロイドおよび過形成性瘢痕などの瘢痕、デュピュイトラン
症候群、ペーロニー病およびリンパ水腫がある。また、セルライトは、脂肪生成の増加に
加えて、コラーゲンの異常な線維性中隔網状構造をもたらす結合組織マトリックスの改変
を特徴とする顕著なＥＣＭ疾患である（Rawlings et al. (2006) Int. J Cos. Science, 
28:175-190）。
【０１６６】
　マトリックス成分の異所性発現および過剰生産によるそれらの蓄積および望ましくない
沈着を特徴とするＥＣＭの疾患および状態は、本発明による可活性化型マトリックス分解
酵素により処置され得る。インビボ投与時における上記酵素の一時的活性化により、上記
疾患および状態の処置は、マトリックス成分の酵素分解を制限するように調整される。例
えば、マトリックス分解作用の持続時間を制限することにより、統制を外れたタンパク質
分解に伴う望ましくない副作用は最小限となる。
【０１６７】
　Ｃ．マトリックス分解酵素
　本明細書では、可活性化型マトリックス分解酵素を含む組成物、組み合わせおよび容器
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、および可活性化型マトリックス分解酵素の使用によるＥＣＭ介在疾患または状態の処置
方法を提供する。マトリックス分解酵素は、限定されるわけではないが、コラーゲン、エ
ラスチン、フィブロネクチンおよびプロテオグリカンを含むＥＣＭのタンパク質成分また
は糖タンパク質を分解する。１または複数のＥＣＭ成分を開裂できることにより、本発明
による可活性化型マトリックス分解酵素は、組織、特に過剰に存在する１または複数のＥ
ＣＭタンパク質または１または複数のＥＣＭタンパク質に富む線維性組織、例えばコラー
ゲンの望ましくない蓄積に起因する構造的欠損または変化を呈する組織のマトリックスの
修飾に使用され得る。したがって、上記酵素は、ＥＣＭタンパク質が関与する疾患または
状態の処置に有用である。
【０１６８】
　マトリックス分解酵素には、プロテアーゼおよびグリコシルヒドロラーゼがある。この
ため、マトリックス分解酵素は、標的タンパク質におけるアミノ酸の配列またはポリペプ
チド基質を認識するタンパク質分解酵素であり、また非ペプチド結合、例えばエステル結
合またはグリコシル基を認識するヒドロラーゼであるタンパク質を含む。プロテアーゼに
は、セリン、システイン、アスパラギン酸および金属プロテアーゼファミリーのエキソプ
ロテアーゼがある。基質配列を認識すると、プロテアーゼは、標的タンパク質の加水分解
または開裂を触媒する。標的配列の完全長配列という状況の中におけるペプチド結合の場
所によって、標的タンパク質の上記加水分解により、標的は不活化される場合もあれば、
活性化される場合もあり得る。
【０１６９】
　プロテアーゼは、幾つかの異なるタイプの触媒機構を用いる（Barret et al. (1994) M
eth. Enzymol. 244:18-61; Barret et al. (1994) Meth. Enzymol 244:461-486; Barret 
et al. (1994) Meth. Enzymol. 248:105-120; Barret et al. (1994) Meth. Enzymol. 24
8:183-228）。触媒機構に基づき、ペプチド結合を開裂するプロテアーゼは、セリン－、
システイン－、アスパラギン酸－、トレオニン－および金属－プロテアーゼにさらに細分
される。セリン型ペプチダーゼは、活性中心に関与するセリン残基を有し、アスパラギン
酸型ペプチダーゼは、触媒中心に２個のアスパラギン酸を有し、システイン型ペプチダー
ゼは、システイン残基を有し、トレオニン型ペプチダーゼは、トレオニン残基を有し、金
属ペプチダーゼは、触媒機構で金属イオンを利用する。プロテアーゼの触媒活性は、標的
基質の開裂に必要とされる。セリンおよび金属プロテイナーゼは、中性ｐＨで最も高い活
性を示し、主としてリソソームで見出されるシステインおよびアスパラギン酸プロテアー
ゼは、酸性ｐＨが最適である。すなわち、リソソームプロテアーゼは、システインおよび
アスパラギン酸プロテアーゼファミリーのプロテアーゼを含む。酵素の他のファミリーに
は、ヒドロラーゼ類、例えばエステル結合に作用するエステラーゼおよびＯ－またはＳ－
グリコシル化合物またはＮ－グリコシル化合物を加水分解するグリコラーゼがある。グリ
コシルヒドロラーゼの一例は、ヘパラナーゼである。
【０１７０】
　典型的マトリックス分解酵素を表３に示す（例、Chapman et al., Am J. Physiol Hear
t Circ. Physiol. (2004) 286:1-10; Iozzo RV, Proteoglycans: Structure, biology, a
nd Molecular Interactions, CRC Press (2000), 94-96頁; Owen et al. (1999) J. Leuk
. Biol., 65:137-150; Buhling et al. (2004) Eur. Respir. J., 23:620-628; Thomas K
reis および Ronald Cale, Extracellular Matrix, Anchor and Adhesion Proteins, Oxf
ord University Press (1999) 515-523頁; Ian M. Clark および Gillian Murphy. “Mat
rix Proteinases,” in Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism, Academic Press 
(2006), 181-198頁; Buck et al. (1992) Biochem J., 282:273-278参照）。典型的プロ
テアーゼのそれぞれに関する前駆体ポリペプチドのヌクレオチド配列（ｍＲＮＡ）および
コード化アミノ酸配列に関する配列表（配列番号）を表に示す。また、典型的プロテアー
ゼのそれぞれに関するプロタンパク質のアミノ酸配列に関する配列表（配列番号）、並び
にプロペプチドに対応するプロタンパク質内におけるアミノ酸位置も表に示す。また、対
立遺伝子および種変異型および当業界で周知の他の変異型の中には変形も存在し、また上
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ついての典型的なＥＣＭ標的基質を示す。上記の基質については、参照用として、また典
型的具体例を示すものであり、全標的基質を完全に網羅したリストを表しているわけでは
ない。当業者であれば、所望の酵素についてのＥＣＭ標的基質を知っているか、または本
明細書記載のものなど常用の検定法を用いて経験的に決定できるはずである。
【０１７１】
　マトリックス分解酵素は、天然供給源からの単離、細胞、組織および生物体で組換えに
より製造されたタンパク質の単離および遺伝子組換え方法およびインシリコ段階を含む方
法、合成方法および当業者に周知の方法を含む当業界で公知のいずれかの方法により製造
または単離され得る。典型的には、酵素は、不活性形態で製造または単離される。条件的
活性化は、下記要領で達成され得る。
【０１７２】
【表３】

【０１７３】
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【表４】

【０１７４】
【表５】

【０１７５】
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【表６】

【０１７６】
【表７】

【０１７７】



(42) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

【表８】

【０１７８】
【表９】

【０１７９】
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【表１０】

【０１８０】
【表１１】

【０１８１】
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【表１２】

【０１８２】
【表１３】

【０１８３】
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【０１８４】
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【表１５】

【０１８５】
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【表１６】

【０１８６】
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【表１７】

【０１８７】
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【表１８】

【０１８８】

【表１９】

【０１８９】
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【表２０】

【０１９０】

【表２１】

【０１９１】
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【表２２】

【０１９２】
【表２３】

【０１９３】
【表２４】

【０１９４】
　　１．酵素活性化
　ほとんどのプロテアーゼは、不活性形態で合成および分泌され、活性を呈するにはさら
なるプロセッシングを要する。活性化は、典型的には酵素活性部位を露出させる立体配座
的、立体化学的または他の変化により達成される。カルパイン類を除き、プロテアーゼ酵
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素は全て、典型的にはチモーゲンとして合成される。チモーゲン活性化は、プロテアーゼ
が常に活性形態で存在する場合に起こり得る望ましくないタンパク質分解を阻止する。一
般的に、チモーゲンは、プロテアーゼの活性部位を立体化学的に遮断し、プロテアーゼ活
性部位への基質の接近を阻止するＮ－末端部分（またはプロセグメントまたはプロ領域）
を含む。チモーゲンのプロセグメントは、サイズが２残基から１５０残基の範囲に及ぶ。
プレプロ酵素形態から分泌されたとき、プロ酵素（プロセグメントを含む）は不活性であ
る。
【０１９５】
　チモーゲンのプロセグメントが、自触的または他のプロテアーゼによりタンパク質加水
分解的に除去されると、酵素の活性部位が暴露されて、成熟プロテアーゼ、典型的には活
性化がもたらされる。しかしながら、場合によっては、追加の補因子も完全な活性化に必
要とされる。例えば、ｐＨ変化により、システイン、アスパラギン酸および金属プロテア
ーゼファミリーの酵素の活性化が誘発される。低ｐＨは、チモーゲン変換中に基質として
プロセグメントの感受性を高めるように作用するか、またはプロセグメントまたは酵素に
おける立体配座的変化を誘発する（Jerala et al. (1998) J Biol. Chem., 273:11498-11
504）。リソソーム酵素、例えばシステインおよびアスパラギン酸プロテアーゼファミリ
ーのカテプシンなどは、完全活性化が達成される前に酸性条件を必要とする。ｐＨ以外に
、他の補因子としては、限定されるわけではないが、塩濃度、還元剤、例えばシステイン
、ＤＴＴおよびＴＣＥＰ、カルシウムなどの金属イオン、熱または温度がある。すなわち
、チモーゲン変換の様々な機構が存在し、プロテアーゼファミリー間で異なる（例、Khan
 et al. (1998) Protein Science, 7:815-836; Khan et al. (1999) PNAS, 96: 10968-10
975参照）。例えば、活性酵素へのチモーゲン変換は、自触作用または他のプロテアーゼ
の作用によるタンパク質加水分解、ｐＨの変化または付帯分子またはイオンの関与または
上記条件の組み合わせまたは１つまたはそれ以上の結果として起こることが多い。作用時
間および場所に対するさらなる制御は、タンパク質阻害剤により達成されることが多い（
Stroud et al. (1977) Ann. Rev. Biophys. Bioeng., 6:177-93）。
【０１９６】
　　　ａ．セリンプロテアーゼ類
　分泌された酵素および細胞質貯蔵オルガネラでキレート形成した酵素を含む、セリンプ
ロテアーゼ（ＳＰ）は、血液凝固、創傷治癒、消化、免疫応答および腫瘍浸潤および転移
を含む様々な生理学的役割を有する。多くのセリンプロテアーゼは、細胞外マトリックス
の成分を分解する（上記表２参照）。例えば、細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の分解およ
びリモデリングに関与するプロテアーゼは、組織リモデリングの一因となり、癌浸潤およ
び転移に必要である。
【０１９７】
　セリンプロテアーゼファミリーにおけるプロテアーゼの活性は、それらの活性部位を形
成する一連のアミノ酸残基により異なる。残基の一つは常にセリンであるため、セリンプ
ロテアーゼと称される。セリンプロテアーゼによる標的タンパク質の開裂機構は、セリン
により標的とされたペプチド結合の求核攻撃に基づいている。触媒性セリンは、基質の容
易に開裂できるペプチド結合のカルボニル原子と共有結合四面体中間体を形成する。多く
の場合、この基の求核特性は、アスパラギン酸により「プロトン受容状態」で保たれた、
ヒスチジンの存在により改善される。セリン、ヒスチジンおよびアスパラギン酸の並んだ
側鎖は、ほとんどのセリンプロテアーゼに共通した触媒３残基を構築する。
【０１９８】
　ほとんどのセリンプロテアーゼは、前駆体形態のチモーゲンとして存在するため、不活
性である。プロテアーゼのチモーゲン形態では、触媒活性部位は、活性酵素と比べて歪ん
でいる。事実、セリンプロテアーゼは、プロテアーゼのチモーゲンおよび活性形態間で活
性部位の立体配座的差異を有するプロテアーゼの唯一のファミリーである。したがって、
触媒３残基は、チモーゲンに存在するが、プロ酵素からの歪んだループにより、基質が結
合する溝（クレフト）は部分的に遮断される。その結果、基質ポリペプチドは有効に結合
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し得ず、タンパク質加水分解も起こらない。チモーゲンの立体配座および構造が変化し、
活性部位が開かれている活性化の後のみ、タンパク質加水分解が起こり得る。
【０１９９】
　セリンプロテアーゼは、中性ｐＨで活性を呈する。チモーゲン変換は、例えば別のプロ
テアーゼまたは自己活性化による高特異的触媒開裂により制限されたタンパク質加水分解
後に起こる。例えば、不活性プロトロンビンから酵素（トロンビン）の活性形態への変換
は、別の血液凝固酵素（因子Ｘａ）によるプロセグメントの高特異的触媒開裂により達成
される。他のセリンプロテアーゼも類似した機構を利用するが、活性化開裂部位が異なる
ため、セリンプロテアーゼは典型的には異なる変換酵素により活性化される。
【０２００】
　限定されるわけではないが、グランザイムＡおよびＢ、カテプシンＧ、好中球エラスタ
ーゼ、プロテイナーゼ３およびマスト細胞トリプターゼおよびキマーゼを含む顆粒関連セ
リンプロテアーゼは、活性化に際し二相性タンパク質加水分解事象を必要とする。これら
の酵素は、プレプロ酵素として合成される。シグナルペプチドの開裂により、不活性であ
るプロ酵素チモーゲン形態が生じる。顆粒関連セリンプロテアーゼは、酵素のＮ－末端に
プロジペプチドを含み、また活性化に際し除去されなければならないカルボキシ末端伸長
部も含む。プロジペプチドは、成熟酵素が折りたたまれて触媒活性形成に至るのを阻止す
る。顆粒関連セリンプロテアーゼの活性化は、カルボキシ末端伸長部およびプロジペプチ
ドの両方の開裂により達成される。カテプシンＣは、少なくとも一部の顆粒関連セリンプ
ロテアーゼにおけるプロジペプチドの開裂に関与している（Kummer et al. (1996) J Bio
l. Chem., 271:9281-9286）。
【０２０１】
　　　　ｂ．システインプロテアーゼ類
　システインプロテアーゼは、その活性部位にＣｙｓ－Ｈｉｓ対を含み、その触媒活性化
はシステインスルフヒドリル基を必然的に伴う。隣接ヒスチジン残基によるシステインス
ルフヒドリルの脱プロトン化の後、ペプチドカルボニル炭素でのシステインの求核攻撃が
起こる。新たなカルボキシ末端をシステインチオールに結合させるチオエステルは、反応
中間体である（セリンプロテアーゼのアシル－酵素中間体に匹敵）。システインプロテア
ーゼには、パパイン、カテプシン、カスパーゼおよびカルパインがある。これらの異なる
システインプロテアーゼファミリーについては、活性化機構も異なる。
【０２０２】
　　　　ｉ．カテプシン類
　カテプシンを含むパパイン様システインプロテアーゼは、パパインとの構造類似性の点
で関連したチオール依存性エンドペプチダーゼの一ファミリーである。それらは、Ｒおよ
びＬ（右および左について）と標識されたドメインによる２ドメインタンパク質を形成し
、両ドメインからのループは基質認識クレフトを形成する。カテプシンは、プロセグメン
トを含むチモーゲンとして合成される。プロセグメントは、Ｎ－末端阻害性プロセグメン
トとして作用する。成熟酵素間には約２５％の配列同一性があるが、プロセグメントは、
ほとんど配列類似性を呈しない。プロセグメントは、成熟酵素の強力な阻害剤として機能
する。またプロセグメントは、中性ｐＨでの合成および輸送中における酵素の折りたたみ
および安定性においてある一定の役割を演じるなど、他の機能も果たす。
【０２０３】
　システインプロテアーゼファミリーのカテプシンは、リソソーム酵素であるため、ｐＨ
７未満で最適活性を呈し、ｐＨ７を超えると不活性になる。カテプシンは、不活性前駆体
（すなわち、チモーゲン）として合成され、プロセグメントのタンパク質加水分解的除去
により活性化される。この結果、１本鎖酵素が生成する。一般に、１本鎖酵素は、重鎖お
よび軽鎖を含む２本鎖形態にプロセッシングされ得る。典型的には、２本の鎖が、非共有
結合的相互作用またはジスルフィド架橋により一緒になる。このため、成熟カテプシンは
、１本鎖または２本鎖形態で存在する。
【０２０４】
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　プロセグメントの除去は、他のプロテアーゼによる活性化または酸性ｐＨでの自触的活
性化により促され得る（Turk et al. (2001) The EMBO Journal, 20:4629-4633）。チモ
ーゲン変換過程のｐＨ依存性は、プロセグメントにおける保存された塩架橋（例、配列番
号６２に示されたプロカテプシンＬにおけるＡｓｐ８２ｐおよびＡｒｇ３８ｐおよびＧｌ
ｕ８７ｐおよびＡｒｇ４８ｐ）により調節される。低ｐＨでのカルボン酸基のプロトン化
による塩架橋の破壊により、プロセグメントの疎水性コアが破壊され、活性部位からプロ
セグメントが解離する（Khan et al. (1998) Protein Science, 7:815-836）。塩架橋の
形成をもたらす残基は、カテプシン間で異なり得る。例えば、プロカテプシンＢは、その
ｐＨ依存的チモーゲン変換に際し選択的塩架橋相互作用を利用する（Coulombe et al. (1
996) EMBO J., 15:5492-5503）。
【０２０５】
　酸性ｐＨ条件は、成熟カテプシンの活性に必要とされる。チモーゲン変換それ自体は、
酵素活性に十分なものではない。活性に関するその必要性に加えて、酸性ｐＨはまた酵素
を安定させる。高ｐＨ条件でのカテプシンの不活化および脱安定化は、活性部位－Ｓ-／
Ｈ+ｉｍ－イオン対のイミダゾール部分の脱プロトン化、および活性部位グルーブに沿っ
た構造の「アンジッパーリング」により誘発される（Dehrmann et al. (1995) Arch. Bio
chem. Biophys., 324:93-98）。このため、ほとんどのカテプシンは、酸性ｐＨで最適な
活性および安定性を有する。例えば、カテプシンＢ、Ｆ、Ｈ、Ｋ、ＬおよびＶは、酸性環
境で最適な活性を示し、中性ｐＨでは弱い活性しか示さないか、または活性を呈しない（
Lutgens et al. (2007) The FASEB J., 21: 3029-3041）。一部のカテプシン、例えばカ
テプシンＬは、中性ｐＨでのインキュベーション後急速にその活性を失う。カテプシンの
中には、中性ｐＨでのインキュベーション後でもそれらの酵素活性を維持しているため、
生理学的条件下でマトリックスタンパク質を分解し得るものもある。カテプシンＣおよび
Ｓは、最高のｐＨ安定性を有することが見出され、カテプシンＫおよびＶは、中程度のｐ
Ｈ安定性を示す。インビトロ試験は、カテプシンＫが中性ｐＨで原線維タンパク質を分解
し得ることを立証した（Buhling et al. (2004) Eur. Respir. J., 23:620-628）。
【０２０６】
　　　　　　カテプシンＬ
　カテプシンＬ（ＣａｔＬ）は、パパインファミリーに属するリソソーム酸性システイン
プロテアーゼである。ヒトカテプシンＬ遺伝子は、１７アミノ酸シグナルペプチド、９６
アミノ酸プロペプチドおよび２２０アミノ酸成熟領域を含む３３３アミノ酸システインプ
ロテアーゼをコードする（配列番号６１および６２および GenBank 受入番号P07711参照
）。カテプシンＬはまた、対立遺伝子および種変異型、および他の変異型を含む。上記変
異型の例を配列番号２０８～２２３および２３４に示す。カテプシンＬは、不活性プロ酵
素として合成され、他のプロテアーゼと同様、配列番号６２に示したアミノ酸配列のアミ
ノ酸１８～１１３に対応するプロペプチドを含む。プロペプチドは、酵素のタンパク質加
水分解活性を阻害する。また、プロペプチドセグメントは、プロ酵素を中性～アルカリ性
ｐＨの変性作用から安定化させる機能を有する（Coulombe et al. (1996) The EMBO J., 
15:5492-5503）。プロペプチドの開裂は、酸性条件下での自己プロセッシングにより誘発
され、酸性条件下で活性を呈し、触媒活性を有する成熟酵素をもたらす。成熟カテプシン
Ｌ（配列番号１に示す）は、約２８ｋＤａの１本鎖形態として、および／または約２４お
よび４ｋＤａ（それぞれ重鎖および軽鎖）の２本鎖形態として存在し得る。カテプシンＬ
の対立遺伝子および種変異型は既知である。典型的な種変異型は、配列番号２０８～２２
３に示されたものであり、シグナル配列およびプロペプチドを欠くその核酸およびコード
化ポリペプチドおよび成熟形態を含む。典型的な対立遺伝子変異型は、配列番号２３４に
示されたものである。
【０２０７】
　カテプシンＬは、主としてエンドソームおよびリソソームに局在する。成熟カテプシン
Ｌの最適なタンパク質加水分解能は、約５.５の酸性ｐＨで達成され、中性ｐＨでは不活
性である（Bohley P et al., “Intracellular Protein Turnover.” 、S. Holzer およ
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び H. Tschcsche (編). Biological Functions of Proteinases、17-34頁、ベルリン: Sp
ringer-Verlag. 1979）。カテプシンＬのｐＨ最適値は、イオン強度により影響され得る
ため、最適ｐＨ値は緩衝液間で異なる（Dehrmann et al. (1995) Arch. Biochem. Biophy
s., 324: 93-98）。プロカテプシンＬは、中性および弱アルカリｐＨ条件では安定してお
り、その場合成熟カテプシンＬは不活化される（Jerala et al. (1998) J. Biol. Chem.,
 273:11498-11504）。例えば、酸性ｐＨでは、酵素はより安定しており、それ自体に対す
る作用も少ないが、タンパク質基質の加水分解を積極的に触媒する。ｐＨが中性または生
理学的ｐＨに近づき、例えば３７℃などの高温が存在する場合、酵素は、他のタンパク質
基質に対し自身を基質として優先するため（自己触媒反応）、非常に不安定である。還元
剤は、活性カテプシンＬに加えられた場合、酸性および生理学的ｐＨの両方でこれらの活
性を高め得る。
【０２０８】
　カテプシンＬの活性化形態は、３個のジスルフィドシステインおよび１個の遊離システ
イン（システインプロテアーゼファミリーで保存されている活性部位Ｃｙｓ２５）を含む
７個のハーフシステイン残基を有する。Ｃｙｓ２５の還元スルフヒドリル基（－ＳＨ）の
存在は、活性に必要とされる。このため、還元剤、例えばシステインまたはグルタチオン
の還元形態の存在は、活性部位スルフヒドリルを還元状態に保つのを助け得る。別法とし
て、またはさらに、還元剤は、ジスルフィドを還元し、インビボ基質の望ましい結合およ
び触媒を誘導するさらに好適なタンパク質立体配座（２次および３次）の獲得を助け得る
。
【０２０９】
　カテプシンＬは、限定されるわけではないが、コラーゲン、ＩＬ－８前駆体、神経伝達
物質前駆体、プロ－エンケファリンおよび免疫グロブリン軽鎖関連（ＡＬ）アミロイド沈
着物およびアゾカゼインを含むタンパク質基質を分解する（Barret & Kirschke (1981) M
ethods Enzymol., 80:535-561; Mason et al., (1985) Biochem. J., 226:233-241）。Ｃ
ａｔＬは、Ｚ－Ｐｈｅ－Ａｌａ－ＣＨＮ２により急速に阻害される。
【０２１０】
　　　　ii．カルパイン
　カルパインは、２つの主要形態、μ－カルパイン（カルパイン１）およびｍ－カルパイ
ン（カルパイン２）で存在するＣａ２＋依存性細胞質システインプロテアーゼである。カ
ルパイン基質には、細胞骨格タンパク質、シグナル伝達酵素、転写調節因子および内在性
膜タンパク質がある。ＥＣＭ成分の中で、カルパインは、フィブロネクチン、ビトロネク
チンおよびプロテオグリカンを分解する（Ian M. Clark および Gillian Murphy. “Matr
ix Proteinases,” 、Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism, Academic Press (2
006)、181-198頁）。
【０２１１】
　カルパインは不活性ヘテロ二量体（および～８０ｋＤａおよび～３０ｋＤａサブユニッ
ト）として存在し、自己触媒反応にＣａ２＋を必要とする。μ－カルパインおよびｍ－カ
ルパインは、活性化に必要とされるＣａ２＋に対する感受性が異なる。μ－カルパインは
、低マイクロモルカルシウム濃度で半最大活性化され、ｍ－カルパインの活性化に必要と
される同濃度よりほぼ１桁低い（Meyer et al. (1996) Biochem. J, 314:511-519）。活
性化されると、カルパインの両サブユニットでは制限された自己消化が起こり、その結果
Ｎ－末端プロセグメントは除去され、カルシウム感受性が高められる。自己分解したプロ
テアーゼは、依然としてカルシウムによる基質開裂を必要とするため、自己消化それ自体
ではカルパインを活性化するのに十分ではない（Meyer et al. (1996) Biochem. J., 314
:511-519）。すなわち、カルパインの持続的活性化は、カルシウムの存在を必要とする。
カルシウム必要条件は、生理学的Ｃａ２＋濃度よりかなり高く、一般に１μＭである。例
えば、インビトロμ－カルパインは、１０～５０μＭのカルシウム濃度を必要とし、ｍ－
カルパインは、３００～５００μＭのカルシウム濃度を必要とする（Hosfield et al. (1
999) The EMBO J., 18:6880-6889）。カルシウム必要条件故に、カルパインは、領域性カ
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ルシウムフラックスおよび／または膜結合により調節される（Molinari and Carafoli (1
997) J Membr. Biol., 43:543-5.）。カルシウムは、立体配座変化を誘導することにより
、プロテアーゼの活性部位を暴露させると思われる。カルパスタチンは、カルパインの特
異的細胞性阻害剤である。
【０２１２】
　　　ｃ．アスパラギン酸プロテアーゼ
　アスパラギン酸プロテアーゼには、ＥＣＭ成分を分解することが示されたリソソームで
見出されるプロテアーゼが含まれる。この中には、カテプシンＤおよびＥが含まれる。活
性については、２個のアスパラギン酸残基が活性部位での酸／塩基触媒に関与する。初回
反応で、一方のアスパラギン酸残基は、活性部位Ｈ２Ｏからプロトンを受容し、これがペ
プチド結合のカルボニル炭素を攻撃する。同時に、他方のアスパラギン酸残基は、プロト
ンをペプチドカルボニル基の酸素に供与する。
【０２１３】
　アスパラギン酸プロテアーゼのチモーゲン形態は、負に帯電したセグメントと塩架橋を
形成する酵素の中心部分と相互作用する正に帯電したＮ－末端プロセグメントを含む。プ
ロセグメントの配置および塩架橋の形成故に、基質は、活性部位への接近が妨げられる。
活性酵素へのチモーゲン変換は、低ｐＨでの塩架橋の破壊により誘発される。低ｐＨに暴
露されると、ＡｓｐおよびＧｌｕ残基のカルボン酸側鎖がプロトン化され、プロセグメン
トおよび成熟酵素間の塩架橋の脱安定化をまねく。一旦除去されると、プロセグメントは
、活性酵素により自己触媒的に分解される。後続のプロセグメントの加水分解により、確
実に活性化は不可逆的となり、放出されたプロセグメントは活性酵素の競合的阻害剤とし
て作用しなくなる。それ以上、変換に他の付帯分子は必要とされない（Khan et al. (199
8) Protein Science, 7:815-836）。しかしながら、システインプロテアーゼファミリー
のカテプシン類と同様、酸性ｐＨ条件は、成熟酵素の活性および安定性に必要とされる。
【０２１４】
　　　ｄ．金属プロテアーゼ類
　金属プロテアーゼ（亜鉛プロテアーゼとも呼ばれる）は、消化酵素カルボキシペプチダ
ーゼ、細胞により分泌される様々なマトリックス金属プロテアーゼ（ＭＭＰ）、ＡＤＡＭ
（ディスインテグリンおよび金属プロテアーゼドメイン）、ＡＤＡＭＴＳ（ディスインテ
グリンおよびトロンボスポンジンモチーフをもつ金属プロテイナーゼドメイン）およびリ
ソソームプロテアーゼを含む。これらの酵素は、ＡＤＡＭおよびＭＭＰを含め、胚発生、
細胞成長および増殖、炎症応答、創傷修復、多発性硬化症、関節炎および癌の進行および
転移においてある役割を有する（Manzetti et al., (2003) J of Computer-Aided Mol. D
esign, 17: 551）。ほとんどのＭＭＰ（例、コラゲナーゼ）は、例えば組織リモデリング
中における、細胞外マトリックスの分解に関与する。例えば、これらの酵素の多くは、基
底膜および細胞外マトリックスの成分を開裂し得る。
【０２１５】
　金属プロテアーゼは、触媒活性に要求される酵素の活性中心にＺｎ＋＋イオンを含む。
金属プロテアーゼの活性部位にある亜鉛結合モチーフは、イミダゾール側鎖がＺｎ＋＋に
対するリガンドである２個のヒスチジン残基を含む。触媒作用中、Ｚｎ＋＋は、活性部位
にある水分子の酸素原子によるカルボニル炭素での求核攻撃を促進する。活性部位塩基（
カルボキシペプチダーゼにおけるグルタミン酸残基）は、攻撃性水分子からプロトンを抜
き取ることによりこの反応を促す。一般的に、これらの酵素は、それらの活性部位に共通
の亜鉛結合モチーフ（ＨＥｘｘＨｘｘＧｘｘＨ）を有し、保存メチオニンが活性部位の後
で向きを変える。ヒスチジンのいずれか１個の突然変異により、触媒活性は除去される。
【０２１６】
　金属プロテアーゼのチモーゲン形態は、約８０～１００残基長のプロセグメントを含む
。チモーゲン形態では、成熟酵素の基質結合部位内の残基および触媒性Ｚｎ＋＋イオンは
、活性形態の場合と同じ立体配座を示し、チモーゲン変換時にも変化しない。プロセグメ
ントは部位を遮断するように配置され、従って、基質への接近が阻止されるため、この酵



(57) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

素は不活性である。チモーゲンから活性酵素への変換は、成熟酵素からのプロセグメント
の開裂により誘発される。多重機構は、他のプロテアーゼ、熱、水銀剤（例、酢酸４－ア
ミノ－フェニル水銀）、ＳＨ－反応剤、活性酸素およびデタージェントによる作用を含む
、開裂事象を開始させ得る（例、Khan et al. (1998) Protein Science, 7:815-836; Oka
da et al. (1988) Biochem J., 254:731-741; Okada & Nakanashi (1989) FEBS Lett., 2
49:353-356; Nagase et al. (1990) Biochemistry, 29:5783-5789; Koklitis et al. (19
91) Biochem J., 276:217-221; Springman et al. (1990) PNAS, 87:364-8; Murphy et a
l. (1997) Matrix Biol., 15:511-8参照）。
【０２１７】
　　　ｅ．ヘパラナーゼ
　ヘパラナーゼは、ある種のグリコサミノグリカンの異化に関与するグリコシル化酵素で
ある。それは、特異的鎖内部位でヘパラン硫酸を開裂するエンド－β－グルクロニダーゼ
である。ヘパラナーゼは、グリコシルヒドロラーゼクランＡ（ＧＨ－Ａ）の一員であり、
２個の保存酸性残基、Ｇｌｕ２２５の推定的プロトン供与体およびＧｌｕ３４３の求核基
を含む共通の触媒機構を共有している（Hulett et al. (2000) Biochemistry, 39:15659-
15667）。ＴおよびＢリンパ球、血小板、顆粒球、マクロファージおよびマスト細胞と内
皮下細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の相互作用は、ヘパラナーゼ活性によるヘパラン硫酸
の分解と関連している。
【０２１８】
　ヒトヘパラナーゼｃＤＮＡは、小胞体（ＥＲ）への転位時にシグナルペプチダーゼによ
り除去されるシグナルペプチド配列を伴うプレ－プロタンパク質として最初に合成される
タンパク質をコードする。生成される６５ｋＤａプロ酵素形態は、タンパク質加水分解的
開裂によりさらにプロセッシングされ、介在性６ｋＤａフラグメントが切除されて８ｋＤ
ａのポリペプチドおよび５０ｋＤａのポリペプチドを生成し、ヘテロ二量体を形成する。
成熟ヘパラナーゼのアミノ酸配列を配列番号１５６に示す。ヘパラナーゼ活性および局在
性は堅固に調節されている。例えば、この酵素は局所ｐＨの変化に非常に敏感であり、腫
瘍付近および炎症部位に存在する酸性条件下では高い酵素活性を発揮し、生理学的ｐＨで
はほとんどまたは全く活性を呈しない。すなわち、ＨＳスカホールドのヘパラナーゼ介在
開裂は、ｐＨ依存的過程である。最大酵素活性は、４～６.８のｐＨ値範囲で達成される
（Gilat et al. (1995) J Exp. Med., 181:1929-1934; Goldshmidt et al. (2003) The F
ASEB J., 17:1015-1025）。生理学的ｐＨでは、ヘパラナーゼはほとんど活性を呈しない
。ｐＨ依存性であることから、確実に、ＥＣＭの構造破壊は、例えばエンドソームおよび
創傷または炎症部位で起こるなど、さらなる酸性条件に制限される（McKenzie et al. (2
003) Biochem. J., 373:423-435）。
【０２１９】
　Ｄ．可活性化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）
　マトリックス分解酵素は、活性化するために、プロセグメントの開裂により成熟酵素を
生成させるチモーゲン変換を必要とする。上記で検討したとおり、多くのマトリックス分
解酵素はまた、活性化するために、１またはそれ以上の他の活性化条件の継続的存在を必
要とする。上記活性化条件の例としては、限定されるわけではないが、ｐＨ、金属イオン
、温度、還元剤、酸化剤および塩濃度がある。例えば、多くの酵素は、活性について、特
異的ｐＨ値または金属イオン濃度または塩濃度または還元剤の存在を必要とする。一例で
は、リソソーム酵素は、活性について、酸性ｐＨ条件を必要とする。例えば、システイン
およびアスパラギン酸プロテアーゼファミリーのカテプシン類は、活性について酸性ｐＨ
条件を必要とする。またヘパラナーゼは、酸性環境で通常のプロセッシングのためにリソ
ソームで蓄積するリソソーム酵素である。一般的に、酸性環境は、リソソームプロテアー
ゼが通常局在している酸性リソソームで与えられる。この環境外では、リソソームプロテ
アーゼは、不活性であるかまたは低活性であり、活性のためには酸性ｐＨへの外因的暴露
を必要とする。別の例では、活性化条件は、金属イオン濃度を含む。例えば、カルパイン
は、活性について十分な濃度のＣａ２＋を必要とする。上記酵素の活性は、活性化条件の
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非存在下では可逆的である。
【０２２０】
　外因的活性化条件についての必要性を利用することにより、可活性化型マトリックス分
解酵素は、例えばＥＣＭへインビボ投与されたとき限られた持続時間で一時的に活性化さ
れ得る。上記可活性化型マトリックス分解酵素は、外因的活性化条件に曝されたときのみ
活性を呈する。活性化条件は投与部位には存在せず、外的に適用されなければならないた
め、活性化条件は、適切な活性化条件を供給する活性化因子のインビボ投与後に時間の経
過に伴って中和または消散される。したがって、活性化因子は消散するかまたは他の形で
中和されるため、インビボ投与後、ＡＭＤＥの活性化は可逆的である。例えば、ＡＭＤＥ
の一時的活性化は、投与部位には存在しない外因性活性化条件（すなわち、活性化因子）
の存在下におけるＡＭＤＥの投与により皮膚および他の組織の間隙環境で達成され得る。
典型的には、活性化条件は、活性化条件を提供する活性化因子の投与前にはＥＣＭに存在
しないものである。すなわち、活性化条件へ可活性化型マトリックス分解酵素が暴露され
ると、活性化条件は間隙環境において消散するかまたは中和されるため、限られた期間ま
たは予め定められた期間酵素活性化がもたらされる。
【０２２１】
　したがって、本発明は、可活性化型マトリックス分解酵素を含む組成物、組み合わせお
よび容器に関するものであり、インビボ投与されると、限られた期間または予め定められ
た期間、酵素が活性化され、その間のみ酵素はその生物作用を発揮し得る。可活性化型酵
素の活性は可逆的であるため、酵素は脱活性化されることにより、上記酵素の生物作用の
持続時間は制御される。可活性化型マトリックス分解酵素は、活性化条件を提供する活性
化因子と組み合わせた形またはそれと共に容器で提供される。さらに、可活性化型マトリ
ックス分解酵素および活性化因子はまた、他の薬剤、例えば麻酔薬、アルファアドレナリ
ン作用薬または分散剤のいずれか１つまたはそれ以上と組み合わされるか、または例えば
容器中で組み合わせた形で提供され得る。可活性化型マトリックス分解酵素は治療有効量
で提供され、投与、例えば皮下投与により活性化されたとき、ＥＣＭの１または複数の成
分を分解する。したがって、可活性化型マトリックス分解酵素は、ＥＣＭ介在疾患または
状態を処置するための治療薬として使用され得る。
【０２２２】
　合成的または天然供給源から単離されたものであろうと、マトリックス分解酵素、例え
ば表３または本明細書の他の箇所に示したもの、その対立遺伝子または種変異型または他
の変異型、または当業者に周知のものは、酵素が活性化条件を必要とする可活性化型であ
るならば、本発明が提供する組成物、組み合わせ、方法および装置で使用されるものとす
る。可活性化型マトリックス分解酵素は、チモーゲンとして、または１本鎖または２本鎖
形態の不活性成熟ポリペプチドとして不活性形態で提供される。例えば、カテプシンは、
それが成熟形態であっても不活性であり、立体配座的安定性のためには酸性ｐＨ条件を必
要とする。可活性化型マトリックス分解酵素には、リソソームプロテアーゼ、例えばシス
テインおよびアスパラギン酸ファミリーのカテプシンおよびヘパラナーゼがある。典型的
な可活性化型マトリックス分解酵素は、配列番号５６、５９、６２、６４、１７９、６７
、７０、７３、７６、１８２、１８５、１８８、７９、１９４、８９、９２、９５および
１５５のいずれかに示されたもの、またはその対立遺伝子変異型または種変異型または他
の変異型である。当業者であれば、可活性化型マトリックス分解酵素について熟知してい
るかまたは同定できるはずである。例えば、当業者であれば、酵素活性化の常用的検定法
、例えば本明細書記載の方法および当業界で周知の方法を用いることにより、所望の酵素
の持続的または可逆的活性化のための外因性活性化条件の必要性を評価することができる
はずである。
【０２２３】
　可活性化型マトリックス分解酵素は、いずれか１つまたは複数の特性または活性を改変
するように修飾され得る。例えば、改変された特性または活性としては、限定されるわけ
ではないが、酵素をより安定させる修飾、基質特異性の改変および／または酵素への温度
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感受性の付与がある。所望ならば、酵素安定性はまた、酵素のペグ化またはグリコシル化
により高められ得る。標準組換えＤＮＡ技術を用いたポリペプチドの修飾は、当業者にと
っては常用的なことである。本発明での目的の場合、修飾マトリックス分解酵素は、非修
飾酵素の１つまたはそれ以上の活性を保持しており、活性化可能である。保持された活性
は、非修飾酵素の４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％またはそれ
より高い活性を呈し得る。
【０２２４】
　一例において、マトリックス分解酵素、例えば、カテプシンは、そのプロセグメントが
阻害性ではないように修飾され得る。プロセグメントそれ自体の内部または阻害性相互作
用が起こる活性部位領域内におけるアミノ酸の入替、置換または挿入により、修飾が加え
られ得る。したがって、カテプシンは、酸性条件下で自己触媒反応が起こるチモーゲン形
態で提供され得る。上記修飾酵素の開裂されたプロセグメントは、チモーゲン形態を呈す
る場合、野生型カテプシンの場合と同様不活化には至らない。
【０２２５】
　別の例において、可活性化型酵素は、その基質特異性を改変するように修飾され得る。
例えば、酵素は、特定基質についての特異性が高くなるように修飾され得る。すなわち、
例えば、ＩおよびＩＶ型コラーゲンについての基質特異性を呈するカテプシンＬは、それ
が、ＩＶ型コラーゲンではなく、Ｉ型コラーゲンについて、また逆の場合も同様に高い基
質特異性を有するように修飾され得る。ポリペプチドの修飾は、常用的分子生物学技術に
より達成され得、当業者の技能の範囲内である。例えば本明細書記載または当業界で周知
の基質開裂に関する常用的検定法を用いることにより、修飾酵素をその基質特異性につい
て試験することができる。例えば、基質開裂は、蛍光性ペプチドまたは精製タンパク質で
評価され得る。開裂は、インビトロまたはインビボ検定法を用いて評価され得る。例えば
、開裂は、酵素を基質とインキュベーションし、次いで混合物をＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルに
かけることにより評価され得る。分解は、ウエスタン・ブロットにより、または標準タン
パク質染料、例えばクーマシーブルーまたは銀染色試薬を用いることにより評価され得る
。
【０２２６】
　さらなる一例では、マトリックス分解酵素は、温度感受性を有するように修飾され得る
。例えば、生理学的温度（例、３７℃）で活性を示すマトリックス分解酵素に修飾を加え
ることにより、低温（例、３７℃未満、例えば、約２０℃、２１℃、２２℃、２３℃、２
４℃、２５℃、２６℃、２７℃、２８℃、２９℃または３０℃）で活性を呈するが、生理
学的温度では活性を呈しない酵素が選択され得る。このため、上記修飾酵素は、活性化条
件が低温である可活性化型マトリックス分解酵素として使用され得る。低温を提供する活
性化条件（例、冷緩衝液）と酵素を同時、断続的または逐次投与すると、酵素の活性化が
誘発される。生体内温度は３７℃の生理学的温度に戻るため、酵素の活性化は時間的に制
御される。
【０２２７】
　　１．可活性化型マトリックス分解酵素の活性化条件および活性化方法
　可活性化型マトリックス分解酵素は、活性化条件が存在しなければ不活性である。イン
ビボ投与されると、上記可活性化型マトリックス分解酵素の一時的活性化は、酵素の活性
化に十分な活性化条件を提供する１または複数の特異的活性化因子への暴露（逐次、断続
的または同時投与前または投与時）により達成される。例えば、活性化は、例えば温度（
例、加熱または冷却）、ｐＨ、塩、活性化にとって十分な濃度の金属イオン（例、Ｃａ２

＋）を含む溶液、活性化にとって十分な濃度の還元剤または酸化剤を含む溶液への可活性
化型マトリックス分解酵素の暴露、または本明細書記載または当業者に周知の他の方法に
より達成され得る。活性化因子の選択は、本明細書記載または当業者に周知のとおり酵素
の選択により異なる。一般的に、活性酵素の生成に十分な活性化因子の量（例、濃度、レ
ベルまたは度合い）を使用する。この量は、経験的に容易に決定され得、選択された酵素
および選択された適用法により異なる。
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【０２２８】
　可活性化型酵素の可逆的および条件的活性化により、一時的活性化が達成され、細胞外
マトリックス（ＥＣＭ）成分に対する酵素作用の持続時間が調節される。これは、結果的
に望ましくない長期酵素活性化に伴う有害な副作用が制御され得るため、本方法の利点で
ある。可活性化型マトリックス分解酵素は、活性を維持するために活性化条件への連続暴
露を必要とするため、一時的活性化が達成される。活性化条件は、通常、可活性化型マト
リックス分解酵素がインビボ投与される部位において酵素活性化に十分な量では内因的に
存在しない。例えば、皮膚間質は中性ｐＨを有するため、低ｐＨ活性化条件は通常存在し
ない。別の例では、皮膚間質における金属イオン、例えばカルシウムの生理学的レベルは
、一部酵素の活性化に要求される有効量よりかなり低い。すなわち、酵素の脱活性化は、
可活性化型酵素のインビボ投与後、外的に供給された活性化条件が徐々に消散または中和
される場合に生じ得る外因性活性化条件への酵素の暴露減少時に起こり得る。
【０２２９】
　したがって、本明細書が提示する活性化条件は、可活性化型マトリックス分解酵素の活
性化に必要とされるが、投与部位には通常十分な量では存在しないことである。可活性化
型マトリックス分解酵素の活性化にとっての活性化条件の必要性により、マトリックス分
解酵素は、酵素が不活性になるかまたは不安定になり、分解されるように活性化条件が消
散または中和されるまでの限られた期間活性化され得る。酵素が活性状態である時間の量
は予め定められた期間であり得る。例えば、酵素がインビボ投与時に暴露された環境およ
び条件下において設定された期間酵素が活性であるように選択された活性化条件の量、例
えば濃度、有効量、レベルまたは程度を含む活性化因子が提供され得る。一例では、酸性
ｐＨが活性化条件である場合、ｐＨ変化に対するその抵抗時間をモジュレーションするよ
うに酸性緩衝液の緩衝能力を調節し得る。活性化因子が条件的可活性化型マトリックス分
解酵素を活性化する予め定められる期間は、経験的に決定され得るもので、処置される疾
患、処置される個体、酵素および活性化因子の選択の相関的な要素である。可活性化型マ
トリックス分解酵素は、少なくとも約１分間、２分間、３分間、４分間、５分間、１０分
間、２０分間、３０分間、４０分間、５０分間、１時間、２時間、３時間、４時間、５時
間、６時間またはそれより長期間活性化条件を提供する活性化因子の存在下でのインビボ
投与後に活性を呈し得る。
【０２３０】
　典型的な活性化条件および活性化因子および一時的活性化方法を以下に記載する。かか
る記載に照らし合わせると、他の実施態様についても当業者であれば容易に想到するはず
である。
【０２３１】
　　　ａ．活性化条件－酸性ｐＨ
　本項は、活性がｐＨにより調節されるマトリックス分解酵素の条件的活性化に関する組
成物および方法、上記酵素の使用によるＥＣＭ介在疾患または状態の処置に関するもので
ある。上記方法は、酸性ｐＨでのみ酵素活性を有し、中性ｐＨでは不活性のままであるか
または不安定になって分解されるタンパク質を利用している。上記タンパク質には、限定
されるわけではないが、システインおよびアスパラギン酸ファミリーのカテプシンおよび
ヘパラナーゼを含むリソソームプロテアーゼがある。例えば、酸性細胞内区画であるリソ
ソームは、エンドサイトーシスにより内在化したタンパク質および他の物質を分解する極
めて多様な加水分解酵素を含む。全てのリソソーム内プロテアーゼ、例えばカテプシンＬ
は酸性の至適ｐＨを呈する。上記プロテアーゼの具体例は、配列番号５７、６０、１、６
５、１８０、６８、７１、７４、７７、１８３、１８６、１８９、８０、１９５、９０、
９３、９６および１５６のいずれかに示したものである。
【０２３２】
　本発明では、皮膚内でのｐＨ差を利用するため、ある種のｐＨ条件への暴露時のみ活性
を呈するマトリックス分解酵素の利用方法を採用している。ヒト表皮系は、皮膚の層状構
造内でｐＨ勾配を維持している。外層は、５.５の平均ｐＨを呈することが報告されてい
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る（W.P. Smith (1994) Cosmetics and Toiletries, 109:41-48）。表皮の連続層のｐＨ
は深さと共に増し、真皮層では生理学的範囲（約ｐＨ７.４）に近い最終ｐＨに達する。
【０２３３】
　したがって、本発明では、酸性条件では活性を呈するが、例えばＥＣＭ中で存在する中
性ｐＨでは実質的に不活性である可活性化型マトリックス分解酵素を用いることが考えら
れる。実質的に不活性な酵素とは、その至適ｐＨで酵素の１０％またはそれより低い活性
、例えば、酵素の至適ｐＨで存在する活性の約１％、２％、３％、４％、５％、６％、７
％、８％、９％、９.５％または１０％を呈するものである。当業者であれば、酵素の最
適ｐＨを熟知しているかまたは測定し得、様々なｐＨ条件での活性差異を評価できるはず
である。例えば、カテプシンＬのｐＨ最適値は５.５またはその前後であるが、カテプシ
ンＬの特定種、緩衝液条件またはイオン強度によって４.５～６の範囲内で変わり得る。
カテプシンＬは、ｐＨ７.４またはそれより高いｐＨでは実質的に不活性である（Dehrman
n et al. (1995) Arch. Biochem. Biophys., 324:93-98）。別の例では、カテプシンＤの
活性にとって最適なｐＨ値は、３.０～４.０またはその前後であり、６.０またはその前
後またはそれより高いｐＨでは実質的に不活性である（Rojas-Espinosa et al. (1973) I
nfection and Immunity, 8:1000-1008）。カテプシンＳは、ｐＨ７.０で安定している数
少ないリソソームプロテアーゼの一つである（Bromme et al. (1993) J Biol. Chem., 26
8: 4832-4838）。
【０２３４】
　本発明での目的の場合、可活性化型酵素は、約３、３.５、４、４.５、５、５.５、６
または６.５のｐＨ条件で活性を呈するが、中性ｐＨでは実質的に不活性である。ｐＨ活
性プロファイリングを酵素について実施し、相対活性を評価することにより、様々な条件
下でのその最適ｐＨが決定され得る（Dehrmann et al. (1995) Arch. Biochem. Biophys.
, 324:93-98）。ｐＨ最適値が、使用基質、緩衝液条件、イオン強度および酵素の種によ
り異なり得ることは言うまでもない。したがって、本明細書でｐＨ最適値と言えば、典型
的なものに過ぎない。当業者であれば、特異的条件下での酵素のｐＨ最適値を経験的に決
定できるはずである。例えば、緩衝液条件およびイオン強度を変えることにより、様々な
ｐＨ条件下での酵素活性を測定することができる。ｐＨ活性プロフィールを測定する酵素
検定法は、例えば本明細書記載および当業者に周知の蛍光基質を用いて実施され得る。使
用する蛍光基質の選択は、酵素により異なり、当業者に周知であるかまたは経験的に決定
され得る。
【０２３５】
　すなわち、通常投与部位には存在しない活性化条件との投与によりマトリックス分解酵
素を条件付きで活性化させ得ることにより、中性ｐＨを呈する間質などの器官および組織
の生理学的パラメーターの一時的調節および改変が可能となる。通常の生理学的条件下で
は、間質のｐＨは中性である。すなわち、低ｐＨで活性の可活性化型マトリックス分解酵
素、例えば本明細書記載のリソソーム酵素は、間質に存在するときには、間質が中性ｐＨ
である故に通常は触媒的に不活性である。間質のｐＨが、例えば酸性緩衝液の投与により
一時的に酸性にされたとき、酸性ｐＨが最適であるリソソーム酵素は、間質に投与された
ときに活性化される。間質のｐＨが中性へと戻るとき、酸性ｐＨを必要とするマトリック
ス分解酵素は不活化され、その酵素活性を発揮するのを停止する。
【０２３６】
　したがって、本発明では、中性ｐＨで実質的に不活性である可活性化型マトリックス分
解酵素は、ｐＨが中性である皮膚の下へ（すなわち、皮下、皮内または筋肉内投与により
）表皮下投与され得ると考えられる。また、条件付き可活性化型マトリックス分解酵素の
他の投与経路も考えられ、投与時のｐＨ条件の変化故に酵素活性が可逆的になるように特
定酵素のｐＨ最適値に基づいて経験的に決定され得る。他の投与経路としては、限定され
るわけではないが、経口、局所および経皮投与経路がある。
【０２３７】
　ほとんどの組織および器官の間質は中性ｐＨを呈するため、一時的活性化は、酸性溶液
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を組織または器官間質に注入することにより達成され得る。酸性緩衝液は、投与されたと
き、可活性化型マトリックス分解酵素が活性を示すように間質のｐＨを一時的に約３.０
、３.５、４.０、４.５、５.０、５.５、６.０または６.５またはそれ未満に低下させる
組成物である。緩衝液の酸性成分は、間質の中性ｐＨによる中和に敏感に反応する。酸性
緩衝液は当業者には周知である。本発明での目的の場合、緩衝液の酸性成分は、有機また
は無機酸であり得る。一般的に、溶液は弱酸溶液である。具体例としての酸には、限定さ
れるわけではないが、２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥＳ）、酢酸、コハ
ク酸、乳酸、マレイン酸、グリシン－塩酸、クエン酸リン酸およびヒスチジンがある。酸
性緩衝液の有効なｐＨ範囲は既知であるため、適切な緩衝液は、選択された酵素のｐＨ最
適値に基づいて選択され得る。酸性緩衝液の例としては、限定されるわけではないが、酢
酸、クエン酸、蟻酸、グリシン、マレイン酸、ＭＥＳ、リン酸、ピペラジン、プロピオン
酸、ピリジンおよびコハク酸緩衝液がある。例えば、ＭＥＳ緩衝液の有効なｐＨ範囲は５
.５～６.７である。
【０２３８】
　中和に必要とされる期間、および酸可活性化型マトリックス分解酵素の後続の不活化は
、酸性緩衝液の処方に左右される。例えば、酸性緩衝液中の酸および／または緩衝剤が間
質の中和能力と比べて弱い場合、短い期間となる。強い酸を用いるか、または強力な緩衝
剤を酸性緩衝剤中で使用する場合、期間は長くなる。このため、ｐＨ変化に対する抵抗性
は、特定緩衝液の緩衝能力により異なる。緩衝液のイオン強度または濃度が高いとき、緩
衝液の能力は高くなる。したがって、本発明方法および組成物において、所与のｐＨで活
性化されたマトリックス分解酵素の一時的調節は、選択した緩衝液の緩衝能力によりさら
に制御され得る。これは実施例７で具体的に説明している。所与の適用に関する望ましい
緩衝液の決定は常用的な作業であり、当業者の技能レベルの範囲内である。
【０２３９】
　典型的には、例えばＥＣＭ介在疾患または状態を処置するために、１または複数のＥＣ
Ｍ成分の分解が所望される部位へ酸性溶液を直接注入する。酸性溶液活性化因子形態での
活性化条件の注入は、不活性の可活性化型マトリックス分解酵素の投与と同時、逐次また
は断続的に実施され得る。投与を同時に行う場合、可活性化型マトリックス分解酵素およ
び緩衝酸性液は、同一または別々の組成物に含まれ得る。同一組成物中の場合、酵素およ
び緩衝酸性液は、混合物として一組成物中で提供され得る。酵素の活性化はまた、投与前
に酵素の濃縮液状溶液または懸濁液または凍結乾燥または粉末化形態へ酸性溶液を加える
ことにより達成され得る。一般的に、可活性化型マトリックス分解酵素の液状溶液または
懸濁液が提供される場合、それは、適切な活性化条件を提供する活性化因子に暴露された
とき、活性化条件による酵素の活性化に敏感に反応する溶液または懸濁液である。
【０２４０】
　さらに、本発明による組み合わせおよび方法では、活性化条件を有する活性化因子（例
、緩衝酸性溶液）および可活性化型マトリックス分解酵素は、１種以上の他薬剤、例えば
麻酔薬、アルファアドレナリン作用性受容体アゴニストまたは分散剤のいずれか一つまた
はそれ以上と組み合わせて提供および投与され得る。上記薬剤の具体例については、本明
細書における下記の「併用療法」と題する項で検討している。他の薬剤は、活性化因子お
よび／またはマトリックス分解酵素と同時、逐次または断続的に投与され得る。
【０２４１】
　本発明方法の一例では、緩衝酸性溶液を、ＥＣＭ状態または疾患が存在する皮膚間質ま
たは他の組織へ投与する。緩衝酸性溶液は、限られた期間の活性化を達成するため、マト
リックス分解酵素の活性化に必要とされるｐＨおよび所望の緩衝能力に基づいて選択され
得る。例えば、カテプシンＬは、コラーゲン介在疾患、例えばセルライトの処置を目的と
する典型的酵素である。したがって、酸性緩衝液を、カテプシンＬの活性化のために５.
５の最適ｐＨで調製する。上記の酸性緩衝液の具体例はＭＥＳである。また、酸性溶液の
緩衝能力は、所望に応じて例えば実施例７に示す要領で実験的に測定され得る。一般的に
、マトリックス分解酵素の直前またはそれと一緒に酸性緩衝液を投与する。例えば、マト
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リックス分解酵素が凍結乾燥形態で提供される場合、酵素は、投与直前に酸性緩衝液によ
り再構成され、酵素および活性化因子の組み合わせが一緒に投与され得る。酸性緩衝液の
存在下では、酵素はインビボ投与後に活性化される。酸性緩衝液の緩衝能力によって、間
質のｐＨは、限られた期間または予め決定された期間の後中性に戻るため、マトリックス
分解酵素の分解効果は打ち消される。
【０２４２】
　本発明方法の別の例では、麻酔薬および血管収縮薬の組み合わせ、例えばリドカイン／
エピネフリンを、活性化因子およびマトリックス分解酵素の投与前に投与する。一般的に
、本方法では、分散剤、例えばヒアルロナン分解酵素、例えばヒアルロニダーゼも、麻酔
薬および血管収縮薬、例えばアルファアドレナリン作用性受容体アゴニストと一緒に投与
される。
【０２４３】
　　　ｂ．活性化条件－金属カチオン濃度
　本項は、活性化に際し適切な金属イオン、例えばＣａ２＋、Ｍｇ２＋またはＺｎ２＋へ
の暴露を必要とする可活性化型マトリックス分解酵素を含む組成物、組み合わせ、容器お
よび方法に関するものである。上記酵素の具体例は、活性化にＣａ２＋を必要とするカル
パイン（配列番号８２（カルパイン１）および配列番号８５（カルパイン２）に示した大
型サブユニットおよび配列番号８７に示した小型サブユニット、またはその対立遺伝子ま
たは種変異型または他の変異型）である。金属イオンは、水性組成物形態で、例えばカル
シウム塩として供給され得る。不活性酵素は、金属イオンとの混合物として提供され得る
か、または別々の組成物として提供され得る。別々の組成物として、例えば濃縮液状組成
物形態または凍結乾燥または粉末化形態で提供される場合、酵素への金属イオンの付加に
より活性化酵素がもたらされる。
【０２４４】
　一般に、活性化は、活性化に十分な濃度で金属イオン、例えばＣａ２＋に不活性酵素を
暴露することにより達成される。正確な量は、経験的に決定され得るか、または当業者に
は周知である。例えば、μ－カルパインおよびｍ－カルパインのインビトロ活性化は、そ
れぞれ１０～５０および３００～５００μＭのカルシウム濃度を必要とする（Hosfield e
t al. (1999) The EMBO J., 18: 6880-6889）。酵素活性の検定法を実施することにより
、最適濃度が決定され得る。典型的には、本発明での目的の場合、可活性化型マトリック
ス分解酵素は、間質に存在する金属イオンの生理学的レベルを超える濃度での活性化に際
し十分な濃度の金属イオンを必要とするものを含む。μ－カルパインおよびｍ－カルパイ
ンの場合については、活性化に必要とされるカルシウムレベルは生理学的レベルを超える
（例、米国特許第６６２０５９２号；Hosfield et al. (1999) The EMBO J., 18: 6880-6
889参照）。
【０２４５】
　一般に、不活性酵素は、酵素活性化を誘発するには金属イオンが不十分であるようにパ
ッケージまたは提供される。このため、不活性酵素が金属イオン活性化因子とは別の組成
物として提供される場合、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）またはエチレングリコー
ル四酢酸（ＥＧＴＡ）（適用法によって、約５～約１００ｍＭまたはそれより高濃度）を
加えることにより、Ｃａ２＋または他の金属イオンを拘束して、所望時まで活性化反応の
誘発を阻止することが必要であり得る。次いで、活性化反応は、キレート剤の影響を克服
するのに十分な濃度でＣａ２＋（または他の金属カチオン）を加えることにより誘発され
得る。正確な量は、経験的に決定され得る。
【０２４６】
　酵素によっては、単に金属イオンへの暴露を中止することにより一時的活性化が達成さ
れ得る。例えば、カルパインの持続的活性化は、カルシウムの存在を必要とする。すなわ
ち、カルパインの不活性形態は、Ｃａ２＋を加えることにより活性化され得、得られた混
合物は、同一または別々の組成物として器官または組織の間質に投与され得る。しかしな
がら、投与時には、連続活性化に必要とされる有効濃度のカルシウムはもはや入手できな
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い。得られた活性酵素は、最終的にはその不活性状態に戻る。他の例では、活性化に金属
イオンを必要とする酵素の一時的調節は、金属キレート剤または他の除去剤の投与により
制御され得る。
【０２４７】
　　　ｃ．活性化条件－還元剤
　本項は、活性化に適切なチオールまたは非チオール含有還元剤、例えばトリス（２－カ
ルボキシエチル）ホスフィン（ＴＣＥＰ）またはシステインへの暴露を必要とする可活性
化型マトリックス分解酵素を含む組成物、組み合わせ、容器および方法に関するものであ
る。上記酵素の具体例は、活性化に還元剤を必要とするカテプシンＬである。還元剤は、
例えばシステインとして、水性組成物形態で提供され得る。不活性酵素は、還元剤との混
合物として提供され得るか、または別々の組成物として提供され得る。別々の組成物とし
て、例えば濃縮液状組成物または凍結乾燥または粉末化形態で提供される場合、酵素に還
元剤を加えることにより活性化酵素が得られる。還元剤は、酵素投与の前、それと同時、
逐次的または断続的に加えられ得る。
【０２４８】
　一般的に、活性化に十分な濃度の還元剤、例えばシステインに不活性酵素を暴露するこ
とにより、活性化は達成される。正確な量は経験的に決定され得るかまたは当業者には周
知である。例えば、カテプシンＬのインビトロ活性化は、一般に１～５０ｍＭのシステイ
ンを必要とする。酵素活性検定法を実施することにより、最適濃度が測定され得る。典型
的には、本発明での目的の場合、可活性化型マトリックス分解酵素は、間質に存在する還
元剤の生理学的レベルを超える濃度での活性化に十分な濃度の還元剤を必要とするものを
含む。
【０２４９】
　一般に、不活性酵素は、酵素活性化を誘発するには還元剤濃度が不十分であるようにパ
ッケージまたは提供される。次いで、酵素活性の回復に十分な濃度でシステイン（または
他の還元剤）を加えることにより、活性化反応は誘発され得る。正確な量は経験的に決定
され得る
【０２５０】
　酵素によっては、単に還元剤への暴露を中止することにより一時的活性化が達成され得
る。例えば、カテプシンＬの持続的活性化は、システインまたはＴＣＥＰの存在を必要と
する。すなわち、そのプロセグメントを含まないカテプシンＬの不活性形態は、システイ
ンを加えることにより活性化され得、生成した混合物は、同一または別々の組成物として
器官または組織の間質に投与され得る。しかしながら、投与時には、連続活性化に要求さ
れる有効濃度のシステインはもはや入手できない。得られた活性酵素は、最終的にはその
不活性状態に戻る。他の例において、活性化に還元剤を必要とする酵素の一時的調節は、
酸化グルタチオンなどの除去剤の投与により制御され得る。
【０２５１】
　　　ｄ．活性化条件－温度
　本項では、温度依存的に細胞外マトリックス（ＥＣＭ）の１または複数成分を分解する
マトリックス分解酵素の温度感受性（ｔｓ）酵素突然変異体（ｔｓＡＭＤＥ）を提供する
。特に、本項記載の突然変異体は、コラーゲンを分解する。具体例によっては、突然変異
体が、高温、例えば生理学的温度（例、３７℃）より低温（例、２５℃）で高い活性を示
す場合もある。例によっては、突然変異体が、低温より生理学的温度で高い活性を示す場
合もある。すなわち、身体へ投与されると、ｔｓＡＭＤＥ、例えばｔｓＭＭＰの活性化は
、温度の変化により時間的および条件的に制御され得る。制御されていない酵素活性は、
組織完全性にとって非常に破壊的であり得る。可活性化型ｔｓＡＭＤＥは条件付きで活性
化されるため、細胞外マトリックス（ＥＣＭ）成分に対する酵素作用の持続時間を調節す
ることにより一時的活性化が達成され、酵素の望ましくない長期活性化に伴う有害な副作
用が低減化される。これは、ＥＣＭ介在疾患または状態を処置するための既存のコラゲナ
ーゼ処置を凌ぐ本発明ｔｓＡＭＤＥ、例えばｔｓＭＭＰの利点である。このため、突然変
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異体の利点は、それらの活性を調節することにより、ｔｓＡＭＤＥがＥＣＭの疾患および
／または状態の処置に使用され得ることである。
【０２５２】
　本発明が提供するｔｓＡＭＤＥ突然変異体、例えばｔｓＭＭＰは、例えば、アミノ酸置
換、挿入または入替により温度感受性となるように修飾されたものを含む。一般的に、ｔ
ｓＡＭＤＥは、その１次配列に１または複数のアミノ酸置換を含むことにより、許容温度
でのタンパク質活性が非許容温度の場合より高くなっている。本発明ｔｓＡＭＤＥは、１
、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７
、１８、１９．２０個またはそれより多いアミノ酸修飾を含み得る。特に、本発明ｔｓＡ
ＭＤＥは、１、２、３、４、５、６、７、８、９または１０個のアミノ酸修飾を含む。
【０２５３】
　本発明が提供するｔｓＡＭＤＥ、例えばｔｓＭＭＰは、許容温度では活性化され得るが
、他の非許容温度では低活性であるかまたは不活性である。本発明ｔｓＡＭＤＥについて
は、非許容温度での活性に対する許容温度での活性の比率が、約１.１、１.２、１.３、
１.４、１.５、１.６、１.７、１.８、１.９、２.０、２.５、３.０、３.５、４.０、４.
５、５、５.５、６、６.５、７、７.５、８、８.５、９、９.５、１０、１５、２０、３
０、４０、５０またはそれより高い。すなわち、非許容温度での本発明ｔｓＡＭＤＥの活
性は、許容温度での活性の約７０％、６５％、６０％、５５％、５０％、４５％、４０％
、３５％、３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、５％、４％、３％、２％、１％、
０.５％またはそれ未満である。
【０２５４】
　例えば、通常生理学的温度（例、３７℃）で活性を示すＡＭＤＥは、修飾された結果、
低温（例、３７℃未満、例、約２０℃、２１℃、２２℃、２３℃、２４℃、２５℃、２６
℃、２７℃、２８℃、２９℃または３０℃）では活性を示すが、生理学的温度では低活性
または不活性である酵素が選択される。上記修飾酵素は、活性化条件が低温である可活性
化型マトリックス分解酵素（ＡＭＤＥ）として使用され得る。生体内温度は３７℃の生理
学的温度に戻るため、酵素の活性化は時間的に制御される。すなわち、例えば、本発明ｔ
ｓＡＭＤＥは、約２５℃である許容温度では活性を示すが、例えば約３３℃、３４℃、３
５℃、３６℃、３７℃、３８℃または３９℃などの高温では活性は低くなる。本発明ｔｓ
ＡＭＤＥの場合、約３４℃または３７℃前後、例えば３３℃、３４℃、３５℃、３６℃、
３７℃、３８℃または３９℃の非許容温度での活性に対する低許容温度（例、３７℃未満
、例えば約２５℃）での活性の比率は、約１.１、１.２、１.３、１.４、１.５、１.６、
１.７、１.８、１.９、２.０、２.５、３.０、３.５、４.０、４.５、５、５.５、６、６
.５、７、７.５、８、８.５、９、９.５、１０、１５、２０、３０、４０、５０またはそ
れより高い。すなわち、約３４℃または３７℃前後の非許容温度での本発明ｔｓＡＭＤＥ
の活性は、約２５℃前後の許容温度での活性の約７０％、６５％、６０％、５５％、５０
％、４５％、４０％、３５％、３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、５％、４％、
３％、２％、１％、０.５％またはそれ未満である。
【０２５５】
　本発明によるｔｓＡＭＤＥ、例えばｔｓＭＭＰは、野生型酵素の１つまたは複数の活性
、例えば、コラーゲンなどのＥＣＭ成分の開裂に関する酵素活性を保持している。例えば
、本発明ｔｓＡＭＤＥは、許容温度での野生型ＡＭＤＥの活性の約３０％、４０％、５０
％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、１１０％、１２０％、１４０％、１５
０％またはそれより高い許容温度での活性を保持している。しかしながら、一般に、本発
明ｔｓＡＭＤＥは、高い非許容温度、例えば生理学的温度での野生型酵素より低活性であ
る。例えば、本発明ｔｓＡＭＤＥは、生理学的温度（例、３４または３７℃）での野生型
酵素の９５％、９０％、８０％、７０％、６５％、６０％、５５％、５０％、４５％、４
０％、３５％、３０％、２５％、２０％、１５％、１０％、５％、４％、３％、２％、１
％、０.５％、一般的には４０％、３０％、２５％、２０％、１５％、１０％または５％
の残留活性を呈する。
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【０２５６】
　活性化条件が温度である場合、活性化に必要とされる許容温度にｔｓＡＭＤＥを暴露す
る活性化因子が提供され得る。活性化因子への暴露はインビトロまたはインビボであり得
る。活性化因子は、インビボ投与の前、それと同時、逐次的または断続的にｔｓＡＭＤＥ
に暴露され得る。活性化因子は、活性化に要求される必須の加熱または冷却因子を提供し
得る。例えば、活性化条件が低温である場合、活性化因子は、冷緩衝液としてまたは投与
部位に適用される氷パックとして提供され得る。活性化条件が熱である場合、活性化因子
は、温緩衝液として、または投与部位に適用される加熱パックとして提供され得る。また
活性化条件は、使用直前まで許容温度でｔｓＡＭＤＥを貯蔵することにより提供され得る
。活性化因子への暴露の持続時間は、連続的であり得るか、予め定められた期間であり得
るか、または断続的であり得る（例えば、ｔｓＡＭＤＥが可逆性である場合）。すなわち
、活性化が許容される期間は、変更がきくものであり、使用される特定酵素、処置されて
いる疾患または状態、投与部位または他の因子に適合化され得る。活性化因子への暴露の
持続時間の決定は、当業者の技能レベルの範囲内である。
【０２５７】
　活性化条件を提供する活性化因子への暴露が無い場合、非許容温度で存在するｔｓＡＭ
ＤＥは、不活性であるかまたは許容温度での活性と比べて実質的に不活性である。通常投
与部位には存在しない許容温度（例、低温）の活性化条件により、器官および組織、例え
ば約３７℃の生理学的温度を呈する間質などの生理学的パラメーターの時間的調節および
改変が可能となる。通常の生理学的条件下では、間質の温度は約３７℃である。すなわち
、例えば、低温で活性を示すｔｓＡＭＤＥは、間質に存在するときには、間質の生理学的
温度故に、通常触媒的に不活性である。間質の温度を、例えば冷緩衝液または隣接表面に
適用される冷却パックへの暴露により一時的に冷たくすると、ｔｓＡＭＤＥは、間質に投
与されたとき活性化される。温度が上昇し、生理学的レベルに戻ると、ｔｓＡＭＤＥは不
活性または実質的に不活性になり、その酵素活性の発揮を中止する。このため、外因性活
性化条件に対する必要性を利用することにより、ｔｓＡＭＤＥは活性化され得、使用中の
限られた持続時間、例えば身体へのインビボ投与時に一時的に活性状態にされ得る。
【０２５８】
　本発明によるｔｓＡＭＤＥは、非許容温度への暴露後には不可逆的に不活性となるもの
を含む。上記突然変異体は、許容温度条件（例、２５℃）に暴露されたとき、活性である
が、温度が非許容温度（例えば身体へのインビボ投与および外因性活性化因子（例、冷却
パック）の除去時に起こり得る、例えば３７℃）に改変されると、低活性または不活性に
なる。例えば、許容条件に戻ったとき、本発明による不可逆性ｔｓＡＭＤＥポリペプチド
は、許容温度での活性の約５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、１０５
％、１１０％、１１５％または１２０％の活性を呈する。活性は可逆性ではない。
【０２５９】
　また、本発明は、非許容温度への暴露後に可逆的不活性であるｔｓＡＭＤＥを提供する
。上記突然変異体は、許容温度条件に暴露されると活性を呈するが、温度が非許容温度に
改変されると、低活性または不活性となる。許容温度を提供する活性化条件（例、冷却パ
ック）に再度暴露されると、ｔｓＡＭＤＥの活性は回復され、酵素は、ＥＣＭの１または
複数成分を分解するのに十分な活性を呈することになる。例えば、非許容条件から許容条
件に戻ったとき、本発明による可逆性ｔｓＡＭＤＥポリペプチドは、非許容温度での活性
に対し約１２０％、１２５％、１３０％、１４０％、１５０％、１６０％、１７０％、１
８０％、２００％またはそれより高い活性を呈する。
【０２６０】
　典型的には、本発明によるｔｓＡＭＤＥは、チモーゲン（プロペプチドを含む）または
プロセッシングされた酵素（プロペプチドを欠く）またはその触媒活性形態である。下記
で検討しているように、ＭＭＰを含め、ほとんどの酵素はチモーゲンであり、活性のため
にはポリペプチドのＮ－末端からプロペプチドセグメントを除去することによる最初のプ
ロセッシング事象を必要とする。プロテアーゼまたは化学薬剤などのプロセッシング剤は
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、直接的または間接的に１または複数の開裂事象を開始させ、プロペプチドセグメントの
除去および／または酵素の活性部位を暴露させる立体配座の変化により、活性酵素を生成
させる。このため、通常、酵素が成熟形態にプロセッシングされると、酵素は活性となる
。プロセッシングされた酵素の活性は可逆性ではないため、プロセッシングされた酵素を
身体に投与したとき、ＥＣＭの分解は制御が効かない状態となる。本発明によると、酵素
に修飾を加えて温度感受性をさらに付与することにより、酵素活性化を条件付きで一時的
に制御して、プロセッシング形態の連続的活性化を回避する機構が得られると思われる。
【０２６１】
　合成的または天然供給源から単離されるあらゆるＡＭＤＥ、例えば表３または本明細書
の他の箇所に示したもの、そのチモーゲン形態、プロペプチドを欠くその成熟形態、およ
び触媒活性ドメインのみを含むポリペプチドを含む触媒活性形態、およびその対立遺伝子
または種変異型または他の変異型、または当業者に周知のものは、酵素が温度活性化条件
の必要性により活性化され得る限り、温度感受性となるように修飾され得、本発明による
組成物、組み合わせ、方法および装置で使用されるものとする。当業者であれば、ｔｓＡ
ＭＤＥを知っているかまたは同定できるはずである。例えば、当業者であれば、常用的分
子生物学的技術を駆使してマトリックス分解酵素にアミノ酸突然変異を導入し、許容温度
および非許容温度下での酵素活性化についてそれぞれ試験することにより、所望の酵素の
持続的または可逆的活性化に関する外因性活性化条件の必要性を評価できるはずである。
典型的な酵素活性化検定法については、本明細書に記載しており、当業界では周知である
。
【０２６２】
　このため、本発明によるｔｓＡＭＤＥは、ｔｓＡＭＤＥが許容温度で酵素活性を呈する
ものである限り、チモーゲン形態（例、プロ酵素）、プロペプチドを欠く活性酵素、およ
び触媒活性ドメインのみを含むポリペプチドを全て含む。このため、酵素の修飾はその活
性形態で行われる。かかるｔｓＡＭＤＥの例はｔｓＭＭＰ－１である。本発明によるｔｓ
ＭＭＰ－１は、配列番号３２７に示した野生型ＭＭＰ－１におけるアミノ酸置換に対応す
るその１次配列に１または複数のアミノ酸修飾を含む。具体的な修飾については下記で報
告している。本発明によるｔｓＭＭＰ－１突然変異体は、チモーゲンであるものまたはプ
ロペプチドを欠く活性酵素であるものを含むが、ただし上記形態は必ず突然変異を含むも
のとする。本発明によるチモーゲンまたは活性ポリペプチドは、ｔｓＭＭＰ－１が許容温
度で酵素活性を保持している限り、完全長であるもの、高プロリンリンカーまたはヘモペ
キシン結合ドメインの全部または一部分を含むか、高プロリンリンカーまたはヘモペキシ
ン結合ドメインの全部または一部分を欠くもの、またはその触媒活性ドメインのみを含む
ポリペプチド（例、配列番号３２７に示したアミノ酸配列のアミノ酸８１～２４２に対応
する）を包含する。
【０２６３】
　チモーゲン形態で提供されるとき、ｔｓＡＭＤＥは不活性であり、プロセッシング剤に
よるプロセッシングが活性に必要とされることは言うまでもない。一般的に、酵素のプロ
セッシングは、使用前、例えばインビボ投与前に行われる。プロセッシング剤は、活性化
条件（例、低温）へのｔｓＡＭＤＥの暴露および身体への投与と同時、断続的または逐次
的に適用され得る。一般に、対象への投与について許容され得るプロセッシング剤が選択
される。所望ならば、プロセッシング剤は、投与前に、例えば透析または他の精製方法に
より、酵素から除去され得る。すなわち、酵素のチモーゲン形態の場合、活性化には、１
）プロセッシング剤への暴露および２）活性化条件への暴露という２段階を要する。チモ
ーゲン形態であろうと、プロセッシングされた形態であろうと、許容温度での活性化因子
へのｔｓＡＭＤＥの暴露により、ｔｓＡＭＤＥの活性は一時的に制御される。
【０２６４】
　ｔｓＡＭＤＥにさらに修飾を加えることにより、いずれか１つまたは複数の特性または
活性を改変することができる。例えば、改変された特性または活性には、限定されるわけ
ではないが、酵素をより安定させる修飾、基質特異性の改変および／または１または複数
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の阻害剤に対する抵抗性の増加がある。例えば、本明細書の他の箇所で記載したところに
よると、ｔｓＡＭＤＥは、その基質特異性を改変するように修飾され得る。例えば、酵素
は、特定基質についての特異性を高めるように修飾され得る。すなわち、例えば、Ｉ型お
よびＩＶ型コラーゲンについて基質特異性を呈するｔｓＡＭＤＥは、それが、ＩＶ型コラ
ーゲンではなく、Ｉ型コラーゲンについて、また逆の場合も同様に、高い基質特異性を有
するように修飾され得る。所望ならば、酵素安定性はまた、酵素のペグ化またはグリコシ
ル化により高められ得る。ポリペプチドの修飾は、常用的分子生物学技術により達成され
得、当業者の技能の範囲内である。本発明での目的の場合、修飾ｔｓＡＭＤＥは、許容温
度での野生型酵素の１または複数活性を保持している。保持された活性は、許容温度での
野生型ＭＭＰの４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、１００％、
１１０％、１２０％、１３０％、１４０％、１５０％またはそれより高い活性を呈し得る
。修飾酵素は、例えば本明細書記載または当業界で周知の基質開裂に関する常用的検定法
を用いることにより、それらの基質特異性について試験され得る。例えば、基質開裂は、
蛍光性ペプチドまたは精製タンパク質で評価され得る。開裂は、インビトロまたはインビ
ボ検定法を用いて評価され得る。例えば、開裂は、酵素を基質とインキュベーションし、
次いで混合物をＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルにかけることにより評価され得る。分解は、ウエス
タン・ブロットにより、または標準タンパク質染料、例えばクーマシーブルーまたは銀染
色試薬を用いることにより評価され得る。
【０２６５】
　本発明によると、ｔｓＡＭＤＥは、組成物、組み合わせおよび容器として提供される。
ｔｓＡＭＤＥは、投与時に、例えば表皮下投与時に、活性化されると、ＥＣＭの１または
複数成分を分解する治療有効量で提供される。その結果、ｔｓＡＭＤＥは、ＥＣＭ介在疾
患または状態を処置するための治療薬として使用され得る。
【０２６６】
　例えば、ｔｓＡＭＤＥは、活性化条件を提供する活性化因子と共に組成物、組み合わせ
および／または容器中で提供される。若干の例において、ｔｓＡＭＤＥはまた、プロセッ
シング剤と共に組成物、組み合わせおよび／または容器中で提供される。活性化因子およ
び／またはプロセッシング剤はｔｓＡＭＤＥと同一組成物または別々の組成物および同一
容器または別々の容器に含まれ得る。さらに、ｔｓＡＭＤＥはまた、他の薬剤、例えば麻
酔薬、アルファ－アドレナリン作用性薬剤、分散剤または治療剤のいずれか１つまたはそ
れ以上と組み合わされるかまたは例えば容器中で組み合わされた形で提供され得る。ｔｓ
ＡＭＤＥは、他の薬剤と同一または別々の組成物中で提供され得、そして／または同一ま
たは別々の容器中で提供され得る。
【０２６７】
　ｔｓＡＭＤＥは、治療有効濃度での液体または凍結乾燥形態で提供され得る。別法とし
て、ｔｓＡＭＤＥは、十分な量の活性化因子を加えると、治療有効濃度の酵素が得られる
ように、濃縮液として提供され得る。酵素は、溶液または懸濁液として提供されるかまた
は適切な輸送媒体、例えばリポソーム、ガラス粒子、毛細管、薬剤輸送媒体、ゼラチン、
ゲル、錠剤、カプセル剤、丸薬、徐放性コーティング、並びに経皮パッチ製品および乾燥
粉末吸入剤または他の同様の媒体中に封入され得る。活性化因子は、典型的には単独また
はｔｓＡＭＤＥの再構成および／またはｔｓＡＭＤＥへの暴露後に間質へ投与される液状
溶液または懸濁液として提供される。若干の例では、活性化因子は、外因的に提供され、
投与部位へ適用される。例えば、活性化因子は、ｔｓＡＭＤＥの投与の前、投与と同時、
投与後逐次的または断続的に、投与部位、例えば皮膚に適用され得る温熱または冷却パッ
クであり得る。下記で記載している通り、これらの組み合わせおよび製品、例えば容器を
含むキットも提供される。
【０２６８】
　したがって、所望時に、ｔｓＡＭＤＥ酵素を活性化条件にかけることにより、酵素は活
性化因子に暴露され、活性酵素が生成する。活性化因子への暴露は、インビトロまたはイ
ンビボで達成され得る。例えば、可活性化型酵素および活性化因子が別々に提供される場



(69) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

合、それらは一緒に、または別々に投与され得る。別々に投与される場合、ｔｓＡＭＤＥ
は、活性化因子と同時に、逐次的にまたは断続的に投与され得る。別の例では、凍結乾燥
または濃縮液形態のｔｓＡＭＤＥを、使用直前に活性化因子と共に再構成することができ
る。上記の例では、ｔｓＡＭＤＥおよび活性化因子の混合物をまとめて投与する。上記活
性化方法は、当業者により経験的に決定され得、酵素および活性化因子の選択、所望の処
置方法および処置計画の選択により異なり得る。
【０２６９】
　可活性化型マトリックス分解酵素は、単独または活性化因子と組み合わせた製造物品で
提供され得る。例えば、酵素が活性化因子との組み合わせで提供される場合、製造物品は
、一区画に凍結乾燥または液体形態の酵素および隣接区画に活性化因子を含み得る。区画
は、分割材により分離され得る。さらに製造物品は、プロセッシング剤を含み得る。上記
製造物品については、本明細書の他の箇所で記載している。
【０２７０】
　また、ｔｓＡＭＤＥおよび活性化因子の組み合わせは、下記で詳細に検討している他の
薬剤を含み得る。例えば、活性化因子およびｔｓＭＭＰに加えて、麻酔薬、血管収縮薬、
分散剤または他の治療剤の１つまたはそれ以上を含む組み合わせが提供される。
【０２７１】
　　　　ｉ．温度感受性マトリックス金属プロテアーゼ突然変異体
　本発明は、非修飾ＭＭＰポリペプチドと比べて、ポリペプチドの一次配列での修飾によ
り温度感受性となっているｔｓＭＭＰポリペプチド、例えば、ｔｓＭＭＰ－１ポリペプチ
ドを提供する。ｔｓＭＭＰポリペプチドは、非許容温度でのｔｓＭＭＰポリペプチドの活
性と比べると許容温度では高い酵素活性を呈する。例えば、本発明によるｔｓＭＭＰポリ
ペプチドは、約３４℃、３５℃、３６℃、３７℃、３８℃または３９℃前後、特に約３４
℃または３７℃前後である非許容的高温の場合と比べると、３７℃未満である、例えば約
２０℃、２１℃、２２℃、２３℃、２４℃、２５℃、２６℃、２７℃、２８℃、２９℃ま
たは３０℃前後、特に２５℃またはその前後である低温では高い酵素活性を呈する。ｔｓ
ＭＭＰポリペプチドの温度依存的活性故に、ＭＭＰの活性は、条件付きで制御されるため
、活性化を一時的に調節することにより、ＥＣＭの長期にわたる望ましくない分解を阻止
し得る。特に上記ｔｓＭＭＰポリペプチドは、ＥＣＭの疾患または状態を処置する、例え
ばコラーゲン介在疾患または状態、例えばセルライトを処置する用法、過程または方法で
使用され得る。
【０２７２】
　本発明によるｔｓＭＭＰポリペプチドについては、非許容温度での活性に対する許容温
度での活性の比率が、約１.１、１.２、１.３、１.４、１.５、１.６、１.７、１.８、１
.９、２.０、２.５、３.０、３.５、４.０、４.５、５、５.５、６、６.５、７、７.５、
８、８.５、９、９.５、１０、１５、２０、３０、４０、５０またはそれより高い。すな
わち、非許容温度での本発明ｔｓＭＭＰポリペプチドの活性は、許容温度での活性の約７
０％、６５％、６０％、５５％、５０％、４５％、４０％、３５％、３０％、２５％、２
０％、１５％、１０％、５％、４％、３％、２％、１％、０.５％またはそれ未満である
。本発明によるｔｓＭＭＰポリペプチドは、野生型ＭＭＰポリペプチドの１または複数の
活性、例えばコラーゲンなどのＥＣＭ成分の開裂に関する酵素活性を保持している。典型
的には、上記活性は、野生型または出発タンパク質と比べて実質的には変化していない（
１％未満、５％、１０％、２０％または３０％の変化）。他の例では、修飾ＭＭＰポリペ
プチドの活性は、野生型または出発ＭＭＰ－１ポリペプチドと比べて増加または減少して
いる。活性を許容温度で評価し、許容温度または非許容温度での出発、非修飾ＭＭＰポリ
ペプチドの活性と比較する。例えば、本発明によるｔｓＭＭＰポリペプチドは、許容温度
または非許容温度での野生型ＭＭＰ－１の活性の約１０％、２０％、３０％、４０％、５
０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、１１０％、１２０％、１４０％、１
５０％またはそれより高い活性を許容温度では保持している。活性はインビトロ、エクス
ビボまたはインビボで評価され得、非修飾ＭＭＰポリペプチド、例えばプロセッシング剤
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により活性化される配列番号３２７に示した不活性ＭＭＰポリペプチド、または出発物質
として使用される当業者に周知の他のＭＭＰポリペプチドの場合と比較され得る。本明細
書の他の箇所で検討しているように、使用または活性測定前に、ＭＭＰまたは修飾ＭＭＰ
のチモーゲン不活性形態を活性形態にプロセッシングしなければならないことは言うまで
もない。
【０２７３】
　ＭＭＰポリペプチドにおける修飾は、不活性または活性形態、対立遺伝子および種変異
型、スプライス変異型、当業界で公知の変異型、またはハイブリッドまたはキメラＭＭＰ
ポリペプチドを含むＭＭＰポリペプチドのあらゆる形態に加えられ得る。例えば、本発明
による修飾は、その前駆体ポリペプチド、不活性プロ酵素形態、チモーゲン形態、活性形
態およびその対立遺伝子または種変異型を含む、表３に示した典型的ＭＭＰポリペプチド
に加えられ得る。例えば、具体的なＭＭＰは、配列番号９８に示した前駆体ＭＭＰ－１ポ
リペプチド、配列番号３２７に示したプロペプチドを含む不活性プロ酵素ＭＭＰ－１、配
列番号９９に示したプロペプチドを欠く成熟ＭＭＰ－１ポリペプチド、または配列番号９
８～９９、３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドのいずれかと４０％、５０％、６０％
、７０％、８０％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％
、９８％または９９％の配列同一性を有する種、対立遺伝子または修飾変異型およびその
活性フラグメントである。また、ＭＭＰポリペプチドが温度感受性であり（すなわち、修
飾を含む）、酵素活性を保持しておりさえすれば、修飾は、１または複数のドメインを欠
くＭＭＰポリペプチドにも存在し得る。例えば、修飾は、触媒ドメインのみを含むＭＭＰ
ポリペプチド（例えば配列番号３２７に示したプロ酵素ＭＭＰ－１ポリペプチドのアミノ
酸８１～２４２に対応するＭＭＰ－１）に存在し得る。また、修飾は、高プロリンリンカ
ーの全部または一部分を欠くＭＭＰポリペプチド（例えば、配列番号３２７に示したプロ
酵素ＭＭＰ－１ポリペプチドのアミノ酸２４３～２５８に対応するＭＭＰ－１）および／
またはヘモペキシン結合ドメインの全部または一部分を欠くＭＭＰポリペプチド（例えば
、配列番号３２７に示したプロ酵素ＭＭＰ－１ポリペプチドのアミノ酸２５９～４５０に
対応するＭＭＰ－１）にも存在し得る。ＭＭＰ－１ポリペプチドの対立遺伝子変異型は、
限定されるわけではないが、配列番号５３７に示したいずれか１個または複数のアミノ酸
変異型を含むＭＭＰ－１ポリペプチドのいずれかを含む。上記修飾について典型的な種変
異型は、限定されるわけではないが、例えば配列番号５２７～５３２のいずれかに示した
、ブタ、ウサギ、ウシ、ウマ、ラットおよびマウスに関するものを含む。温度感受性を付
与するための本発明ＭＭＰポリペプチドにおける修飾は、ポリペプチドの一次配列の修飾
および一次配列に加えられたものではない修飾を含む他の修飾、例えば文献に記載された
修飾も含むＭＭＰポリペプチドに加えられ得る。対立遺伝子または種変異型または他の変
異型における修飾には、修飾形態が温度感受性修飾を含み、温度感受性でありさえすれば
、そのいずれかの形態、例えば活性または不活性形態、触媒ドメインのみを含む形態、ま
たは高プロリンリンカーまたはヘモペキシン結合ドメインの全部または一部分を欠く形態
における修飾が含まれることは言うまでもない。下記で検討している通り、対応するＭＭ
Ｐ－１修飾は、他のＭＭＰポリペプチドの類似形態にも加えられ得る。
【０２７４】
　このため、得られた修飾ＭＭＰポリペプチドには、不活性チモーゲンプロ酵素であるも
の、および活性ポリペプチドであるが含まれる。例えば、チモーゲンプロ酵素である本発
明による修飾ポリペプチドは、プロセッシング剤により活性化されることにより、活性Ｍ
ＭＰポリペプチドを生成させ得る。プロセッシング剤には、限定されるわけではないが、
下記表３Ａに示したものがある。ＭＭＰ－１ポリペプチドの活性化は、典型的には、プロ
ペプチドの開裂および／または酵素の分子間および分子内プロセッシングによりプロペプ
チドが除去された後にその活性形態で示される（例、Visse et al. (2003) Cir. Res., 9
2:827-839; Khan et al. (1998) Protein Science, 7:815-836; Okada et al. (1988) Bi
ochem J., 254:731-741; Okada & Nakanashi (1989) FEBS Lett., 249:353-356; Nagase 
et al. (1990) Biochemistry, 29:5783-5789; Koklitis et al. (1991) Biochem J., 276
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:217-221; Springman et al. (1990) PNAS, 87:364-8; Murphy et al. (1997) Matrix Bi
ol., 15:511-8参照）。
【０２７５】
【表２５】

【０２７６】
　出発非修飾リファレンスポリペプチドの本発明による修飾には、アミノ酸入替または置
換、アミノ酸の付加または欠失またはそれらの組み合わせがある。例えば、ｔｓＭＭＰポ
リペプチドには、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４
、１５、１６、１７、１８、１９、２０またはそれより多い修飾位置をもつものがある。
また本発明は、出発リファレンスＭＭＰ－１ポリペプチドと比べて２またはそれより多数
の修飾を伴う修飾ｔｓＭＭＰポリペプチドを提供する。修飾ＭＭＰポリペプチドは、２、
３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８
、１９、２０またはそれより多い修飾位置をもつものを含む。生じた修飾ＭＭＰポリペプ
チドが、その活性化形態であるときに酵素活性を保持しておりさえすれば、また非許容温
度の場合と比べて許容温度での酵素活性の方が大きい限り、本発明による修飾は、当業者
に周知の他の修飾と組み合され得る。本発明による修飾ＭＭＰポリペプチドを、様々な条
件（例、許容および非許容温度）下での酵素活性について検定することにより、酵素活性
を保持しているものが同定され得る。
【０２７７】
　本発明による修飾は、例えば当業者にとっては常用的なものである標準組換えＤＮＡ技
術により行われ得る。標的タンパク質におけるいずれか１つまたは複数のアミノ酸の突然
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変異を誘発する当業界で周知の方法が使用され得る。方法としては、コードする核酸分子
の標準位置指定突然変異導入法（例えばキットを使用、例えば、Stratagene から入手可
能な QuikChange ）または固相ポリペプチド合成方法がある。
【０２７８】
　また、ポリペプチドの一次配列に存在する場合も存在しない場合もある他の修飾は、限
定されるわけではないが、炭水化物部分の付加、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）部分
の付加、Ｆｃドメインの付加などを含め、修飾ＭＭＰポリペプチドまたはそのコンジュゲ
ートに含まれ得る。例えば、上記のさらなる修飾を加えることによりタンパク質の半減期
の安定性を高めることができる。
【０２７９】
　　　　　１）典型的ｔｓＭＭＰ－１修飾
　本発明は、出発非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドに１または複数のアミノ酸修飾を含む修
飾ＭＭＰ－１ポリペプチドを提供する。アミノ酸置換（複数も可）は、配列番号３２７に
示したアミノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：８４、８５、９
５、９８、９９、１００、１０３、１０４、１０５、１０６、１０９、１１０、１１１、
１１２、１１８、１２３、１２４、１２６、１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、
１５５、１５６、１５８、１５９、１７０、１７１、１７６、１７８、１７９、１８０、
１８１、１８２、１８３、１８５、１８７、１８８、１８９、１９０、１９１、１９２、
１９４、１９５、１９７、１９８、２０６、２０７、２０８、２１０、２１１、２１２、
２１８、２２３、２２７、２２８、２２９、２３０、２３３、２３４、２３７、２４０、
２５１、２５４、２５５、２５６、２５７および２５８位のいずれかに対応するいずれか
１つまたは複数の位置、または配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少な
くとも約６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有す
るＭＭＰ－１ポリペプチドの対立遺伝子または種変異型または他の変異型における対応す
る位置で行われ得る。アミノ酸置換は、酸性（ＤまたはＥ）、塩基性（Ｈ、ＫまたはＲ）
、中性（Ｃ、Ｎ、Ｑ、Ｔ、Ｙ、Ｓ、Ｇ）または疎水性（Ｆ、Ｍ、Ｗ、Ｉ、Ｖ、Ｌ Ａ、Ｐ
）アミノ酸残基へのアミノ酸の置換を含む。例えば、示した位置でのアミノ酸置換は、ア
ミノ酸残基Ｅ、Ｈ、Ｒ、Ｃ、Ｑ、Ｔ、Ｓ、Ｇ、Ｍ、Ｗ、Ｉ、Ｖ、Ｌ、Ａ、Ｐ、Ｎ、Ｆ、Ｄ
、ＹまたはＫによる置換を含む。上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、３４℃または３７
℃の非許容温度の場合と比べて２５℃の許容温度での高活性により温度感受性であるＭＭ
Ｐ－１ポリペプチドを含む。
【０２８０】
　例えば、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｔ８４Ｋ（すなわち、配列番号
３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドの８４位に対応する位置でのＦによるＴの置換）
、Ｅ８５Ｆ、Ｌ９５Ｋ、Ｌ９５Ｉ、Ｒ９８Ｄ、Ｉ９９Ｑ、Ｅ１００Ｖ、Ｅ１００Ｒ、Ｅ１
００Ｓ、Ｅ１００Ｔ、Ｅ１００Ｆ、Ｅ１００Ｉ、Ｅ１００Ｎ、Ｔ１０３Ｙ、Ｐ１０４Ａ、
Ｐ１０４Ｍ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｆ、Ｄ１０５Ｇ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１０５Ｌ、Ｄ１０５
Ｎ、Ｄ１０５Ｒ、Ｄ１０５Ｓ、Ｄ１０５Ｔ、Ｄ１０５Ｗ、Ｄ１０５Ｅ、Ｌ１０６Ｃ、Ｌ１
０６Ｓ、Ａ１０９Ｈ、Ｄ１１０Ａ、Ｖ１１１Ｒ、Ｄ１１２Ｓ、Ａ１１８Ｔ、Ｓ１２３Ｖ、
Ｎ１２４Ｄ、Ｔ１２６Ｓ、Ｇ１４７Ｐ、Ｒ１５０Ｐ、Ｒ１５０Ｖ、Ｒ１５０Ｄ、Ｒ１５０
Ｉ、Ｒ１５０Ｈ、Ｄ１５１Ｇ、Ｎ１５２Ａ、Ｎ１５２Ｓ、Ｓ１５３Ｔ、Ｆ１５５Ｌ、Ｆ１
５５Ａ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１５６Ｌ、Ｄ１５６Ａ、Ｄ１５６Ｗ、Ｄ１５６Ｖ、Ｄ１５６Ｋ、
Ｄ１５６Ｔ、Ｄ１５６Ｒ、Ｄ１５６Ｍ、Ｐ１５８Ｔ、Ｐ１５８Ｇ、Ｐ１５８Ｋ、Ｐ１５８
Ｎ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ｇ１５９Ｍ、Ｇ１５９Ｉ、Ｇ１５９Ｗ、Ｇ１５９Ｌ、Ｇ１
５９Ｃ、Ｐ１７０Ｄ、Ｐ１７０Ａ、Ｇ１７１Ｐ、Ｇ１７１Ｅ、Ｇ１７１Ｄ、Ａ１７６Ｆ、
Ａ１７６Ｗ、Ｆ１７８Ｔ、Ｆ１７８Ｌ、Ｄ１７９Ｎ、Ｄ１７９Ｖ、Ｄ１７９Ｃ、Ｅ１８０
Ｙ、Ｅ１８０Ｒ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｅ１８０Ｇ、Ｅ１８０Ｓ、Ｅ１８０Ｎ、Ｅ１
８０Ｄ、Ｅ１８１Ｔ、Ｄ１８１Ｌ、Ｄ１８１Ｋ、Ｄ１８１Ｃ、Ｄ１８１Ｇ、Ｅ１８２Ｔ、
Ｅ１８２Ｑ、Ｅ１８２Ｍ、Ｅ１８２Ｇ、Ｅ１８３Ｇ、Ｒ１８３Ｓ、Ｔ１８５Ｒ、Ｔ１８５
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Ｙ、Ｔ１８５Ｈ、Ｔ１８５Ｇ、Ｔ１８５Ｖ、Ｔ１８５Ｑ、Ｔ１８５Ａ、Ｔ１８５Ｅ、Ｔ１
８５Ｄ、Ｎ１８７Ｒ、Ｎ１８７Ｍ、Ｎ１８７Ｗ、Ｎ１８７Ｆ、Ｎ１８７Ｋ、Ｎ１８７Ｉ、
Ｎ１８７Ａ、Ｎ１８７Ｇ、Ｎ１８７Ｃ、Ｎ１８７Ｈ、Ｆ１８８Ｖ、Ｒ１８９Ｎ、Ｒ１８９
Ｔ、Ｒ１８９Ｑ、Ｅ１９０Ｇ、Ｅ１９０Ｙ、Ｅ１９０Ｄ、Ｙ１９１Ｖ、Ｎ１９２Ｈ、Ｎ１
９２Ｓ、Ｎ１９２Ｄ、Ｎ１９２Ｃ、Ｈ１９４Ｐ、Ｒ１９５Ｃ、Ｒ１９５Ｗ、Ｒ１９５Ｌ、
Ｒ１９５Ｇ、Ｒ１９５Ｑ、Ｒ１９５Ａ、Ｒ１９５Ｄ、Ｒ１９５Ｖ、Ａ１９７Ｃ、Ａ１９７
Ｖ、Ａ１９８Ｇ、Ａ１９８Ｌ、Ａ１９８Ｍ、Ｇ２０６Ａ、Ｇ２０６Ｓ、Ｌ２０７Ｒ、Ｌ２
０７Ｖ、Ｌ２０７Ｉ、Ｌ２０７Ｇ、Ｓ２０８Ｒ、Ｓ２０８Ｌ、Ｓ２１０Ｖ、Ｓ２１０Ａ、
Ｔ２１１Ｌ、Ｄ２１２Ｇ、Ｄ２１２Ｈ、Ｙ２１８Ｓ、Ｆ２２３Ｃ、Ｆ２２３Ｅ、Ｆ２２３
Ｇ、Ｆ２２３Ａ、Ｆ２２３Ｓ、Ｆ２２３Ｋ、Ｆ２２３Ｍ、Ｖ２２７Ｃ、Ｖ２２７Ｄ、Ｖ２
２７Ｅ、Ｖ２２７Ｌ、Ｖ２２７Ｓ、Ｖ２２７Ｗ、Ｖ２２７Ｇ、Ｖ２２７Ｈ、Ｖ２２７Ｑ、
Ｖ２２７Ｒ、Ｑ２２８Ｐ、Ｌ２２９Ａ、Ｌ２２９Ｔ、Ｌ２９Ｉ、Ａ２３０Ｖ、Ｄ２３３Ｅ
、Ｉ２３４Ａ、Ｉ２３４Ｔ、Ｉ２３４Ｅ、Ｉ２３４Ｑ、Ｉ２３７Ｌ、Ｉ２３７Ｗ、Ｉ２３
７Ｎ、Ｉ２４０Ｓ、Ｉ２４０Ａ、Ｉ２４０Ｃ、Ｉ２５１Ｓ、Ｉ２５１Ｗ、Ｑ２５４Ｓ、Ｔ
２５５Ｈ、Ｐ２５６Ｃ，Ｋ２５７Ｐ，Ｋ２５７ＴおよびＡ２５８Ｐのいずれか１つまたは
複数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチドを含み得る。典型的な修飾ＭＭ
Ｐ－１ポリペプチドは、配列番号３２８～５２６のいずれかに示したアミノ酸の配列およ
びその活性形態および他の形態、およびその対立遺伝子および種変異型の配列を有する。
【０２８１】
　若干の例において、上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、配列番号３２７に示したアミ
ノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１００、１０３、１
０５、１５０、１５１、１５３、１５５、１５６、１５９、１７１、１７６、１７９、１
８０、１８１、１８２、１８５、１８７、１９０、１９１、１９２、１９４、１９５、１
９８、２０６、２０７、２１０、２１２、２１８、２２３、２２７、２２８、２２９、２
３０、２３３、２３４、２３７および２４０のいずれかに対応するいずれか１つまたは複
数の位置、または配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくとも約６０
％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５
％、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有するＭＭＰ－１
ポリペプチドの対立遺伝子または種変異型または他の変異型における対応する位置でのア
ミノ酸置換（複数も可）を有するポリペプチドを含む。例えば、本発明による修飾ＭＭＰ
－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｅ１００Ｖ、Ｔ１０３Ｙ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｆ、Ｄ
１０５Ｇ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１０５Ｌ、Ｄ１０５Ｎ、Ｄ１０５Ｒ、Ｄ１０５Ｓ、Ｄ１０５Ｔ
、Ｄ１０５Ｗ、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５１Ｇ、Ｓ１５３Ｔ、Ｆ１５５Ｌ、Ｆ１５５Ａ、Ｄ１５
６Ｈ、Ｄ１５６Ｌ、Ｄ１５６Ａ、Ｄ１５６Ｗ、Ｄ１５６Ｖ、Ｄ１５６Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｄ
１５６Ｒ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ｇ１７１Ｐ、Ａ１７６Ｆ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｙ
、Ｅ１８０Ｒ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｅ１８１Ｔ、Ｄ１８１Ｌ、Ｄ１８１Ｋ、Ｅ１８
２Ｔ、Ｅ１８２Ｑ、Ｔ１８５Ｒ、Ｔ１８５Ｙ、Ｔ１８５Ｈ、Ｔ１８５Ｇ、Ｔ１８５Ｖ、Ｔ
１８５Ｑ、Ｔ１８５Ａ、Ｔ１８５Ｅ、Ｎ１８７Ｒ、Ｎ１８７Ｍ、Ｎ１８７Ｗ、Ｎ１８７Ｆ
、Ｎ１８７Ｋ、Ｎ１８７Ｉ、Ｎ１８７Ａ、Ｅ１９０Ｇ、Ｙ１９１Ｖ、Ｎ１９２Ｈ、Ｎ１９
２Ｓ、Ｎ１９２Ｄ、Ｎ１９２Ｃ、Ｈ１９４Ｐ、Ｒ１９５Ｃ、Ｒ１９５Ｗ、Ｒ１９５Ｌ、Ｒ
１９５Ｇ、Ｒ１９５Ｑ、Ｒ１９５Ａ、Ｒ１９５Ｄ、Ｒ１９５Ｖ、Ａ１９８Ｇ、Ａ１９８Ｌ
、Ａ１９８Ｍ、Ｇ２０６Ａ、Ｇ２０６Ｓ、Ｌ２０７Ｒ、Ｌ２０７Ｖ、Ｓ２１０Ｖ、Ｄ２１
２Ｇ、Ｙ２１８Ｓ、Ｆ２２３Ｃ、Ｆ２２３Ｅ、Ｆ２２３Ｇ、Ｆ２２３Ａ、Ｆ２２３Ｓ、Ｖ
２２７Ｃ、Ｖ２２７Ｄ、Ｖ２２７Ｅ、Ｖ２２７Ｌ、Ｖ２２７Ｓ、Ｖ２２７Ｗ、Ｑ２２８Ｐ
、Ｌ２２９Ａ、Ｌ２２９Ｔ、Ｌ２２９Ｉ、Ａ２３０Ｖ、Ｄ２３３Ｅ、Ｉ２３４Ａ、Ｉ２３
４Ｔ、Ｉ２３４Ｅ、Ｉ２３４Ｑ、Ｉ２３７Ｌ、Ｉ２４０Ｓ、Ｉ２４０ＡおよびＩ２４０Ｃ
のいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチドを含む。
上記の修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、３４℃または３７℃の非許容温度の場合と比べて
２５℃の許容温度では少なくとも１.２倍またはそれより高い活性、例えば１.２、１.３
、１.４、１.５、１.６、１.７、１.８、１.９、２.０、２.５、３.０、３.５、４.０、
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４.５、５、５.５、６、６.５、７、７.５、８、８.５、９、９.５、１０、１５、２０、
３０、４０、５０倍またはそれより高い活性を呈する。上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチド
の典型例は、配列番号３２８、３３１－３４０、３４５－３５２、３５４－３５７、３５
９、３６３、３６５、３６８、３７１、３７３－３７４、３７７－３７８、３８０、３８
２－３８４、３８８－３９５、３９７－３９８、４０１－４１９、４２１－４２２、４２
４－４２６、４２８－４３０、４３３、４３５、４３７－４５０、４５７－４５９、４６
２、４６５－４７２、４７７－４７８、５１８のいずれかに示したアミノ酸配列、および
その活性形態および他の形態、およびその対立遺伝子および種変異型を有する。
【０２８２】
　他の例において、上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、配列番号３２７に示したアミノ
酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１００、１０３、１０
５、１５０、１５１、１５３、１５５、１５６、１５９、１７１、１７６、１７９、１８
０、１８１、１８２、１８５、１８７、１９０、１９１、１９２、１９４、１９５、１９
８、２０６、２０７、２１０、２１２、２１８、２２３、２２７、２２８、２２９、２３
０、２３３、２３４、２３７および２４０のいずれかに対応するいずれか１つまたは複数
の位置、または配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくとも約６０％
、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有するＭＭＰ－１ポ
リペプチドの対立遺伝子または種変異型または他の変異型における対応する位置でのアミ
ノ酸置換（複数も可）を有するポリペプチドを含む。例えば、本発明による修飾ＭＭＰ－
１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｆ、Ｄ１０５Ｇ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１
０５Ｌ、Ｄ１０５Ｎ、Ｄ１０５Ｒ、Ｄ１０５Ｓ、Ｄ１０５Ｔ、Ｄ１０５Ｗ、Ｒ１５０Ｐ、
Ｄ１５１Ｇ、Ｆ１５５Ａ、Ｄ１５６Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｄ１５６Ｌ、Ｄ１５６Ａ、Ｄ１５６
Ｗ、Ｄ１５６Ｖ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１５６Ｒ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ａ１７６Ｆ、Ｄ１
７９Ｎ、Ｅ１８０Ｙ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｄ１８１Ｌ、Ｄ１８１Ｋ、Ｅ１８２Ｔ、
Ｅ１８２Ｑ、Ｔ１８５Ｒ、Ｔ１８５Ｈ、Ｔ１８５Ｑ、Ｔ１８５Ａ、Ｔ１８５Ｅ、Ｎ１８７
Ｒ、Ｎ１８７Ｍ、Ｎ１８７Ｆ、Ｎ１８７Ｋ、Ｎ１８７Ｉ、Ｒ１９５Ｖ、Ａ１９８Ｌ、Ａ１
９８Ｍ、Ｇ２０６Ａ、Ｇ２０６Ｓ、Ｓ２１０Ｖ、Ｙ２１８Ｓ、Ｆ２２３Ｅ、Ｖ２２７Ｃ、
Ｖ２２７Ｅ、Ｖ２２７Ｗ、Ｑ２２８Ｐ、Ｌ２２９Ａ、Ｌ２２９Ｉ、Ｄ２３３Ｅ、Ｉ２３４
Ａ、Ｉ２３４Ｔ、Ｉ２３４Ｅ、Ｉ２４０ＳおよびＩ２４０Ｃのいずれか１つまたは複数の
修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチドを含む。上記の修飾ＭＭＰ－１ポリペ
プチドは、３４℃または３７℃の非許容温度の場合と比べて２５℃の許容温度では少なく
とも１.５倍またはそれより高い活性、例えば１.５、１.６、１.７、１.８、１.９、２.
０、２.５、３.０、３.５、４.０、４.５、５、５.５、６、６.５、７、７.５、８、８.
５、９、９.５、１０、１５、２０、３０、４０、５０倍またはそれより高い活性を呈す
る。上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの典型例は、配列番号３２８、３３１－３４０、３
４５－３４６、３４８－３５２、５３４－３５７、３５９、３６３、３６５、３６８、３
７３－３７４、３７７－３７８、３８２－３８４、３８８－３９１、３９５、３９７－３
９８、４０１－４０２、４０４、４１１、４１５－４１９、４２１－４２２、４３０、４
３３、４３７、４３９－４４１、４４３－４４４、４４６－４４９のいずれかに示したア
ミノ酸配列、およびその活性形態および他の形態、およびその対立遺伝子および種変異型
を有する。
【０２８３】
　さらなる例において、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、２５℃の許容温度
では温度感受性であり、２５℃での野生型ＭＭＰ－１の場合と比べて２５℃で少なくとも
３０％、例えば３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、
１１０％、１２０％、１４０％、１５０％またはそれより高い活性を呈する修飾ＭＭＰ－
１ポリペプチドを含む。上記の修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、配列番号３２７に示した
アミノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１０５、１５０
、１５６、１５９、１７９、１８０、１８２、１８５、１８７、１９５、１９８、２１２
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、２２３、２２７、２３４および２４０のいずれかに対応するいずれか１つまたは複数の
位置、または配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくとも約６０％、
７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、
９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有するＭＭＰ－１ポリ
ペプチドの対立遺伝子または種変異型または他の変異型における対応する位置でのアミノ
酸置換（複数も可）を有するポリペプチドを含む。例えば、本発明による修飾ＭＭＰ－１
ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｇ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１０５Ｌ、Ｄ１０
５Ｎ、Ｄ１０５Ｓ、Ｄ１０５Ｗ、Ｄ１０５Ｔ、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５６Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｄ
１５６Ｖ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１５６Ｒ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｙ
、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｅ１８２Ｔ、Ｔ１８５Ｈ、Ｔ１８５Ｑ、Ｔ１８５Ｅ、Ｎ１８
７Ｍ、Ｎ１８７Ｋ、Ｎ１８７Ｉ、Ｒ１９５Ｖ、Ａ１９８Ｌ、Ｆ２２３Ｅ、Ｖ２２７Ｅ、Ｉ
２３４ＥおよびＩ２４０Ｓのいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有
するポリペプチドを含む。上記修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの典型例は、配列番号３２８
、３３２－３３５、３３７－３４０、３４５、３４９－３５２、３５５、３５９、３６３
、３６８、３７３－３７４、３７７、３８４、３８８－３８９、３９１、３９７、４０２
、４０４、４１１、４１６、４２２、４３０、４４４、４４９のいずれかに示したアミノ
酸配列、またはその活性形態および他の形態、およびその対立遺伝子および種変異型を有
する。
【０２８４】
　特に、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、配列番号３２７に示したアミノ酸
配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１０５、１５０、１５６
、１５９、１７９、１８０、１８２、１８５、１８７、１９８、２２７、２３４および２
４０のいずれかに対応するいずれか１つまたは複数の位置、または配列番号３２７に示し
たＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくとも約６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、
９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％ま
たはそれより高い配列同一性を有するＭＭＰ－１ポリペプチドの対立遺伝子または種変異
型または他の変異型における対応する位置でのアミノ酸置換（複数も可）を有する。本発
明による上記の修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１０５Ｎ、Ｄ
１０５Ｌ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｇ、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５６Ｒ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１５６Ｋ
、Ｄ１５６Ｔ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｅ１８
２Ｔ、Ｔ１８５Ｑ、Ｎ１８７Ｉ、Ａ１９８Ｌ、Ｖ２２７Ｅ、Ｉ２３４ＥおよびＩ２４０Ｓ
のいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチドを含む。
さらに特定すれば、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ｎ
、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５６Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｇ１５９Ｖ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｔ、Ａ１９
８Ｌ、Ｖ２２７ＥおよびＩ２４０Ｓのいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ酸
修飾を有するポリペプチドを含む。
【０２８５】
　本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、可逆性または不可逆性（非可逆性とも呼
ばれる）温度依存的活性を呈するものを含む。全ての場合において、本発明による修飾Ｍ
ＭＰ－１ポリペプチドは、非許容温度（例、３４℃または３７℃）の場合と比べて許容温
度（例、２５℃）では高い活性を呈する。不可逆性ポリペプチドの場合、許容温度への暴
露の前、その後または断続的に非許容温度へ暴露すると、そのポリペプチドは不可逆的に
不活性となる。すなわち、温度許容条件、例えば２５℃に戻された修飾ＭＭＰ－１ポリペ
プチドは、非許容温度、例えば３４℃または３７℃でのＭＭＰ－１ポリペプチドの活性と
同一または類似活性を呈する。例えば、許容条件に戻されたとき、本発明による不可逆性
修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、非許容温度での活性の約５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％、１００％、１０５％、１１０％、１１５％または１２０％の活性を呈する。
本発明による典型的な不可逆性修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ｉ、
Ｄ１０５Ｌ、Ｄ１０５Ｎ、Ｄ１０５Ｒ、Ｄ１０５Ｗ、Ｄ１５１Ｇ、Ｆ１５５Ａ、Ｄ１５６
Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｄ１５６Ｌ、Ｄ１５６Ａ、Ｄ１５６Ｗ、Ｄ１５６Ｖ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１
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５６Ｒ、Ｇ１５９Ｖ、Ａ１７６Ｆ、Ｄ１７９Ｎ、Ｄ１８１Ｌ、Ｄ１８１Ｋ、Ｅ１８２Ｔ、
Ｅ１８２Ｑ、Ｔ１８５Ｒ、Ｎ１８７Ｆ、Ｎ１８７Ｉ、Ｇ２０６Ａ、Ｇ２０６Ｓ、Ｖ２２７
Ｃ、Ｖ２２７Ｅ、Ｑ２２８Ｅ、Ｌ２２９Ｔ、Ｄ２３３Ｅ、Ｉ２３４Ａ、Ｉ２３４Ｔ、Ｉ２
３４Ｅ、Ｉ２４０Ｓのいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポ
リペプチド、例えば配列番号３２８、３３１－３３２、３３７－３３９、３４６、３４８
、３４９－３５２、３５４－３５７、３６３、３６５、３６８、３７８、３８２－３８４
、３９０、４０１、４０４、４１７－４１８、４３０、４３３、４３９－４４０、４４３
－４４４、４４６－４４７、４４９のいずれかに示したものまたはその活性形態および他
の形態、およびその対立遺伝子および種変異型を含む。
【０２８６】
　可逆性ポリペプチドの場合、許容温度への暴露の前、その後または断続的に非許容温度
に暴露すると、ポリペプチドは可逆的に活性となる。すなわち、温度許容条件に戻された
修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、活性を回復することにより、非許容温度の場合と比べて
許容温度では高い活性を呈する。上記の例では、回復された活性は、完全であり得るかま
たは部分的である。すなわち、温度許容条件、例えば２５℃に戻された修飾ＭＭＰ－１ポ
リペプチドは、非許容温度、例えば３４℃または３７℃での活性と比べて高い活性を呈す
る。例えば、許容条件に戻されると、本発明による可逆性修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは
、非許容温度での活性の約１２０％、１２５％、１３０％、１４０％、１５０％、１６０
％、１７０％、１８０％、２００％またはそれより高い活性を呈する。本発明による典型
的不可逆性修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｆ、Ｄ１０５Ｇ、Ｄ１
０５Ｓ、Ｄ１０５Ｔ、Ｒ１５０Ｐ、Ｇ１５９Ｔ、Ｅ１８０Ｙ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、
Ｔ１８５Ｈ、Ｔ１８５Ｑ、Ｔ１８５Ａ、Ｔ１８５Ｅ、Ｎ１８７Ｒ、Ｎ１８７Ｍ、Ｎ１８７
Ｋ、Ｒ１９５Ｖ、Ａ１９８Ｌ、Ａ１９８Ｍ、Ｓ２１０Ｖ、Ｙ２１８Ｓ、Ｆ２２３Ｅ、Ｖ２
２７Ｗ、Ｌ２２９ＩおよびＩ２４０Ｃのいずれか１つまたは複数の修飾に対応するアミノ
酸修飾を有するポリペプチド、例えば、配列番号３３３－３３６、３４０、３４５、３５
９、３７３－３７４、３７７、３８８－３８９、３９１、３９５、３９７－３９８、４０
２、４１１、４１５－４１６、４１９、４２１－４２２、４３７、４４１、４４８のいず
れかに示したもの、またはその活性形態および他の形態、およびその対立遺伝子および種
変異型を含む。
【０２８７】
　　　　　２）組み合わせ
　本発明は、出発またはリファレンスＭＭＰ－１ポリペプチドとは異なり、２、３、４、
５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、
２０またはそれより多数の修飾を含む修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドを提供する。本発明に
よる修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、上記で示した２またはそれより多数の修飾を含み得
る。例えば、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、配列番号３２７に示したアミ
ノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：８４、８５、９５、９８、
９９、１００、１０３、１０４、１０５、１０６、１０９、１１０、１１１、１１２、１
１８、１２３、１２４、１２６、１４７、１５０、１５１、１５２、１５３、１５５、１
５６、１５８、１５９、１７０、１７１、１７６、１７８、１７９、１８０、１８１、１
８２、１８３、１８５、１８７、１８８、１８９、１９０、１９１、１９２、１９４、１
９５、１９７、１９８、２０６、２０７、２０８、２１０、２１１、２１２、２１８、２
２３、２２７、２２８、２２９、２３０、２３３、２３４、２３７、２４０、２５１、２
５４、２５５、２５６、２５７および２５８のいずれかに対応するいずれか２つまたはそ
れより多数の位置、または配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくと
も約６０％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４
％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％またはそれより高い配列同一性を有するＭ
ＭＰ－１ポリペプチドの対立遺伝子または種変異型または他の変異型における対応する位
置でのアミノ酸置換を含む。一般的に、上記組み合わせ突然変異体は、温度感受性であり
、非許容温度でのｔｓＭＭＰ－１ポリペプチドの活性と比べて許容温度では高い酵素活性
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を呈する。典型的には、組み合わせ突然変異体はまた、単突然変異体ＭＭＰ－１ポリペプ
チド単独の場合と比べて、または許容または非許容温度でのアミノ酸変化を含まない非修
飾ＭＭＰ－１ポリペプチド（例、配列番号３２７に示した野生型ＭＭＰ－１ポリペプチド
またはその活性形態または他の形態）と比べて許容温度での活性を保持している。
【０２８８】
　本発明による典型的ＭＭＰ－１組み合わせ突然変異体は、配列番号３２７に示したアミ
ノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１０５、１５０、１
５６、１５９、１７９、１８０、１８２、１８５、１８７、１９８、２２７、２３４およ
び２４０のいずれかに対応するいずれか２つまたはそれより多数の位置、または配列番号
３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチドとの少なくとも約６０％、７０％、７５％、８０
％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８
％、９９％またはそれより高い配列同一性を有するＭＭＰ－１ポリペプチドの対立遺伝子
または種変異型または他の変異型における対応する位置でのアミノ酸置換を含む。例えば
、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ１０５Ｉ、Ｄ１０５Ｎ、Ｄ
１０５Ｌ、Ｄ１０５Ａ、Ｄ１０５Ｇ、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５６Ｒ、Ｄ１５６Ｈ、Ｄ１５６Ｋ
、Ｄ１５６Ｔ、Ｇ１５９Ｖ、Ｇ１５９Ｔ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｔ、Ｅ１８０Ｆ、Ｅ１８
２Ｔ、Ｔ１８５Ｑ、Ｎ１８７Ｉ、Ａ１９８Ｌ、Ｖ２２７Ｅ、Ｉ２３４ＥおよびＩ２４０Ｓ
のいずれか２つまたはそれより多数の修飾に対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチド
を含む。さらに特定すれば、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、Ｌ９５Ｋ、Ｄ
１０５Ｎ、Ｒ１５０Ｐ、Ｄ１５６Ｋ、Ｄ１５６Ｔ、Ｇ１５９Ｖ、Ｄ１７９Ｎ、Ｅ１８０Ｔ
、Ａ１９８Ｌ、Ｖ２２７ＥおよびＩ２４０Ｓのいずれか２つまたはそれより多数の修飾に
対応するアミノ酸修飾を有するポリペプチドを含む。本発明による組み合わせ突然変異体
では、少なくとも２つの異なる位置が修飾されていることは言うまでもない。本発明によ
る典型的ＭＭＰ－１組み合わせ突然変異体ポリペプチドを、実施例２９における表２７に
示す。
【０２８９】
　　　　　３）追加的修飾
　また、本発明による修飾ＭＭＰ、例えば修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドは、当業界で報告
されている１つまたはそれより多数の他の修飾を含み得る。追加的修飾は、例えば、当業
界で公知のアミノ酸置換、欠失または挿入を含み得る。上記のものまたは修飾を含むこと
に加えて、結果的にＭＭＰ－１ポリペプチドが、非許容温度（例、３４℃または３７℃）
の場合と比べて許容温度（例、２５℃）で高い活性を呈し、許容または非許容温度での野
生型ＭＭＰ－１の活性を保持しておりさえすれば、本発明による修飾ＭＭＰ－１ポリペプ
チドは、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、
１６、１７、１８、１９、２０またはそれより多い追加的修飾を含み得る。追加的修飾は
、追加的特性、例えば高い安定性、長い半減期および／または阻害剤、例えばＴＩＭＰに
対する高い抵抗性を酵素に付与し得る。追加的修飾は、ポリペプチドの一次配列への修飾
、並びに他の修飾、例えばポリペプチドのペグ化およびグリコシル化を含む。一般的に、
上記ポリペプチドは、本発明による１つまたはそれより多数の修飾を含み、高温よりも低
温で高い活性を呈する。本発明によるポリペプチドに含まれ得る典型的修飾には、限定さ
れるわけではないが、配列番号３２７に示したポリペプチドの修飾Ｔ４Ｐ、Ｑ１０Ｐ、Ｒ
３０Ｍ、Ｒ３０Ｓ、Ｔ９６Ｒ、Ａ１１４Ｖ、Ｆ１６６Ｃ、Ｉ１７２Ｖ、Ｄ１８１Ｈ、Ｒ１
８９Ｔ、Ｅ２００Ａ、Ｇ２１４Ｅ、Ｄ２３２Ｎ、Ｄ２３３Ｇ、Ｒ２４３Ｓ、Ｑ２５４Ｐ、
Ｔ２８６Ａ、Ｉ２９８Ｔ、Ｅ３１４Ｇ、Ｆ３１５Ｓ、Ｖ３７４Ｍ、Ｒ３８６Ｑ、Ｓ３８７
Ｔ、Ｇ３９１ＳおよびＴ４３２Ａがある。
【０２９０】
　　　　　４）他のＭＭＰ類
　マトリックス金属プロテアーゼは、高相同性ポリペプチドであり、細胞外マトリックス
成分についても類似した特異性を呈する。ＭＭＰの具体的配列を表３に示しており、例え
ば、配列番号１、７１１、７１４、７１７、７２０、７２３、７２６、７２９、７３２、
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７３５、７３８、７４１、７４４、７４７、７５０、７５３、７５６、７５９、７６２、
７６５、７６８、７７１、７７４または７７７に示したものまたはチモーゲン形態、その
活性形態または他の形態、またはその対立遺伝子または種変異型がある。図１は、典型的
ＭＭＰポリペプチドのチモーゲン形態のアラインメントを示す。すなわち、ＭＭＰ－１に
おける本発明による修飾は、いずれも他のＭＭＰポリペプチドにおいても加えられ得る。
このため、本明細書の記載に基づくと、ＭＭＰ、その種、対立遺伝子変異型または他の変
異型は、非許容温度（一般的には高温）の場合に対する許容温度（一般的には低温）での
活性により一時的に（可逆的または不可逆的）活性化され得る。上記ｔｓＭＭＰ突然変異
体は、当業者により使用され、ＥＣＭ介在疾患または状態の処置を目的とする組成物、過
程または方法で使用され得る。
【０２９１】
　様々なＭＭＰ～ＭＭＰ－１（例えば配列番号３２７に示した）を整列させ、対応する残
基を同定することは、当業者の技能レベルの範囲内に含まれる。本発明による修飾はいず
れも、対応する残基で他のＭＭＰにおいても加えられ得る。当業者であれば、非許容温度
の場合と比べた許容温度での温度感受性について生成された修飾ポリペプチドの活性を試
験することは可能である。特に、ＭＭＰにおける対応位置での同類アミノ酸差異が、機能
的に不変であることは言うまでもない。すなわち、ＭＭＰ－１における残基が、別のＭＭ
Ｐにおけるそれとの同類残基と並んで整列している場合、かかる残基がこの場所での修飾
に関して予測されることは言うまでもない。例えば、配列番号３２７に示したＭＭＰ－１
における９５位は、ロイシン（Ｌ）である。他のＭＭＰとの配列番号３２７のアラインメ
ントは、他のＭＭＰにおける９５位がロイシン、イソロイシン（Ｉ）またはバリン（Ｖ）
残基であることを示す（図１参照）。Ｌ、ＩおよびＶはそれぞれ同類残基である。
【０２９２】
　特に、本発明は、ＭＭＰにおける対応残基で対応するＭＭＰ－１修飾を実施することに
よる、温度感受性を付与するために１または複数のアミノ酸置換により修飾された修飾Ｍ
ＭＰポリペプチドを提供する。図２は、修飾に関する典型的アミノ酸残基を示す。これら
の同定された残基は具体例に過ぎず、温度感受性を付与するために他のアミノ酸残基また
は他のＭＭＰ－１対応残基でＭＭＰの修飾を行うことは、当業者の技能レベルの範囲内で
あることは、言うまでもない。本発明による典型的修飾は、配列番号３２７に示したアミ
ノ酸配列を有する非修飾ＭＭＰ－１ポリペプチドの次の位置：９５、１０５、１５１、１
５６、１５９、１７６、１７９、１８０、１８１、１８２、１８５、１９５、１９８、２
０６、２１０、２１２、２１８、２２３、２２８、２２９、２３３、２３４および２４０
のいずれかに対応するいずれか１つまたはそれより多数の位置における、ＭＭＰ、例えば
、ＭＭＰ－８、ＭＭＰ－１３、ＭＭＰ－１８、ＭＭＰ－２、ＭＭＰ－９、ＭＭＰ－３、Ｍ
ＭＰ－１０、ＭＭＰ－１１、ＭＭＰ－７、ＭＭＰ－２６およびＭＭＰ－１２の修飾を含む
。修飾は、ＭＭＰ－１において列挙した位置に対応する位置に上記の本発明修飾のいずれ
か１つまたはそれ以上を含む。例えば、配列番号３２７に示したＭＭＰ－１ポリペプチド
における残基９５は、配列番号１０１に示したＭＭＰ－８ポリペプチドにおける残基１１
３に対応する。すなわち、本発明は、配列番号１０１に示したアミノ酸配列を有する非修
飾ＭＭＰ－８ポリペプチドのアミノ酸修飾Ｌ１１３Ｋを有する修飾ＭＭＰ－８ポリペプチ
ドを提供する。本発明は、この記載に基づいて類似した修飾も提供する。
【０２９３】
　また、本発明による修飾ＭＭＰポリペプチドは、当業界で報告されている１つまたは複
数の他の修飾を含み得る。追加的修飾は、例えば、当業者に周知のアミノ酸置換、欠失ま
たは挿入を含み得る。上記のものまたは修飾を含むことに加えて、結果的にＭＭＰポリペ
プチドが、非許容温度（例、３４℃または３７℃）の場合と比べて許容温度（例、２５℃
）で高い活性を呈し、許容または非許容温度での野生型ＭＭＰの活性を保持しておりさえ
すれば、本発明による修飾ＭＭＰポリペプチドは、１、２、３、４、５、６、７、８、９
、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０またはそれより
多い追加的修飾を含み得る。追加的修飾は、追加的特性、例えば高い安定性、長い半減期
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および／または阻害剤、例えばＴＩＭＰに対する高い抵抗性を酵素に付与し得る。追加的
修飾は、ポリペプチドの一次配列への修飾、並びに他の修飾、例えばポリペプチドのペグ
化およびグリコシル化を含む。一般的に、上記ポリペプチドは、本発明による１つまたは
それより多数の修飾を含み、高温よりも低温で高い活性を呈する。本発明によるポリペプ
チドに含まれ得る典型的修飾には、限定されるわけではないが、下記表３Ｂに示した修飾
が含まれる。
【０２９４】
【表２６】

【０２９５】
　　２．マトリックス分解酵素および活性化因子の組み合わせ
　本発明は、マトリックス分解酵素の活性化に十分なものである、可活性化型マトリック
ス分解酵素および活性化因子の組み合わせを提供する。本発明での目的の場合、可活性化
型マトリックス分解酵素は、不活性形態で提供される。一般的に可活性化型マトリックス
分解酵素の組成物は、活性化因子とは離した形で提供され得る。組成物は、同一容器で別
々にまたは別々の容器で提供され得る。一般的に、単独でパッケージされるとき、酵素を
活性化させるために存在する活性化条件が不十分な状態であるように酵素は提供される。
【０２９６】
　マトリックス分解酵素は、治療有効濃度の液体または凍結乾燥形態として提供され得る
。別法として、マトリックス分解酵素は、十分な量の活性化因子を加えることにより治療
有効濃度の酵素が得られるように、濃縮液として提供され得る。酵素は、液体または懸濁
液として提供されるか、または適切な輸送媒体、例えばリポソーム、ガラス粒子、毛細管
、薬剤輸送媒体、ゼラチン、錠剤、カプセル剤、丸薬、徐放性コーティング、並びに経皮
パッチ製品および乾燥粉末吸入剤または他の同様の媒体中に封入され得る。活性化因子は
、典型的には単独またはマトリックス分解酵素の再構成および／またはマトリックス分解
酵素への暴露後に間質へ投与される液状溶液または懸濁液として提供される。下記Ｆ項で
記載している通り、これらの組み合わせおよび製品、例えば容器を含むキットも提供され
る。
【０２９７】
　したがって、所望時に、可活性化型マトリックス分解酵素を活性化条件にかけることに
より、酵素は活性化因子に暴露され、活性酵素が生成する。活性化因子への暴露は、イン
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ビトロまたはインビボで達成され得る。例えば、可活性化型酵素および活性化因子が別々
に提供される場合、それらは一緒に、または別々に投与され得る。別々に投与される場合
、条件付き可活性化型マトリックス分解酵素は、活性化因子と同時に、逐次的にまたは断
続的に投与され得る。別の例では、凍結乾燥または濃縮液形態のマトリックス分解酵素を
、使用直前に活性化因子と共に再構成することができる。上記の例では、マトリックス分
解酵素および活性化因子の混合物をまとめて投与する。上記活性化方法は、当業者により
経験的に決定され得、酵素および活性化因子の選択、所望の処置方法および処置計画の選
択により異なり得る。
【０２９８】
　可活性化型マトリックス分解酵素は、単独または活性化因子と組み合わせた製造物品で
提供され得る。例えば、酵素が活性化因子との組み合わせで提供される場合、製造物品は
、一区画に凍結乾燥または液体形態の酵素および隣接区画に活性化因子を含み得る。区画
は、分割材により分離され得る。上記製造物品については、本明細書の他の箇所で記載し
ている。
【０２９９】
　また、マトリックス分解酵素および活性化因子の組み合わせは、下記で詳細に検討して
いる他の薬剤を含み得る。例えば、活性化因子およびマトリックス分解酵素に加えて、麻
酔薬、血管収縮薬または分散剤の治療剤の１つまたはそれ以上を含む組み合わせが提供さ
れる。
【０３００】
　Ｅ．マトリックス分解酵素およびそのポリペプチドをコードする核酸の製造方法
　タンパク質精製および組換えタンパク質発現に関する当業界で周知の方法により、本明
細書に示したマトリックス分解酵素のポリペプチドを得ることができる。所望の遺伝子を
コードする核酸を同定するための当業者に周知の方法が使用され得る。当業界で利用可能
な方法を用いることにより、例えば細胞または組織供給源から、所望のマトリックス分解
酵素をコードする完全長（すなわち、全コーディング領域を含む）ｃＤＮＡまたはゲノム
ＤＮＡクローンが得られる。修飾または変異型マトリックス分解酵素を、例えば位置指定
突然変異導入法により、野生型ポリペプチドから遺伝子工学的に作製し得る。
【０３０１】
　ポリペプチドは、核酸分子のクローニングおよび単離を目的とする当業界で周知の利用
可能な方法を用いることによりクローニングまたは単離され得る。上記方法は、核酸のＰ
ＣＲ増幅および核酸ハイブリダイゼーションスクリーニング、抗体に基づくスクリーニン
グおよび活性に基づくスクリーニングを含む、ライブラリーのスクリーニングを含む。
【０３０２】
　例えばポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）方法を含む、核酸の増幅方法を用いることによ
り、目的ポリペプチドをコードする核酸分子を単離することができる。核酸含有材料は、
目的ポリペプチドをコードする核酸分子が単離され得る出発材料として使用され得る。例
えば、ＤＮＡおよびｍＲＮＡ調製物、細胞抽出物、組織抽出物、流体試料（例、血液、血
清、唾液）、健康および／または罹患対象からの試料が、増幅方法で使用され得る。核酸
ライブラリーもまた、出発材料の供給源として使用され得る。プライマーは、目的ポリペ
プチドを増幅するように設計され得る。例えば、プライマーは、所望のポリペプチドが生
成される発現された配列に基づいて設計され得る。プライマーは、ポリペプチドアミノ酸
配列の逆翻訳に基づいて設計され得る。増幅により生成された核酸分子を配列決定および
確認することにより、目的ポリペプチドをコードさせ得る。
【０３０３】
　合成遺伝子をベクター、例えばタンパク質発現ベクターまたはコアタンパク質コーディ
ングＤＮＡ配列の増幅用に設計されたベクターにクローニングすることを目的として、制
限エンドヌクレアーゼ部位を含むリンカー配列を含む、追加的ヌクレオチド配列が、ポリ
ペプチドコード核酸分子に結合され得る。さらに、機能性ＤＮＡエレメントを特定する追
加的ヌクレオチド配列を、ポリペプチドコード核酸分子に機能し得るように結合させ得る
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。上記配列の例としては、限定されるわけではないが、細胞内タンパク質発現を促進する
ように設計されたプロモーター配列、およびタンパク質分泌を促すように設計された分泌
配列、例えば異種シグナル配列がある。上記配列は、当業者には周知である。例えば、典
型的異種シグナル配列には、限定されるわけではないが、配列番号２に示したヒトカッパ
ＩｇＧ異種シグナル配列がある。また、追加的ヌクレオチド残基配列、例えばタンパク質
結合領域を特定する塩基配列は、酵素コード核酸分子に結合され得る。上記領域には、限
定されるわけではないが、特異的標的細胞への酵素の取込みを促すかまたは促すタンパク
質をコードするか、または合成遺伝子産物の薬物動態を別の形で改変する残基の配列が含
まれる。例えば、酵素は、ＰＥＧ部分に結合され得る。
【０３０４】
　さらに、標識または他の部分が、例えばポリペプチドの検出またはアフィニティー精製
を助けるために付加され得る。また、例えば、追加のヌクレオチド残基配列、例えばエピ
トープ標識または他の検出可能なマーカーを特定する塩基の配列が、酵素コード核酸分子
に結合され得る。上記配列の例には、Ｈｉｓ標識（例、６ｘＨｉｓ、ＨＨＨＨＨＨ；配列
番号２３５）またはＦｌａｇ標識（ＤＹＫＤＤＤＤＫ；配列番号２３６）をコードする核
酸配列がある。
【０３０５】
　次いで、同定および単離された核酸は、適切なクローニングベクターへ挿入され得る。
当業界で周知の多数のベクター－宿主系が使用され得る。可能なベクターには、限定され
るわけではないが、プラスミドまたは修飾ウイルスがあるが、ベクター系は、使用される
宿主細胞と適合し得るものでなくてはならない。上記ベクターには、限定されるわけでは
ないが、バクテリオファージ、例えばラムダ誘導体またはプラスミド、例えばｐＣＭＶ４
、ｐＢＲ３２２またはｐＵＣプラスミド誘導体またはＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔベクター（St
ratagene、ラジョラ、カリフォルニア）がある。他の発現ベクターには、本明細書で具体
的に示したＨＺ２４発現ベクターがある。クローニングベクターへの挿入は、例えば相補
的付着末端を有するクローニングベクターへＤＮＡフラグメントをライゲーションするこ
とにより達成され得る。挿入は、ＴＯＰＯクローニングベクター（Invitrogen、カールス
バッド、カリフォルニア）を用いて実施され得る。ＤＮＡを分断するのに使用される相補
性制限部位がクローニングベクターに存在しない場合、ＤＮＡ分子の末端が酵素的に修飾
され得る。別法として、ＤＮＡ末端にヌクレオチド配列（リンカー）をライゲーションす
ることにより、いかなる所望の部位でも作製され得る。ライゲーションされるこれらのリ
ンカーは、制限エンドヌクレアーゼ認識配列をコードする特異的化学合成オリゴヌクレオ
チドを含み得る。別の方法では、開裂されたベクターおよびタンパク質遺伝子を、ホモポ
リマー末端結合法により修飾することもできる。組換え分子は、例えば形質転換、トラン
スフェクション、感染、電気穿孔およびソノポレーションにより宿主細胞へ導入され得、
その結果、遺伝子配列の多数のコピーが作製される。
【０３０６】
　特定実施態様では、単離したタンパク質遺伝子を組み込ませた組換えＤＮＡ分子、また
は合成ＤＮＡ配列で宿主細胞を形質転換することにより、遺伝子の多数のコピーの作製が
可能となる。すなわち、遺伝子は、形質転換体を成長させ、形質転換体から組換えＤＮＡ
分子を単離し、必要時には、単離した組換えＤＮＡから挿入遺伝子を回収することにより
大量に得られる。
【０３０７】
　　１．ベクターおよび細胞
　例えば本明細書記載のものなど、１または複数の目的タンパク質を組換え発現させる場
合、タンパク質をコードするヌクレオチド配列の全部または一部分を含む核酸を、適切な
発現ベクター、すなわち挿入されたタンパク質コーディング配列の転写および翻訳に必要
なエレメントを含むベクターに挿入し得る。また、必要な転写および翻訳シグナルは、酵
素遺伝子に関する天然プロモーターおよび／またはそれらのフランキング領域により供給
され得る。
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【０３０８】
　また、本発明は、酵素をコードする核酸を含むベクターを提供する。本発明はまた、ベ
クターを含む細胞を提供する。細胞には、真核生物および原核生物細胞があり、ベクター
はそこでの使用に適したものであればよい。
【０３０９】
　本発明は、ベクターを含む、原核生物および真核生物細胞、例えば内皮細胞を提供する
。上記細胞には、細菌細胞、酵母細胞、真菌細胞、植物細胞、古細菌、昆虫細胞および動
物細胞がある。コードされたタンパク質が細胞により発現される条件下で上記細胞を成長
させ、発現されたタンパク質を回収することにより、タンパク質を製造するのに上記細胞
を使用する。本発明での目的の場合、例えば、酵素は培地へ分泌され得る。
【０３１０】
　本発明は、天然または異種シグナル配列と結合されたプロ酵素ポリペプチドをコードす
るヌクレオチド配列およびその多数のコピーを含むベクターを提供する。ベクターは、細
胞で酵素タンパク質を発現させるために、または酵素タンパク質が分泌タンパク質として
発現されるように選択され得る。酵素のプロ酵素（すなわち、チモーゲン）形態は、本発
明における可活性化型酵素として使用されるために精製され得る。別法として、分泌時、
プロセグメントを触媒的または自触的に開裂することにより、成熟酵素を生成させ得る。
必要ならば、プロセグメントが調製物から除去されるように酵素を精製し得る。また、上
記成熟形態は、不活性ならば、１本鎖または２本鎖形態の可活性化型酵素として本発明で
使用され得る。
【０３１１】
　タンパク質コーディング配列を発現させるのに、様々な宿主－ベクター系が使用され得
る。これらの例としては、限定されるわけではないが、ウイルス（例、ワクシニアウイル
ス、アデノウイルスおよび他のウイルス）感染させた哺乳類細胞系、ウイルス（例、バキ
ュロウイルス）感染させた昆虫細胞系、微生物、例えば酵母ベクターを含む酵母、または
バクテリオファージ、ＤＮＡ、プラスミドＤＮＡまたはコスミドＤＮＡで形質転換された
細菌がある。ベクターの発現エレメントは、その長さおよび特異性が様々である。使用さ
れる宿主－ベクター系により、若干の適切な転写および翻訳エレメントのいずれか１つが
使用され得る。
【０３１２】
　ＤＮＡフラグメントをベクターへ挿入するための当業者に周知の方法を用いることによ
り、適切な転写／翻訳制御シグナルおよびタンパク質コーディング配列を含むキメラ遺伝
子を含む発現ベクターを構築することができる。これらの方法は、インビトロ組換えＤＮ
Ａおよび合成技術およびインビボ組換え体（遺伝子組換え）を含み得る。タンパク質をコ
ードする核酸配列、またはそのドメイン、誘導体、フラグメントまたは相同体の発現は、
遺伝子またはそのフラグメントが、組換えＤＮＡ分子（複数も可）により形質転換された
宿主で発現されるように、第２の核酸配列により調節され得る。例えば、タンパク質の発
現は、当業界で周知のプロモーター／エンハンサーにより制御され得る。一実施態様にお
いて、プロモーターは、目的タンパク質についての遺伝子にとって自然なものではない。
使用され得るプロモーター類には、限定されるわけではないが、ＳＶ４０初期プロモータ
ー（Bernoist および Chambon, Nature 290:304-310 (1981)）、ラウス肉腫ウイルスの３
'長末端反復に含まれるプロモーター（Yamamoto et al. Cell 22:787-797 (1980)）、ヘ
ルペスチミジンキナーゼプロモーター（Wagner et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78
:1441-1445 (1981)）、メタロチオネイン遺伝子の調節配列（Brinster et al., Nature 2
96:39-42 (1982)）、原核生物発現ベクター、例えばβ－ラクタマーゼプロモーター（Jay
 et al., (1981) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:5543）またはｔａｃプロモーター（De
Boer et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80:21-25 (1983)、また、“Useful Proteins
 from Recombinant Bacteria”: in Scientific American 242:79-94 (1980)も参照）、
ノパリンシンテターゼプロモーターを含む植物発現ベクター（Herrar-Estrella et al., 
Nature 303:209-213 (1984)）またはカリフラワーモザイクウイルス３５Ｓ ＲＮＡプロモ
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ーター（Gardner et al., Nucleic Acids Res. 9:2871 (1981)）、および光合成酵素リブ
ロース二リン酸カルボキシラーゼのプロモーター（Herrera-Estrella et al., Nature 31
0:115-120 (1984)）、酵母および他の真菌からのプロモーターエレメント、例えばＧａｌ
４プロモーター、アルコールデヒドロゲナーゼプロモーター、ホスホグリセロールキナー
ゼプロモーター、アルカリ性ホスファターゼプロモーター、および組織特異性を呈し、ト
ランスジェニック動物で使用されている以下の動物転写制御領域：膵臓腺房細胞で活性を
示すエラスターゼＩ遺伝子制御領域（Swift et al., Cell 38:639-646 (1984); Ornitz e
t al., Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 50:399-409 (1986); MacDonald, Hepat
ology 7:425-515 (1987)）、膵臓ベータ細胞で活性を示すインスリン遺伝子制御領域（Ha
nahan et al., Nature 315:115-122 (1985)）、リンパ系細胞で活性を示す免疫グロブリ
ン遺伝子制御領域（Grosschedl et al., Cell 38:647-658 (1984); Adams et al., Natur
e 318:533-538 (1985); Alexander et al., Mol. Cell Biol. 7:1436-1444 (1987)）、精
巣、胸部、リンパ系およびマスト細胞で活性を示すマウス乳腺癌ウイルス制御領域（Lede
r et al., Cell 45:485-495 (1986)）、肝臓で活性を示すアルブミン遺伝子制御領域（Pi
nckert et al., Genes and Devel. 1:268-276 (1987)）、肝臓で活性を示すアルファ－フ
ェトプロテイン遺伝子制御領域（Krumlauf et al., Mol. Cell. Biol. 5:1639-1648 (198
5); Hammer et al., Science 235:53-58 1987)）、肝臓で活性を示すアルファ－１抗トリ
プシン遺伝子制御領域（Kelsey et al., Genes and Devel. 1:161-171 (1987)）、骨髄系
細胞で活性を示すベータグロビン遺伝子制御領域（Magram et al., Nature 315:338-340 
(1985); Kollias et al., Cell 46:89-94 (1986)）、脳の稀突起神経膠細胞で活性を示す
ミエリン塩基性タンパク質遺伝子制御領域（Readhead et al., Cell 48:703-712 (1987)
）、骨格筋で活性を示すミオシン軽鎖－２遺伝子制御領域（Shani, Nature 314:283-286 
(1985)）、および視床下部の性腺刺激細胞で活性を示す性腺刺激ホルモン放出ホルモン遺
伝子制御領域（Mason et al., Science 234:1372-1378 (1986)）がある。
【０３１３】
　一実施態様では、目的タンパク質、またはそのドメイン、フラグメント、誘導体または
相同体をコードする核酸に機能し得るように結合されたプロモーター、１またはそれ以上
の複製起点および所望による１またはそれ以上の選択可能マーカー（例、抗生物質耐性遺
伝子）を含むベクターを使用する。エシェリキア・コリ（E.coli）細胞の形質転換用の典
型的プラスミドベクターには、例えば、ｐＱＥ発現ベクター（カリフォルニア、バレンシ
アの Qiagen から入手可能、また、この系について記載している Qiagen が出版した文献
も参照）がある。ｐＱＥベクターは、エシェリキア・コリ（E.coli）において組換えタン
パク質の堅固に調節された高レベルの発現を実現させるためのファージＴ５プロモーター
（エシェリキア・コリ（E.coli）ＲＮＡポリメラーゼにより認識される）および二重ｌａ
ｃオペレーターリプレッションモジュール、有効な翻訳のための合成リボソーム結合部位
（ＲＢＳII）、６ＸＨｉｓ標識コーディング配列、ｔ０およびＴ１転写ターミネーター、
Ｃｏ１Ｅ１複製起点、およびアンピシリン耐性を付与するためのベータ－ラクタマーゼ遺
伝子を有する。ｐＱＥベクターは、組換えタンパク質のＮ－またはＣ－末端に６ｘＨｉｓ
標識を配置させ得る。上記プラスミドには、ｐＱＥ３２、ｐＱＥ３０およびｐＱＥ３１が
あり、これらは、３読み枠全てについての多重クローニング部位を提供し、Ｎ－末端６ｘ
Ｈｉｓ標識タンパク質を発現させる。エシェリキア・コリ（E.coli）細胞形質転換用の他
の典型的プラスミドベクターには、例えば、ｐＥＴ発現ベクター（米国特許第４９５２４
９６号参照、ウィスコンシン、マディソンの Novagen から入手可能、また、この系につ
いて記載している Novagen により出版された文献も参照）がある。上記プラスミドは、
Ｔ７ｌａｃプロモーター、Ｔ７ターミネーター、誘導性エシェリキア・コリ（E.coli）ｌ
ａｃオペレーターおよびｌａｃリプレッサー遺伝子を含むｐＥＴ１１ａ、Ｔ７プロモータ
ー、Ｔ７ターミネーターおよびエシェリキア・コリ（E.coli）ｏｍｐＴ分泌シグナルを含
むｐＥＴ１２ａ－ｃ、およびＨｉｓカラムでの精製で使用される His-Tag（登録商標）リ
ーダー配列およびカラムでの精製後に開裂させ得るトロンビン開裂部位、Ｔ７－ｌａｃプ
ロモーター領域およびＴ７ターミネーターを含むｐＥＴ１５ｂおよびｐＥＴ１９ｂ（ウィ
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スコンシン、マディソンの NOVAGEN）を含む。
【０３１４】
　哺乳類細胞発現用ベクターの具体例は、ＨＺ２４発現ベクターである。ＨＺ２４発現ベ
クターは、ｐＣＩベクターバックボーン（Promega）から誘導された。それは、ベータ－
ラクタマーゼ耐性遺伝子（ＡｍｐＲ）をコードするＤＮＡ、Ｆ１複製起点、サイトメガロ
ウイルス極初期エンハンサー／プロモーター領域（ＣＭＶ）およびＳＶ４０後期ポリアデ
ニル化シグナル（ＳＶ４０）を含む。また発現ベクターは、ＥＣＭＶウイルス（Clontech
）からの内部リボソーム進入部位（ＩＲＥＳ）およびマウスジヒドロ葉酸レダクターゼ（
ＤＨＦＲ）遺伝子を有する。
【０３１５】
　　２．発現
　マトリックス分解酵素は、インビボおよびインビトロ方法を含め、当業者に周知の方法
により製造され得る。目的タンパク質は、例えば投与および処置に必要とされる、タンパ
ク質の必要量および形態を製造するのに適切な生物体で発現され得る。発現宿主には、原
核生物および真核生物、例えばエシェリキア・コリ（E.coli）、酵母、植物、昆虫細胞、
ヒトセルラインを含む哺乳類細胞およびトランスジェニック動物がある。発現宿主は、そ
れぞれのタンパク質生産レベルおよび発現されたタンパク質に存在する翻訳後修飾のタイ
プが異なり得る。発現宿主の選択は、これらおよび他の因子、例えば調節および安全性に
関する配慮、生産費用および精製の必要性および方法に基づいて行われ得る。
【０３１６】
　多くの発現ベクターが利用可能で、当業者に周知であり、タンパク質の発現に使用され
得る。発現ベクターの選択は、宿主発現系の選択に左右される。一般に、発現ベクターは
、転写プロモーターおよび所望によるエンハンサー、翻訳シグナルおよび転写および翻訳
終結シグナルを含み得る。安定した形質転換に使用される発現ベクターは、典型的には形
質転換細胞を選択し、維持させ得る選択可能マーカーを有する。場合によっては、複製起
点がベクターのコピー数の増幅に使用され得る。
【０３１７】
　マトリックス分解酵素はまた、タンパク質融合体として利用または発現され得る。例え
ば、酵素融合体を生成することにより、さらなる機能性を酵素に付加することができる。
酵素融合タンパク質の例には、限定されるわけではないが、シグナル配列、例えば位置測
定用標識、例えばｈｉｓ６標識またはｍｙｃ標識、または精製用標識、例えばＧＳＴ融合
体、およびタンパク質分泌および／または膜会合指令配列の融合体がある。
【０３１８】
　一般的に、マトリックス分解酵素は、不活性チモーゲン形態で発現される。チモーゲン
変換は、他のプロテアーゼへの暴露または自己触媒反応により達成され、成熟酵素を生成
し得る。活性化因子が存在しない場合に不活性でありさえすれば、いかなる形態の酵素で
あっても本発明に含まれるものとする。
【０３１９】
　　　ａ．原核生物細胞
　原核生物、特にエシェリキア・コリ（E.coli）は、タンパク質の大量生産システムを提
供する。エシェリキア・コリ（E.coli）の形質転換は、当業者に熟知されている単純かつ
迅速な技術である。エシェリキア・コリ（E.coli）についての発現ベクターは、誘導性プ
ロモーター、例えば高レベルのタンパク質発現の誘導および宿主細胞に何らかの毒性を呈
するタンパク質の発現に有用なプロモーターを含み得る。誘導性プロモーターの例には、
ｌａｃプロモーター、ｔｒｐプロモーター、ハイブリッドｔａｃプロモーター、Ｔ７およ
びＳＰ６ ＲＮＡプロモーターおよび温度調節λＰＬプロモーターがある。
【０３２０】
　例えば本発明が提供するタンパク質などは、エシェリキア・コリ（E.coli）の細胞質環
境で発現され得る。細胞質は還元性環境であり、分子によっては、このことが不溶性封入
体の形成をもたらす原因になり得る。還元剤、例えばジチオトレイトールおよびβ－メル
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カプトエタノールおよび変性剤、例えばグアニジン－ＨＣｌおよび尿素は、タンパク質を
再可溶化するのに使用され得る。これに代わる方法は、酸化環境およびシャペロニン様お
よびジスルフィドイソメラーゼを提供し、可溶性タンパク質の生成を誘導し得る細菌の周
辺腔におけるタンパク質の発現である。典型的には、リーダー配列をタンパク質と融合さ
せて発現させ、タンパク質をペリプラズムへ指向させる。次いで、ペリプラズムの内側で
シグナルペプチダーゼによりリーダーを除去する。ペリプラズムターゲッティングリーダ
ー配列の例としては、ペクチン酸リアーゼ遺伝子からのｐｅｌＢリーダーおよびアルカリ
性ホスファターゼ遺伝子から誘導されたリーダーがある。ペリプラズム発現では、培養培
地への発現されたタンパク質の漏出が起こる場合もある。タンパク質の分泌により、培養
上清からの迅速かつ簡単な精製が可能となる。分泌されないタンパク質は、浸透性溶解に
よりペリプラズムから回収され得る。細胞質発現と同様に、タンパク質が不溶性となり得
るため、変性剤および還元剤を用いて、可溶化および再折りたたみを促進させ得る場合も
ある。また、誘導および成長温度は、発現レベルおよび溶解度に影響を及ぼし得、典型的
には、２５℃～３７℃の温度が使用される。典型的には、細菌はアグリコシル化タンパク
質を製造する。すなわち、タンパク質が機能のためにグリコシル化を必要とする場合、宿
主細胞からの精製後グリコシル化がインビトロで追加され得る。
【０３２１】
　　　ｂ．酵母細胞
　サッカロマイシス・セレヴィシエ（Saccharomyces cerevisae）、シゾサッカロマイシ
ス・ポンベ（Schizosaccharomyces pombe）、ヤロウィア・リポリティカ（Yarrowia lipo
lytica）、クルイベロマイシス・ラクティス（Kluyveromyces lactis）およびピキア・パ
ストリス（Pichia pastoris）などの酵母は、例えば本明細書記載のタンパク質などの製
造に使用され得る公知酵母発現宿主である。酵母は、エピソーム複製性ベクターで、また
は相同的組換えによる安定した染色体組み込みにより形質転換され得る。典型的には、誘
導性プロモーターを用いて、遺伝子発現を調節する。上記プロモーターの例には、ＧＡＬ
１、ＧＡＬ７およびＧＡＬ５およびメタロチオネインプロモーター、例えばＣＵＰ１、Ａ
ＯＸ１または他のピキア（Pichia）または他の酵母プロモーターがある。発現ベクターは
、多くの場合、形質転換されたＤＮＡの選択および維持のため選択可能なマーカー、例え
ばＬＥＵ２、ＴＲＰ１、ＨＩＳ３およびＵＲＡ３などを含む。酵母で発現されたタンパク
質は、可溶性であることが多い。シャペロニン、例えばＢｉｐおよびタンパク質ジスルフ
ィドイソメラーゼとの共発現により、発現レベルおよび溶解度が改善され得る。さらに、
酵母で発現されたタンパク質は、分泌シグナルペプチド融合体、例えばサッカロマイシス
・セレヴィシエ（Saccharomyces cerevisae）からの酵母交配型アルファ因子分泌シグナ
ルおよび酵母細胞表面タンパク質、例えばＡｇａ２ｐ交配型接着受容体またはアルクスラ
・アデニニヴォランス（Arxula adeninivorans）グルコアミラーゼとの融合体を用いるこ
とにより分泌に向けて指令され得る。例えばＫｅｘ－２プロテアーゼについてのプロテア
ーゼ開裂部位に遺伝子操作を加えることにより、発現されたポリペプチドが分泌経路から
出るときそれらから融合配列を除去することができる。また、酵母は、Ａｓｎ－Ｘ－Ｓｅ
ｒ／Ｔｈｒモチーフでグリコシル化し得る。
【０３２２】
　　　ｃ．昆虫細胞
　特にバキュロウイルス発現を用いた昆虫細胞は、マトリックス分解酵素などのポリペプ
チドを発現させるのに有用である。昆虫細胞は、高レベルのタンパク質を発現し、高等真
核生物により使用される翻訳後修飾のほとんどが可能である。バキュロウイルスは、真核
生物発現の安全性を改善し、その調節に関する懸念を縮小する限定的な宿主範囲を有する
。典型的発現ベクターは、高レベル発現のためのプロモーター、例えばバキュロウイルス
の多角体プロモーターを使用する。常用されるバキュロウイルス系には、バキュロウイル
ス、例えばアウトグラファ・カリフォルニカ（Autographa californica）核多角体病ウイ
ルス（ＡｃＮＰＶ）およびボンビクス・モリ（Bombyx mori）核多角体病ウイルス（Ｂｍ
ＮＰＶ）および昆虫セルライン、例えばスポドプテラ・フルギペルダ（Spodoptera frugi
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perda）由来のＳｆ９、シューダレティア・ウニプンクタ（Pseudaletia unipuncta）（Ａ
７Ｓ）およびダナウス・プレキシップス（Danaus plexippus）（ＤｐＮ１）などがある。
高レベル発現のために、発現させる分子のヌクレオチド配列を、ウイルスの多角体開始コ
ドンの下流に隣接して融合させる。哺乳類分泌シグナルは、昆虫細胞で正確にプロセッシ
ングされるため、培養培地へ発現されたタンパク質を分泌させるのに使用され得る。さら
に、セルラインシューダレティア・ウニプンクタ（Pseudaletia unipuncta）（Ａ７Ｓ）
およびダナウス・プレキシップス（Danaus plexippus）（ＤｐＮ１）は、哺乳類細胞系と
類似したグリコシル化パターンをもつタンパク質を製造する。
【０３２３】
　昆虫細胞における代替的発現系は、安定した形質転換細胞の使用である。シュナイダー
２（Ｓ２）およびＫｃ細胞（ドロソフィラ・メラノガスター（Drosophila melanogaster
））およびＣ７細胞（アエデス・アルボピクツス（Aedes albopictus））などのセルライ
ンが発現に使用され得る。ドロソフィラ（Drosophila）メタロチオネインプロモーターを
用いることにより、カドミウムまたは銅による重金属誘導の存在下で高レベルの発現を誘
導することができる。発現ベクターは、典型的にはネオマイシンおよびハイグロマイシン
などの選択可能マーカーの使用により維持される。
【０３２４】
　　　ｄ．哺乳類細胞
　哺乳類発現系を用いることにより、マトリックス分解酵素を含むタンパク質を発現させ
ることができる。発現構築物は、アデノウイルスなどのウイルス感染により、またはリポ
ソーム、リン酸カルシウム法、ＤＥＡＥ－デキストランなどの直接ＤＮＡ導入により、お
よび電気穿孔および顕微注入などの物理的手段により哺乳類細胞に導入され得る。哺乳類
細胞用の発現ベクターは、典型的にはｍＲＮＡキャップ部位、ＴＡＴＡボックス、翻訳開
始配列（コザック共通配列）およびポリアデニル化エレメントを含む。また、ＩＲＥＳエ
レメントを付加することにより、別の遺伝子、例えば選択可能マーカーとのバイシストロ
ン発現が可能となる。上記ベクターは、高レベル発現のために転写プロモーター－エンハ
ンサー、例えばＳＶ４０プロモーター－エンハンサー、ヒトサイトメガロウイルス（ＣＭ
Ｖ）プロモーターおよびルイス肉腫ウイルス（ＲＳＶ）の長末端反復を含むことが多い。
これらのプロモーター－エンハンサーは、多くの細胞型で活性を示す。組織および細胞型
プロモーターおよびエンハンサー領域も発現に使用され得る。典型的プロモーター／エン
ハンサー領域としては、限定されるわけではないが、エラスターゼＩ、インスリン、免疫
グロブリン、マウス乳腺腫瘍ウイルス、アルブミン、アルファフェトプロテイン、アルフ
ァ１抗トリプシン、ベータグロビン、ミエリン塩基性タンパク質、ミオシン軽鎖２および
性腺刺激ホルモン放出ホルモン遺伝子制御などの遺伝子由来のものがある。選択可能マー
カーは、発現構築物を伴う細胞についての選択およびその維持に使用され得る。選択可能
マーカー遺伝子の例には、限定されるわけではないが、ハイグロマイシンＢホスホトラン
スフェラーゼ、アデノシンデアミナーゼ、キサンチン－グアニンホスホリボシルトランス
フェラーゼ、アミノグリコシドホスホトランスフェラーゼ、ジヒドロ葉酸レダクターゼ（
ＤＨＦＲ）およびチミジンキナーゼがある。例えば、発現をメトトレキサートの存在下で
実施することにより、ＤＨＦＲ遺伝子を発現する細胞のみが選択され得る。ＴＣＲ－ζお
よびＦｃεＲＩ－γなどの細胞表面シグナリング分子との融合により、細胞表面における
活性状態でのタンパク質の発現が指令され得る。
【０３２５】
　マウス、ラット、ヒト、サル、ニワトリおよびハムスター細胞を含め、多くのセルライ
ンが哺乳類発現用に利用可能である。典型的セルラインには、限定されるわけではないが
、ＣＨＯ、Ｂａｌｂ／３Ｔ３、Ｈｅｌａ、ＭＴ２、マウスＮＳ０（非分泌性）および他の
骨髄腫セルライン、ハイブリドーマおよびヘテロハイブリドーマセルライン、リンパ球、
線維芽細胞、Ｓｐ２／０、ＣＯＳ、ＮＩＨ３Ｔ３、ＨＥＫ２９３、２９３Ｓ、２Ｂ８およ
びＨＫＢ細胞がある。またセルラインは、血清不含有培地に適合させた形で利用可能であ
り、細胞培養培地からの分泌タンパク質の精製が容易となる。例としては、ＣＨＯ－Ｓ細
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胞（カリフォルニア、カールスバッドのInvitrogen、カタログ番号１１６１９－０１２）
および血清不含有ＥＢＮＡ－１セルライン（Pham et al., (2003) Biotechnol. Bioeng. 
84:332-42）がある。また、セルラインは、最大限の発現用に最適化された特殊な培地で
の成長に適合させた形で利用可能である。例えば、ＤＧ４４ＣＨＯ細胞を、化学的に特定
された動物生成物不含有培地における懸濁培養での成長に適合させる。
【０３２６】
　　　ｅ．植物
　トランスジェニック植物細胞および植物は、例えば本発明記載のタンパク質などの発現
に使用され得る。典型的には、直接ＤＮＡ導入法、例えばマイクロプロジェクタイル法お
よびプロトプラストへのＰＥＧ介在導入、およびアグロバクテリウムによる形質転換法を
用いて、発現構築物を植物に導入する。発現ベクターは、プロモーターおよびエンハンサ
ー配列、転写終結エレメントおよび翻訳制御エレメントを含み得る。発現ベクターおよび
形質転換技術は、通常アラビドプシス（Arabidopsis）およびタバコなどの双子葉植物宿
主、およびトウモロコシおよびイネなどの単子葉植物宿主間で分けられる。発現に使用さ
れる植物プロモーターの例としては、カリフラワーモザイクウイルスプロモーター、ノパ
リンシンテターゼプロモーター、リボース二リン酸カルボキシラーゼプロモーターおよび
ＵＢＱ３プロモーターがある。形質転換細胞の選択および維持を容易にするために、ハイ
グロマイシン、ホスホマンノースイソメラーゼおよびネオマイシンホスホトランスフェラ
ーゼなどの選択可能マーカーを使用することが多い。形質転換植物細胞は、細胞、凝集体
（カルス組織）として培養で維持されるかまたは総体植物へ再生され得る。また、トラン
スジェニック植物は、マトリックス分解酵素を製造するように遺伝子操作された藻類を含
み得る。植物は、哺乳類細胞とは異なるグリコシル化パターンを有するため、これは、こ
れらの宿主で製造されたタンパク質の選択に影響を及ぼし得る。
【０３２７】
　　３．精製技術
　宿主細胞からのマトリックス分解酵素および他のタンパク質を含むポリペプチドの精製
方法は、選択された宿主細胞および発現系により異なる。分泌された分子の場合、一般的
には細胞除去後に培養培地からタンパク質を精製する。細胞内発現の場合、細胞を溶解し
、抽出物からタンパク質を精製し得る。トランスジェニック植物および動物などのトラン
スジェニック生物体を発現に使用するとき、組織または器官を出発材料として使用するこ
とにより、溶解細胞抽出物を調製し得る。さらに、トランスジェニック動物製造は、集め
られ得る乳または卵におけるポリペプチドの製造を含み得、必要ならば、当業界における
標準的方法を用いてタンパク質を抽出し、さらに精製し得る。
【０３２８】
　一般的に、マトリックス分解酵素は、本発明によるシステムおよび方法で記載されてい
る後続の活性化のために不活性形態（チモーゲン形態）をとるように発現および精製され
る。適用法によって、マトリックス分解酵素は、本明細書記載のとおり、活性化因子の非
存在下においてその成熟形態では不活性の場合もある。このため、発現後、自己触媒反応
により成熟形態が生成され、プロセグメントが除去され得る。多くの酵素の場合、自己触
媒反応は、活性化因子の存在を必要とする。必要ならば、追加の精製段階を実施すること
により、精製調製物からプロセグメントを除去し得る。対照としての使用など、状況によ
っては、発現されたマトリックス分解酵素は、自己触媒反応でプロセグメントを除去する
か、または活性化因子の添加により活性化形態に精製され得る。上記の例で、自己賦活は
、精製過程中、または室温で２４～７２時間インキュベーションすることにより行われ得
る。活性化の速度および程度は、タンパク質濃度および特異的酵素により異なり、例えば
、さらなる希釈試料は、さらに長期間室温でのインキュベーションを必要とし得る。ＳＤ
Ｓ-ＰＡＧＥ（例、３キロダルトンシフト）および酵素活性（蛍光性基質の開裂）により
、活性化を監視することができる。活性酵素が望ましいとき、典型的には、酵素を精製前
に７５％を超える活性化に到達させる。
【０３２９】
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　マトリックス分解酵素などのタンパク質は、限定されるわけではないが、ＳＤＳ－ＰＡ
ＧＥ、サイズ分画およびサイズ排除クロマトグラフィー、硫酸アンモニウム沈殿およびイ
オン交換クロマトグラフィー、例えばアニオン交換を含む当業界で周知の標準タンパク質
精製技術を用いて精製され得る。また、アフィニティー精製技術は、調製物の有効性およ
び純度を改善するのに使用され得る。例えば、マトリックス分解酵素と結合する抗体、受
容体および他の分子が、アフィニティー精製で使用され得る。また、発現構築物に遺伝子
操作を加えて、ｍｙｃエピトープ、ＧＳＴ融合体またはＨｉｓ６などアフィニティー標識
をタンパク質に付加し、それぞれｍｙｃ抗体、グルタチオン樹脂およびＮｉ－樹脂でアフ
ィニティー精製をすることができる。純度は、ゲル電気泳動および染色および分光測光技
術を含む当業界で周知の方法により評価され得る。
【０３３０】
　Ｆ．可活性化型マトリックス分解酵素の製造、処方および投与
　本発明による医薬組成物は、不活性形態での可活性化型マトリックス分解酵素を含む。
また本発明は、活性化因子を含む組成物を提供する。化合物は、経口、非経口投与用の溶
液、懸濁液、ゲル、錠剤、分散性錠剤、丸薬、カプセル剤、散剤、持効性製剤またはエリ
キシル、および経皮パッチ製品および乾燥粉末吸入剤など、適切な医薬調製物に製剤化さ
れる。典型的には、当業界で周知の技術および手順を用いて、化合物を医薬組成物に製剤
化する（例、Ansel Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms、第４版、1985、126
参照）。
【０３３１】
　選択されたマトリックス分解酵素は、活性化されたとき、処置される患者に対する望ま
しくない副作用を伴うことなく治療上有用な効果を発揮するのに十分な量で含まれる。可
活性化型マトリックス分解酵素を含む組成物は、医薬上許容される担体を含有し得る。治
療有効濃度は、公知インビトロまたはインビボ系、例えば本明細書記載の検定法で化合物
を試験することにより、経験的に決定され得る。組成物中における選択されたマトリック
ス分解酵素の濃度は、複合体の吸収、不活化および排泄速度、複合体の物理化学特性また
は投薬スケジュールおよび投与量並びに当業者に周知の他の因子により異なる。例えば、
処置の正確な投薬量および持続時間は処置されている組織の相関的な要素であり、公知試
験プロトコルを用いて、またはインビボまたはインビトロ試験データからの補外により経
験的に決定され得ることは言うまでもない。濃度および用量値はまた、処置されている個
体の年齢により変わり得るものとする。さらに、個々の対象について、詳細な投薬レジメ
ンを時間の経過に伴い個体の必要性および処方物の投与を管理または指揮している人の専
門的判断に応じて調節するべきであること、および本明細書で示した濃度範囲は具体例に
過ぎず、その範囲を制限する意図は無いことは、言うまでもない。疾患または状態、例え
ばＥＣＭ介在疾患または状態、例えばセルライトまたはリンパ浮腫の処置のために投与さ
れる選択されたマトリックス分解酵素の量は、標準的臨床技術により決定され得る。さら
に、インビトロ検定法および動物モデルの使用は、最適投薬量範囲を確認する助けとなり
得る。経験的に決定され得る正確な投薬量は、特定の酵素、投与経路、処置される疾患の
タイプおよび疾患の重症度により異なり得る。典型的な投薬量は、約１０μｇ～１００ｍ
ｇ、特に５０μｇ～７５ｍｇ、１００μｇ～５０ｍｇ、２５０μｇ～２５ｍｇ、５００μ
ｇ～１０ｍｇ、１ｍｇ～５ｍｇまたは２ｍｇ～４ｍｇの範囲である。個々の投薬量および
その処方は、適応症および個体により異なる。必要ならば、投薬量は経験的に決定され得
る。典型的には、投薬量は、本明細書記載の適応症に関して例えば活性化因子の添加によ
る再構成後１～１００ｍｌの量、特に１～５０ｍｌ、１０～５０ｍｌ、１０～３０ｍｌ、
１～２０ｍｌまたは１～１０ｍｌの量で投与される。典型的には、上記投薬量は、１０～
５０ｍｌ最終量中、約１００μｇ～５０ｍｇ、一般には１ｍｇ～５ｍｇである。
【０３３２】
　典型的には選択された活性化因子は、マトリックス分解酵素に暴露されたときに、マト
リックス分解酵素を活性化する量での緩衝液として提供される。典型的には、緩衝液中の
活性化因子の量は、間質中に存在するその活性化因子の生理学的量を、選択された可活性
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化型マトリックス分解酵素を一時的に活性化するのに十分なレベルまで一時的に改変する
量である。例えば、酸性ｐＨが活性化条件である場合、酸性緩衝液組成物形態の活性化因
子は、マトリックス分解酵素と一緒に、またはそれとは別にＥＣＭに投与されたとき、Ｅ
ＣＭのｐＨを生理学的ｐＨ未満、すなわち中性より低いｐＨに一時的に低下させる少なく
とも１種の酸を含む。本明細書の他の箇所で記載したとおり、酸性緩衝液は、選択された
酵素のｐＨ最適範囲内に有効なｐＨ範囲を有するものである。酸性緩衝液の中和は、間質
が中性ｐＨ環境であるが故に投与時に起こり、緩衝能力の相関的要素である。また、本発
明では、選択された可活性化型マトリックス分解酵素および選択された活性化因子によっ
ては、他の緩衝液の使用も考えられる。例えば、緩衝液は、様々な温度で、または塩、還
元剤または金属イオンの量を変えながら調製され得る。また、低ＰＨ活性化条件を含む活
性化因子緩衝液は、医薬上許容される担体または賦形剤を含み得る。
【０３３３】
　マトリックス分解酵素は、１回で投与され得るか、または一定間隔をあけて若干の小用
量で分割投与され得る。選択されたマトリックス分解酵素は、処置期間の全過程にわたっ
て、例えば数時間、数日、数週間または数か月にわたって、１回または複数回の用量で投
与され得る。連続投与が有用な場合もある。正確な用量および投与過程は、意図された活
性化方法およびシステムによって異なることは言うまでもない。例えば、マトリックス分
解酵素は、活性化因子と一緒に、または別々に投与され得る。典型的には、一緒に投与す
る場合、活性化因子を、使用直前に、例えば凍結乾燥粉末の再構成によりマトリックス分
解酵素に暴露する。他の提示形態では、活性化因子は、ＡＭＤＥ製剤の一成分であり得る
か、またはＡＭＤＥの液体基剤用量形態と混合され得る。また、ＡＭＤＥは、活性化因子
との混合前に適切な希釈剤により希釈され得る。別々に投与する場合、マトリックス分解
酵素組成物を、活性化因子調製物と逐次的、同時または断続的に投与し得る。
【０３３４】
　また、処置の正確な投薬量および持続時間は、処置されている疾患の相関的な要素であ
り、公知試験プロトコルを用いて、またはインビボまたはインビトロ試験データからの補
外により経験的に決定され得ることは言うまでもない。濃度および用量値はまた、軽減さ
れるべき状態の重症度により変わり得るものとする。さらに、個々の対象について、詳細
な投薬レジメンを時間の経過に伴い個体の必要性および組成物の投与を管理または指揮し
ている人の専門的判断に応じて調節するべきであること、および本明細書で示した濃度範
囲は具体例に過ぎず、組成物およびそれらを含む組み合わせの範囲または使用を制限する
意図は無いことは、言うまでもない。組成物は、毎時間、毎日、毎週、毎月、毎年または
１回投与され得る。一般的に、毒性を制限するように投薬レジメンを選択する。担当医は
、毒性、または骨髄、肝臓または腎臓または他の組織機能不全により、いつ如何なる形で
治療を終結するか、中断するか、または低用量に調節するべきかを当然わきまえているも
のとする。逆に、担当医はまた、臨床応答が十分ではない場合（毒性副作用を排除する）
、いつ、いかなる形で処置を高レベルに調節するべきかを、わきまえているものである。
【０３３５】
　医薬上許容される組成物は、動物および人間での使用に関して一般的に認められた薬局
方に従って立案された監督機関または他の機関に関する認可を考慮して製造される。組成
物は、溶液、懸濁液、エマルジョン、ゲル、錠剤、丸薬、カプセル剤、散剤および持効性
製剤の形態をとり得る。組成物は、伝統的結合剤および担体、例えばトリグリセリドによ
り坐薬として製剤化され得る、経口製剤は、標準的担体、例えば医薬品質のマンニトール
、ラクトース、澱粉、ステアリン酸マグネシウム、サッカリンナトリウム、セルロース、
炭酸マグネシウムおよび他の薬剤を含み得る。製剤は、投与方式に適合するべきである。
【０３３６】
　医薬組成物は、酵素または活性化因子と一緒に投与される希釈剤、補助薬、補形薬また
は賦形剤などの担体を含み得る。適切な医薬用担体の例は、E. W. Martin による Reming
ton's Pharmaceutical Sciences に記載されている。上記組成物は、患者に対し適切な投
与形態を提供するための適量の担体と一緒に、一般的には精製形態である化合物の治療有
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効量を含む。上記医薬担体は、無菌液体、例えば水および油類、例えば石油、動物、植物
または合成起源の油、例えば落花生油、大豆油、鉱油およびゴマ油であり得る。医薬組成
物を静脈内投与するとき、水は典型的な担体である。また、食塩水溶液および水性デキス
トロースおよびグリセリン溶液は、特に注射可能溶液用の液体担体として使用され得る。
組成物は、有効成分と一緒に希釈剤、例えば食塩水、ラクトース、スクロース、デキスト
ロース、乳酸リンゲル液、リン酸二カルシウムまたはカルボキシメチルセルロース、滑沢
剤、例えばステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウムおよびタルク、および結
合剤、例えば澱粉、天然ゴム、例えばアラビアゴム、ゼラチン、グルコース、糖蜜、ポリ
ビニルピロリドン、セルロースおよびその誘導体、ポビドン、クロスポビドンおよび当業
者に周知の他の同様の結合剤を含み得る。適切な医薬賦形剤には、澱粉、グルコース、ラ
クトース、スクロース、マルトース、マンノース、トレハロース、マンニトール、ソルビ
トール、ゼラチン、麦芽、米、小麦粉、チョーク、シリカゲル、ステアリン酸ナトリウム
、グリセリンモノステアレート、タルク、塩化ナトリウム、脱脂粉乳、グリセリン、プロ
ピレングリコール、水およびエタノールがある。所望ならば、組成物はまた、少量の湿潤
または乳化剤またはｐＨ緩衝剤、例えばアセテート、クエン酸ナトリウム、マレエート、
グリシネート、ヒスチジン、スクシネート、ラクテート、シクロデキストリン誘導体、ソ
ルビタンモノラウレート、トリエタノールアミン酢酸ナトリウム、トリエタノールアミン
オレアート、ポリエチレングリコールおよび他の同様の薬剤を含み得る。製剤中の他の賦
形剤は、酸化または還元剤、例えばシステイン、酸化グルタチオンまたはシステイン、還
元グルタチオン、界面活性剤、例えばポリソルベート８０、ポリソルベート２０、プルロ
ニック（Ｆ６８）または保存剤を含み得る。本発明での目的のために、酸性緩衝剤は活性
化因子として提供され得、一般的には使用時までマトリックス分解酵素とは独立した組み
合わせで提供される。
【０３３７】
　還元剤は、マトリックス分解酵素の活性を高め得るため、投与用製剤で提供され得る。
例えば、還元剤は、蛍光性ペプチド基質を用いて酵素活性を検定するのに必要とされる（
例、実施例２５参照）。また、還元剤は、コラーゲン、ＨＳＡおよびｒＨｕＰＨ２０と称
されるＰＨ２０組成物などの基質についてのカテプシンＬの活性を高める（例、実施例２
６参照）。典型的還元剤には、限定されるわけではないが、システインまたはＴＣＥＰ（
トリス（２－カルボキシエチル）ホスフィン）がある。一般的に、還元剤は、自己分解を
促し、製剤の安定性を低下させ得るため、長期貯蔵用液体製剤には含有されない。本発明
では、使用前、一般的には使用直前に、還元剤を液体用量形態に添加するか、または酵素
の凍結乾燥形態を再構成するために添加するものとする。例えば、凍結乾燥酵素、例えば
カテプシンＬは、還元剤を含有する希釈剤により再構成され得る。別法として、結果的に
タンパク質が、１～２年間の安定性を保持するものでありさえすれば、酵素は、製剤中に
存在する還元剤を含む凍結乾燥酵素として製剤化され得る。かかる製剤では、還元剤が存
在しない適切な希釈剤で凍結乾燥酵素を再構成する。還元剤の量は、経験的に決定され得
、個々の還元剤の相関的な要素である。単一用量投与に関する典型的な量は、約１ｍＭ～
３０ｍＭ、例えば１ｍＭ、２ｍＭ、５ｍＭ、６ｍＭ、７ｍＭ、８ｍＭ、９ｍＭ、１０ｍＭ
、１５ｍＭ、２０ｍＭ、２５ｍＭまたは３０ｍＭである。
【０３３８】
　処方物は、ヒトおよび動物への投与用に、化合物またはその医薬上許容される誘導体の
適量を含む単位用量形態、例えば錠剤、カプセル剤、丸薬、散剤、顆粒、無菌非経口溶液
または懸濁液、および経口用溶液または懸濁液、および油水エマルジョンで提供される。
医薬的治療活性化合物およびその誘導体は、典型的には、単位用量形態または多用量形態
で処方および投与される。各単位用量は、必要とされる医薬用担体、賦形剤または希釈剤
と連係的に、所望の治療効果を生じさせるのに十分な予め定められた量の治療活性化合物
を含有する。単位用量形態の例には、アンプル、バイアルおよび注射器および個別包装し
た錠剤またはカプセル剤がある。単位用量形態は、小部分で、またはそのまとまりで投与
され得る。多用量形態は、単一容器にパッケージされた複数の同一単位用量形態であり、
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分離した単位用量形態で投与される。多用量形態の例には、バイアル、錠剤またはカプセ
ル剤のボトルまたはパイントまたはガロン単位のボトルがある。したがって、多用量形態
は、パッケージでは分離されていない多数の単位用量である。一般的に、０.００５％～
１００％の範囲で有効成分を含み、残量は非毒性担体により構成される用量形態または組
成物が調製され得る。
【０３３９】
　組成物は、筋肉内、静脈内、皮内、病変部内、腹腔内注射、皮下、表皮下、硬膜外、鼻
、経口、膣、直腸、局所、局部、耳、吸入、頬側（例、舌下）および経皮投与または経路
を含む当業者に周知の経路での投与用に製剤化され得る。投与は、処置の場所しだいで局
部的、局所的または全身的であり得る。処置を必要とする領域への局所投与は、例えば、
限定されるわけではないが、手術中の局所注入、例えば手術後の創傷包帯剤と連係的な局
所適用、注射、カテーテル手段、坐薬手段または移植体手段により達成され得る。また、
組成物は、他の生物活性剤と逐次的、断続的または同一組成物で投与され得る。投与はま
た、放出制御型製剤および例えばポンプ手段による放出制御装置を含む放出制御システム
を含み得る。
【０３４０】
　所与の症例における最適経路は、様々な因子、例えば病気の性質、病気の進行、病気の
重症度、使用される特定組成物により異なる。本発明での目的のためには、マトリックス
分解酵素と活性化因子が、皮膚または組織の間質に到達するようにそれらを投与するのが
望ましい。すなわち、例えば表皮下投与方法による皮膚下での直接投与が考えられる。こ
れらの例としては、皮下、皮内および筋肉内投与経路がある。すなわち、一例では、局所
投与は、例えば注射器または例えば針などの注入装置を含む他の製造物品からの注入によ
り達成され得る。他の投与方式も考えられる。医薬組成物は、各投与経路に適した剤型で
製剤化され得る。
【０３４１】
　一例では、医薬調製物は、液体形態、例えば溶液、シロップまたは懸濁液であり得る。
液体形態を呈する場合、可活性化型マトリックス分解酵素の医薬調製物は、活性化因子の
添加時に治療有効濃度に希釈される濃縮調製物として提供され得る。活性化因子は、投与
前に調製物に添加され得るか、または活性化因子は、マトリックス分解酵素調製物と同時
、断続的または逐次的に添加され得る。上記液体調製物は、医薬上許容される添加物、例
えば懸濁剤（例、ソルビトールシロップ、セルロース誘導体または硬化食用油）、乳化剤
（例、レシチンまたはアラビアゴム）、非水性賦形剤（例、扁桃油、油性エステル類また
は分画植物油）、および保存剤（例、メチルまたはプロピル－ｐ－ヒドロキシベンゾエー
トまたはソルビン酸）を用いた慣用的手段により製造され得る。
【０３４２】
　別の例では、医薬調製物は、使用前に水または適切な賦形剤で再構成される凍結乾燥形
態で提供され得る。例えば、マトリックス分解酵素の医薬調製物は、適切な活性化因子を
含む溶液により再構成され得る。調製物の再構成により、適切な活性化因子中にマトリッ
クス分解酵素の治療有効量を含む混合物が得られ、所望の投与経路を用いて一緒に投与さ
れ得る。
【０３４３】
　例えばタンパク質加水分解（的分解）および抗原性および免疫原性応答による免疫学的
干渉などの分解過程への選択されたマトリックス分解酵素の暴露を減らす投与方法が使用
され得る。上記方法の例には、処置部位での局所投与がある。治療薬のペグ化は、タンパ
ク質加水分解への抵抗性を高め、血漿半減期を増加させ、抗原性および免疫原性を減らす
ことが報告されている。ペグ化方法の例は当業界では公知である（例えば、Lu および Fe
lix, Int. J. Peptide Protein Res., 43: 127-138, 1994; Lu および Felix, Peptide R
es., 6: 142-6, 1993; Felix et al., Int. J. Peptide Res., 46 : 253-64, 1995; Benh
ar et al., J. Biol. Chem., 269: 13398-404, 1994; Brumeanu et al., J Immunol., 15
4: 3088-95, 1995 参照、また、Caliceti et al. (2003) Adv. Drug Deliv. Rev. 55(10)
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:1261-77 および Molineux (2003) Pharmacotherapy 23 (8 Pt 2):3S-8Sも参照）。また
ペグ化は、核酸分子のインビボ送達にも使用され得る。例えば、アデノウイルスのペグ化
により安定性および遺伝子導入は高められ得る（例、Cheng et al. (2003) Pharm. Res. 
20(9): 1444-51参照）。
【０３４４】
　　１．注射可能物質、溶液およびエマルジョン
　本発明では、一般的には皮下、筋肉内または皮内注射を特徴とする非経口投与も考えら
れる。注射可能物質は、慣用的形態で、液状溶液または懸濁液、注射前に液体に溶解また
は懸濁させるのに適切な固体形態として、またはエマルジョンとして製造され得る。適切
な賦形剤は、例えば、水、食塩水、デキストロース、グリセリンまたはエタノールである
。さらに、所望ならば、投与される医薬組成物はまた、ｐＨ緩衝剤、還元または酸化剤、
金属イオン塩類または他の同様の緩衝液などの溶媒形態に活性化因子を含み得る。医薬組
成物はまた、他の少量の非毒性補助物質、例えば湿潤または乳化剤、ｐＨ緩衝剤、安定剤
、溶解促進剤および他の同様の薬剤、例えば酢酸ナトリウム、ソルビタンモノラウレート
、トリエタノールアミンオレエートおよびシクロデキストリンを含み得る。また、本発明
では、一定レベルの投薬量が維持されるように徐放性または持続放出系の移植も考えられ
る（例、米国特許第３７１０７９５号参照）。上記非経口組成物中に含まれる活性化合物
のパーセンテージは、その特異的な性質並びに化合物の活性および対象の必要性に大きく
左右される。
【０３４５】
　組成物の非経口投与には、一般に皮内、皮下および筋肉内投与などの表皮下投与経路が
含まれる。所望ならば、静脈内投与もまた含まれる。注射可能物質は、局所および全身投
与用に設計されている。本発明での目的の場合、局所投与は、冒された間質への直接投与
に望ましい。非経口投与用調製物には、注射用に調整された滅菌溶液、皮下注射用錠剤を
含む、使用直前に溶媒と合わせるように調整された滅菌乾燥可溶性生成物、例えば凍結乾
燥粉末、注射用に調整された滅菌懸濁液、使用直前に賦形剤と合わせるように調整された
滅菌乾燥不溶性生成物および無菌エマルジョンがある。溶液は、水性または非水性であり
得る。静脈内投与の場合、適切な担体には、生理食塩水またはリン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ
）、および増粘剤および可溶化剤を含む溶液、例えばグルコース、ポリエチレングリコー
ルおよびポリプロピレングリコールおよびその混合物がある。
【０３４６】
　非経口調製物で使用される医薬上許容される担体には、水性賦形剤、非水性賦形剤、抗
菌剤、等張剤、緩衝液、酸化防止剤、局所麻酔薬、懸濁および分散剤、乳化剤、金属イオ
ン封鎖剤またはキレート剤、アミノ酸、ペプチドおよび他の医薬上許容される物質がある
。水性賦形剤の例には、塩化ナトリウム注射剤、リンゲル注射剤、等張性デキストロース
注射剤、滅菌水注射剤、デキストロースおよび乳酸リンゲル注射剤がある。非水性非経口
用賦形剤には、植物起源の固定油、綿実油、コーン油、ゴマ油および落花生油がある。静
菌または静真菌濃度の抗菌剤が、多用量型容器にパッケージされた非経口調製物に添加さ
れ得、フェノールまたはクレゾール類、水銀製剤、ベンジルアルコール、クロロブタノー
ル、パラベン類、例えばメチル－およびプロピル－ｐ－ヒドロキシ安息香酸エステル類、
チメロサール、ベンザルコニウムクロリドおよびベンゼトニウムクロリドが含まれる。等
張剤には、塩化ナトリウムおよびデキストロースがある。緩衝液には、リン酸およびクエ
ン酸がある。酸化防止剤には、重硫酸ナトリウムがある。局所麻酔薬は、プロカイン塩酸
塩を含む。懸濁および分散剤には、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロースおよびポリビニルピロリドンがある。乳化剤には、ポリソルベ
ート８０（TWEEN 80）、ポリソルベート２０（TWEEN 20）、プルロニック（Ｆ６８）があ
る。金属イオン封鎖剤またはキレート剤には、ＥＤＴＡがある。また、医薬用担体には、
水混和性賦形剤用のエチルアルコール、ポリエチレングリコールおよびプロピレングリコ
ールおよびｐＨ調節用の水酸化ナトリウム、塩酸、クエン酸または乳酸がある。
【０３４７】



(93) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　医薬活性化合物の濃度は、注射が所望の薬理学的効果を生じさせる有効量を提供するよ
うに調節される。正確な用量は、当業界で周知のとおり患者または動物の年齢、体重およ
び状態により異なる。単位用量非経口調製物は、アンプル、バイアルまたは注射器に針と
共にパッケージされる。医薬活性化合物を含む液状溶液または再構成粉末調製物の量は、
処置される疾患およびパッケージに選択された個々の製造物品形態の相関的な要素である
。例えば、セルライトの処置の場合、非経口注射については、注射量は約１０～５０ミリ
リットルであると考えられる。一般的に、この量は、活性化因子およびマトリックス分解
酵素を一緒に投与する場合、その２物質の量を表す。すなわち、一例において、本発明は
、１０～５０ミリリットルの活性化因子を含む第２の区画と離して凍結乾燥酵素調製物を
含む２相容器または２相チャンバー注射器を提供する。活性化因子と共に酵素を再構成し
た後、混合物が投与され得る。当業界では周知であり、実践されているとおり、非経口投
与用調製物は全て、無菌でなくてはならない。注射可能製剤は、適切な条件下、例えば約
－８０℃、－４０℃、－２０℃、２～８℃、１５℃、室温または制御された室温で貯蔵さ
れ得る。
【０３４８】
　凍結乾燥粉末
　本発明では、溶液、エマルジョンおよび他の混合物としての投与用に再構成され得る凍
結乾燥粉末は、興味の対象である。それらはまた、固体またゲルとして再構成および処方
され得る。
【０３４９】
　滅菌凍結乾燥粉末は、不活性酵素の化合物を緩衝溶液に溶解することにより製造される
。緩衝溶液は、粉末または粉末から製造された再構成溶液の安定性または他の薬理学的要
素を改善する賦形剤を含み得る。それに続いて溶液を滅菌ろ過し、次いで当業者に周知の
標準条件下で凍結乾燥することにより、所望の処方物が提供される。簡単に述べると、凍
結乾燥粉末は、適切な緩衝液、例えばクエン酸、リン酸ナトリウムまたはカリウムまたは
当業者に周知の他の同様の緩衝液に、賦形剤、例えばデキストロース、ソルビタール、フ
ルクトース、コーンシロップ、キシリトール、グリセリン、グルコース、スクロース、マ
ンノース、ソルビトール、トレハロース、マンニトール、ソルビトール、ヒドロキシエチ
ル澱粉または他の適切な薬剤を溶かすことにより製造される。添加され得る他の賦形剤に
は、アミノ酸、例えばグリシン、アラニン、プロリン、アミン類、例えばベタイン、トリ
メチルアミンＮ－オキシド、およびアンモニウム、ナトリウムまたはマグネシウムの塩類
がある。次いで、選択された酵素を生じた混合物に添加し、それが溶解するまで撹拌する
。生成した混合物を滅菌ろ過するかまたは処理することにより、微粒子を除去して無菌性
を確実にし、凍結乾燥用バイアル中に配分する。各バイアルは、化合物の単回用量（１ｍ
ｇ～１ｇ、一般的に１～１００ｍｇ、例えば１～５ｍｇ）または多回用量を含む。凍結乾
燥粉末は、適切な条件下、例えば約４℃～室温で貯蔵され得る。
【０３５０】
　この凍結乾燥粉末を緩衝溶液で再構成することにより、非経口投与で使用される処方物
が得られる。再構成用に選択される溶液は、いかなる緩衝液でもよいが、典型的には、活
性化因子を含む緩衝液である。活性化因子は、再構成される酵素の相関的な要素として選
択される。例えば、カテプシンＬの凍結乾燥調製物を約ｐＨ５.５の酸性緩衝液で再構成
する。再構成する場合、約１μｇ～２０ｍｇ、好ましくは１０μｇ～１ｍｇ、さらに好ま
しくは約１００μｇを緩衝液または他の適切な担体１ｍＬに対して加える。正確な量は、
処置される適応症および選択された化合物により異なる。上記の量は、経験的に決定され
得る。
【０３５１】
　　２．局所投与
　局所および全身投与に関して記載したとおり、局所用混合物を製造する。生成した混合
物は、溶液、懸濁液、エマルジョンなどであり得、クリーム、ゲル、軟膏、エマルジョン
、液剤、エリキシル、ローション、懸濁液、チンキ、ペースト、泡沫、エーロゾル、洗腸
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剤、スプレー、坐薬、包帯、皮膚パッチまたは局所投与に適した他の剤型として製剤化さ
れる。
【０３５２】
　化合物またはその医薬上許容される誘導体は、例えば吸入による局所適用エーロゾルと
して製剤化され得る（例、米国特許第４０４４１２６、４４１４２０９および４３６４９
２３号参照、炎症性疾患、特に喘息の処置に有用なステロイドを送達するためのエーロゾ
ルについて記載）。気道投与用のこれらの製剤は、単独またはラクトースなどの不活性担
体と組み合わせた形で、エーロゾルまたはネブライザー用液剤形態、または吸入用微粉末
形態であり得る。上記の場合、処方物の粒子は、典型的には直径５０ミクロン未満、好ま
しくは１０ミクロン未満である。
【０３５３】
　化合物は、局部または局所適用、例えばゲル、クリームおよびローション形態で、例え
ば眼における皮膚および粘膜への局所適用および眼への適用または槽内または脊髄内適用
に向けて製剤化され得る。局所投与は、経皮送達用および眼または粘膜への投与、または
吸入治療について想到される。活性化合物単独または他の医薬上許容される賦形剤との組
み合わせでの点鼻液も投与され得る。
【０３５４】
　本発明は、経皮投与に適した処方物を提供する。それらは適切な形で、例えば長期間に
わたって受容者の表皮と直に接触した状態で残存するように適合化された個別パッチで提
供され得る。上記パッチは、例えば、活性化合物に関して０.１～０.２Ｍ濃度の所望によ
る緩衝水溶液中に活性化合物を含む。また、経皮投与に適した処方物は、イオントホレシ
ス（例、Pharmaceutical Research 3(6), 318 (1986)参照）により送達され、典型的には
活性化合物の所望による緩衝水溶液の形態をとり得る。
【０３５５】
　　３．他の投与経路用組成物
　本発明では、処置される状態によって、局所適用、経皮パッチ、経口および直腸投与な
ど他の投与経路も考えられる。例えば、直腸投与用医薬用量形態は、全身的効果をもたら
す直腸用坐薬、カプセル剤および錠剤である。直腸用坐薬は、体温で溶けるか軟化して、
１種または複数の薬理学的または治療有効成分を放出する直腸挿入用固体を含む。直腸用
坐薬に用いられる医薬上許容される物質は、基剤または賦形剤および融点を上昇させる薬
剤である。基剤の例としては、カカオバター（カカオ油）、グリセリン－ゼラチン、カー
ボワックス（ポリオキシエチレングリコール）および脂肪酸のモノ－、ジ－およびトリグ
リセリドの適切な混合物がある。様々な基剤の組み合わせが使用され得る。坐薬の融点を
上昇させる薬剤には、鯨ろうおよびワックスがある。直腸用坐薬は、圧縮方法または鋳型
法により製造され得る。直腸用坐薬の典型的重量は、約２～３ｇである。直腸投与用錠剤
およびカプセル剤は、経口投与用製剤の場合と同じ医薬上許容される物質を用いて、同じ
方法により製造される。
【０３５６】
　直腸投与に適切な製剤は、単位用量坐薬として提供され得る。これらは、活性化合物を
１または複数の慣用的固体担体、例えばカカオバターと混合し、次いで生じた混合物を成
形することにより製造され得る。
【０３５７】
　経口投与の場合、医薬組成物は、例えば、医薬上許容される賦形剤、例えば結合剤（例
、アルファー化トウモロコシ澱粉、ポリビニルピロリドンまたはヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース）、増量剤（例、ラクトース、微晶性セルロースまたはリン酸水素カルシウ
ム）、滑沢剤（例、ステアリン酸マグネシウム、タルクまたはシリカ）、崩壊剤（例、ジ
ャガイモ澱粉または澱粉グリコール酸ナトリウム）または湿潤剤（例、ラウリル硫酸ナト
リウム）を用いて慣用的手段により製造される錠剤またはカプセル剤の形態をとり得る。
錠剤は、当業界で周知の方法によりコーティングされ得る。
【０３５８】



(95) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　頬側（舌下）投与に適切な製剤には、例えば、味付けした基剤、通常スクロースおよび
アラビアゴムまたはトラガカントゴム中に活性化合物を含むロゼンジ、およびゼラチンお
よびグリセリンまたはスクロースおよびアラビアゴムなどの不活性基剤中に化合物を含む
トローチ剤がある。
【０３５９】
　また医薬組成物は、放出制御型製剤および／または送達装置により投与され得る（例、
米国特許第３５３６８０９、３５９８１２３、３６３０２００、３８４５７７０、３８４
７７７０、３９１６８９９、４００８７１９、４６８７６１０、４７６９０２７、５０５
９５９５、５０７３５４３、５１２０５４８、５３５４５６６、５５９１７６７、５６３
９４７６、５６７４５３３および５７３３５６６号参照）。
【０３６０】
　様々な送達系が知られており、選択されたマトリックス分解酵素の投与に使用され得、
例えば、限定されるわけではないが、リポソーム封入、微粒子、マイクロカプセル、化合
物を発現し得る組換え細胞、受容体伝達エンドサイトーシス、および選択されたマトリッ
クス分解酵素をコードする核酸分子の送達系、例えばレトロウイルス送達系が含まれる。
【０３６１】
　したがって、ある種の実施態様において、リポソームおよび／またはナノ粒子もマトリ
ックス分解酵素の投与で使用され得る。リポソームは、水性媒質に分散され、自然に多重
ラメラ同心円２層小胞（多重ラメラ小胞（ＭＬＶ）とも呼ばれる）を形成するリン脂質か
ら形成される。ＭＬＶは、一般的に２５ｎｍ～４μｍの直径を有する。典型的には、ナノ
粒子を安定させるコレステロールを含むリポソームも製造される。ＭＬＶの超音波処理に
より、コアに水溶液を含む直径が２００～５００オングストロームの範囲である小さい単
ラメラ小胞（ＳＵＶ）が形成される。
【０３６２】
　リン脂質は、脂質対水のモル比によって、水に分散したとき、リポソーム以外にも様々
な構造を形成し得る。低比率では、リポソームが形成する。リポソームの物理特性は、ｐ
Ｈ、イオン強度および２価カチオンの存在により変化する。リポソームは、イオン性およ
び極性物質には低い透過性を示すが、高温では、それらの透過性を著しく改変する相転移
が起こり得る。相転移は、ゲル状態として知られている密度の高い規則正しい構造から、
流動状態として知られている隙間の多い不規則な構造への変化を伴う。これは、特有の相
転移温度で起こり、イオン、糖類および薬物に対する透過性の増加をもたらす。
【０３６３】
　リポソームは、次の種々の機構を介して細胞と相互作用する：マクロファージおよび好
中球などの細網内皮系の食細胞によるエンドサイトーシス；非特異的弱疎水性または静電
引力、または細胞表面成分との特異的相互作用による細胞表面への吸着；細胞質へのリポ
ソーム内容物の同時放出を伴う原形質膜へのリポソームの脂質二重層の挿入による原形質
膜との融合；およびリポソーム内容物の会合を伴わない、細胞膜または細胞レベル下の膜
へのリポソーム脂質の転移、またはその逆の転移。リポソーム製剤を変えると、複数の機
構が同時に機能し得るが、どの機構が機能的であるかも改変され得る。ナノカプセル剤は
、一般的に安定した再生可能な方法で化合物を封入し得る。細胞内ポリマー過負荷による
副作用を回避するためには、インビボ分解され得るポリマーを用いて上記の超微粒子（０
.１μｍ前後のサイズ）を設計するべきである。これらの必要条件を満たす生物分解性ポ
リアルキル－シアノアクリレートナノ粒子は本発明で使用されるものであり、上記粒子は
容易に製造され得る。
【０３６４】
　　４．併用療法
　さらに、本明細書記載の可活性化型マトリックス分解酵素および活性化因子の組み合わ
せは、いずれも他の治療的または薬理学的作用因子または手順と一緒に、その前に、それ
とは断続的に、またはそれに続いて共に処方または共投与され得る。上記作用因子には、
限定されるわけではないが、他の生物製剤、小分子化合物、分散剤、麻酔薬、血管収縮薬
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および手術、およびそれらの組み合わせがある。例えば、上記で例として挙げたものを全
て含め、他の薬剤および処置が利用可能であるいかなる疾患または状態についても、上記
疾患および状態に関して選択された可活性化型マトリックス分解酵素と活性化因子の組み
合わせは、それらと組み合わせて使用され得る。別の例では、局所麻酔薬、例えばリドカ
インを投与することにより痛みを軽減させ得る。麻酔効果の持続時間を長くするために、
麻酔薬が血管収縮薬と併用される場合もあり得る。本発明が提供する薬剤はいずれも、例
えば、皮下投与後に薬剤の組織への接近を促す分散剤と併用され得る。上記物質は、当業
界では公知であり、例えば可溶性グリコサミノグリカナーゼ酵素、例えばヒアルロナン分
解酵素、例えばヒアルロニダーゼ糖タンパク質ファミリーの構成員が含まれる（例、米国
特許第２００５０２６０１８６および２００６０１０４９６８号参照）。
【０３６５】
　本発明による可活性化型マトリックス分解酵素の組成物は、局所麻酔薬と共に処方また
は投与され得る。例えば、ｐＨが活性化条件として提示されている場合、酸性ｐＨへの暴
露に伴う痛みを最小限にするために局所麻酔薬の投与が望まれる。麻酔薬には、短時間作
用性および長時間作用性局所麻酔薬製剤がある。短時間作用性局所麻酔薬製剤は、リドカ
インまたは関連局所麻酔薬を食塩水または他の適切な注射用賦形剤に溶かしたものを含む
。典型的には、短時間作用性局所麻酔薬による局所麻酔は、約２０～３０分間続く。麻酔
薬の例としては、例えば、非吸入局所麻酔薬、例えばアンブカイン、アモキセイカイン、
アミロカイン、アプトカイン、アルチカイン、ベノキシネート、ベンジルアルコール、ベ
ンゾカイン、ベトキシカイン、ビフェナミン、ブクリカイン、ブメカイン、ブピバカイン
、ブタカイン、ブタムベン、ブタニリカイン、カルビゾカイン、クロロプロカイン、クリ
ブカイン、クロダカイン、コカイン、デキシバカイン、ジアモカイン、ジブカイン、ジク
ロニン、エルカイン、エチドカイン、エウプロシン、フェキシカイン、フォモカイン、ヘ
プタカイン、ヘキシルカイン、ヒドロキシプロカイン、ヒドロキシテトラカイン、イソブ
タムベン、ケトカイン、ロイシノカイン、リドカイン、メピバカイン、メプリルカイン、
オクトカイン、オルトカイン、オキセタカイン、オキシブプロカイン、フェナカイン、ピ
ノルカイン、ピペロカイン、ピリドカイン、ポリドカノール、プラモカイン、プリロカイ
ン、プロカイン、プロパノカイン、プロピポカイン、プロポキシカイン、プロキシメタカ
イン、ピロカイン、カタカイン、キニソカイン、リソカイン、ロドカイン、ロピバカイン
、サリチルアルコール、スイカイン、テトラカイン、トラペンカインおよびトリメカイン
、並びに様々な他の非吸入麻酔薬、例えばアルファキサロン、アモラノン、エトキサドロ
ール、フェンタニル、ケタミン、レボキサドロール、メチツラール、メトヘキシタール、
ミダゾラム、ミナキソロン、プロパニジド、プロポキセート、プラモキシン、プロポフォ
ール、レミフェンタニル、スフェンタニル、チレタミンおよびゾラミンがある。製剤にお
ける有効量は、個々の対象、処置される疾患、投与経路および他の要件により変化する。
上記投薬量は、経験的に決定され得る。
【０３６６】
　局所麻酔薬の半減期は短いため、多くの場合、上記麻酔薬と血管収縮薬と共に投与また
は処方するのが望ましい。血管収縮薬の例には、カテコールアミンおよびカテコールアミ
ン誘導体を含むアルファアドレナリン作用性受容体アゴニストがある。特に、例えば、限
定されるわけではないが、レボノルデフリン、エピネフリンおよびノルエピネフリンがあ
る。例えば、局所麻酔製剤、例えばリドカインは、低濃度のエピネフリンまたは別の受容
体アゴニスト、例えばレボノルデフリンを含むように処方され得る。局所麻酔薬とアドレ
ナリン作用性受容体アゴニストの組み合わせは、薬剤では一般的である（例、米国特許第
７２６１８８９および５９７６５５６号参照）。血管収縮薬は、麻酔薬の半減期を延ばす
のに必要である。血管収縮薬、例えばエピネフリンは、注入された組織の血管でアルファ
－アドレナリン作用性受容体を刺激する。これは、組織において血管を収縮させる効果を
有する。血管収縮により、局所麻酔薬は組織にさらに長く留まるため、麻酔効果の持続時
間が非常に長くなる。
【０３６７】
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　概して、本発明では、血管収縮薬を麻酔薬と組み合わせて使用する。血管収縮薬が、麻
酔剤の投与部位の付近の血管を収縮させるべく作用することにより、麻酔の持続時間を延
長させ得る限り、麻酔薬および血管収縮薬は、単一医薬組成物の一部として、または別々
の医薬組成物の一部として一緒に投与され得る。一例では、麻酔剤と血管収縮薬を、溶液
に溶かして一緒に投与する。さらに、麻酔薬および血管収縮薬は、可活性化型マトリック
ス分解酵素および活性化因子と一緒に、または別々に処方され得る。単一製剤が好ましい
。麻酔剤および血管収縮薬は、注入、浸潤により投与されるか、または例えばゲルまたは
ペーストの一部として局所投与され得る。典型的には、麻酔剤および血管収縮薬は、麻酔
すべき部位へ直接注射により、例えば皮下注射により投与される。製剤中の有効量は、個
々の患者、処置すべき疾患、投与経路および他の要件により変わる。上記投薬量は経験的
に決定され得る。例えば、リドカインの典型的な量は、約１０ｍｇ～１０００ｍｇ、１０
０ｍｇ～５００ｍｇ、２００ｍｇ～４００ｍｇ、２０ｍｇ～６０ｍｇまたは３０ｍｇ～５
０ｍｇである。リドカインの投薬量は、個体および投与経路により変化する。エピネフリ
ンは、例えば１０μｇ～５ｍｇ、５０μｇ～１ｍｇ、５０μｇ～５００μｇ、５０μｇ～
２５０μｇ、１００μｇ～５００μｇ、２００μｇ～４００μｇ、１ｍｇ～５ｍｇまたは
２ｍｇ～４ｍｇの量で投与され得る。典型的には、エピネフリンは、１：１０００００～
１：２０００００希釈率でリドカインと併用され得、これは、１００ｍｌの麻酔薬が０.
５～１ｍｇのエピネフリンを含むことを意味する。投与量は、処置される疾患および投与
経路により調節され得る。本発明では、１～１００ｍｌ、１～５０ｍｌ、１０～５０ｍｌ
、１０～３０ｍｌ、１～２０ｍｌまたは１～１０ｍｌ、典型的には１０～５０ｍｌの麻酔
薬／血管収縮薬製剤が、例えばセルライトなど、ＥＣＭ介在疾患または状態の処置に皮下
投与され得るものとする。投与は、可活性化型マトリックス分解酵素および活性化因子の
投与と逐次的、同時または断続的に行われ得る。
【０３６８】
　本発明による可活性化型マトリックス分解酵素の組成物はまた、分散剤と共に処方また
は投与され得る。分散剤もまた、他の薬剤、例えば麻酔薬、血管収縮薬または他の生物製
剤と共に処方または投与され得る。分散剤の例としては、グリコサミノグリカンの分解を
通して間質空間においてチャンネルを開口させる、グリコサミノグリカナーゼ、例えばヒ
アルロナン分解酵素、例えばヒアルロニダーゼがある。これらのチャンネルは、用量およ
び処方によって２４～４８時間の間は比較的開いた状態のままであり得る。上記チャンネ
ルは、外来分子、例えば流体、小分子、タンパク質（例えばマトリックス分解酵素）、核
酸および遺伝子治療用ベクターおよびサイズが約５００ｎｍ未満の他の分子の拡散を促す
のに使用され得る。さらに、上記チャンネルの形成により、間質空間内でのバルク流体の
流動が促され得、その結果、「対流輸送」または単に対流と称されることもあるプロセス
において流体により効果的に運ばれる溶質（例えば、検出可能な分子または他の診断剤、
麻酔薬または他の組織修飾剤、薬理学的または医薬有効成分、または化粧品または他の美
容品）の分散または運動が促進され得ると考えられる。上記の対流輸送は、分子拡散の速
度および蓄積効果を実質的に超え得るため、治療薬または他の投与された分子を迅速かつ
効果的に組織中において灌流させ得る。さらに、薬剤、例えばマトリックス分解酵素、麻
酔薬または他の薬剤を、グリコサミノグリカナーゼと共に処方または投与し、両方とも比
較的限られた局所部位、例えば非静脈内非経口投与部位（例、皮内、皮下、筋肉内、また
は他の組織、器官中またはその周囲または体内の他の比較的限られた空間）へ注射すると
き、投与薬剤と会合した流体は、局所推進力（すなわち、静水圧）を与え、かつ流動に対
するインピーダンス（間質マトリックス内におけるチャンネル開口により）を低下させる
ことができ、それらは両方とも流体の流動性を増加させ、流体内に含まれる治療剤または
他の分子の対流輸送を促進し得る。その結果、グリコサミノグリカナーゼの使用は、生物
学的利用能を改善し、また例えばマトリックス分解酵素など共に処方または共投与される
薬剤の他の薬物動態的および／または薬力学的特性を操作するのにかなり有用であり得る
。
【０３６９】
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　　　ａ．ヒアルロナン分解酵素
　グリコサミノグリカナーゼの典型例は、ヒアルロナン分解酵素である。ヒアルロナン分
解酵素は、ヒアルロナンを分解する酵素を包含する。典型的ヒアルロナン分解酵素には、
限定されるわけではないが、ヒアルロニダーゼおよびヒアルロナン開裂能力を有する特定
のコンドロイチナーゼおよびリアーゼがある。本発明による組成物、組み合わせおよび方
法におけるヒアルロナン分解酵素の典型例は、可溶性ヒアルロナン分解酵素である。例え
ば、グリコサミノグリカナーゼの典型例はヒアルロニダーゼである。ヒアルロナン分解酵
素、例えばヒアルロニダーゼは、ヒアルロン酸を分解する酵素の一群である。間質バリア
の主要構成成分、ヒアルロン酸の加水分解を触媒することにより、ヒアルロニダーゼは、
ヒアルロン酸の粘稠度を低下させ、それによって組織透過性を高める。
【０３７０】
　ヒアルロン酸またはヒアルロネートとも呼ばれるヒアルロナンは、結合、上皮および神
経組織全体に広く分布している非硫酸化グリコサミノグリカンである。ヒアルロナンは、
細胞外マトリックスの必須成分および間質バリアの主要構成成分である。ヒアルロナンの
加水分解を触媒することにより、ヒアルロナン分解酵素は、ヒアルロナンの粘稠度を低下
させ、それによって、組織透過性を高め、非経口投与された流体の吸収速度を高める。ヒ
アルロナン分解酵素それ自体、例えばヒアルロニダーゼは、例えば、分散および送達を促
進するため他の薬剤、薬物およびタンパク質と連係的に拡散または分散剤として使用され
ている。
【０３７１】
　ヒアルロナン分解酵素は、交互のβ-１→４およびβ-１→３グリコシド結合を介して結
合された、反復ジサッカリド単位、Ｄ－グルクロン酸（ＧｌｃＡ）およびＮ－アセチル－
Ｄ－グルコサミン（ＧｌｃＮＡｃ）で構成される、ヒアルロナンポリマーを開裂すること
により、ヒアルロナンを分解する作用を呈する。ヒアルロナン鎖は、約２５０００ジサッ
カリド反復またはそれより長い鎖長に達し得、ヒアルロナンのポリマーは、サイズがイン
ビボで約５０００～２０００００００Ｄａの範囲であり得る。したがって、本発明による
使用および方法で用いられるヒアルロナン分解酵素は、ヒアルロナンジサッカリド鎖また
はポリマーの開裂を触媒する能力を有する酵素を包含する。例によっては、ヒアルロナン
分解酵素が、ヒアルロナン鎖またはポリマーにおけるβ-１→４グリコシド結合を開裂す
る場合がある。他方、ヒアルロナン分解酵素が、ヒアルロナン鎖またはポリマーにおける
β-１→３グリコシド結合を開裂する場合もある。
【０３７２】
　　　　ｉ．ヒアルロニダーゼ
　ヒアルロニダーゼは、大きく３クラスに分類される：主要最終生成物としてテトラサッ
カリドおよびヘキササッカリドをもつエンド－ベータ－Ｎ－アセチルヘキソサミニダーゼ
である哺乳類型ヒアルロニダーゼ（ＥＣ３.２.１.３５）、主としてジサッカリド最終生
成物を生じるベータ排除反応により機能するエンド－ベータ－Ｎ－アセチルヘキソサミニ
ダーゼである、ヒアルロナンおよび、程度は様々であるが、コンドロイチン硫酸（ＣＳ）
およびデルマタン硫酸（ＤＳ）を分解する細菌性ヒアルロニダーゼ（ＥＣ４.２.９９.１
）、β－１－３結合の加水分解を通してテトラサッカリドおよびヘキササッカリド最終生
成物を生じるエンド－ベータ－グルクロニダーゼである、ヒル、他の寄生生物および甲殻
類からのヒアルロニダーゼ（ＥＣ３.２.１.３６）。
【０３７３】
　　　　　１）哺乳類型ヒアルロニダーゼ
　哺乳類型ヒアルロニダーゼは、加水分解およびトランスグリコシダーゼの両活性を有し
、ヒアルロナンおよびコンドロイチン硫酸（ＣＳ）、一般的にはＣ４－ＳおよびＣ６－Ｓ
を分解し得る。このタイプのヒアルロニダーゼには、限定されるわけではないが、ウシ（
ウシ亜科）（配列番号２３７、２６６および２７２およびＢＨ５５（米国特許第５７４７
０２７および５８２７７２１号））、ヒツジ（オビス・アリエス）（配列番号２５２、２
６７、２７１および２７２）、スズメバチ（配列番号２３８および２３９）、ミツバチ（
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配列番号２４０）、クロスズメバチ（配列番号２４１）、アシナガバチ（配列番号２４２
）、マウス（配列番号２４３～２４５、２５７）、ブタ（配列番号２４６、２４７）、ラ
ット（配列番号２４８～２５０、２５６）、ウサギ（配列番号２５１）、オランウータン
（配列番号２５３）、カニクイザル（配列番号２５４）、モルモット（配列番号２５５）
からのヒアルロニダーゼ、およびヒトヒアルロニダーゼがある。本発明による組成物、組
み合わせおよび方法におけるヒアルロニダーゼの典型例は、可溶性ヒアルロニダーゼであ
る。
【０３７４】
　ヒトゲノムには６種のヒアルロニダーゼ様遺伝子、ＨＹＡＬ１（配列番号２６２）、Ｈ
ＹＡＬ２（配列番号２６３）、ＨＹＡＬ３（配列番号２６４）、ＨＹＡＬ４（配列番号２
６５）およびＰＨ２０／ＳＰＡＭ１（配列番号２３２）がある。ヒアルロニダーゼの中で
、ＰＨ２０は、始原型中性活性酵素であり、その他は、ヒアルロナンまたは既知基質に対
して触媒活性を呈さないか、または特定ｐＨ条件下でのみ活性を示す。ヒアルロニダーゼ
様酵素はまた、例えばヒトＨＹＡＬ２およびヒトＰＨ２０など、一般的にグリコシルホス
ファチジルイノシトールアンカーを介して原形質膜にロックされているもの（Danilkovit
ch-Miagkova, et al. (2003) Proc Natl Acad Sci USA. 100(8):4580-5）、および例えば
ヒトＨＹＡＬ１など、一般的に可溶性であるもの（Frost et al, (1997) Biochem Biophy
s Res Commun. 236(1):10-5）を特徴とし得る。一部のヒアルロニダーゼのＮ－結合グリ
コシル化は、その触媒活性および安定性にとって非常に重要であり得る。糖タンパク質を
修飾するグリカンのタイプの改変は、タンパク質の抗原性、構造的折りたたみ、溶解度お
よび安定性に対して劇的な影響を及ぼし得るため、多くの酵素は、最適な酵素活性にとっ
てグリコシル化を必要とするとは考えられない。したがって、ヒアルロニダーゼは、この
点、Ｎ－結合グリコシル化の除去により、ヒアルロニダーゼ活性がほぼ完全に不活化され
得るということで独特である。上記ヒアルロニダーゼの場合、Ｎ－結合グリカンの存在は
、活性酵素の生成にとって重大である。
【０３７５】
　したがって、哺乳類ヒアルロニダーゼは、主として精巣抽出物で見出される中性活性の
もの、および主として肝臓などの臓器で見出される酸性活性であるものにさらに分類され
得る。典型的な中性活性ヒアルロニダーゼには、ＰＨ２０、例えば、限定されるわけでは
ないが、例えばヒツジ（配列番号２６７）、ウシ（配列番号２６６）およびヒト（配列番
号２３２）など異なる種に由来するＰＨ２０がある。
【０３７６】
　ヒトＰＨ２０（精液表面タンパク質ＰＨ２０としても知られている）は、当然精子－卵
子付着に関与しており、ヒアルロン酸を消化することにより卵丘細胞の層の精子による貫
通を助ける。ＰＨ２０ｍＲＮＡ転写物（配列番号２２４に示した配列のヌクレオチド１０
５８～２５０３に対応）は、通常翻訳されることにより、Ｎ－末端に３５アミノ酸シグナ
ル配列（アミノ酸残基１～３５位）およびＣ－末端に１９アミノ酸ＧＰＩアンカー（アミ
ノ酸残基４９１～５０９に対応）を含む５０９アミノ酸前駆体タンパク質を生成する。前
駆体配列を配列番号２３２に示す。また、配列番号２２４に示したアミノ酸配列のヌクレ
オチド２１８８位におけるＣからＴへの突然変異を含むｍＲＮＡ転写物が存在するが、こ
れは配列番号２３２に示した翻訳産物を生じるサイレント突然変異である。したがって、
成熟ＰＨ２０は、配列番号２３３に示した４７４アミノ酸ポリペプチドである。配列番号
２３２に例示したヒトＰＨ２０のＮ８２、Ｎ１６６、Ｎ２３５、Ｎ２５４、Ｎ３６８、Ｎ
３９３、Ｎ４９０にはヒアルロニダーゼ活性に必要とされる潜在的Ｎ－結合グリコシル化
部位がある。ジスルフィド結合は、システイン残基Ｃ６０およびＣ３５１間およびＣ２２
４およびＣ２３８間で形成され（配列番号２３２に示したアミノ酸に対応する）、コアヒ
アルロニダーゼドメインを形成する。しかしながら、配列番号２３２のアミノ酸３６～４
６４が最小限の活性ヒトＰＨ２０ヒアルロニダーゼドメインを含むように、中性酵素触媒
活性については追加のシステインがカルボキシ末端に必要とされる。
【０３７７】
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　ウシＰＨ２０は、５５３アミノ酸前駆体ポリペプチド（配列番号２６６）である。ウシ
ＰＨ２０とヒトＰＨ２０のアラインメントは、弱い相同性しか示さず、ウシポリペプチド
にはＧＰＩアンカーが存在しないため、多数のギャップがアミノ酸４７０から各カルボキ
シ末端までに存在する（例、Frost GI (2007) Expert Opin. Drug. Deliv. 4: 427-440参
照）。ヒト以外の他のＰＨ２０種においても、明確なＧＰＩアンカーは予測されていない
。例えば、ヒツジおよびウシから製造されたＰＨ２０ポリペプチドは、可溶性形態として
存在する。ウシＰＨ２０は原形質膜に非常に緩やかに結合した形で存在するが、それは、
ホスホリパーゼ感受性アンカーを介して繋ぎとめられているわけではない（Lalancette e
t al. (2001) Biol Reprod. 65(2):628-36）。ウシヒアルロニダーゼのこのユニークな特
徴により、可溶性ウシ精巣ヒアルロニダーゼ酵素が臨床用抽出物（Wydase（登録商標）、
Hyalase（登録商標））として使用されてきた。
【０３７８】
　　　　　２）細菌性ヒアルロニダーゼ
　細菌性ヒアルロニダーゼ（ＥＣ４.２.２.１またはＥＣ４.２.９９.１）は、ヒアルロナ
ン、および程度は様々であるが、コンドロイチン硫酸およびデルマタン硫酸を分解する。
細菌から単離されたヒアルロナンリアーゼは、ヒアルロニダーゼ（他の供給源から、例、
ヒアルロノグルコサミニダーゼ、ＥＣ３.２.１.３５）とは作用方式が異なる。それらは
、ヒアルロナンにおけるＮ－アセチル－ベータ－Ｄ－グルコサミンおよびＤ－グルクロン
酸残基間のβ１→４-グリコシド結合の加水分解ではなく、排除反応を触媒するエンド－
β－Ｎ－アセチルヘキソサミニダーゼであり、３－（４－デオキシ－β－Ｄ－ｇｌｕｃ－
４－エヌロノシル）－Ｎ－アセチル－Ｄ－グルコサミンテトラ－およびヘキササッカリド
、およびジサッカリド最終生成物をもたらす。反応の結果、その非還元末端に不飽和ヘキ
スロン酸残基を伴うオリゴ糖が形成される。
【０３７９】
　本発明による組成物、組み合わせおよび方法で使用される細菌由来の典型的ヒアルロニ
ダーゼには、限定されるわけではないが、アルトロバクター（Arthrobacter）、ブデロビ
ブリオ（Bdellovibrio）、クロストリジウム（Clostridium）、ミクロコッカス（Microco
ccus）、ストレプトコッカス（Streptococcus）、ペプトコッカス（Peptococcus）、プロ
ピオニバクテリウム（Propionibacterium）、バクテロイデス（Bacteroides）およびスト
レプトマイシス（Streptomyces）の株を含む、微生物におけるヒアルロナン分解酵素があ
る。上記酵素の特定例としては、限定されるわけではないが、アルトロバクター類（Arth
robacter sp.）（ＦＢ２４株）（配列番号２７５）、ブデロビブリオ・バクテリオボルス
（Bdellovibrio bacteriovorus）（配列番号２７６）、プロピオニバクテリウム・アクネ
ス（Propionibacterium acnes）（配列番号２７７）、ストレプトコッカス・アガラクチ
エ（Streptococcus agalactiae）（配列番号２７８）、１８ＲＳ２１（配列番号２７９）
、血清型Ｉａ（配列番号２８０）、血清型III（配列番号２８１）、スタフィロコッカス
・アウレウス（Staphylococcus aureus）（ＣＯＬ株、配列番号２８２）、ＭＲＳＡ２５
２株（配列番号２８３および２８４）、ＭＳＳＡ４７６株（配列番号２８５）、ＮＣＴＣ
８３２５株（配列番号２８６）、ウシＲＦ１２２株（配列番号２８７および２８８）、Ｕ
ＳＡ３００株（配列番号２８９）、ストレプトコッカス・ニューモニエ（Streptococcus 
pneumoniae）（配列番号２９０）、ＡＴＣＣ ＢＡＡ－２５５／Ｒ６株（配列番号２９１
）、血清型２、Ｄ３９／ＮＣＴＣ７４６６株（配列番号２９２）、ストレプトコッカス・
ピオゲネス（Streptococcus pyogenes）（血清型Ｍ１）（配列番号２９３）、血清型Ｍ２
、ＭＧＡＳ１０２７０株（配列番号２９４）、血清型Ｍ４、ＭＧＡＳ１０７５０株（配列
番号２９５）、血清型Ｍ６（配列番号２９６）、血清型Ｍ１２、ＭＧＡＳ２０９６株（配
列番号２９７および２９８）、血清型Ｍ１２、ＭＧＡＳ９４２９株（配列番号２９９）、
血清型Ｍ２８（配列番号３００）、ストレプトコッカス・スイス（Streptococcus suis）
（配列番号３０１～３０３）、ビブリオ・フィシェリ（Vibrio fischeri）（ＡＴＣＣ７
００６０１／ＥＳ１１４株（配列番号３０４））、およびヒアルロン酸に特異的であり、
コンドロイチンまたはコンドロイチン硫酸を開裂しないストレプトマイシス・ヒアルロノ
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リティクス（Streptomyces hyaluronolyticus）ヒアルロニダーゼ酵素がある（Ohya, T. 
および Kaneko, Y. (1970) Biochim. Biophys. Acta 198:607）。
【０３８０】
　　　　　３）ヒル、他の寄生生物および甲殻類からのヒアルロニダーゼ
　ヒル、他の寄生生物および甲殻類からのヒアルロニダーゼ（ＥＣ３.２.１.３６）は、
テトラ－およびヘキササッカリド最終生成物を生成するエンド－β－グルクロニダーゼで
ある。これらの酵素は、ヒアルロネートにおけるβ－Ｄ－グルクロネートおよびＮ－アセ
チル－Ｄ－グルコサミン残基間のβ１→３結合の加水分解を触媒する。ヒル由来の典型的
ヒアルロニダーゼには、限定されるわけではないが、ヒルド科（Hirudinidae）（例、ヒ
ルド・メジシナリス（Hirudo medicinalis））、イシビル科（Erpobdellidae）（例、ネ
フェロプシス・オブスクラ（Nephelopsis obscura）およびエルポブデラ・プンクタタ（E
rpobdella punctata））、グロシフォニ科（Glossiphoniidae）（例、デッセロブデラ・
ピクタ（Desserobdella picta）、ヘロブデラ・スタグナリス（Helobdella stagnalis）
、グロッシホニア・コンプラナタ（Glossiphonia complanata）、プラコブデラ・オルナ
タ（Placobdella ornata）およびテロミゾン類（Theromyzon sp.））およびヘモピ科（Ha
emopidae）（ヘモピス・マルモラタ（Haemopis marmorata））由来のヒアルロニダーゼが
ある（Hovingh et al. (1999) Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 124(3):319-
26）。ヒルヒアルロニダーゼと同じ作用機構を有する細菌由来の典型的ヒアルロニダーゼ
は、シアノバクテリア、シネココッカス類（Synechococcus sp.）（ＲＣＣ３０７株、配
列番号３０５）由来のものである。
【０３８１】
　　　　ii．他のヒアルロナン分解酵素
　ヒアルロニダーゼファミリーに加えて、他のヒアルロナン分解酵素も、本発明による組
成物、組み合わせおよび方法において可活性化型マトリックス分解酵素と連係的に使用さ
れ得る。例えば、特定のコンドロイチナーゼおよびリアーゼを含む、ヒアルロナン開裂能
力を有する酵素が使用され得る。ヒアルロナンを分解し得る典型的コンドロイチナーゼに
は、限定されるわけではないが、コンドロイチンＡＢＣリアーゼ（コンドロイチナーゼＡ
ＢＣとしても知られている）、コンドロイチンＡＣリアーゼ（コンドロイチン硫酸リアー
ゼまたはコンドロイチン硫酸エリミナーゼとしても知られている）およびコンドロイチン
Ｃリアーゼがある。本発明による組成物、組み合わせおよび方法で使用される上記酵素の
製造および精製方法は、当業界では周知である（例、米国特許第６０５４５６９号、Yama
gata, et al. (1968) J. Biol. Chem. 243(7):1523-1535; Yang et al. (1985) J. Biol.
 Chem. 160(30):1849-1857参照）。
【０３８２】
　コンドロイチンＡＢＣリアーゼは、２酵素、コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリア
ーゼ（ＥＣ４.２.２.２０）およびコンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエキソリアーゼ（ＥＣ
４.２.２.２１）（Hamai et al. (1997) J Biol Chem. 272(14):9123-30）を含み、それ
らは、コンドロイチン－硫酸－およびデルマタン－硫酸タイプの様々なグリコサミノグリ
カンを分解する。コンドロイチン硫酸、コンドロイチン－硫酸プロテオグリカンおよびデ
ルマタン硫酸は、コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリアーゼにとっては好ましい基質
であるが、この酵素はまた低率でヒアルロナンに対して作用し得る。コンドロイチン－硫
酸－ＡＢＣエンドリアーゼは、コンドロイチン－硫酸－およびデルマタン－硫酸タイプの
様々なグリコサミノグリカンを分解し、最終的にΔ４－不飽和テトラ－およびジサッカリ
ドに分解される異なるサイズのΔ４－不飽和オリゴ糖の混合物を生成する。コンドロイチ
ン－硫酸－ＡＢＣエキソリアーゼは、同じ基質特異性を有するが、ポリマー性コンドロイ
チン硫酸およびコンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリアーゼにより生成されるそれらの
オリゴ糖フラグメントの両方の非還元末端からジサッカリド残基を除去する（Hamai, A. 
et al. (1997) J. Biol. Chem. 272:9123-9130）。典型的なコンドロイチン－硫酸－ＡＢ
Ｃエンドリアーゼおよびコンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエキソリアーゼには、限定される
わけではないが、プロテウス・ブルガリス（Proteus vulgaris）およびフラボバクテリウ
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ム・ヘパリヌム（Flavobacterium heparinum）由来のものがある（プロテウス・ブルガリ
ス（Proteus vulgaris）コンドロイチン－硫酸－ＡＢＣエンドリアーゼは配列番号３０６
に示されている）（Sato et al. (1994) Appl. Microbiol. Biotechnol. 41(1):39-46）
。
【０３８３】
　コンドロイチンＡＣリアーゼ（ＥＣ４.２.２.５）は、コンドロイチン硫酸ＡおよびＣ
、コンドロイチンおよびヒアルロン酸に対して活性を示すが、デルマタン硫酸（コンドロ
イチン硫酸Ｂ）に対しては活性を示さない。細菌由来の典型的なコンドロイチナーゼＡＣ
酵素には、限定されるわけではないが、それぞれ配列番号３０７および３０８に示された
フラボバクテリウム・ヘパリヌム（Flavobacterium heparinum）およびビクチバリス・バ
デンシス（Victivallis vadensis）、およびアルトロバクター・アウレセンス（Arthroba
cter aurescens）由来のものがある（Tkalec et al. (2000) Applied and Environmental
 Microbiology 66(1):29-35; Ernst et al. (1995) Critical Reviews in Biochemistry 
and Molecular Biology 30(5):387-444）。
【０３８４】
　コンドロイチナーゼＣは、コンドロイチン硫酸Ｃを開裂して、テトラサッカリドと不飽
和６－硫酸化ジサッカリド（デルタＤｉ－６Ｓ）を生じる。それはまた、ヒアルロン酸を
開裂して、不飽和非硫酸化ジサッカリド（デルタＤｉ－ＯＳ）を生じる。細菌由来の典型
的なコンドロイチナーゼＣ酵素には、限定されるわけではないが、ストレプトコッカス（
Streptococcus）およびフラボバクテリウム（Flavobacterium）由来のものがある（Hibi 
et al. (1989) FEMS-Microbiol-Lett. 48(2):121-4; Michelacci et al. (1976) J. Biol
. Chem. 251:1154-8; Tsuda et al. (1999) Eur. J. Biochem. 262:127-133）。
【０３８５】
　　　　iii．可溶性ヒアルロナン分解酵素
　可溶性ヒアルロニダーゼを含む可溶性ヒアルロナン分解酵素は、マトリックス分解酵素
、活性化因子、麻酔薬、血管収縮薬、他の薬剤または治療剤、またはそれらの組み合わせ
との共投与または処方により組織中へ拡散させることを目的とする、本発明による方法、
組み合わせまたは組成物で使用され得る。可溶性ヒアルロナン分解酵素は、可溶性形態で
存在するヒアルロナン分解酵素を全て包含するもので、限定されるわけではないが、ヒア
ルロニダーゼ、例えばウシＰＨ２０およびヒツジＰＨ２０、その対立遺伝子変異型および
他の変異型が含まれる。また、可溶性になるように修飾が加えられたヒアルロナン分解酵
素も、可溶性ヒアルロナン分解酵素に含まれる。例えば、ＧＰＩアンカーを含むヒアルロ
ナン分解酵素は、ＧＰＩアンカーの全部または一部分の先端切除および除去により可溶性
にされ得る。一例では、通常ＧＰＩアンカーを介して膜に繋ぎとめられているヒトヒアル
ロニダーゼＰＨ２０は、Ｃ－末端におけるＧＰＩアンカーの全部または一部分の先端切除
および除去により可溶性にされ得る。
【０３８６】
　また、可溶性ヒアルロナン分解酵素は、中性活性および酸性活性ヒアルロニダーゼも含
む。限定されるわけではないが、投与後の酵素の目的活性レベルおよび／または投与部位
などの因子によって、中性活性および酸性活性ヒアルロニダーゼは選択され得る。特定の
例では、本組成物、組み合わせおよび方法で使用されるヒアルロナン分解酵素は、可溶性
中性活性ヒアルロニダーゼである。
【０３８７】
　可溶性ヒアルロニダーゼの典型例は、ヒアルロニダーゼが可溶性であり、ヒアルロニダ
ーゼ活性を保持しておりさえすれば、任意の種由来のＰＨ２０、例えば配列番号２３２、
２３３、２６６、２５１、２６７、２５５、２５７、２７１～２７４に示したもの、また
はＣ－末端ＧＰＩアンカーの全部または一部分を欠くその先端切除形態であり得る。また
、配列番号２３２、２３３、２６６、２５１、２６７、２５５、２５７、２７１～２７４
のいずれか、またはその先端切除形態の対立遺伝子変異型または他の変異型も可溶性ヒア
ルロニダーゼに含まれる。対立遺伝子変異型および他の変異型は、当業者には周知であり
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、配列番号２３２、２３３、２６６、２５１、２６７、２５５、２５７、２７１～２７４
のいずれか、またはその先端切除形態と６０％、７０％、８０％、９０％、９１％、９２
％、９３％、９４％、９５％またはそれより高い配列相同性を有するポリペプチドが含ま
れる。
【０３８８】
　典型的には、本発明による組成物、組み合わせおよび方法での使用については、可溶性
ヒトＰＨ２０が使用される。他の動物由来のＰＨ２０も利用され得るが、上記調製物は動
物タンパク質であるため、それらは潜在的に免疫原性である。例えば、著しい比率の患者
が、消化された食物にとって二次的な前感作を示し、これらは動物タンパク質であるため
、患者らは全て後続の感作の危険性を有する。すなわち、非ヒト調製物は、長期間の使用
には不適切であり得る。非ヒト調製物が所望される場合、上記ポリペプチドは、免疫原性
を低下させるように製造され得るものとする。上記修飾は、当業者の技能レベルの範囲内
であり、例えば、分子上の１または複数の抗原性エピトープの除去および／または置換が
含まれ得る。
【０３８９】
　本発明方法で使用される、ヒアルロニダーゼ（例、ＰＨ２０）を含むヒアルロナン分解
酵素は、遺伝子組換えにより製造され得るか、または天然供給源から、例えば精巣抽出物
から精製または部分精製され得る。組換えヒアルロナン分解酵素を含む組換えタンパク質
の製造方法については、本明細書の他の箇所に記載しており、当業界では周知である。
【０３９０】
　　　　　１）可溶性ヒトＰＨ２０
　例えば、組換えヒトＰＨ２０の可溶性形態は、既に製造されており、マトリックス分解
酵素、活性化因子、麻酔薬、血管収縮薬、他の薬剤または治療剤、またはそれらの組み合
わせとの共投与または処方により組織中へ拡散させることを目的とする本明細書記載の方
法で使用され得る。ＰＨ２０の上記可溶性形態の製造は、関連出願第１１／０６５７１６
および１１／２３８１７１号、および下記実施例１２～１５に記載されている。可溶性形
態には、限定されるわけではないが、Ｃ－末端切頭化により、配列番号２３２に示したア
ミノ酸配列のアミノ酸１～アミノ酸３４７、３７２、３９４、４１３、４３０、４４７、
４６７、４７７、４７８、４７９、４８０、４８１、４８２および４８３を含むポリペプ
チドを生成させるものが含まれる。哺乳類細胞での発現時、３５アミノ酸Ｎ－末端シグナ
ル配列は、プロセッシング中に開裂され、タンパク質の成熟形態が分泌される。すなわち
、成熟可溶性ポリペプチドは、配列番号２３２のアミノ酸３６～３４７、３７２、３９４
、４１３、４３０、４４７、４６７、４７７、４７８、４７９、４８０、４８１、４８２
および４８３を含む。アミノ酸４７７～４８３位で終わる欠失突然変異体（配列番号２３
２に示した前駆体ポリペプチドに対応する）は、完全長ＧＰＩ-アンカー形態よりも高い
分泌ヒアルロニダーゼ活性を呈する。したがって、可溶性形態には、限定されるわけでは
ないが、Ｃ－末端切頭化により、それぞれ配列番号２２６～２３１のいずれかに示したア
ミノ酸配列のアミノ酸１～アミノ酸４４２、４４３、４４４、４４５、４４６および４４
７を含むポリペプチド、またはその対立遺伝子または種変異型または他の変異型を生成さ
せるものが含まれる。一般的に、グリコシル化は、ヒアルロニダーゼの触媒活性および安
定性にとって重要であるため、ＰＨ２０の可溶性形態は、正確なＮ－グリコシル化を促進
して、ポリペプチドの活性保持を確実なものにするタンパク質発現系を用いて製造される
。上記細胞には、例えばチャイニーズ・ハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞（例、ＤＧ４４ 
ＣＨＯ細胞）がある。
【０３９１】
　　　　　２）ｒＨｕＰＨ２０
　ヒトＰＨ２０の組換え可溶性形態は、既に生成されており、本明細書記載の方法を用い
て製造および精製され得る。組換えヒトＰＨ２０の上記可溶性形態の生成は、関連出願第
１１／０６５７１６および１１／２３８１７１号、および下記実施例１２～１５に記載さ
れている。かかるポリペプチドの典型例は、配列番号２２５に示したアミノ酸１～４８２
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をコードする核酸分子から生成されたものである。このＰＨ２０の生成、製造および精製
については、下記実施例１２～１５に記載している。製造および精製時にペプチダーゼが
培養培地に存在するため、得られた精製ｒＨｕＰＨ２０は不均質であり得る。培養培地か
ら製造されたとき、Ｃ－末端が不均質な状態であるため、ｒＨｕＰＨ２０と呼ばれる生成
物は、配列番号２２６～２３１のいずれか１つまたはそれ以上を様々な存在量で含み得る
種類の混合物を含むことになる。一般的に、グリコシル化は、ヒアルロニダーゼの触媒活
性および安定性にとって重要であるため、ＰＨ２０の可溶性形態、例えばｒＨｕＰＨ２０
は、正確なＮ－グリコシル化を促進して、ポリペプチドの活性保持を確実なものにするタ
ンパク質発現系を用いて製造される。上記細胞には、例えばチャイニーズ・ハムスター卵
巣（ＣＨＯ）細胞（例、ＤＧ４４ ＣＨＯ細胞）がある。
【０３９２】
　ヒアルロナン分解酵素、例えばヒアルロニダーゼ、特にｒＨｕＰＨ２０などの可溶性Ｐ
Ｈ２０は、本明細書の他の箇所に記載した適切な経路により投与され得る。典型的には、
投与は、非経口投与、例えば皮内、筋肉内、皮下または血管内投与によるものである。本
発明による化合物は、注射による、例えばボーラス注射または連続注入による非経口投与
用に製剤化され得る。注射用製剤は、保存剤が添加された単位用量形態、例えばアンプル
または多用量容器で提供され得る。組成物は、油性または水性賦形剤中の懸濁液、溶液ま
たはエマルジョンであり得、調剤に必要な薬剤、例えば懸濁、安定および／または分散剤
を含み得る。別法として、有効成分は、使用前に、適切な賦形剤、例えば発熱物質不含有
滅菌水または他の溶媒により再構成される粉末形態であり得る。例えば、本発明は、安定
した溶液または懸濁液中に有効量の可溶性ＰＨ２０、例えば１０単位～５０００００単位
、１００単位～１０００００単位、５００単位～５００００単位、１０００単位～１００
００単位、５０００単位～７５００単位、５０００単位～５００００単位または１０００
単位～１００００単位、一般的には１００００～５００００単位を含有する非経口製剤ま
たはそこから凍結乾燥したものを提供する。処方物は、単位用量形態、例えば、限定され
るわけではないが、アンプル、注射器および個別包装した錠剤またはカプセル剤で提供さ
れ得る。分散剤は、１～１００ｍｌ、１～５０ｍｌ、１０～５０ｍｌ、１０～３０ｍｌ、
１～２０ｍｌまたは１～１０ｍｌ、典型的には１０～５０ｍｌの総量中で単独または他の
薬理学的有効薬剤と共に投与され得る。
【０３９３】
　併用療法の一例では、麻酔薬、血管収縮薬および分散剤を、それらと逐次的、同時また
は断続的に投与されるべき可活性化型マトリックス分解酵素および／または活性化因子と
共投与または処方することが考えられる。典型的な製剤は、リドカイン、エピネフリンお
よび可溶性ＰＨ２０、例えば、配列番号２２６に示した可溶性ＰＨ２０を含むものである
。可溶性ＰＨ２０は、リドカイン（キシロカイン）および所望によるエピネフリンと直接
混合され得る。処方物は、単位用量形態、例えば注射器で製造され得る。例えば、リドカ
イン／エピネフリン／可溶性ＰＨ２０製剤は、使用される注射器に予め包装された状態で
、例えば１～１００ｍｌ、１～５０ｍｌ、１０～５０ｍｌ、１０～３０ｍｌ、１～２０ｍ
ｌまたは１～１０ｍｌ、典型的には１０～５０ｍｌの量で提供され得る。
【０３９４】
　併用療法では、他の薬剤、例えばリドカイン／エピネフリン／可溶性ＰＨ２０製剤は、
可活性化型マトリックス分解酵素（および活性化因子）の投与と同時または時間的に接近
して併用投与され得る。典型的には、好ましくは、麻酔薬および／または分散剤は、薬剤
投与の直前（例、５～６０分前）または、最も好都合には一緒に投与される。当業者にと
って、併用投与をどの程度接近して実施するのが望ましいかは、かなりの部分、個々の組
織設定における薬剤の有効半減期および処置されている個々の疾患に左右され、適切なモ
デルにおいて、例えば適切な動物モデルにおいて、様々な時点での薬剤投与の効果を試験
することにより容易に最適化され得ることは明らかなことである。
【０３９５】
　　　　iv．薬物動態特性を改善するためのヒアルロナン分解酵素の修飾
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　ヒアルロナン分解酵素に修飾を加えることにより、それらの薬物動態特性を改善し得、
例えば、それらのインビボ半減期および／または活性を増加させることができる。本発明
による組成物、組み合わせおよび／または方法で使用されるヒアルロナン分解酵素の修飾
では、例えば、リンカーを介して直接的または間接的に、例えば共有結合的または他の安
定した結合により、ポリマー、例えばデキストラン、ポリエチレングリコール（ペグ化（
ＰＥＧ））またはシアリル部分、または他の上記ポリマー、例えば天然または糖ポリマー
を結合させ得る。
【０３９６】
　治療薬のペグ化は、タンパク質加水分解に対する抵抗性を増し、血漿半減期を延ばし、
抗原性および免疫原性を減少させることが知られている。したがって、ヒアルロナン分解
酵素へのポリマー分子、例えばポリエチレングリコール部分（ＰＥＧ）の共有結合または
他の安定した結合（共役）は、生成する酵素－ポリマー組成物に有益な特性を付与し得る
。上記特性としては、改善された生物適合性、血液、細胞および／または対象内の他の組
織におけるタンパク質（および酵素活性）半減期の伸長、プロテアーゼおよび加水分解か
らのタンパク質の効果的な保護、改善された生体分布、高い薬物動態および／または薬力
学的特性、水に対する高い溶解度が挙げられる。
【０３９７】
　ヒアルロナン分解酵素に結合され得る典型的ポリマーには、天然および合成ホモポリマ
ー、例えばポリオール類（すなわち、ポリ－ＯＨ）、ポリアミン類（すなわち、ポリ－Ｎ
Ｈ２）およびポリカルボキシル酸類（すなわち、ポリ－ＣＯＯＨ）、およびさらなるヘテ
ロポリマー、すなわち１個または複数個の異なるカップリング基、例えばヒドロキシル基
およびアミン基を含むポリマーがある。適切なポリマー分子の例には、ポリアルキレンオ
キシド（ＰＡＯ）、例えばポリアルキレングリコール（ＰＡＧ）、例えばポリプロピレン
グリコール（ＰＥＧ）、メトキシポリエチレングリコール（ｍＰＥＧ）およびポリプロピ
レングリコール、ＰＥＧ－グリシジルエーテル（Ｅｐｏｘ－ＰＥＧ）、ＰＥＧ－オキシカ
ルボニルイミダゾール（ＣＤＩ－ＰＥＧ）分枝状ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポ
リビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリカルボキシレート、ポリビニルピロリドン、ポリ－
Ｄ,Ｌ－アミノ酸、ポリエチレン－コ－マレイン酸無水物、ポリスチレン－コ－マレイン
酸無水物、カルボキシメチル－デキストランを含むデキストラン、ヘパリン、相同性アル
ブミン、セルロース、例えばメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、エチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシエチルセルロースおよびヒドロキシ
プロピルセルロース、キトサンの加水分解物、澱粉、例えばヒドロキシエチル－澱粉およ
びヒドロキシプロピル－澱粉、グリコーゲン、アガロースおよびその誘導体、グアールガ
ム、プルラン、イヌリン、キサン、カラゲーニン、ペクチン、アルギン酸加水分解物およ
び生体高分子から選択されるポリマー分子がある。
【０３９８】
　典型的には、ポリマーは、ポリアルキレンオキシド（ＰＡＯ）、例えばポリエチレンオ
キシド、例えばＰＥＧ、典型的にはｍＰＥＧであり、デキストラン、プルランなどの多糖
類と比べると、架橋し得る反応基を僅かしかもたない。典型的には、ポリマーは、比較的
単純な化学作用を用いてヒアルロナン分解酵素に（例、タンパク質表面上の結合基に）共
有結合され得る非毒性ポリマー分子、例えば（ｍ）ポリエチレングリコール（ｍＰＥＧ）
である。
【０３９９】
　ヒアルロナン分解酵素への結合に適切なポリマー分子には、限定されるわけではないが
、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）およびＰＥＧ誘導体、例えばメトキシ－ポリエチレ
ングリコール（ｍＰＥＧ）、ＰＥＧ－グリシジルエーテル（Ｅｐｏｘ－ＰＥＧ）、ＰＥＧ
－オキシカルボニルイミダゾール（ＣＤＩ－ＰＥＧ）、分枝状ＰＥＧおよびポリエチレン
オキシド（ＰＥＯ）がある（例、Roberts et al., Advanced Drug Delivery Review 2002
, 54: 459-476; Harris および Zalipsky, S (編) "Poly(ethy1ene glycol), Chemistry 
and Biological Applications" ACS Symposium Series 680, 1997; Mehvar et al., J. P
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harm. Pharmaceut. Sci., 3(1):125-136, 2000; Harris, Nature Reviews 2:215 および
次参照 (2003); および Tsubery, J Biol. Chem 279(37):38118-24, 2004参照）。ポリマ
ー分子は、典型的には約３ｋＤａ～約６０ｋＤａの範囲の分子量を有し得る。一部の実施
態様では、ｒＨｕＰＨ２０などのタンパク質に結合され得るポリマー分子は、５、１０、
１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０または６０ｋＤａを超え
る分子量を有する。
【０４００】
　ＰＥＧまたはＰＥＧ誘導体の共有結合（コンジュゲーション）によるポリペプチドの様
々な修飾方法（すなわち、「ＰＥＧ化」）は、当業界では周知である（例、米国特許第５
６７２６６２号および同第６７３７５０５号および米国特許公開第２００６／０１０４９
６８および２００４／０２３５７３４号参照）。ＰＥＧ化技術には、限定されるわけでは
ないが、特定化リンカーおよびカップリング化学作用（例、Harris, Adv. Drug Deliv. R
ev. 54:459-476, 2002 参照）、単一コンジュゲーション部位への多ＰＥＧ部分の結合（
例えば、分枝状ＰＥＧ部分の使用による；例、Veronese et al., Bioorg. Med. Chem. Le
tt. 12:177-180, 2002 参照）、部位特異的ＰＥＧ化および／またはモノＰＥＧ化（例、C
hapman et al., Nature Biotech. 17:780-783, 1999 参照）および位置指定酵素的ＰＥＧ
化（例、Sato, Adv. Drug Deliv. Rev., 54:487-504, 2002 参照）がある（また、例えば
、Lu および Felix (1994) Int. J. Peptide Protein Res. 43:127-138; Lu および Feli
x (1993) Peptide Res. 6:142-6, 1993; Felix et al. (1995) Int. J. Peptide Res. 46
:253-64; Benhar et al. (1994) J. Biol. Chem. 269:13398-404; Brumeanu et al. (199
5) J Immunol. 154:3088-95 参照; また、Caliceti et al. (2003) Adv. Drug Deliv. Re
v. 55(10):1261-77 および Molineux (2003) Pharmacotherapy 23 (8 Pt 2):3S-8S も参
照）。当業界で報告された方法および技術は、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１
０または１０より多いＰＥＧまたはＰＥＧ誘導体が単一タンパク質分子に結合したタンパ
ク質を生成し得る（例、米国特許公開第２００６／０１０４９６８号参照）。
【０４０１】
　多数のＰＥＧ化用試薬が当業界では報告されている。上記試薬には、限定されるわけで
はないが、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジル（ＮＨＳ）活性化ＰＥＧ、スクシンイミジル
ｍＰＥＧ、ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド、ｍＰＥＧスクシンイミジルアル
ファ－メチルブタノエート、ｍＰＥＧスクシンイミジルプロピオネート、ｍＰＥＧスクシ
ンイミジルブタノエート、ｍＰＥＧカルボキシメチル・３－ヒドロキシブタン酸スクシン
イミジルエステル、ホモ２官能性ＰＥＧ－スクシンイミジルプロピオネート、ホモ二官能
性ＰＥＧプロピオンアルデヒド、ホモ二官能性ＰＥＧブチルアルデヒド、ＰＥＧマレイミ
ド、ＰＥＧヒドラジド、ｐ－ニトロフェニル－カーボネートＰＥＧ、ｍＰＥＧ－ベンゾト
リアゾールカーボネート、プロピオンアルデヒドＰＥＧ、ｍＰＥＧブチルアルデヒド、分
枝状ｍＰＥＧ２ブチルアルデヒド、ｍＰＥＧアセチル、ｍＰＥＧピペリドン、ｍＰＥＧメ
チルケトン、ｍＰＥＧ「リンカーレス」マレイミド、ｍＰＥＧビニルスルホン、ｍＰＥＧ
チオール、ｍＰＥＧオルトピリジルチオエステル、ｍＰＥＧオルトピリジルジスルフィド
、Ｆｍｏｃ－ＰＥＧ－ＮＨＳ、Ｂｏｃ－ＰＥＧ－ＮＨＳ、ビニルスルホンＰＥＧ－ＮＨＳ
、アクリレートＰＥＧ－ＮＨＳ、フルオレセインＰＥＧ－ＮＨＳ、およびビオチンＰＥＧ
－ＮＨＳがある（例、Monfardini et al., Bioconjugate Chem. 6:62-69, 1995; Verones
e et al., J. Bioactive Compatible Polymers 12:197-207, 1997; 米国特許第5,672,662
号; 米国特許第5,932,462号; 米国特許第6,495,659号; 米国特許第6,737,505号; 米国特
許第4,002,531号; 米国特許第4,179,337号; 米国特許第5,122,614号; 米国特許第5,183,5
50号; 米国特許第5,324, 844号; 米国特許第5,446,090号; 米国特許第5,612,460号; 米国
特許第5,643,575号; 米国特許第5,766,581号; 米国特許第 5,795,569号; 米国特許第5,80
8,096号; 米国特許第5,900,461号; 米国特許第5,919,455号; 米国特許第5,985,263号; 米
国特許第5,990,237号; 米国特許第6,113,906号; 米国特許第6,214,966号; 米国特許第6,2
58,351号; 米国特許第6,340,742号; 米国特許第6,413,507号; 米国特許第6,420,339号; 
米国特許第6,437,025号; 米国特許第6,448,369号; 米国特許第6,461,802号; 米国特許第6
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,828,401号; 米国特許第6,858,736号; 米国特許公開第2001/0021763号; 米国特許公開第2
001/0044526号; 米国特許公開第2001/0046481号; 米国特許公開第2002/0052430号; 米国
特許公開第2002/0072573号; 米国特許公開第2002/0156047号; 米国特許公開第2003/01146
47号; 米国特許公開第2003/0143596号; 米国特許公開第2003/0158333号; 米国特許公開第
2003/0220447号; 米国特許公開第2004/0013637号; 米国特許公開第2004/0235734号; 米国
特許公開第2005/000360号; 米国特許公開第2005/0114037号; 米国特許公開第2005/017132
8号; 米国特許公開第2005/0209416号; 欧州特許第01064951号; 欧州特許第0822199号; 国
際公開第00176640号; 国際公開第0002017号; 国際公開第0249673号; 国際公開第9428024
号; および国際公開第0187925号参照）。
【０４０２】
　一例において、本発明方法、組成物および組み合わせで使用されるヒアルロナン分解酵
素は、ＰＥＧ化された可溶性ヒアルロニダーゼである。一特定例では、可溶性ヒアルロニ
ダーゼはＰＥＧ化ＰＨ２０ヒアルロニダーゼである。別の特定例では、可溶性ヒアルロニ
ダーゼはＰＥＧ化ｒＨｕＰＨ２０である。
【０４０３】
　Ｇ．可活性化型マトリックス分解酵素の包装および製造物品
　選択されたマトリックス分解酵素または選択されたマトリックス分解酵素をコードする
核酸、またはその誘導体または変異型の医薬化合物は、包装材、疾患または障害の処置に
有効な医薬組成物、および選択されたマトリックス分解酵素または核酸分子が疾患または
障害の処置に使用されることを示すラベルを含む製造物品として包装され得る。選択され
たマトリックス分解酵素またはその誘導体または変異型および活性化因子の組み合わせも
製造物品中に包装され得る。
【０４０４】
　本発明が提供する製造物品は、包装材を含む。医薬品の包装に使用される包装材は当業
界では周知である。例えば、米国特許第５３２３９０７、５０５２５５８および５０３３
２５２号参照、それぞれについて、出典明示により援用する。医薬包装材の例としては、
限定されるわけではないが、ブリスターパック、ボトル、チューブ、吸入器、ポンプ、バ
ッグ、バイアル、容器、注射器、ボトル、および選択された製剤および意図された投与お
よび処置方式に適切な包装材が挙げられる。製造物品は、局所注射目的の場合に投与（例
、表皮下投与）し易くするため針または他の注入装置を含み得る。本発明化合物および組
成物の広範な一連の製剤は、ＥＣＭ介在疾患または障害に対する様々な治療薬であるもの
として考えられる。
【０４０５】
　包装の選択は、マトリックス分解酵素および活性化因子、および上記組成物が一緒に包
装されるか別々に包装されるかにより変わってくる。一般に、可活性化型マトリックス分
解酵素の活性化が活性化因子の添加前に起こらないように、包装材はそこに含まれる組成
物とは非反応性である。一例では、可活性化型マトリックス分解酵素は、活性化因子との
混合物として包装され得る。すなわち、例えば、活性化に低ｐＨを必要とするリソソーム
酵素（例、カテプシンＬ）は、緩衝酸性溶液との混合物としてパッケージされ得る。
【０４０６】
　別の例では、成分は、混合することにより、マトリックス分解酵素を活性化させる別々
の組成物として包装され得る。例えば、マトリックス分解酵素を含む組成物を、活性化因
子を含む組成物、例えば緩衝酸性溶液と別々に提供し、一緒に使用し得る。したがって、
上記の例では、可活性化型マトリックス分解酵素を、活性化因子とは別の容器中にパッケ
ージし、使用時に活性化因子に暴露することにより活性化を達成する。活性化因子への暴
露は、投与に先行するいずれかの時点で酵素に活性化因子を暴露することにより行われ得
る。例えば、容器は、マトリックス分解酵素を含み、例えば区画における開口部を通して
、使用者が活性化因子を添加し易いような形をとる単一区画を有し得る。マトリックス分
解酵素を封入するための限定された空間を有し、簡単な操作で活性化に必要な最終成分を
添加し得る形をとる容器または他の製造物品は全て、本発明に含まれるものとする。使用
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前に、活性化因子を添加する。また、活性化因子への暴露は、間質への投与後に行われ得
る。例えば、熱が活性化因子である場合、マトリックス分解酵素を投与し、局所注射部位
を熱に暴露させ得る。これに代わる例では、酸性緩衝液を間質に投与後、マトリックス分
解酵素、例えば活性化に酸性ｐＨを必要とするもの、例えばカテプシンを投与し得る。
【０４０７】
　他の例では、使用者が意のままに容器中でマトリックス分解酵素を活性化できるように
、可活性化型マトリックス分解酵素を活性化因子と共に容器にパッケージする。一般的に
、上記容器の例には、マトリックス分解酵素を含む密閉された限定空間、および活性化因
子を含む別の密閉された限定空間を有するものがあり、この場合、２空間は、除去される
ことにより、成分が混合されて反応が起こり、その結果プロテアーゼの活性化を誘発し得
る容易に除去可能な膜により分離された形をとる。マトリックス分解酵素が活性化因子と
分離されておりさえすれば、本発明はいかなる容器または他の製造物品でも包含するもの
とする。マトリックス分解酵素への活性化因子の暴露は使用前に行う。例えば、物理的分
離手段は、使用者により容易に除去されることにより、成分を混合させて酵素の活性化を
もたらすものである。例えば、製造物品は、１区画にマトリックス分解酵素および隣接区
画に活性化因子を含み得る。区画は、分割材、例えば膜により分離されており、製造物品
に圧力を加えてこれを破裂させることにより、分離されていた成分を混合させ得る。適切
な実施態様については、例えば、米国特許第３５３９７９４および５１７１０８１号記載
の容器参照。
【０４０８】
　以下、可活性化型マトリックス分解酵素の様々な最終用途の包装必要条件の若干の例を
示す。これらは単なる例に過ぎず、いかなる意味にせよ、限定を意図したものではない。
【０４０９】
　　１．単一チャンバー装置
　本発明による最も単純な実例としては、装置が単一チャンバーまたは容器および必要な
らば射出手段を含むものがある。単一チャンバーハウジングまたは容器は、マトリックス
分解酵素が容器に含まれるアイテムを包含する。マトリックス分解酵素は、液相中または
粉末または他のペーストまたは他の好都合な組成物として容器に収容される。使用直前に
活性化因子成分を導入する。使用前に、典型的には緩衝液として提供される活性化因子を
加え、マトリックス分解酵素と接触させることにより、マトリックス分解酵素を混合およ
び／または再構成させ得る。例えば、所望時およびマトリックス分解酵素によっては、適
切な緩衝液または酸性緩衝液または活性化条件を含む他の溶液中にＣａ２＋を含む液体、
例えばＣａ２＋を含む混合物を容器に加える。また本発明は、上記アイテムおよび活性化
因子を含むキットも提供する。
【０４１０】
　　２．２区画チャンバー装置
　本発明で使用される装置の一例は、２区画チャンバー容器である。一般に、この装置は
、２つのチャンバーまたは区画を有することにより、活性化が所望されるまで活性化因子
からマトリックス分解酵素を離した状態で維持する。この装置は、装置から分配する前に
成分を混合させ得る混合チャンバーを含み得る。別法として、第１チャンバーから、可活
性化型マトリックス分解酵素を含む第２チャンバーへの活性化因子の射出によりそれらを
混合させ得る。例えば、可活性化型マトリックス分解酵素を凍結乾燥形態で提供し、第１
チャンバーから、凍結乾燥酵素を含む第２チャンバーへ活性化因子、例えば酸性緩衝液を
射出することにより再構成を達成させ得る。
【０４１１】
　一実施態様では、２区画チャンバー装置は、その中で稼働する機械的ポンプ機構を採用
している。かかる一例では、分注装置は、成分を別々のチャンバーで維持する。ポンプ機
構は、各チャンバーから混合チャンバーへ、または第１チャンバーから第２チャンバーへ
内容物を引き出すように操作される。混合時、チャンバー中における成分の反応により混
合組成物は活性化される。ポンプ機構は手動により、例えばプランジャーにより操作され
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得る。上記の２区画チャンバー装置の例には、２区画チャンバー注射器も含まれる（例、
米国特許第6,972,005、6,692,468、5,971,953、4,529,403、4,202,314、4,214,584、4,98
3,164、5,788,670、5,395,326号および国際特許出願第ＷＯ２００７００６０３０および
ＷＯ２００１０４７５８４号参照）。
【０４１２】
　本発明で使用される２区画チャンバー流体分注装置の別の実施態様は、圧縮可能なボト
ルまたはチューブまたは他の同様の装置の形態をとる。この装置は、内部に成分を分離さ
せた状態に保つ２区画を有する。装置のキャップは、混合チャンバーとしての役割を果た
し得、混合チャンバーは、２チャンバーとキャップの間に配置され得るか、またはチャン
バーのうちの一つの中で混合を行わせ得る。別々の区画から混合チャンバーへ圧縮するこ
とにより、成分を押し出す。次いで、それらを混合チャンバーから分注させる。例えば、
プランジャー／注射装置をディスペンサーの端に取り付け、内容物をそこから引き出すこ
とにより、混合された内容物を装置から取り出し得る。上記装置は当業界では公知である
（例、国際特許出願第ＷＯ１９９４０１５８４８号参照）。
【０４１３】
　　３．キット
　選択されたマトリックス分解酵素、活性化因子および／またはその製造物品はまた、キ
ットとしても提供され得る。キットは、本明細書記載の医薬組成物および製造物品として
提供される投与用アイテムを含み得る。例えば、選択されたマトリックス分解酵素は、投
与用装置、例えば注射器、吸入器、投薬用カップ、スポイトまたはアプリケーターにより
供給され得る。組成物は、投与用アイテムに含まれ得るか、または別々に提供されて後で
添加され得る。一般的に、キットは、マトリックス分解酵素を伴うアイテム、および活性
化条件を含む活性化因子組成物を含む。キットは、所望により、投薬量、投薬レジメンを
含む適用に関する指示書および投与方式についての指示書を含み得る。キットはまた、本
明細書記載の医薬組成物および診断用アイテムを含み得る。例えば、上記キットは、対象
における選択されたプロテアーゼの濃度、量または活性測定用アイテムを含み得る。
【０４１４】
　Ｈ．マトリックス分解酵素の活性の評価方法
　　１．酵素活性の評価方法
　可活性化型マトリックス分解酵素は、既知基質に対するそれらの酵素活性について試験
され得る。活性評価は、活性化因子の存在下または非存在下で実施され得る。また活性評
価は、様々な条件下で、例えば活性化に使用される活性化因子の量を変えることにより実
施され得る。一例では、ｐＨプロファイリングを実施することにより、様々なｐＨ条件下
での酵素の相対活性を測定し得る（例、Dehrmann et al. (1995) Arch. Biochm. Biophys
., 324:93-98参照）。活性評価は、条件培地または他の上清で、または精製タンパク質で
実施され得る。
【０４１５】
　酵素活性は、酵素の既知基質を用いて基質開裂について検定することにより評価され得
る。基質は、精製タンパク質の形態であるか、またはペプチド基質として提供され得る。
例えば、カテプシンＬの酵素活性は、アゾカゼイン、コラーゲン、エラスチン、ヒト血清
アルブミンおよびｒＨｕＰＨ２０などの精製タンパク質を個々にＡＤＭＥと、または２種
またはそれ以上の精製タンパク質の混合物としてインキュベーションすることによるそれ
らのタンパク質の開裂により評価され得る。酵素による精製タンパク質の開裂は、限定さ
れるわけではないが、ＨＰＬＣ、ＣＥ、質量分析法、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析、ＥＬＩＳＡ
、ウエスタン・ブロッティング、免疫組織化学法、免疫沈降法、ＮＨ２－末端配列決定法
およびタンパク質標識法を含む任意のタンパク質検出方法を用いて評価され得る。
【０４１６】
　基質における発蛍光基の使用により、開裂が検出し易くなる。例えば、基質は、ＡＣＣ
－または７－アミノ－４－メチルクマリン（ＡＭＣ）－テトラペプチドなどのペプチド基
質の発蛍光標識テトラペプチドとして提供され得る。他の発蛍光基も知られており、タン
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パク質またはペプチド基質へのカップリングに使用され得る。これらの例としては、７－
アミノ－４－メチル－２－キノリノン（ＡＭｅｑ）、２－ナフチルアミン（ＮＨＮａｐ）
および７－アミノ－４－メチルクマリン（ＮＨＭｅｃ）およびフルオレセイン－５－イソ
チオシアネート（ＦＩＴＣ）がある（Sarath et al. “Protease Assay Methods” 、 Pr
oteolytic Enzymes: A Practical Approach. Robert J. Beynon および Judith S. Bond 
編.  Oxford University Press, 2001、45-76頁）。典型的な発蛍光性ペプチド基質があ
るなど、ペプチド基質は当業者には周知である。例えば、カテプシンＢについての典型的
基質には、Ｎ－αＢＺ－Ｐｈｅ－Ｖａｌ－Ａｒｇ－ｐ－ＮＡ、ＤＮＡ－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－
Ｎｐｈ－Ｌｅｕ、Ｚ－Ａｌａ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－Ｆ３ＭＣＡ、Ｚ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－ＭＢ
ＮＡ、Ｚ－Ａｒｇ－Ａｒｇ－ＮＨＭｅｃ、Ｚ－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－ＮＨＭｅｃおよびＺ－Ｌ
ｅｕ－Ａｒｇ－ＡＭＣおよび例えば異なる発蛍光基を有するその変異型がある。別の例で
は、カテプシンＬについての典型的基質には、Ｚ－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－ＮＨＭｅｃおよびＺ
－Ｌｅｕ－Ａｒｇ－ＡＭＣ、およびＺ－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－Ｔｙｒ－Ａｒｇ－ＡＭＣ、およ
び例えば異なる発蛍光基を有するその変異型がある。すなわち、カテプシンＢおよびカテ
プシンＬは同じ基質、例えばＺ－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－ＮＨＭｅｃおよびＺ－Ｌｅｕ－Ａｒｇ
－ＡＭＣを共有するため、カテプシンＬの活性評価はカテプシンＢに対する特異的阻害剤
の存在下で実施され得る。上記阻害剤の典型例はＣＡ－０７４である。これについては本
明細書実施例９で具体的に示している。蛍光強度により酵素活性を測定する酵素検定法は
、標準的であり、典型的には酵素と基質のインキュベーション時間の関数として実施され
る（例、Dehrmann et al. (1995) Arch. Biochem. Biophys., 324:93-98; Barrett et al
. (1981) Methods Enzymol., 80:536-561参照）。
【０４１７】
　発蛍光性化合物の検出は蛍光計を用いて達成され得、検出は当業者に周知の様々な他の
方法により達成され得る。すなわち、例えば、発蛍光団が可視波長で放射するとき、検出
は、光源による励起に応答した蛍光を目視検査するだけでよい。また検出は、デジタイザ
ーまたは他の画像取得システムにインターフェースで連結されたビデオカメラを用いる画
像解析手段によるものであり得る。検出はまた、蛍光顕微鏡下におけるフィルターを通し
た視覚化により行われ得る。顕微鏡は、操作者により簡単に視覚化されるシグナルを提供
し得る。別法として、シグナルは、写真フィルムまたはビデオ解析システムを用いて記録
され得る。またシグナルは、画像解析システムまたは光度計を用いてリアルタイムで簡単
に定量され得る。
【０４１８】
　すなわち、例えば、試料の酵素活性に関する基本的検定法では、試料を緩衝液（検定さ
れている特定プロテアーゼの最適ｐＨおよびイオン強度で）に懸濁または溶解し、緩衝液
に発蛍光性酵素ペプチドインジケーターを添加し、例えばHarris et al., （1998）J Bio
l Chem 273:27364に示された要領で、特定インキュベーション温度で分光蛍光計を用いる
ことにより生じた蛍光変化をモニターする。分光光度計を、発蛍光団の励起波長で発蛍光
団を励起し、発蛍光団の放射波長でシグナルを検出するように設定する。発蛍光性酵素イ
ンジケーターは、プロテアーゼによるインジケーターの開裂により蛍光が変化する酵素の
（例、プロテアーゼの）基質配列である。酵素活性は、典型的には、様々な濃度の発蛍光
性基質により作成された標準曲線に基づいた標準単位／ｍｌとして表され、比活性は単位
／ｍｇ（タンパク質）として表される。
【０４１９】
　　２．ＥＣＭ分解の評価方法
　限定されるわけではないが、上記のもの、例えばカテプシンＬを含む、マトリックス分
解酵素による細胞外マトリックスタンパク質の分解は、インビトロまたはインビボで評価
され得る。上記評価についての検定法は当業者には周知であり、限定されるわけではない
が、コラーゲン（Ｉ、II、IIIおよびIＶ）、フィブロネクチン、ビトロネクチンおよびプ
ロテオグリカンを含む様々な細胞外マトリックスタンパク質に対する様々なマトリックス
分解酵素の活性を試験するのに使用され得る。
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【０４２０】
　　　ａ．インビトロ検定法
　典型的なインビトロ検定法には、マトリックス分解酵素とのインキュベーション後にお
ける細胞外マトリックスタンパク質の分解産物を評価する検定法がある。一部の例では、
検定法により、単一の特異的分解産物を検出する。他方、検定法により、多数の分解産物
を検出する場合もあり、その同一性が判明している場合も判明していない場合もあり得る
。分解産物の評価は、限定されるわけではないが、ＨＰＬＣ、ＣＥ、質量分析法、ＳＤＳ
－ＰＡＧＥ分析、ＥＬＩＳＡ、ウエスタン・ブロッティング、免疫組織化学法、免疫沈降
法、ＮＨ２－末端配列決定法およびタンパク質標識法を含む当業界で周知の方法を用いて
実施され得る。細胞外マトリックス分解産物は、例えば、適温で適量の時間マトリックス
分解酵素とインキュベーションした後のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析により視覚化され得る。例
えば、コラーゲンを活性化カテプシンＬとインキュベーションし、例えば４～２０％トリ
ス／グリシンゲルを用いるＳＤＳ－ＰＡＧＥにかけることにより、生成物を分離すること
ができる。ゲルのクーマシー染色により、無傷のコラーゲンと比べて小さな分解産物でも
、またはコラーゲンバンドの消失でも容易に視覚化される。例えば、細胞外マトリックス
タンパク質に特異的なポリクローナルＩｇを用いる免疫ブロッティングも、ＳＤＳ－ＰＡ
ＧＥによる分離後の分解産物の視覚化に使用され得る。
【０４２１】
　また、細胞外マトリックスタンパク質の分解後の単一生成物を特異的に検出する検定法
は、当業界では周知であり、細胞外マトリックスタンパク質に対するマトリックス分解酵
素の分解能力の評価に使用され得る。例えば、ヒドロキシプロリン（ＨＰ）検定法は、コ
ラーゲンの分解の測定に使用され得る。４－ヒドロキシプロリンは、コラーゲンの重量の
約１２％を構成する修飾イミノ酸である。ＨＰ検定法は、マトリックス分解酵素、例えば
活性化カテプシンＬとのインキュベーション後の上清におけるＨＰの量を測定することに
より可溶化コラーゲンの量を決定する（例、下記実施例２、および Reddy および Enweme
ka (1996) Clinical Biochemistry 29:225-229参照）。ＨＰの測定は、例えば、比色分析
法、高速液体クロマトグラフィー、質量分析法および酵素的方法により実施され得る（例
、Edwards et al., (1980) Clin. Chim. Acta 104:161-167; Green (1992) Anal. Bioche
m. 201:265-269; Tredget et al., (1990) Anal. Biochem. 190:259-265; Ito et al., (
1985) Anal. Biochem. 151:510-514; Garnero et al. (1998) J. Biol. Chem 273:32347-
32352 参照）。
【０４２２】
　上記インビトロ検定法で使用されるコラーゲン供給源には、限定されるわけではないが
、市販されている精製コラーゲン、骨粒、皮膚、軟骨およびラット尾腱が含まれ得る。カ
テプシンＬなどのマトリックス分解酵素のコラーゲン分解活性は、活性化酵素を不溶性コ
ラーゲン懸濁液とインキュベーションした後、例えばＨＣｌなどで加水分解することによ
り評価され得る。可溶化（分解された）コラーゲンから誘導されたヒドロキシプロリンの
量は、例えばエールリッヒ試薬とのインキュベーション後に５５０ｎｍでの吸光度を測定
する分光測光法により測定され得る。一部の例では、コラーゲン供給源は、麻酔した動物
から外科的に切除し、次いでまず酸性溶液、次いでマトリックス分解酵素、例えばカテプ
シンＬで灌流したラットまたはブタの皮膚外植片である（例、下記実施例３～４参照）。
次いで、灌流液中のＨＰレベルを評価し得る。この方法の修正法では、外植片における線
維性中隔に対する例えばカテプシンＬの効果を評価し得る（例、実施例５参照）。簡単に
述べると、マトリックス分解酵素での灌流後、外植片を小片に切断し、パラフィンに埋封
し、コラーゲンを視覚化するためのマッソン（Masson）トリクローム染色後、顕微鏡によ
り分析する。コラーゲン線維性中隔の数は、視覚化され、マトリックス分解酵素で処置さ
れなかった組織と比較され得る。
【０４２３】
　特異的コラーゲン分解の検出検定法もまた当業界では周知である。上記検定法では、免
疫学的方法を用いることにより、特異的コラーゲンに特有な分解産物を検出することがで
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きる。例えば、マトリックス分解酵素によるコラーゲンＩの分解により、免疫検定法を用
いて検出され得る異なるエピトープをもつテロペプチドが放出される。上記検定法は、そ
れぞれ特有のエピトープを含む、架橋Ｎ－テロペプチド（ＮＴｘ）および架橋Ｃ－テロペ
プチド（ＣＴｘおよびＩＣＴＰ）を検出する。典型的には、ＣＴｘ検定法は、α１鎖のＣ
－末端テロペプチド領域において、アスパラギン酸がβ－異性体化立体配置をとっている
８アミノ酸配列ＥＫＡＨＤ－β－ＧＧＲオクタペプチドを認識する CrossLaps（Nordic B
iosciences）抗体を利用する（Eastell (2001) Bone Markers: Biochemical and Clinica
l Perspectives, 40頁）。また、ＩＣＴＰを検出する免疫検定法も当業界では周知であり
、コラーゲンＩ分解の検出に使用され得る（米国特許第５５３８８５３号）。他の例では
、免疫検定法、例えばＥＬＩＳＡを用いることにより、コラーゲンＩ型とプロテアーゼ、
例えばカテプシンＫ、Ｓ、ＬおよびＢとのインキュベーション後にＮＴｘが検出され得る
（Atley et al., (2000) Bone, 26:241-247）。分解したコラーゲンに特異的な他の抗体
および検定法も当業界では周知であり、マトリックス分解酵素による分解の検出に使用さ
れ得る。これらは、分解されたコラーゲンＩ（Hartmann et al (1990) Clin. Chem. 36:4
21-426）、コラーゲンII（Hollander et al (1994) J. Clin. Invest. 93:1722-1732）、
コラーゲンIII（米国特許第５３４２７５６号）およびコラーゲンＩＶ（Wilkinson et al
 (1990) Anal. Biochem. 185:294-6）に特異的な抗体および検定法を含む。
【０４２４】
　　　ｂ．インビボ検定法
　ＥＣＭのインビボ分解を検出する検定法もまた、当業界では周知である。上記検定法で
は、上記方法を利用することにより、例えば、尿、血液、血清および組織などの生物試料
中におけるヒドロキシプロリンおよびＮ－およびＣ－テロペプチドおよび分解されたコラ
ーゲンまたは他のＥＣＭを検出することができる。分解されたＥＣＭの検出は、１種また
はそれ以上のマトリックス分解酵素を患者へ投与した後に実施され得る。また、ピリジノ
リン（ＰＹＤ）およびデオキシピリジノリン（ＤＰＹＤ）の検出を用いることにより、コ
ラーゲンの分解を評価することができる。それぞれヒドロキシリシルピリジノリンおよび
リシルピリジノリンとしても知られているＰＹＤおよびＤＰＹＤは、Ｉ型コラーゲン鎖を
安定させる２つの非還元性３価架橋であり、成熟コラーゲン原線維の分解中に放出される
。ピリジノリンは、骨および軟骨に多く存在し、デオキシピリジノリンは、ほぼ骨に限ら
れている。III型コラーゲンはまた、アミノ末端にピリジノリン架橋を含む。全ＰＹＤお
よびＤＰＹＤは、例えば、逆相ＨＰＬＣ後の蛍光計検出により加水分解尿試料または血清
中で測定され得る（Hata et al (1995) Clin.Chimica. Acta. 235:221-227）。
【０４２５】
　　　ｃ．非ヒト動物モデル
　非ヒト動物モデルを用いることにより、マトリックス分解酵素の活性を評価し得る。例
えば、非ヒト動物は、ある疾患または状態についてのモデルとして使用され得る。非ヒト
動物には、マトリックス分解酵素投与前に病気および／または表現型誘導物質が注射され
得る。遺伝モデルも有用である。１または複数遺伝子の過剰発現、発現不足またはノック
アウトにより病気または状態を模倣する動物、例えばマウスが作製され得る。例えば、限
定されるわけではないが、ペーロニー病（Davila et al. (2004) Biol. Reprod., 71:156
8-1577）、腱症（Warden et al., (2006) Br. J. Sports Med. 41:232-240）および硬皮
症（Yamamoto (2005) Cur. Rheum. Rev. 1:105-109）を含む状態に関する動物モデルが当
業界では知られている。
【０４２６】
　また、非ヒト動物を用いることにより、非罹患動物でマトリックス分解酵素のインビボ
活性が試験され得る。例えば、マトリックス分解酵素は、非ヒト動物、例えばマウス、ラ
ットまたはブタに投与され得、ＥＣＭ分解レベルが測定され得る。若干の例では、動物を
用いて、例えば上記および下記実施例３～５記載のものなど、ＥＣＭ分解のエクスビボ評
価用の外植片を得る。他の例では、ＥＣＭ分解をインビボで評価する。一例では、麻酔ラ
ットの皮膚のコラーゲン分解を評価する（例、下記実施例６参照）。簡単に述べると、ｐ
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Ｈ５の緩衝液中のマトリックス分解酵素、例えばカテプシンＬを、針の挿入により尾の皮
膚の真皮層へ灌流させる。灌流液フラクションを尾の皮膚から集め、ヒドロキシプロリン
分析によりコラーゲン分解について分析する。限定されるわけではないが、上記検定法の
いずれか、例えば特異的分解産物を検出する免疫検定法を含め、他の方法も分解の検出に
使用され得る。皮膚への最適活性を促す酸性溶液、例えばカテプシンＬ含有緩衝液投与の
効果は、非ヒト動物モデルで評価され得る（例、実施例７参照）。ｐＨ変化に敏感な染料
、例えばフェノールレッドはこれらの目的に使用され得る。
【０４２７】
　Ｉ．ＥＣＭ疾患または欠損の典型的処置方法
　本発明による可活性化型マトリックス分解酵素は、いずれか１つまたはそれ以上のＥＣ
Ｍ成分が介在する状態の処置に使用され得る。この項では、可活性化型マトリックス分解
酵素の典型的な使用および投与方法について説明する。記載したこれらの治療法は典型的
なものであり、酵素の適用を制限するものではない。上記方法には、限定されるわけでは
ないが、いずれか１つまたはそれ以上のＥＣＭ成分の過剰、異所的または蓄積発現により
誘発されるＥＣＭ状態または疾患の処置方法が含まれる。処置される疾患または状態の典
型例は、コラーゲン、エラスチン、フィブロネクチンまたはグリコサミノグリカン、例え
ばプロテオグリカンが介在するものである。例えば、コラーゲン介在疾患または状態の典
型例には、限定されるわけではないが、セルライト、デュピュイトラン症候群（デュピュ
イトラン拘縮とも呼ばれる）、ペーロニー病、有痛性肩拘縮症、慢性腱症または腱の瘢痕
組織、限局型硬皮症およびリンパ水腫がある。担当医であれば、上記疾患または状態を識
別できるはずである。
【０４２８】
　処置される特定の疾患または状態により、選択される可活性化型マトリックス分解酵素
は必然的に決まる。例えば、コラーゲン介在疾患または障害の処置は、コラーゲンを開裂
するマトリックス分解酵素の投与により実施され得る。上記マトリックス分解酵素は、上
記表３に列挙されており、そして／または当業者には周知である。可活性化型マトリック
ス分解酵素、および活性化システムおよび方法は、特定の疾患または状態の処置に応じて
選択され得る。例えば、システインおよびアスパラギン酸ファミリーのカテプシンは、上
記酸性ｐＨ条件により一時的に活性化され得る。すなわち、一例において、コラーゲンを
開裂するカテプシン、例えばカテプシンＬを、例えば酸性ｐＨなどの活性化条件の存在下
で投与することにより、コラーゲン介在疾患または状態が処置され得る。
【０４２９】
　可活性化型マトリックス分解酵素による疾患および状態の処置は、限定されるわけでは
ないが、皮下注射、筋肉内、内皮、経口および局所および経皮投与を含む本明細書記載の
適切な処方物を用いた適切な投与経路により実施され得る。上記のとおり、典型的には可
活性化型マトリックス分解酵素の投与経路は、直接的な患部への皮膚下投与をもたらすも
のが選択される。上記投与経路の典型例には、限定されるわけではないが、皮下、筋肉内
または皮内経路がある。
【０４３０】
　必要な場合、特定の投薬量および持続時間および処置プロトコルは、経験的に決定また
は補外され得る。例えば、組換えおよび天然活性マトリックス分解酵素または可活性化型
マトリックス分解酵素の具体例としての用量は、適切な用量を決定するための出発点とし
て使用され得る。用量レベルは、例えば個体の体重、全般的健康状態、年齢、使用される
特定化合物の活性、性別、食餌療法、投与時間、排泄速度、薬剤の組み合わせ、疾患の重
症度および経過、および患者の病気に対する素因および担当医の判断などの様々な因子に
基づいて決定され得る。担体物質との組み合わせにより単一用量形態を形成し得る有効成
分の量は、特定のマトリックス分解酵素、処置される主、特定の投与方式および活性化に
必要とされる活性化条件、および／または活性化が望まれる予め定められた時間またはそ
の長さにより変化する。医薬組成物は、典型的には、約１μｇ／ｍｌ～約２０ｍｇ／ｍｌ
に用量を提供するべきである。一般的に、投薬量は、１回用量投与につき約１０μｇ／ｍ
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ｌ～１ｍｇ、典型的には約１００μｇ／ｍｌである。投与すべき量は、可活性化型マトリ
ックス分解酵素と選択された活性化条件、処置される適応症および耐容性がある起こり得
る副作用の相関的な要素である。投薬量は、各疾患について認められたモデルを用いて経
験的に決定され得る。また、本明細書の他の箇所に記載したとおり、可活性化型マトリッ
クス分解酵素は、逐次的、同時または断続的に他の薬剤と組み合わせて投与され得る。上
記薬剤の典型例には、限定されるわけではないが、リドカイン、エピネフリン、分散剤、
例えばヒアルロニダーゼおよびそれらの組み合わせがある。
【０４３１】
　患者の状態が改善されたとき、化合物または組成物の維持用量が投与され得、必要なら
ば、投薬量、投薬形態または投与頻度またはその組み合わせに修正が加えられ得る。場合
によっては、対象が、病気の症状の再発時に長期体制で断続的処置を必要とすることもあ
り得る。
【０４３２】
　コラーゲン介在疾患または状態へのコラーゲンの関与について、多様な疾患および状態
におけるＥＣＭ成分の役割の一例を挙げて下記で説明する。上記説明は、典型例に過ぎず
、特定の可活性化型マトリックス分解酵素または特定のＥＣＭ介在疾患または状態に限定
されるものではない。当業者であれば、可活性化型マトリックス分解酵素およびその活性
化に要する活性化条件を選択することにより、特定疾患または状態に関与するＥＣＭ成分
に対する特定酵素の開裂または分解能力に基づき、所望のＥＣＭ介在疾患の処置に使用で
きるはずである。個々の処置および投薬量は、当業者により決定され得る。処置を評価す
る際に考慮すべきことは、例えば、処置される疾患、疾患に関与するＥＣＭ成分、病気の
重症度および経過、可活性化型マトリックス分解酵素が予防目的で投与されるのか、治療
目的で投与されるのかということ、治療歴、患者の臨床歴および治療に対する応答、およ
び担当医の裁量である。
【０４３３】
　　１．コラーゲン介在疾患または状態
　コラーゲンは、哺乳類生物体の主要構造成分であり、動物体の皮膚および他の部分の全
タンパク質含有量の大部分を構成する。非常に多くの疾患および状態が、例えば、コラー
ゲンまたは他の原因物質に富む線維性組織の異常な蓄積に起因する、過剰なコラーゲン沈
着と関連している。コラーゲン介在疾患または状態（線維症性組織疾患とも称す）は、当
業者には周知である（例、米国出願公開第20070224183号、米国特許第6,353,028; 6,060,
474; 6,566,331; 6,294,350号参照）。過剰のコラーゲンは、限定されるわけではないが
、瘢痕形成をもたらす線維症性疾患または状態、セルライト、デュピュイトラン症候群、
ペーロニー病、有痛性肩拘縮症、限局型硬皮症、リンパ水腫、間質性膀胱炎（ＩＣ）、毛
細管拡張症(Telangrectase)、バレット化生、腸壁嚢胞状気腫、コラーゲン蓄積大腸炎な
どの疾患および状態と関連している。例えば、しわ、セルライト形成および腫瘍性線維症
などの皮膚の美観を損なう状態は、過度のコラーゲン沈着から生じるもので、正常組織構
造の望ましくない結合および湾曲をもたらす。
【０４３４】
　限定されるわけではないが、カテプシンＬを含む本明細書記載の可活性化型マトリック
ス分解酵素は、コラーゲン介在疾患または状態の処置に使用され得る。本明細書記載の疾
患および状態を処置するための可活性化型マトリックス分解酵素の典型例は、中性ｐＨで
活性を呈し、活性に関して持続的酸性条件を必要とするものである。例えば、細胞外マト
リックス、例えば皮膚間質の一時的酸性化は、緩衝酸性溶液を直接患部に注入することに
より達成され得る。一例では、緩衝酸性溶液は、ＥＣＭ成分が存在し、蓄積している部位
で投与が直接行われるように、上皮下投与により、すなわち皮膚下投与され得る。他の活
性化方法も使用され得、本明細書の記載からしても当業者には周知である。
【０４３５】
　　　ａ．セルライト
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えばカテプシンＬを含む本明細書記載のものは、
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セルライトの処置に使用され得る。正常な脂肪組織では、血管およびリンパ管の細かい網
状組織が、組織に必要な栄養分および酸素を供給し、代謝産物の除去処理をしている。例
えば、トリグリセリドは、毛細管に富む小葉にグループ分けされる個々の脂肪細胞に貯蔵
される。各脂肪小葉は、脂肪細胞により構成される。線維性中隔と呼ばれるコラーゲン線
維の垂直鎖は、脂肪小葉を仕切り、上に重なる浅在筋膜を下にある筋肉に繋ぎとめる。
【０４３６】
　セルライトは、典型的には、血管完全性の破損および皮膚の真皮および皮下レベルにお
ける毛細管網状組織の喪失による皮膚の劣化を特徴とする。脈管の劣化は、皮膚代謝を低
下させる傾向がある。この代謝の低下により、タンパク質合成および修復過程が妨げられ
、皮膚は薄くなる。さらにこの状態は、脂肪細胞が脂質により充溢し、膨張し、凝集して
いること、および過剰の流体が皮膚の真皮および皮下領域に停留していることを特徴とす
る。脂肪小球または脂肪細胞の蓄積により、追加の滋養分を供給するためのさらに多くの
血液供給が必要となる。血液を組織に供給するため、新たな毛細血管が形成され、さらな
る濾液が放出されることにより、間質液で組織は飽和状態となり、脂肪組織に浮腫の形成
が誘発される。間質組織における多量の細網線維は、凝集した脂肪細胞の周囲で蓄積およ
び肥厚化する。それらは被膜または中隔を形成し、徐々にコラーゲン線維に変換され、小
結節の感触を呈する。さらにこれらの中隔の形成により、脂肪細胞は閉塞される。また、
コラーゲン線維は間質組織空間に沈着し、結合組織を硬化（硬く）させる。
【０４３７】
　したがって、この状態がさらに進行すると、脂肪細胞の硬い小結節および中隔により囲
まれた脂肪塊が真皮領域に形成される。この結果、皮膚表面は、かなりの不均質性を呈し
、「コテージチーズ」または「オレンジ皮」様の外観を特徴とする状態になる。皮膚を真
皮および深部組織層へ結合する線維性中隔が堅くなり、皮膚に引っ張りこまれると、くぼ
みが生じる。すなわち、セルライトの「オレンジ皮」様の外観は、脂肪組織に対して外向
きの力がはたらいたことによる、脂肪小葉の変形に起因する。脂肪小葉は大きく、例えば
１ｃｍ以下の幅であり、上に重なる真皮中へ容易に突出し得るため、皮膚表面上に目に見
える変形を誘発する。最終的に、脂肪が上方へ押すにつれて外側の皮膚は起伏のある外観
を呈することになる。結合性中隔はこれらの外向きの力と同一方向で走るため、それらは
脂肪が真皮中へ突出しないようにする対抗力を与えることができない。
【０４３８】
　セルライトは、圧倒的に男性より女性で多く見られる。セルライトの罹患率は、女性集
団の６０％～８０％であると推定され、その重症度は肥満を伴って悪化する傾向がある。
最近発表された試験は、インビボ磁気共鳴イメージングにより、セルライトがある女性は
セルライトの無い女性または男性より垂直線維性中隔のパーセンテージが高いことを示し
た（Querleux et al., (2002) Skin Research and Technology, 8:118-124）。セルライ
トは、臀部、大腿部および上腕で最も多く生じる。例えば、閉経期前の女性は、皮下、主
としてセルライトが最もありがちな臀部／大腿部領域に脂肪を蓄積する傾向がある。臨床
的に、セルライトは、表皮の薄化、流体の皮下蓄積に至る微細脈管構造の縮小および破損
、および脂肪組織の皮下凝集を含む症状を伴う。
【０４３９】
　　ｂ．デュピュイトラン病
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、デュピュイトラン症
候群（デュピュイトラン拘縮とも呼ばれる）の処置に使用され得る。デュピュイトラン拘
縮（デュピュイトラン病としても知られている）は、指が掌に向って曲り、完全に伸ばす
ことができない手の固定的な屈曲拘縮である。似た病変は足に起こることもある。手の内
部の結合組織が異常に肥厚し、線維芽細胞およびコラーゲン、特にIII型コラーゲンを含
む小結節の存在を伴う。コラーゲンの線維組織帯には、多くの場合脂肪組織の中隔様配置
が散在している。これらは臨床的に様々なサイズのマットレス型「塊」として存在し、デ
ュピュイトラン病では小結節と呼ばれる。これが指を曲らせる原因であり得、指、特に小
指および薬指の機能を損なわせる原因であり得る。デュピュイトラン病は、圧倒的に男性
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に多い。一般的に、中高年層、北欧系およびある種の慢性病、例えば糖尿病、アルコール
中毒および喫煙者で見出される。
【０４４０】
　デュピュイトラン病は、指の中手指節関節（ＭＰ）および近位指節間（ＰＩＰ）関節に
おいて固定的な屈曲変形を誘発する何年もかけて起こるゆっくり進行する疾患である。小
指および薬指が最も多く罹患する。この疾患は、３段階を通して進行する（Luck et al. 
(1959) J. Bone Joint Surg., 41A:635-664）。最初の増殖段階は、筋線維芽細胞として
知られている細胞が出現し、増殖し始める手掌腱膜における小結節形成を特徴とする。退
化または中間病期は、筋線維芽細胞増殖および活性III型コラーゲン形成を伴う。最終ま
たは後遺症期では、小結節は焼失し、無細胞組織およびコラーゲンの肥厚帯が残る。Ｉ型
コラーゲンに対するIII型コラーゲンの比率は増加する。可活性化型マトリックス分解酵
素によるデュピュイトラン病の処置は、典型的には中間病期および後遺症期に行われる。
【０４４１】
　　　ｃ．ペーロニー病
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、ペーロニー病の処置
に使用され得る。ペーロニー病は、１～４％もの男性が罹患している、陰茎の軟組織にお
ける線維性プラークの増殖を伴う結合組織疾患である。コラーゲンは、ペーロニー病にお
けるプラークの主要構成成分である。詳しくは、線維組織形成過程は、陰茎海綿体を囲む
線維被膜である、白膜で起こる。ペーロニー病に随伴する疼痛および損傷は、２つの勃起
性杆状体、すなわち陰茎海綿体と呼ばれる、尿が膀胱から流れる導管（尿道）、および陰
茎の皮膚の外層から海綿体を分離する膜が見出される陰茎の物理的構造と関連している。
ペーロニー病を呈する者では、皮膚の膜およびこれらの外層間（本願では「皮下」と称す
）にプラークまたは瘢痕組織が形成（複数も可）されることになる。膜の瘢痕形成または
プラーク蓄積により、その弾性が低下するため、患部領域では周囲の非罹患組織と（あっ
たとしても）同程度には伸びなくなる。すなわち、勃起した陰茎は瘢痕またはプラーク蓄
積方向に曲り、ある程度の疼痛を伴うことが多い。ごく少数を除き、全てのペーロニー病
の症状発現では、患者はある程度の性機能障害を呈する。さらに重症の症例では、性交渉
は不可能であるかまたは痛みが酷いため事実上妨げられる。
【０４４２】
　経験的証拠は、男性集団の約１パーセントにおけるペーロニー病の発生を示す。この疾
患はほとんどの場合中年男性に起こるが、若年および高齢男性でも罹る可能性はある。ま
た、ペーロニー病に罹患した男性の約３０％は、身体の他の弾性組織、例えば手または足
において線維症（硬化細胞）を発症する。同様の他の状態の一般的な例には、手のデュピ
ュイトラン拘縮および足のレッダーホース（Ledderhose）線維症がある。
【０４４３】
　　　ｄ．レッダーホース（Ledderhose）線維症（足底線維腫症）
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、レッダーホース線維
症の処置に使用され得る。レッダーホース線維症は、線維芽細胞増殖およびコラーゲン沈
着に起因する線維症が足に発生すること以外は、デュピュイトラン病と類似している。レ
ッダーホース病は、足底中間部における足底線維症を特徴とし、足底線維症と称されるこ
ともある。
【０４４４】
　　　ｅ．関節硬着
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、関節硬着、例えば有
痛性肩拘縮症の処置に使用され得る。有痛性肩拘縮症（癒着性関節包炎）は、肩における
疼痛および運動性喪失または硬着を特徴とする関節包の慢性的線維組織形成状態である。
一般的集団の約２％がこれに罹患している。有痛性肩拘縮症は、線維芽細胞マトリックス
合成の増加により起こる。この合成は、サイトカインおよび成長因子の過剰生産をもたら
す過度の炎症応答により誘発される。線維芽細胞および筋線維芽細胞は、肩の関節包内に
コラーゲン、特にＩ型およびIII型コラーゲンの稠密なマトリックスを沈積させる。この
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結果、肩関節包は瘢痕のある拘縮した状態となり、関節硬着が誘発される。
【０４４５】
　関節硬着の他の例には、限定されるわけではないが、筋骨格手術により生じる被膜拘縮
、癒着性関節包炎および関節線維症により誘発されるものがある。上記関節硬着は、例え
ば膝、肩、肘、足首および臀部の関節を含む関節で起こり得る。有痛性肩拘縮症と同様、
上記関節疾患は、マトリックス合成の増加および瘢痕形成により誘発される。関節硬着に
より、不可避的に異常に激しい力が患部領域の関節の軟骨へ伝達され得る。時間経過とと
もに、これらの力は変性関節疾患および関節炎の発症を誘発する。例えば、関節線維症お
よび被膜拘縮では、線維芽細胞が、脱臼などの局所的外傷に応答して過剰量のマトリック
スを形成する。
【０４４６】
　　　ｆ．既存の瘢痕
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、既存の瘢痕の処置に
使用され得る。コラーゲンは、創傷治癒過程および自然な加齢過程において特に重要であ
り、その過程で線維芽細胞により産生される。しかしながら、場合によっては、過度の治
癒応答が、おびただしい量の瘢痕組織とも呼ばれる治癒組織（細胞間質）の生成を誘発す
ることもあり得る。例えば、火傷、手術、感染、創傷および事故など様々な皮膚の外傷は
、コラーゲンに富む線維組織の異常な蓄積を特徴とすることが多い。また、プロテオグリ
カン含有量も増加している。損傷を受けたか破壊された正常組織と置き換わることに加え
て、新たな組織の過剰で見苦しい沈積は治癒過程中に形成されることもある。過剰のコラ
ーゲン沈積は、コラーゲン合成とコラーゲン分解間の均衡の乱れに起因すると考えられて
いる。例えば、慢性腱症または腱の瘢痕組織、外科的癒着、ケロイド、過形成性瘢痕およ
び陥没瘢痕も瘢痕に含まれる。
【０４４７】
　　　　ｉ．外科的癒着
　外科的癒着は、瘢痕形成を通して器官または組織が互いに接着することであり、深刻な
臨床上の問題を引き起こし得る。手術または組織損傷後のある程度の瘢痕組織の形成は正
常なことである。しかしながら、場合によっては、瘢痕組織が創傷領域を越えて成長し、
外科的癒着を生じることもあり、そのため罹患した身体部分の正常な運動性および機能が
制限される傾向がある。特に、かかる軟組織損傷後には、線維芽細胞増殖およびマトリッ
クス合成が局所的に増加する。次いで、身体が治癒応答の誘導により組織を修復しようと
するときに、癒着が形成する。例えば、この治癒過程は、他の点では健康な２またはそれ
より多い別々の構造間（例えば、腹部手術後の腸のループ間）で起こり得る。別の例では
、末梢神経への局所的外傷後、線維性癒着が形成し、通常の動きの際に激痛を誘発し得る
。
【０４４８】
　　　　ii．ケロイド
　ケロイドは、最も多くは外傷後に、真皮および隣接皮下組織に生じる過形成塊を含む結
合組織の瘢痕である。ケロイドは、一般的に色がピンクまたは赤色から暗褐色に変わり得
る線維性小結節である。ケロイドは、創傷修復に関与するコラーゲンの過剰成長の結果と
して瘢痕組織で生じる。局所的皮膚線維芽細胞が局所刺激因子に応答して激しい過形成お
よび増殖を経験したとき、ケロイド病変が形成される。生じた病変は、元の瘢痕より何倍
も大きい塊を形成させ得る。創傷または他の外傷の結果として起こる場合に加えて、ケロ
イドはまた、刺し傷、面ぼう、かき傷、重症のにきび（アクネ）、水痘瘢痕形成、創傷部
位での感染、一定領域への反復外傷、または創傷閉鎖中における過剰な皮膚の緊張からも
生じ得る。
【０４４９】
　　　　iii．過形成性瘢痕
　過形成性瘢痕は、創傷部位で生じる隆起性瘢痕である。一般的に、それらは元の創傷の
境界を越えて成長することはない。ケロイド瘢痕と同様、過形成性瘢痕は、身体によるコ
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ラーゲンの過剰生産の結果である。
【０４５０】
　　　　iv．陥没瘢痕
　陥没瘢痕は、一般的に炎症性エピソードから生じ、皮膚の拘縮を特徴としており、美容
上不愉快で永久的な瘢痕を残す。最もよくある例は、炎症性のにきび後に起こる瘢痕形成
である。陥没は、創傷治癒の正常な結果として起こるもので、陥没を誘発する瘢痕組織は
、線維芽細胞増殖および代謝から生じるコラーゲンにより主に構成される。
【０４５１】
　　　ｇ．硬皮症
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、硬皮症の処置に使用
され得る。硬皮症は、コラーゲンの肥厚化を特徴とする。この疾患の一般的な形態、限局
型硬皮症は、通常数か所だけ、時には顔面の皮膚でのみ発症する。硬皮症は、ＣＲＥＳＴ
症候群と称されることもある。症状としては、皮膚の硬化および随伴する瘢痕がある。皮
膚はまた、赤みを帯びるかうろこ状に見え、血管が目につきやすくなり得る。さらに深刻
な症例では、硬皮症は、血管および内部器官を侵し得る。広範性硬皮症は、筋骨格、肺、
胃腸、腎臓および他の合併症に起因する心臓、腎臓、肺または腸損傷の結果として致命的
であり得る。
【０４５２】
　この状態は、弾性の喪失をまねくコラーゲン蓄積を特徴とする。コラーゲンの過剰生産
は、自己免疫機能不全に起因すると考えられており、Ｔ細胞の蓄積および線維芽細胞から
のコラーゲン沈着を刺激するサイトカインおよび他のタンパク質の産生をもたらす。
【０４５３】
　　　ｈ．リンパ水腫
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、リンパ水腫の処置に
使用され得る。リンパ水腫は、手足の腫脹を誘発するリンパ液の蓄積である。リンパ水腫
、例えば、リンパうっ帯性線維症、硬化症および乳頭腫（良性皮膚腫瘍）および腫脹など
の皮膚変化を含む段階へ進行し得る。リンパ水腫に伴う組織変化には、結合組織細胞、例
えば線維芽細胞の増殖、コラーゲン線維の生成、脂肪沈着物の増加および線維症性変化が
ある。これらの変化は、まず下肢末端部、すなわち指および爪先で起こる。リンパ水腫は
、末端部の腫脹程度に基づいて識別され得る。例えば、リンパ水腫の一評価方法は、病変
および非病変末端部の４比較点間における２ｃｍまたは３ｃｍの差異の識別に基づいてい
る。
【０４５４】
　　　ｉ．コラーゲン蓄積大腸炎
　可活性化型マトリックス分解酵素、例えば本明細書記載のものは、コラーゲン蓄積大腸
炎の処置に使用され得る。コラーゲン蓄積大腸炎は、最初は慢性水様性下痢として報告さ
れていた（Lindstrom et al.（１９７６）Pathol. Eur.、11:87-89）。コラーゲン蓄積大
腸炎は、粘膜線維芽細胞によるコラーゲン産生とコラーゲン分解間の不均衡により生じる
と思われる、コラーゲン沈着を特徴とする。これは、結果的に分泌性下痢を誘発する。コ
ラーゲン蓄積大腸炎の発生数は、原発性胆汁性肝硬変と類似している。この疾患は、１０
００００人当たり１.８人の年間発生数および１０００００人当たり１５.７人の有病割合
を有し、原発性胆汁性肝硬変（１０００００人当たり１２.８人）と類似しており、また
潰瘍性大腸炎（１０００００人当たり２３４人）、クローン病（１０００００人当たり１
４６人）またはセリアック病（１０００００人当たり５人）よりは低い。慢性下痢患者で
は、約０.３～５％がコラーゲン蓄積大腸炎を有する。コラーゲン蓄積大腸炎は、線維芽
細胞の増殖を刺激するサイトカインおよび他の作用物質の産生を増加させることにより、
コラーゲン蓄積の増加をもたらす炎症性疾患である。
【０４５５】
　　２．脊髄病状
　また、ＥＣＭ疾患またはＥＣＭを巻き込む疾患は、本発明方法を用いて処置され得る、
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一般的には椎間板ヘルニアまたは椎間板膨隆と称される脊髄病状を含む。これらは、脱出
および突出椎間板を含む。脱出椎間板は、無傷ではあるが、膨隆しているものである。突
出椎間板では、線維輪は破れ、髄核（ＮＰ）はしみ出ているが、まだ椎間板に連結されて
いる。ＮＰはヘルニア形成の原因ではないが、ＮＰは神経を圧迫する一因であり、痛みを
誘発する。ＮＰは、ヒアルロン酸、軟骨細胞、コラーゲン原線維、および水を誘引するヒ
アルロン酸長鎖を有するプロテオグリカンアグリカンを含む。コンドロイチン硫酸および
ケラタン硫酸の側鎖は、各ヒアルロン酸鎖に結合している。
【０４５６】
　椎間板ヘルニアは、典型的には椎間板への薬剤の局所導入により、キモパパインおよび
コラゲナーゼなどの化学的髄核融解薬剤で処置されてきた。化学的髄核融解薬剤は、ＮＰ
の１または複数成分を分解することにより、圧力を軽減する。化学的髄核融解法は、脱出
および突出椎間板に有効である。化学的髄核融解法は、腰椎（下）脊柱および頸椎（上脊
柱）ヘルニアの処置に使用されてきた。本発明方法の場合、ＮＰの成分を分解し、条件付
きで活性化される酵素が投与され得る。これらの酵素には、カテプシンＬが含まれる。さ
らに、条件付き可活性化型ではないヒアルロニダーゼ、コラゲナーゼ、コンドロイチナー
ゼのいずれかに修飾を加えることにより、それらを条件付き可活性型にし得る。例えば、
修飾ＭＭＰ、例えば本明細書記載の要領で修飾されたＭＭＰ－１を含む、本明細書記載の
温度感受性酵素は、本発明方法で使用され得る。
【実施例】
【０４５７】
　Ｊ．実施例
　以下の実施例は、説明を目的としているのであり、本発明の範囲に制限をもうける意図
はないものとする。
【０４５８】
　実施例１
　活性化組換えカテプシンＬの製造
　ヒスチジン（Ｈｉｓ）－標識精製組換えヒトカテプシン－Ｌを、R & D systems（ミネ
アポリス、ミネソタ、カタログ番号９５２－ＣＹ）から購入し、５０ｍＭの酢酸、ｐＨ４
.０、１００ｍＭのＮａＣｌ中０.９ｍｇ／ｍＬの濃度で調剤した。５００μＬのアリコー
トを、使用時まで－８０℃で貯蔵した。
【０４５９】
　使用前、貯蔵しておいたアリコートに対し濃縮および緩衝液交換を行った。簡単に述べ
ると、２ｍＬの０.９ｍｇ／ｍＬのカテプシンＬを、氷上で解凍し、３０ＫＤａカットオ
フを有する４本の microcon 遠心式限外ろ過膜チューブ（Millipore；ベッドフォード、
マサチューセッツ、カタログ番号４２４１０）に移した。microcon チューブを５分間９
０００ｒｐｍで回転させることにより、最終量が５０μｌとなった。冷濃縮緩衝液（１０
０ｍＭのＮａ－蟻酸ｐＨ４、１００ｍＭのＮａＣｌ、５ｍＭのＤＴＴ、１０ｍＭのＥＤＴ
Ａ）４５０μＬを、各 micro(co)n チューブに加えた。処理している間に５ｍＭのＤＴＴ
を添加することにより、カテプシンＬは、ＳＤＳ－ＰＡＧＥでの評価による約３６ｋＤａ
の単鎖タンパク質に変換される。濃縮および緩衝液交換段階により、阻害性１０～１６ｋ
Ｄａプロペプチドを除去する。さらに、濃縮および緩衝液交換中に添加したＤＴＴおよび
ＥＤＴＡにより、カテプシンＬのタンパク質加水分解的分解は最小限となる。遠心分離手
順を３回反復した。カテプシンＬは温度感受性であるため、チューブおよび濃縮液を冷蔵
することにより、分解を最小限に抑えた。最終回転後、microcon チューブを逆さにし、
５分間５０００ｒｐｍでの遠心分離により、液体を透過残物用カップに集めた。回収され
た最終量は４００μＬであり、５倍濃縮されていた。濃縮カテプシンＬを、約３００μｇ
の活性化酵素を含む、６７μＬ分量のアリコートに分けた。アリコートを－８０℃で貯蔵
し、使用前に氷上で解凍した。
【０４６０】
　使用前、１アリコートを３ｍＬのＭＥＳ緩衝液（２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホ
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ン酸）（ｐＨ５）に加えることにより、カテプシンＬをその最適ｐＨ５で処方し、最終濃
度１００μｇ／ｍＬの活性化カテプシンＬを得た。対照として、酵素の活性が最小限とな
るｐＨ７.４のＨＥＰＥＳ緩衝液中でカテプシンＬを処方した。
【０４６１】
　実施例２
　ヒドロキシプロリン検定法
　ヒドロキシプロリン検定法を用いて、カテプシンＬでの灌流後の皮膚試料中におけるコ
ラーゲン含有量の変化を測定した。他のタンパク質のヒドロキシプロリン含有量は無視で
きる程度であり、コラーゲンは、８％濃度のヒドロキシプロリンを含む（TV. Burjanadze
, Hydroxyproline content and location in relation to collagen thermal stability.
 Biopolymers 18: 4931-4938 (2002)）。使用したヒドロキシプロリン（ＨＰ）検定法は
、Reddy および Enwemeka (Clinical Biochemistry 29:225-229 (1996))の手順の修正法
であった。
【０４６２】
　特に、標準サーモサイクラー（Eppenforf Mastercycler、ウエストベリー、ニューヨー
ク）における８ウェルの０.２ｍＬストリップ管（Brandtech、エセックス、コネティカッ
ト）での反応を完了させるため、試薬の量を修正した。加水分解、酸性化および検出を含
む全工程を、０.２ｍＬ管で実施した。化学物質は全てSigma（セントルイス、ミズーリ）
から購入した。簡単に述べると、灌流実験からの灌流液試料を、５倍量の２００プルーフ
のエタノールでの沈殿により抽出し、遠心分離にかけた。１ｍＬまたは２００μＬピペッ
トを用いて、集めた灌流液の量を測定した。ラベルを貼った１５ｍＬ円錐型遠心管に灌流
液を移した。エタノール灌流液混合物を、－８０℃の冷凍庫で３０分間貯蔵した後、エッ
ペンドルフ・スイングバケット遠心機において１０分間３０００ｒｐｍでの遠心分離にか
けた。遠心分離後、沈殿物を、ペレットのサイズに応じて１５０～４００μＬの２Ｎ Ｎ
ａＯＨに溶かした。上清を凍結乾燥機で乾燥し、１５０～２００μＬの２Ｎ ＮａＯＨに
溶かした。ＮａＯＨに溶解後、試料を１管当たり２００μＬまたはそれ未満の量で８ウェ
ルのストリップ管に移し入れ、サーモサイクラーにおいて９９℃で１２時間加水分解する
ことにより、コラーゲンを完全に加水分解し、ヒドロキシプロリンを放出させた。試料を
濃ＨＣｌ（加水分解試料２５μＬごとに５.２μＬのＨＣｌ）で酸性化した。６０μＬの
クロラミン－Ｔ（Sigma；カタログ番号Ｃ９８８７）を等量の酸性化加水分解物に加える
ことにより、ヒドロキシプロリンの酸化を完了させた。完全な酸化後、１２０μＬのエー
ルリッヒ試薬（Sigma、セントルイス、ミズーリ、カタログ番号３９０７０（Fluka））を
加え、６５℃で２５分間インキュベーションすると、紫色となった。着色強度は、灌流液
で放出されたコラーゲンから誘導されたヒドロキシプロリンの量に左右される。Spectram
ax ２Eプレートリーダー（Molecular Devices、サニーベール、カリフォルニア）におい
て、５５０ｎｍでの可視範囲で試料を読み取った。精製ヒドロキシプロリン溶液（Sigma
、セントルイス、ミズーリ、カタログ番号Ｈ５４４０９）を用いて標準曲線を確立し、皮
膚試料中におけるヒドロキシプロリン含有量を標準曲線から測定した。
【０４６３】
　実施例３
　活性化カテプシンＬでのエクスビボラット皮膚外植片の灌流によるコラーゲンの分解
　２％イソフルオランで麻酔した３か月齢雄スプラーグ－ドーリーラット（Harlan Sprag
ue Dawley、インディアナポリス、インディアナ）の背面部位から、皮膚外植片（２ｃｍ
×２ｃｍ）を手術により取り出した。外植片を、１００ｍｍペトリ皿に接着させた Styro
foam パッドに針で留め、加熱パッドで３７℃に保った。注入ポンプ（Thermo Orion、Ｍ
３６１モデル、ボストン、マサチューセッツ）を用いて、ｐＨ５のＭＥＳ緩衝液（２－（
Ｎ－モルホリノ－エタンスルホン酸））および２５００単位／ｍＬのｒＨｕＰＨ２０（ｒ
ＨｕＰＨ２０ Halozyme 内部製造ロット＃０５６－１００；比活性：１２４０００Ｕ／ｍ
Ｌおよび１.０５ｍｇ／ｍＬのタンパク質含有量）を含む溶液６ｍＬを、まず３５分間外
植片の真皮層に挿入した２７ゲージのバタフライ針を介して皮膚外植片に灌流した。酸性
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灌流の完了後、皮膚外植片を、ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５）中の１００μｇ／ｍＬの活性化カ
テプシンＬまたはＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）中の対照カテプシンＬを用いて、また
は用いずに約３０分間灌流した。２００μＬのマイクロピペットで吸引し、全灌流手順中
５～１０分の間隔で１.５ｍＬエッペンドルフ管中の内容物を集めることにより、フラク
ションを集めた。フラクションをエッペンドルフ管にプールし、急速冷凍した後、ヒドロ
キシプロリン（ＨＰ）分析を実施例２記載の要領で実施した。
【０４６４】
　異なる３実験の結果は、ＨＰレベルが、最適ｐＨ５の活性化カテプシンＬで灌流した試
料でのみ著しく増加していたことを示す。平均（ｎ＝３）ＨＰレベルは、約６分時点の灌
流液の１μｇ／ｍＬ未満から約３０分時点の灌流液の３０μｇ／ｍＬを超えるレベルまで
増加した。ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５）のみ、ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）のみ、および
対照カテプシンＬ（ｐＨ７.４）による注入からの灌流液では、ＨＰは全くまたはほとん
ど測定されなかった。
【０４６５】
　実施例４
　活性化カテプシンＬでのエクスビボブタ皮膚外植片の灌流によるコラーゲンの分解
　３か月齢のメスヨークシャーブタ（S and S Farm、ラモナ、カリフォルニア）を一晩絶
食させ、ケタミン（２０ｍｇ／ｋｇ）／キシラジン（２ｍｇ／ｋｇ）およびアトロピン（
０.０４ｍｇ／ｋｇ）の筋肉内注射により麻酔をかけた。次いで、動物に挿管し、酸素（A
irgas、サンディエゴ、カリフォルニア）中２％吸入イソフルラン（Baxter、ディアフィ
ールド、イリノイ）により麻酔を維持した。皮膚外植片全体（５ｃｍ×５ｃｍ）を、動物
の背中から外科的に取り出し、４℃のリン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）中に入れ、切除後２時
間以内に使用した。外植片の灌流およびヒドロキシプロリン分析を、本質的には実施例３
記載の要領で実施したが、ただし、ＭＥＳ緩衝液ｐＨ５、またはＰＨ２０の非存在下１０
０μｇ／ｍｌのカテプシンＬを含むＭＥＳ緩衝液ｐＨ５によりブタの皮膚外植片を灌流し
た。最初、外植片を約３０分間６ｍＬのＭＥＳ緩衝液ｐＨ５により灌流し、５～１０分ご
とにフラクションを集めた。その後、約２５分間５分ごとに集めた３ｍＬのＭＥＳ緩衝液
ｐＨ５中１００μｇ／ｍｌのカテプシンＬまたは対照として緩衝液単独により、外植片を
灌流した。ＨＰ分析は、カテプシンＬで灌流した試料においてＨＰレベルの時間依存的増
加を示した。カテプシンＬを含まないＭＥＳ緩衝液ｐＨ５で灌流した試料では、検出可能
なＨＰは測定され得なかった。最高レベルのＨＰは１５分時点で測定された。２５分時点
で測定されたＨＰレベルは、１５分時点で測定されたＨＰレベルと類似していた。
【０４６６】
　実施例５
　活性化カテプシンＬでのブタ外植片の灌流による皮下空間における線維性中隔の減少
　ブタ皮膚外植片を、３０分間分速０.１７ｍＬで、２５００Ｕ／ｍＬのｒＨｕＰＨ２０
を含むＭＥＳ緩衝液ｐＨ５により灌流し、次いで２５分間０.１２ｍＬ／分でｒＨｕＰＨ
２０不含有のＭＥＳ緩衝液ｐＨ５中１００μｇ／ｍｌのカテプシンＬ３ｍＬで灌流するこ
とにより、本質的には実施例４記載の要領で処理した。カテプシンＬによる注入後、外植
片を小片に切り揃え、一晩４％緩衝ホルマリンに固定した。対照未処理ブタ外植片を同様
に処理した。組織をＰＢＳ中で洗浄し、等級化エタノールおよびキシレン溶液中で脱水し
、パラフィンに包埋した。ブロックを４μｍの薄片に切断し、顕微鏡スライドに移し、コ
ラーゲン可視化用にマッソンのトリクローム染料で染色した。簡単に述べると、薄片を脱
パラフィン化し、蒸留水中で水和し、５６℃で１５～３０分間、ブアン固定液（Sigma、
カタログ番号ＨＴ１０－１３２）中で媒染剤処理した。薄片を冷却し、黄色が消えるまで
流水で洗浄し、蒸留水ですすいだ。次いで、薄片を５分間ワイゲルト(Weigert)鉄ヘマト
キシリン使用液（Sigma カタログ番号ＨＴ１０７およびＨＴ１０９）中で染色し、流水で
１０分間洗浄した。薄片を脱イオン水で５分間すすぎ、ビーブリッヒ(Biebrich)スカーレ
ット－酸フクシン（Sigma、カタログ番号ＨＴ１５１）中に５分間置いた。薄片をリンタ
ングステン／リンモリブデン酸使用液（Sigma カタログ番号ＨＴ１５２およびＨＴ１５３
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）中に移し、最後に５分間アニリンブルー溶液（Sigma カタログ番号ＨＴ１５４）で染色
し、２分間１％酢酸中で区別をつけた。薄片を蒸留水中ですすぎ、９５％エタノールおよ
び無水アルコールで脱水し、２交換でのキシレンで透明にした。薄片を Nikon 倒立型顕
微鏡に載せ、観察した。ＳＰＯＴアドバンスイメージングプログラムを含むカメラスキャ
ナー（Diagnostic Instrument Inc.、スターリング・ハイツ、ミシガン）に連結したNiko
n 蛍光顕微鏡において２０ｘ対物レンズを用いて画像を得た。
【０４６７】
　皮下組織は、主に脂肪組織を含む。コラーゲン線維性中隔でできた稠密な結合組織鎖は
、真皮深部から皮下組織へと伸び、下にある構造に皮膚を繋ぎとめている。組織学的結果
は、脂肪細胞小室を分けている線維性中隔が、非処理試料では皮下組織全体にわたって見
えることを示している。ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５）中のカテプシンＬで処理後、コラーゲン
線維性中隔の数は、非処理試料の場合よりもかなり低いことから、カテプシンＬでの処理
により、皮下組織におけるコラーゲン網状組織は劇的に改変されることが分かる。
【０４６８】
　実施例６
Ａ．生体麻酔ラットの皮膚におけるコラーゲン分解
　２％イソフルラン麻酔下にある３か月齢雄スプラーグ－ドーリーラット（Harlan Sprag
ue Dawley, Inc.、インディアナポリス、インディアナ）において、灌流実験を実施した
。ｐＨ５でのカテプシンＬを用い、また特異性に関する対照として、ＨＥＰＥＳ緩衝液（
ｐＨ７.４）中で灌流実験を実施した。簡単に述べると、注入ポンプを用いて、２５ｍＭ
のＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５）または２５ｍＭのＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）および２５
００単位／ｍｌのｒＨｕＰＨ２０（Halozyme 内部製造ロット＃０５６－１００；比活性
：１２４０００Ｕ／ｍＬおよび１.０５ｍｇ／ｍＬのタンパク質含有量）を含む溶液約１
５ｍＬを、皮膚の真皮層中に挿入した２７ゲージのバタフライ針を用いて尾部の皮膚から
約６０分間灌流した。その後、カテプシンＬまたは緩衝液対照を含む３ｍＬ溶液を、２５
分間灌流した。カテプシンＬ含有灌流液は、５ｍＭのＭＥＳ中におけるその最適ｐＨ５、
または２０ｍＭのＨＥＰＥＳ中における７.４の対照ｐＨで１００μｇ／ｍＬの活性化カ
テプシンＬを含んでいた。ｐＨ５緩衝液のイオン強度を２５ｍＭから５ｍＭへ低下させて
、局所組織環境によるｐＨの中和を促すことにより、活性酵素の拡散を制限した。ＨＥＰ
ＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）中のカテプシンＬの場合、少なくとも２０ｍＭのイオン強度を
維持することにより、確実に、高イオン強度緩衝液（ｐＨ４）中で活性化および製剤化し
たカテプシンＬの添加によりＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）のｐＨが実質的に改変され
ることのないようにした。２０ｍＭのＨＥＰＥＳ（ｐＨ７.４）に加えたカテプシンＬの
小アリコートを、ｐＨ紙でチェックすることにより、確実に、カテプシンＬ添加後に生成
した溶液のｐＨが実際にｐＨ７.４に近くなるようにした。灌流に使用した対照緩衝液は
、５ｍＭのＭＥＳ（ｐＨ５）または２０ｍＭのＨＥＰＥＳ（ｐＨ７.４）であり、酵素は
添加しなかった。灌流液フラクションを一定の時間間隔、すなわち最初の灌流中における
２０、４０および６０分時点およびカテプシンＬでの灌流中における８および２５分時点
で尾部皮膚から集めた。フラクションをエッペンドルフ管にプールし、急速冷凍すること
により、さらなる酵素作用を封じた。ヒドロキシプロリン分析を実施例２記載の要領で実
施した。結果は、ＨＰが、活性化カテプシンＬで灌流した試料でのみ測定され得ることを
示している。最高レベルのＨＰは、２５分灌流液試料で測定された。ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ
５）のみ、またはＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ７.４）のみ、またはＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ
７.４）中のカテプシンＬで灌流した試料に検出可能なＨＰは認められなかった。
【０４６９】
　Ｂ．カテプシンＬ処理は、インビトロでｐＨ依存的コラーゲン分解をまねく
　ｐＨ５.０およびｐＨ８.０でのラットコラーゲンに対する分解について、カテプシンＢ
、Ｄ、ＬおよびＳ並びに細菌性コラゲナーゼを評価した。カテプシンＢ、Ｄ、ＬおよびＳ
を、R & D systems から購入し、酵素メーカーからの個々の仕様書に基づいて各酵素を活
性化した。Sigma Chemicals から購入した細菌性コラゲナーゼは、活性化を必要としない
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。可溶性ラット尾部コラーゲンＩ型を、メーカー指定の緩衝液中、またはトリス（ｐＨ８
.０）緩衝食塩水中における、活性化カテプシンＢ、Ｄ、ＬまたはＳまたは細菌性コラゲ
ナーゼとのインキュベーションにより３７℃で１時間消化し、次いでＳＤＳ－Ｐａｇｅゲ
ルおよびクーマシーブルー染色にかけた。他のカテプシンについては、ｐＨ５ではなく、
メーカー指定のｐＨおよび緩衝液で試験した。結果は、カテプシンＬが、ｐＨ８.０では
なくｐＨ５.０で活性を呈する唯一の酵素であったことを示している。カテプシンＢ、Ｄ
およびＳは、メーカー指定ｐＨではラットコラーゲンの軽微な分解を示し、ｐＨ８.０で
はラットコラーゲンの分解を示さず、細菌性コラゲナーゼは、ｐＨ５.０およびｐＨ８.０
の両方でラットコラーゲンを分解した。
【０４７０】
　実施例７
Ａ．生体ラットにおける皮膚の酸性化後における中性への回帰
　希酸性水溶液を皮膚間質に注射したとき、ｐＨの変化は一時的なものであり、中性皮膚
ｐＨは、間質の顕著な緩衝能力故に急速に元に戻される。フェノールレッドを間質ｐＨの
視覚的指示薬として使用した。フェノールレッドのナトリウム塩は、中性から酸性ｐＨへ
の変化を識別するために細胞培養培地で広範に使用されている。フェノールレッド溶液は
、６.４またはそれ未満のｐＨでは黄色、ｐＨ７.０ではオレンジ色、ｐＨ７.４以上では
赤色、およびｐＨ７.８では紫色を呈する。
【０４７１】
　３か月齢雄スプラーグ－ドーリーラット（Harlan Sprague Dawley、インディアナポリ
ス、インディアナ）を２％イソフルラン麻酔下においた。皮膚の毛を剃ってフェノールレ
ッド染料を見易くした。５００Ｕ／ｍｌのｒＨｕＰＨ２０を含む２５ｍＭのＭＥＳ（ｐＨ
５）２～２.５ｍＬを、真皮層へ挿入した２７ゲージのバタフライ針により尾部皮膚へ灌
流させた。これに続いて、１０ｍＭ、２５ｍＭ、５０ｍＭおよび１００ｍＭのＭＥＳ緩衝
液（ｐＨ５）中の０.０５％フェノールレッド（Sigma-Aldrich、セントルイス、ミズーリ
、カタログ番号Ｐ０２９０）の溶液１～１.５ｍＬを灌流させた。ＭＥＳ（２－（Ｎ－モ
ルホリノ－エタンスルホン酸）、Ｃ１６Ｈ１３ＮＯ４Ａ）は、１９５.２の分子量を有す
る。フェノールレッド溶液にｒＨｕＰＨ２０は含まれなかった。マイクロカリパスを用い
て、フェノールレッド最前線を異なる時点において２次元で測定し、式：面積＝（Ｄ１×
Ｄ２）×π／４を用いて面積を計算した。色の変化を観察し、中性に戻るまでの時間を記
録した。表４Ａの結果は、中性に戻るまでの平均時間（分）を要約しており、中性への回
帰は緩衝液のイオン強度により調節されることを示している。
【０４７２】
　表４Ａ－中性までの平均時間
【表２７】

【０４７３】
　Ｂ．マウス皮膚の酸性化後における中性までの回帰
　中和状態に戻るまでの時間および後続のカテプシンＬの不活化は、注入した緩衝液の濃
度に左右される。ヌードマウスにおいて緩衝液濃度を増加させながら（１０～１００ｍＭ
のＭＥＳ）染料としてｐＨ５.０でのフェノールレッド指示薬を用いて中和状態に戻るま
での時間を測定することにより、間質の内在的緩衝能力を評価した。麻酔したヌードマウ
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５ｍＬを注射した。真皮におけるフェノールレッド中和までの時間を視覚的に測定した。
結果を下表４Ｂに示す。
【０４７４】
　表４Ｂ：マウス皮膚における間質緩衝能力の測定
【表２８】

ＳＤ：標準偏差
【０４７５】
　したがって、増加緩衝液濃度（１０～１００ｍＭ ＭＥＳ、ｐＨ５.０）におけるｐＨ指
示薬の皮内注射により、１～２０分／１００ｍｍ２注射により酸性一時的－空間的細胞外
環境が得られることが確立された。
【０４７６】
　実施例８
　組換えヒト肝臓カテプシンＬの遺伝子操作
　ヒトＣａｔ－Ｌ ｃＤＮＡ配列番号９（配列番号１０に示したヌクレオチド配列により
コードされる）およびＣａｔ－Ｌ－Ｈｉｓ ｃＤＮＡ配列番号１２（配列番号１３に示し
たヌクレオチド配列よりコードされる）を、ヒト腎臓プロカテプシン－Ｌ ｃＤＮＡに関
する公開配列データに従って設計されたプライマーを用いて、ヒト肝臓ｃＤＮＡ（Clonet
ech QUICK-Clone cDNA 637205）からＰＣＲ増幅した。５’ＮｈｅＩおよび３’ＢａｍＨ
Ｉ制限部位を、ＰＣＲプライマー合成の一部として付加した。増幅に使用したプライマー
を表５に示す。
【０４７７】
　表５：プライマー
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【表２９】

【０４７８】
　ｃＤＮＡに基づく両構築物では、天然Ｃａｔ－Ｌ分泌リーダーペプチドの第２アミノ酸
に対し単一塩基による突然変異が導入されて共通コザック配列を形成していることにより
、第２アミノ酸がＮからＤへ変化している（配列番号９および１２に示す）。標準アガロ
ースゲル電気泳動およびＤＮＡ配列決定解析により、クローンの同一性を確認した。
【０４７９】
　生成した増幅産物を導入して、ＨＺ２４（b/s）発現ベクターへクローニングした。発
現ベクターは、カテプシンＬタンパク質および脳心筋炎ウイルスからの内部リボソーム導
入部位（ＩＲＥＳ）により分離されたネズミＤＨＦＲ遺伝子の両方を発現させるためのＣ
ＭＶに基づくバイ－シストロンカセットである。生成したＨＺ２４－Ｃａｔ－Ｌ発現ベク
ターの配列を配列番号１１に示す。ＨＺ２４－Ｃａｔ－Ｌ－Ｈｉｓ発現ベクターの生成し
た配列を配列番号１４に示す。
【０４８０】
　Ｃａｔ－ＬおよびＣａｔ－Ｌ－Ｈｉｓの両発現プラスミドを、Genejuice トランスフェ
クション試薬（EMD Biosciences、サンディエゴ、カリフォルニア、カタログ番号７０９
６７）を用いたトランスフェクションによりＣＨＯ－Ｓ細胞（血清不含有懸濁培養に適合
させたＣＨＯ－Ｋ１細胞、Invitrogen、カールスバッド、カリフォルニア、カタログ番号
１１６１９－０１２）に導入した。また、電気穿孔により化学的に特定された動物生成物
不含有培地（Invitrogen、カタログ番号１０７４３－０２９）における懸濁培養で成長す
るように適合させたＤＧ４４ＣＨＯ細胞（コロンビア大学のDr. Lawrence Chasin からの
許可により入手）へ発現プラスミドを導入した。電気穿孔のため、１００μｇを超えるＣ
ｌａＩ線状化プラスミドを、各プラスミドの各電気穿孔用に使用した。３５０ボルトの定
常圧で、電気穿孔１回に対し２０００万のＤＧ４４ＣＨＯ細胞をトランスフェクションし
た。電気穿孔緩衝液は、２ＸＨｅＢＳ（４０ｍＭのＨＥＰＥＳ、ｐＨ７.０；２７４ｍＭ
のＮａＣｌ；１０ｍＭのＫＣｌ；１.４ｍＭのＮａ２ＨＰＯ４；１２ｍＭのデキストロー
ス）を含んでいた。トランスフェクションした細胞を、ナトリウムヒポキサンチンおよび
チミジンを含まない標準ＣＤ－ＣＨＯ培地（Invitrogen＃１２６１０－０１０）において
電気穿孔の７２時間後に限界希釈によりクローニングし、ＤＨＦＲプラスミドをもつ細胞
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について選択した。ナトリウムヒポキサンチンおよびチミジンの非存在下で成長している
選択されたクローンを、さらにサブクローニングし、メトトレキサートを用いて増幅する
ことにより、挿入体コピー数を増やした。擬似トランスフェクションは、陰性対照として
の役割を果たした。
【０４８１】
　トランスフェクションの７２時間後上清を採取し、１５００ｒｐｍで５分間回転させた
。ｈｉｓ－Ｃａｔ－Ｌ、Ｃａｔ－Ｌおよび擬似物質でトランスフェクションしたＣＨＯ－
ＳおよびＣＨＯ－ＤＧ４４細胞からの細胞不含有上清を、１０ｋＤａカットオフ micron 
遠心濃縮装置（Millipore、ベッドフォード、マサチューセッツ、カタログ番号４２４０
７）に適用し、４℃、１２０００ｒｐｍでの遠心分離により約１０倍に濃縮した。組織培
養上清へ分泌された組換えヒトカテプシンＬを、捕捉ＥＬＩＳＡ（Calbiochem カテプシ
ン－Ｌ ＥＬＩＳＡキット＃ＱＩＡ９４）、実施例１０記載のモノクローナルＭａｂ３３
／１（Bender MedSystems、バーリンゲーム、カリフォルニア）を用いたウエスタン・ブ
ロット分析によりスクリーニングし、酵素活性については実施例９記載の蛍光性ペプチド
基質（Ｚ－Ｌ－Ｒ－ＡＭＣ）を用いた。
【０４８２】
　実施例９
　蛍光性ペプチド基質を用いたカテプシンＬの酵素活性の測定
　Ｚ－Ｌｅｕ－Ａｒｇ－ＡＭＣ（Ｚ＝：Ｎ－カルボベンジルオキシ；ＡＭＣ：７－アミノ
－４－メチルクマリン、R&D Systems、ミネアポリス、ミネソタ、カタログ番号ＥＳ００
８）と称される市販の蛍光性基質を用いて、カテプシンＬの酵素活性を検定した。ペプチ
ド基質は、そのアミノ基およびＡｒｇ残基のカルボキシル基間に形成されるアミド結合に
よりクエンチングされる高蛍光性７－アミノ－４－メチルクマリン基（ＡＭＣ）を含む。
活性化カテプシンＬがこのアミド結合を開裂することにより、放出される蛍光は増加する
。ペプチド基質は他のカテプシンにより開裂され得、カテプシンＢが顕著であるが、カテ
プシンＢに適切な特異的阻害剤を用い、阻害剤の存在および非存在下で活性を測定するこ
とにより、カテプシンＬ活性を詳しく測定した。具体的には、選択性カテプシンＢ阻害剤
ＣＡ－０７４（Calbiochem、サンディエゴ、カリフォルニア、カタログ番号２０５５３０
）を１μＭの最終濃度で使用し、試料をＣＡ－０７４の存在下および非存在下で検定した
。ＣＨＯ細胞でのトランスフェクション７２時間後からの細胞培養上清を、ｐＨ５の濃縮
ＭＥＳ緩衝液を加えることによりｐＨ５に調節し、氷上で３０分間インキュベーションし
た。この酸活性化段階では、プロペプチドを開裂し、成熟カテプシンＬを生成する。カテ
プシンＬ酵素活性の強力な阻害剤であるプロペプチドフラグメントを希釈するため（Carm
ona, E. et al. Potency and selectivity of the cathepsin-L propeptide as an inhib
itor of cysteine proteases. Biochemistry 35: 8149-8157 (1996)）、試料を濃縮し、
緩衝液を、３回３０ＫＤａの microcon チューブで５０ｍＭのＭＥＳ緩衝液ｐＨ５と交換
した。次いで、Ｚ－ＡＭＣ基質に関する蛍光性ペプチド基質検定法により、酵素活性につ
いて試料を検定した。
【０４８３】
　カテプシン－Ｌの市販品（R&D Systems、カタログ番号９５２－ＣＹ）を、試料の場合
と同様にして活性化し、系列希釈による標準物質として使用した。活性化後、試料および
標準物質を、オペーク底マイクロプレートにおいて、５ｍＭのＤＴＴおよび１０ｍＭのＥ
ＤＴＡを含む１００ｍＭのＭＥＳ緩衝液ｐＨ５中で系列希釈し、３７℃で３０分間蛍光性
ペプチド基質Ｚ－ＡＭＣとインキュベーションした。Ｚ－ＡＭＣ基質を、試料または標準
物質と合わせたとき、総量２００μＬ中１０μＭの最終濃度で使用した。
【０４８４】
　蛍光プレート読取装置（Molecular Devices, SpectraMax 3、サニーベール、カリフォ
ルニア）において基質についての推奨最適励起－放射（３８０ｎｍ～４６０ｎｍ）バンド
で生じた蛍光を読み取った。標準物質の系列希釈から得られた相対蛍光単位（ＲＦＵ）値
から描いた標準曲線から試料の値を誘導した。Softmax（登録商標）ソフトウェア（Molec
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ular Devices, SpectraMax 3、サニーベール、カリフォルニア）による４－パラメーター
フィット後、標準曲線は、１０～１００ｎｇ／ｍＬの濃度範囲間において擬線状であった
。結果を下表６に示す。ＣＨＯ－Ｓトランスフェクション細胞からのカテプシンＬの活性
は、選択性カテプシンＢ阻害剤ＣＡ－０７４の存在下での検定によると、擬似物質トラン
スフェクション宿主細胞からのバックグラウンド活性よりも少なくとも１０～２０倍高か
った。したがって、カテプシンＬトランスフェクション組織培養培地における高い酵素活
性は、Ｃａｔ－Ｌ特異的活性に起因するとみなされ得る。
【０４８５】
　表６：トランスフェクション７２時間後のトランスフェクション細胞におけるＺ－ＡＭ
Ｃ検定法によるカテプシンＢ阻害剤の存在下におけるＣａｔ－Ｌ酵素活性測定結果
【表３０】

【０４８６】
　実施例１０
　発現されたヒト組換えカテプシンＬのウエスタン・ブロット分析
　実施例８記載の無細胞上清の発現および濃縮後、ウエスタン・ブロット分析を実施する
ことにより、発現を確認した。簡単に述べると、異なる６試料（ＣＨＯ－ＳまたはＣＨＯ
－ＤＧ４４細胞のそれぞれからのｃａｔ－Ｌ、ｃａｔ－Ｌ－Ｈｉｓおよび擬似物質）のそ
れぞれについて、濃縮上清３０μＬを、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用の４Ｘ（ゲル負荷試料緩衝液
の代わり）（EMD Bioscience、サンディエゴ、カリフォルニア）１０μＬおよび２μＬの
１００ｍＭ ＤＴＴと混合し、８０℃で２０分間インキュベーションした。陽性対照とし
て、１ＸＰＢＳ３０μＬ中の市販の精製組換えカテプシンＬ（R&D Systems）７５０ｎｇ
を含ませ、同一処理した。試料の総量（４２μＬ）を４～２０％トリス－グリシンゲル（
Invitrogen、カールスバッド、カリフォルニア、カタログ番号EC6028BOX）へローディン
グし、着色済み分子量マーカー（Invitrogen、カタログ番号ＬＣ５９２５）の着色最前線
がゲルの下部に達するまで電気泳動をトリス－グリシンＳＤＳ泳動用緩衝液中で実施した
。製造業者の使用説明書にしたがって、I-Blot セミドライブロッティング装置（Invitro
gen、カタログ番号ＩＢ１００１）によりタンパク質をＰＶＤＦ膜へ転移させた。ゲル上
の着色済みマーカーバンドの色がほぼ完全に存在しないことにより転移は確認された。室
温で２時間、ＰＢＳ中５％脱脂粉乳から成るブロッカー緩衝液で膜を遮断した。ブロッカ
ー中１μｇ／ｍＬ最終濃度で使用し、４℃で一晩インキュベーションしたヒトカテプシン
Ｌ（Bender MedSystems、バーリンゲーム、カリフォルニア、カタログ番号ＢＭＳ166）に
対するマウスモノクローナル抗体（Ｍａｂ３３／１）、次いで室温で１時間ブロッカー中
３３ｎｇ／ｍＬの濃度で使用したＨＲＰコンジュゲートヤギ抗マウスＩｇＧ（Calbiochem
、サンディエゴ、カリフォルニア、カタログ番号ＤＣ０２Ｌ）によりカテプシンＬが検出
された。TMB Insoluble（Calbiochem、カタログ番号６１３５４８）膜展開溶液によりＨ
ＲＰシグナルを展開し、室温で３０分後に反応を止めた。
【０４８７】
　ウエスタン・ブロット分析は、Ｃａｔ－Ｌに特異的なタンパク質バンドを示した。擬似
物質トランスフェクション細胞からは特異的バンドは検出されなかった。Ｃａｔ－Ｌおよ
びＨｉｓ－Ｃａｔ－Ｌの発現レベルは、恐らくは２セルラインにおけるトランスフェクシ
ョン効率故に、ＤＧ４４細胞の場合よりもＣＨＯ－Ｓ細胞における方が高いと思われた。
ウエスタン・ブロット分析結果は、実施例９記載の蛍光性ペプチド基質Ｚ－ＡＭＣによる
酵素活性検定法を用いた結果と一致していた。ＣＨＯ－ＳおよびＤＧ４４で発現されたカ
テプシンＬの分子量は、４４～４５ＫＤａであり、まだプロペプチドを含んでいるタンパ
ク質の予測サイズと対応している。陽性対照として使用した市販カテプシン（R&D System
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s）の分子量は、成熟カテプシンＬについては３６ＫＤａであった。トランスフェクショ
ンＣＨＯ－ＳおよびＣＨＯ－ＤＧ４４細胞で発現されたタンパク質および市販カテプシン
Ｌ間のサイズの差異は、異なる宿主細胞特異的グリコシル化または市販Ｃａｔ－Ｌからの
プロペプチドの除去に起因し得る。
【０４８８】
　実施例１１
　Ａ．合成カテプシン－Ｌおよびカテプシン－Ｌ－Ｈｉｓの生成
　成熟ヒトカテプシンＬをコードするＤＮＡ構築物、（GenBank 受入番号EAW62736のアミ
ノ酸１８～３３３；配列番号１）を、ＣＨＯ細胞に関するコドン最適化を用いて合成した
。コドン最適化は、Blue Heron Biotech（blueheronbio.com）により列挙された、チャイ
ニーズ・ハムスター（クリセツルス・グリセウス（Cricetulus griseus））についてのコ
ドン最適化表に基づいていた。ヒトカッパＩｇＧ遺伝子ファミリーから設計された異種シ
グナルペプチド（配列番号２）を含むように構築物を合成することにより、組換えタンパ
ク質を組織培養上清中に分泌させた。最適化カテプシンＬ構築物のヌクレオチド配列は、
配列番号３に示されており、配列番号４に示されたポリペプチドをコードする。５’Ｎｈ
ｅＩ制限部位および３’ＢａｍＨＩ制限部位を、構築物合成の一部として組み込んだ。次
いで、合成した構築物を、実施例８記載の要領でＨＺ２４（ｂ／ｓ）発現ベクターに導入
した。合成Ｃａｔ－Ｌ発現ベクターを、ＨＺ２４（Ｂ／Ｓ）－ＣＡＴ－Ｌと命名し、配列
番号５に示す。また、リンカー（ＧＧＧＧＳＧ；配列番号１５）により分離されたＣ－末
端６ヒスチジン標識を含む別のＣａｔ－Ｌ構築物も合成した。合成されたＣａｔ－Ｌ－Ｈ
ｉｓ構築物のヌクレオチド配列は、配列番号６に示されており、配列番号７に示されたポ
リペプチドをコードする。この構築物はまた、構築物合成の一部として組み込まれた、５
’ＮｈｅＩおよび３’ＢａｍＨＩ制限部位を含んでおり、ＨＺ２４（ｂ／ｓ）発現ベクタ
ーへ導入された。合成Ｃａｔ－Ｌ－Ｈｉｓ発現ベクターを、ＨＺ２４（Ｂ／Ｓ）－ＣＡＴ
－Ｌ－Ｈｉｓと命名し、配列番号８に示す。
【０４８９】
　配列番号５に示した合成Ｃａｔ－Ｌ発現ベクターおよび配列番号８に示した合成Ｃａｔ
－Ｌ－Ｈｉｓ発現ベクターを、実施例８記載の要領で電気穿孔法によりＣＨＯ－ＤＧ４４
細胞へトランスフェクションした。トランスフェクション後７２時間上清を採取し、実施
例８記載の要領で（ｐＨ調節はせず）処理することにより、非活性化カテプシンＬを生成
した。
【０４９０】
　また、組織培養上清を処理することにより、カテプシンＬを活性化させた。これは低ｐ
Ｈを用いて達成され、カテプシンＬのプロペプチドを開裂することにより、酵素の活性化
を誘発した。合成構築物でトランスフェクションした細胞および非トランスフェクション
対照細胞からの上清について、濃縮酸性緩衝液（１０００ｍＭ蟻酸ｐＨ４、１０００ｍＭ
のＮａＣｌ、５０ｍＭのＤＴＴ、１００ｍＭのＥＤＴＡ）を上清にそれぞれ１：１０の比
率で加えることによりｐＨ４に調節した。上清を氷上で３０分間インキュベーションする
ことにより、完全に活性化した。次いで、成熟タンパク質（予測サイズ約３６～４０ｋＤ
ａ）を保持しながら開裂されたプロペプチド（予測サイズ約１２～１４ＫＤａ）を通過さ
せ得る、３０ＫＤａ分子量カットオフ遠心濃縮装置（Microcon 30、Millipore、ベッドフ
ォード、マサチューセッツ、カタログ番号４２４１０）による遠心分離によりそれらを濃
縮した。濃縮後、活性化および非活性化上清を、４～１２％ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルにかけ
、次いで実施例１０記載のモノクローナルＭａｂ３３／１を用いるウエスタン・ブロット
により分析した。合成カテプシン－ＬおよびＣａｔ－Ｌ－Ｈｉｓは、類似レベルでトラン
スフェクション細胞の組織培養上清から検出された。非活性化上清におけるカテプシン－
ＬおよびＣａｔ－Ｌ－Ｈｉｓの分子量は、プロペプチドが存在しないため、活性化上清に
おける約３６～４０ｋＤａと比べて約４４ｋＤａであった。
【０４９１】
　また、実施例９記載の蛍光性ペプチド基質（Ｚ－Ｌ－Ｒ－ＡＭＣ）を用いることにより
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、カテプシン－Ｌ酵素活性について活性化上清をスクリーニングした。トランスフェクシ
ョン７２時間後のトランスフェクションＣＨＯ－ＤＧ４４細胞におけるＺ－ＡＭＣ検定法
により、Ｃａｔ－Ｌ酵素活性をカテプシン－Ｂ阻害剤（宿主カテプシン－Ｂ様酵素活性を
遮断するため）の存在下で測定した。結果を下表７に示す。トランスフェクション７２時
間後のＣＨＯ－ＤＧ４４トランスフェクション細胞からのカテプシン－Ｌの活性は、擬似
物質トランスフェクション宿主細胞からのバックグラウンド活性との比較において約６～
１７倍高かった。選択性カテプシン－Ｂ阻害剤ＣＡ－０７４の存在下で検定することによ
り、宿主カテプシン－Ｂ様酵素活性の関与は遮断された。したがって、カテプシン－Ｌト
ランスフェクション組織培養培地における高い酵素活性は、トランスフェクションＣａｔ
－Ｌクローンから発現されたＣａｔ－Ｌ特異的活性に起因し得る。
【０４９２】
　表７
【表３１】

【０４９３】
　Ｂ．メトトレキサートにおける合成カテプシン－Ｌクローンの選択
　上記Ａ項記載の要領で製造した合成カテプシン－Ｌ細胞を、ナトリウムヒポキサンチン
およびチミジンを含まない標準ＣＤ－ＣＨＯ培地において電気穿孔後の限界希釈によりク
ローニングし、ＤＨＦＲ遺伝子をもつプラスミドをもつ細胞について選択し、次いで、さ
らにサブクローニングし、５０ｍＭのメトトレキサートの存在下で増殖させることにより
、挿入体コピー数を増やした。次いで、２００ｍＭおよび１０００ｍＭでの後続ラウンド
のサブクローニングおよび増殖を実施することにより、カテプシンＬの大規模生産での使
用に適切なメトトレキサート増幅セルラインを同定した。
【０４９４】
　１．メトトレキサート非存在下におけるＣａｔ－Ｌ細胞クローンのクローニングおよび
同定
　メトトレキサートの非存在下で成長する細胞を選択し、Ｃａｔ－Ｌ細胞クローンを同定
するため、上記トランスフェクションからの細胞を集め、５００ｘｇでの短い遠心分離に
より、４ｍＭのGlutaMAX（登録商標）-Ｉ（GIBCO; Invitrogen）を含み、ヒポキサンチン
およびチミジン補給物を含まない標準ＣＤ－ＣＨＯ培地（GIBCO; Invitrogen）で２回洗
浄した。最終洗浄後、細胞を計数し、１ｍＬ当たり１００００～２００００生細胞に希釈
した。細胞懸濁液の０.１ｍＬアリコートを、１０個の９６ウェル丸底組織培養プレート
の各ウェルに移し入れた。全プレートに追加の０.１ｍＬの同物質を補充した。細胞を加
湿インキュベーターにおいて３７℃、５％ＣＯ２で成長させた。
【０４９５】
　ヒポキサンチンおよびチミジン非存在下で選択された細胞の成長中のコロニーを含むウ
ェルを、カテプシン－Ｌ酵素検定法と培養ウェルにおける細胞成長の視覚的様相の組み合
わせにより同定した。各ウェルの組織培養上清における酵素活性を実施例９記載の要領で
評価した。２０クローンが同定された（表７ａ）。
【０４９６】
　表７ａ
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【表３２】

【０４９７】
　同定されたクローンを、ヒポキサンチンおよびチミジン不含有で１ｍＬのＣＤ－ＣＨＯ
培地および４ｍＭのGlutaMAX（登録商標）-Ｉを含む、２４ウェル組織培養プレートの個
々のウェルへ増殖させた。細胞を加湿インキュベーターにおいて３７℃、５％ＣＯ２で成
長させた。さらに、細胞を、同培地中におけるＴ－７５組織培養フラスコへ増殖させた。
各クローンの３バイアルを、１０％ＤＭＳＯ、４５％条件培地中で冷凍することにより保
管した。
【０４９８】
　２．５０ｎＭメトトレキサートにおける細胞のクローニングおよび同定
　細胞をプレート横方向へ１対３およびプレート下方向へ１対２の割合で希釈する二次元
無限希釈戦略を用いて、Ｃａｔ－Ｌ酵素活性の増殖および発現を示す２０セルラインサブ
クローンを、２４ウェルプレートから９６ウェル丸底組織培養プレートへサブクローニン
グした。希釈したサブクローンを、１ウェル当たり５００の非トランスフェクションＤＧ
４４ＣＨＯ細胞のバックグラウンドで成長させることにより、培養における初めの数日に
必要な成長因子を供給した。１サブクローンにつき、ヒポキサンチンおよびチミジン不含
有で、４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨＯ培地中５０ｎＭのメトト
レキサートの最終濃度を含む５プレートを作製した。細胞を加湿インキュベーターにおい
て３７℃、５％ＣＯ２で成長させた。
【０４９９】
　実施例９記載の要領でＣａｔ－Ｌ酵素活性を測定することにより、組換えヒト（合成）
Ｃａｔ－Ｌを発現する、５０ｎＭメトトレキサート中で成長しているサブクローンが同定
された。実質的に高い酵素活性を示すウェルを、近隣のウェルと顕微鏡で比較し、高発現
性アウトライヤークローンを増殖用に選択した。合計９６の個々のクローンを、ヒポキサ
ンチンおよびチミジン不含有で、４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨ
Ｏ培地中５０ｎＭのメトトレキサートの最終濃度を含む１２ウェル組織培養プレートへ増
殖させた。細胞を加湿インキュベーターにおいて３７℃、５％ＣＯ２で成長させた。
【０５００】
　７日間あけた異なる２時点で、実施例９記載の分泌されたＣａｔ－Ｌ酵素活性について
、これらの９６サブクローンを試験した。７日間にわたってＣａｔ－Ｌ酵素活性の最大増
加および顕微鏡下での健康な様相を示すサブクローンを、増殖用に選択した。増殖される
７サブクローンは、９Ｅ１２（＃１６）、７Ｇ９（＃５０）、１Ｃ５（＃６９）、４Ｆ４
（＃７６）、１Ｆ６（＃７７）、５Ｂ１０（＃９０）および２Ｆ２（＃９２）を含んでい
た。これらのサブクローンを、５０ｎＭメトトレキサートの存在下、Ｔ－２５およびＴ－
７５フラスコへ増殖させ、冷凍により保管した。
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【０５０１】
　３．２００ｎＭメトトレキサートにおける細胞のクローニングおよび同定
　次いで、サブクローン９Ｅ１２（＃１６）、７Ｇ９（＃５０）、１Ｃ５（＃６９）、４
Ｆ４（＃７６）、１Ｆ６（＃７７）、５Ｂ１０（＃９０）および２Ｆ２（＃９２）を、２
００ｎＭメトトレキサート含有培地中へサブクローニングした。７サブクローンのそれぞ
れにつき２次元無限希釈戦略を用いて、５個の９６ウェル丸底組織培養プレートをセット
アップした。希釈したサブクローンを、２００ｎＭのメトトレキサートおよび４ｍＭの G
lutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨＯ培地（ヒポキサンチンおよびチミジン不含
有）中１ウェル当たり５００の非トランスフェクションＤＧ４４ＣＨＯ細胞のバックグラ
ウンドにおいて成長させた。３５プレートを、加湿インキュベーターにおいて３７℃、５
％ＣＯ２でインキュベーションした。
【０５０２】
　実施例９記載の要領で、細胞培養上清においてＣａｔ－Ｌ酵素活性を測定することによ
り、２００ｎＭメトトレキサート中で培養されながら高レベルのｒＨｕＣａｔ－Ｌを発現
するサブクローンが同定された。合計３５のサブクローン（９Ｅ１２（＃１６）、７Ｇ９
（＃５０）、１Ｃ５（＃６９）、４Ｆ４（＃７６）、１Ｆ６（＃７７）、５Ｂ１０（＃９
０）および２Ｆ２（＃９２）のそれぞれから５）を選択し、２００ｎＭのメトトレキサー
トおよび４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨＯ培地（ヒポキサンチン
およびチミジン不含有）中で２４ウェル組織培養プレートへ増殖させた。サブクローンを
加湿インキュベーターにおいて３７℃、５％ＣＯ２でインキュベーションした。
【０５０３】
　３５サブクローンをＣａｔ－Ｌ活性について検定し、最高レベルの分泌酵素活性を発現
する１０サブクローンを６ウェル組織培養プレートへ増殖させた。１０クローンおよびそ
れらのサブクローンを表７ｂに示す。それに続いて、これらの１０サブクローンを、２０
０ｎＭのメトトレキサートおよび４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨ
Ｏ培地（ヒポキサンチンおよびチミジン不含有）中でＴ７５組織培養フラスコ、次いで振
とうフラスコへと増殖させた。サブクローンを成長させている振とうフラスコを増殖させ
、細胞を冷凍により保管した。
【０５０４】
　７を超える継代について小さい振とうフラスコで早期に急速な細胞増殖（短い倍加時間
）を示す４つのサブクローン、９Ｅ１２－３Ｄ３および７Ｇ９－２Ｆ２、７Ｇ９－３Ｆ１
および７Ｇ９－５Ｆ２を、比較発現および製造試験用の４×１０Ｌ制御式バイオリアクタ
ーの接種用に増殖させた。また、４サブクローンを、２００ｎＭのメトトレキサートおよ
び４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを補ったＣＤ－ＣＨＯ培地を含む１Ｌ振とうフラス
コで連続的に増殖および継代させた。細胞密度および生存能を１日おきに測定し、無細胞
保留物を、後日の酵素活性評価用に４℃で貯蔵した。
【０５０５】
　表７ｂ
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【表３３】

【０５０６】
　４．１０００ｎＭメトトレキサートにおける細胞のクローニングおよび同定
　９Ｅ１２－１－３Ｄ３および１Ｃ５－３－２Ｆ２について、２００８年７月１日に１０
００ｎＭメトトレキサート含有培地中への３回目のサブクローニングを実施した。２サブ
クローンのそれぞれに対し２次元無限希釈戦略を用いることにより、５つの９６ウェル丸
底組織培養プレートをセットアップした。希釈したサブクローンを、加湿インキュベータ
ーでの１０００ｎＭのメトトレキサートおよび４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）-Ｉ含有（
ヒポキサンチンおよびチミジン不含有）ＣＤ－ＣＨＯ培地中、３７℃、５％ＣＯ２で１ウ
ェル当たり５００の非トランスフェクションＤＧ４４ＣＨＯ細胞のバックグラウンドにお
いて成長させた。
【０５０７】
　１０００ｎＭメトトレキサート中で成長しているサブクローンを含むウェルが、視覚的
および顕微鏡検査により同定された。次いで、９Ｅ１２－１－３Ｄ３および１Ｃ５－３－
２Ｆ２サブクローンから希釈した成長中の細胞を含む２０のウェル（１サブクローンにつ
き１０ウェル）を、ウエスタン・ブロットによりｒＨｕＣａｔ－Ｌ発現について検定した
。全２０サブクローンを、１０００ｎＭのメトトレキサートおよび４ｍＭの GlutaMAX（
登録商標）-Ｉ含有（ヒポキサンチンおよびチミジン不含有）ＣＤ－ＣＨＯ培地中で１２
ウェル組織培養プレートに増殖させ、加湿インキュベーター中３７℃、５％ＣＯ２でイン
キュベーションした。表７ｃは、２０サブクローン、およびそれらのサブクローンを示す
。次いで、１０００ｎＭメトトレキサート中で成長し得るクローンを増殖させ、Ｃａｔ－
Ｌ酵素活性について検定し、液体窒素中で冷凍することにより保管した。
【０５０８】
　表７ｃ
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【表３４】

【０５０９】
　Ｂ．カテプシンＬの大規模生産および精製
　合成カテプシンＬを大量に精製するため、上記要領で製造したセルライン９Ｅ１２－１
－３Ｄ３からの不活化プロカテプシンＬ細胞培養上清を、３６Ｌバイオリアクター中で培
養した。バイオリアクター中でインキュベーション後、細胞培養を収集フィルターにより
清澄化し、十字流ろ過を用いて濃縮および緩衝液交換し、溶媒／デタージェントによりウ
イルス不活化し、次いで、Q Sepharose Fast Flow（GE Healthcare）アニオン交換クロマ
トグラフィーおよびセラミックハイドロキシアパタイトクロマトグラフィー（Biorad、リ
ッチモンド、カリフォルニア）での連続クロマトグラフィーにより精製した。低ｐＨ（ｐ
Ｈ４.５）で処理後、SP Sepharose Fast Flow（GE Healthcare）カチオン交換クロマトグ
ラフィー、ウイルスろ過および十字流ろ過により活性化カテプシンＬをさらに精製した。
【０５１０】
　まず、一連のフラスコを通して９Ｅ１２－１－３Ｄ３セルラインを増殖させた。簡単に
述べると、６×１０５細胞／ｍＬおよび生存率７３％の６継代目の培養物３５ｍＬを、４
０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX（登録商標）-Ｉ（Invitrogen；原液２００ｍＭ）および２００ｎ
Ｍのメトトレキサート含有ＣＤ ＣＨＯ培地（Invitrogen）により２００ｍＬに拡大させ
た。４日目、４０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを加えたＣＤ ＣＨＯ培地を用い
、６Ｌスパージャー型スピナーにおいて、それを１２００ｍＬに拡大させた。次いで、６
Ｌスピナーで、毎回４０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX（登録商標）-Ｉを加えたＣＤ ＣＨＯ培地
を用いて、培養物を１１日目には２２００ｍＬ、１５日目には３５００ｍＬおよび最後の
１８日目には５０００ｍＬに拡大させた。
【０５１１】
　８００ｍＬの GlutaMAX（登録商標）-Ｉ、１００ｍｇの組換えヒトインスリン（rHuIns
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ulin）および３０ｍＬのゲンタマイシンを補ったＣＤ ＣＨＯ培地２０Ｌを含む、３６Ｌ
バイオリアクターにおいて、４.６×１０５細胞／ｍＬの初回播種密度で接種を行った。
培養物を静かに軽く撹拌混合するため、撹拌設定値は８０ＲＰＭ、温度設定値は３７℃、
ｐＨ設定値はｐＨ７.１５、および溶解酸素設定値は２５％とした。バイオリアクター容
器は、Applikon ADI 1030 コントローラーにより制御される形でろ過空気オーバーレイお
よび空気／酸素／ＣＯ２圧入（スパージ）を受けた。Ｏ２気流が必要に応じて一定空気ス
パージを自動的に補うように、ＤＯコントローラーへの従属装置としてＯ２ソレノイドバ
ルブを用いて、０.１～０.２ｓｌｐｍの一定空気圧入を与えた。
【０５１２】
　バイオリアクター稼働中、培養物に様々な間隔でフィード培地を補充することにより、
バイオリアクター稼働中、終始栄養分およびグルコースを補い、また、細胞の初期成長相
において追加の基本培地濃縮物および GlutaMAX（登録商標）-Ｉを供給することにより、
成長速度およびピーク細胞密度を最大にした。追加のタンパク質消化物（Yeastolate Utl
rafiltrate 50x (200g/L); Invitrogen）および酪酸ナトリウムを、バイオリアクター稼
働の後期製造相で加え、生成物の発現および分泌を最大にした。蠕動ポンプを介してフィ
ード培地をバイオリアクター中へ滅菌ろ過した。７、１０、１２、１３、１４および１６
日目、それぞれ５００ｍＬのフィード＃１～６を、バイオリアクター細胞キュアへ添加し
た。フィード＃１およびフィード＃２は、４８.６ｇ／Ｌの粉末状 CD CHO AGT（登録商標
）培地、２００ｍＬ／Ｌの GlutaMAX（登録商標）-Ｉ（最終濃度８ｍＭ）、２００ｍＬ／
Ｌの Yeastolate Utlrafiltrate５０ｘ（最終濃度８ｇ／Ｌ）、５０ｇのＤ－グルコース
（デキストロース；Invitrogen）および１.１ｇの酪酸ナトリウムを含んでいた。フィー
ド＃３～フィード＃６は、４８.６ｇ／Ｌの粉末状CD CHO AGT（登録商標）培地、１００
ｍＬ／Ｌの GlutaMAX（登録商標）-Ｉ（最終濃度４ｍＭ）、３００ｍＬ／Ｌの Yeastolat
e Utlrafiltrate５０ｘ（最終濃度１２ｇ／Ｌ）、４０ｇのＤ－グルコース（デキストロ
ース；Invitrogen）および１.６ｇの酪酸ナトリウムを含んでいた。トリパンブルー染色
での血球計により生細胞密度（ＶＣＤ）および生存率％、および残留グルコースについて
試験するため、各フィード供給前および採取（１９日目）前に細胞培養物から試料を採取
した。表８は、試験の結果を示す。
【０５１３】
　表７ｄ
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【表３５】

【０５１４】
　１９日目にバイオリアクターを収集し、細胞培養物（約２８.５Ｌ）をろ過により清澄
化して、細胞および細胞屑を除去した。細胞除去および清澄化ろ過工程は、Millipore Po
d フィルターＤ０ＨＣ（０.５ｍ２）およびＡ１ＨＣ（０.１ｍ２）により構成された。ま
ず、Millipore Pod を注射用水（ＷＦＩ）で洗い流し、ＰＢＳで平衡状態にした後採取物
を加えた。清澄化後、小型カプセルフィルター（Sartobran 300, 0.45 μm, Sartorius）
を介して、採取した細胞培養流体（ＨＣＣＦ）を貯蔵バッグ中へろ過した。ＨＣＣＦ（３
１.６Ｌ、培養上清２８.５ＬおよびＰＢＳ水洗量３.１Ｌから成る）を補充して、５０ｍ
Ｍのトリスを得、２～８℃で貯蔵した。
【０５１５】
　次いで、ＨＣＣＦを濃縮し、３０ｋＤａ分子量カットオフのＰＥＳ膜５ｘ１ｆｔ２から
成る十字流ろ過（ＴＦＦ）によりダイアフィルトレーションにかけた。まず、膜を２０ｍ
ＭのＢｉｓ－トリス、５０ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ７.０中で平衡状態にした。３１.６Ｌの
ＨＣＣＦを、３Ｌに１０ｘ濃縮したＴＦＦ系に加え、次いで２８Ｌの２０ｍＭのＢｉｓ－
トリス、５０ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ７.０によるダイアフィルトレーションにかけた。濃
縮ＨＣＣＦを、０.２μｍフィルターでろ過することにより、３Ｌの最終量を得た。室温
で９０分間、濃縮／緩衝液交換採取物を１％トリトンＸ－１００および０.３％トリ－ｎ
－ブチルリン酸で処理することにより、ウイルス不活化を実施した。
【０５１６】
　Q Sepharose Fast Flow（GE Healthcare）アニオン交換カラムを調製した。無菌化、負
荷および中和後、カラムを５カラム容量の２０ｍＭのＢｉｓ－トリス（ｐＨ７.０）で平
衡状態にした。ウイルス不活化後、濃縮した緩衝液交換採取物を、全段階について５分の
滞留時間を用いてＱカラムにローディングした（４０７ｃｍ／時）。カラムを、５カラム
容量の２０ｍＭのＢｉｓ－トリス（ｐＨ７.０）および５カラム容量の２０ｍＭのＢｉｓ
－トリス、５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ７.０）で連続洗浄した。タンパク質を２０ｍＭの
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Ｂｉｓ－トリス、１６０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ７.０）で溶離した。
【０５１７】
　セラミックハイドロキシアパタイト（ＣＨＴ）カラム（BioRad）を、無菌化、負荷およ
び中和後５ｍＭのリン酸ナトリウム（ｐＨ７.０）で平衡状態にした。Ｑ Sepharose 精製
タンパク質を、全段階について５分の滞留時間を用いてＣＨＴカラムにローディングした
（２５７ｃｍ／時）。カラムを、５カラム容量の５ｍＭリン酸ナトリウム、ｐＨ７.０お
よび５カラム容量の１０ｍＭリン酸ナトリウム、ｐＨ７.０で連続洗浄した。タンパク質
を７０ｍＭのリン酸ナトリウム、ｐＨ７.０で溶離した。
【０５１８】
　次いで、０.５Ｍの酢酸ナトリウム（ｐＨ４.０）でｐＨを４.５に調節することにより
、プロカテプシンＬをカテプシンＬに活性化した。活性化後、カテプシンＬを SP Sephar
ose Fast Flow クロマトグラフィーによりさらに精製した。SP Sepharose Fast Flow（GE
 Healthcare）イオン交換カラムを調製し、無菌化、負荷および中和後、５カラム容量の
５０ｍＭの酢酸ナトリウム（ｐＨ４.５）で平衡状態にした。ローディング前、活性化カ
テプシンＬを、５０ｍＭの酢酸ナトリウム（ｐＨ４.５）で２倍に希釈した。活性化カテ
プシンＬを、全段階について５分の滞留時間を用いてＳＰＦＦカラムにローディングした
（２５３ｃｍ／時）。カラムを５カラム容量の５０ｍＭ酢酸ナトリウム、ｐＨ４.５によ
り洗浄した。タンパク質を５０ｍＭの酢酸ナトリウム、５０ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ５.０
で溶離した。次いで、精製タンパク質をろ過することにより、ウイルスを除去し、例えば
１～２０ｍｇ／ｍＬに濃縮した。
【０５１９】
　実施例１２
　可溶性組換えヒトＰＨ２０（ｒＨｕＰＨ２０）発現セルラインの生成
　ＨＺ２４プラスミド（配列番号２２４に示す）を用いて、チャイニーズ・ハムスター卵
巣（ＣＨＯ）細胞をトランスフェクションした。可溶性ｒＨｕＰＨ２０構築物をコードす
るＤＮＡは、ヒトＰＨ２０ヒアルロニダーゼの天然シグナルリーダーのアミノ酸１位にあ
るメチオニンをコードするＤＮＡの前にＮｈｅＩ部位およびコザック共通配列、およびヒ
トＰＨ２０ヒアルロニダーゼのアミノ酸４８２位にあるチロシンをコードするＤＮＡの後
に停止コドン、次いでＢａｍＨＩ制限部位を含む。従って、構築物ｐＣＩ－ＰＨ２０－Ｉ
ＲＥＳ－ＤＨＦＲ－ＳＶ４０ｐａ（ＨＺ－２４）は、内部リボソーム導入部位（ＩＲＥＳ
）により分けられた、ＰＨ２０のアミノ酸１～４８２（配列番号２２５に示す）およびジ
ヒドロ葉酸レダクターゼのアミノ酸１～１８７（配列番号２６１に示す）をコードするＣ
ＭＶプロモーターにより駆動された単一ｍＲＮＡ種をもたらす。
【０５２０】
　非トランスフェクションＤＧ４４ ＣＨＯ細胞を、４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）およ
び１８ｍｌのプルロニックＦ６８／Ｌ（Gibco）を補ったＤＨＦＲ（－）細胞用のGIBCO 
改変ＣＤ－ＣＨＯ培地で増殖させ、トランスフェクションに備えた振とうフラスコ中０.
５×１０６細胞／ｍｌで播種した。細胞を、１２０ｒｐｍで振とうしながら、加湿インキ
ュベーターにおいて５％ＣＯ２中３７℃で増殖させた。指数的に増殖している非トランス
フェクションＤＧ４４ ＣＨＯ細胞を、トランスフェクション前に生存能について試験し
た。
【０５２１】
　非トランスフェクションＤ４４ ＣＨＯ細胞培養の６０００万の生細胞を、沈降させ、
０.７ｍＬの２×トランスフェクション緩衝液（２×ＨｅＢＳ：４０ｍＭのヘペス、ｐＨ
７.０、２７４ｍＭのＮａＣｌ、１０ｍＭのＫＣｌ、１.４ｍＭのＮａ２ＨＰＯ４、１２ｍ
Ｍのデキストロース）に再懸濁し、２×１０７細胞の密度とした。再懸濁細胞の各アリコ
ートに、０.０９ｍＬ（２５０μｇ）の線状ＨＺ２４プラスミド（ＣｌａＩ（New England
 Biolabs）での一晩消化により線状化した；線状ＨＺ２４プラスミドを配列番号１９に示
す）を加え、細胞／ＤＮＡ溶液を、室温で０.４ｃｍギャップＢＴＸ（Gentronics）電気
穿孔用キュベット中へ移した。細胞と混合されるプラスミドＤＮＡが無い形で陰性対照電
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気穿孔を実施した。細胞／プラスミド混合物を、３３０Ｖおよび９６０μＦまたは３５０
Ｖおよび９６０μＦのコンデンサ放電により電気穿孔した。
【０５２２】
　電気穿孔後、細胞をキュベットから取り出し、４ｍＭのグルタミンおよび１８ｍｌのプ
ルロニックＦ６８／Ｌ（Gibco）を補ったＤＨＦＲ（－）細胞用の改変ＣＤ－ＣＨＯ培地
５ｍＬ中に移し、加湿インキュベーターにおいて５％ＣＯ２中３７℃で２日間、選択せず
に６ウェル組織培養プレートの１ウェルで増殖させた。
【０５２３】
　電気穿孔の２日後、０.５ｍＬの組織培養培地を各ウェルから取り出し、ヒアルロニダ
ーゼ活性の存在について試験した（実施例１６参照）。結果を下表８に示す。
【表３６】

【０５２４】
　トランスフェクション２（３５０Ｖ）からの細胞を、組織培養ウェルから集め、計数し
、１ｍＬ当たり１×１０４～２×１０４生細胞に希釈した。細胞懸濁液の０.１ｍＬアリ
コートを、５個の９６ウェル丸底組織培養プレートの各ウェルに移し入れた。ヒポキサン
チンおよびチミジン補給物不含有で、４ｍＭの GlutaMAX（登録商標）－１補給物（GIBCO
（登録商標）、Invitrogen Corporation）を含むＣＤ－ＣＨＯ培地（GIBCO）１００マイ
クロリットルを、細胞を含む各ウェルに加えた（最終量０.２ｍＬ）。
【０５２５】
　メトトレキサートの非存在下で成長させた５プレートから１０クローンが同定された（
表９参照）。
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【表３７】

【０５２６】
　６個のＨＺ２４クローンを、培養で増殖させ、単一細胞懸濁液として振とうフラスコ中
へ移した。上方左手ウェルにある５０００細胞から出発してプレート下方向へ１：２およ
びプレート横方向へ１：３に細胞を希釈する２次元無限希釈戦略を用いて、クローン３Ｄ
３、３Ｅ５、２Ｇ８、２Ｄ９、１Ｅ１１および４Ｄ１０を、９６ウェル丸底組織培養プレ
ート中へ平板培養した。希釈したクローンを、１ウェル当たり５００の非トランスフェク
ションＤＧ４４ ＣＨＯ細胞のバックグラウンドで増殖させることにより、培養の始めの
数日間に必要な成長因子を供給した。１サブクローンにつき１０プレートを調製し、５プ
レートは５０ｎＭのメトトレキサートを含み、５プレートはメトトレキサートを含まない
ものとした。
【０５２７】
　クローン３Ｄ３は、目に見える２４のサブクローン（メトトレキサート処理をしなかっ
たものから１３および５０ｎＭメトトレキサート処理をしたものから１１）を生じた。２
４サブクローンのうち８からの上清で顕著なヒアルロニダーゼ活性が測定され（＞５０単
位／ｍＬ）、これらの８クローンを、適切な場合５０ｎＭのメトトレキサートの存在下、
Ｔ－２５組織培養フラスコ中へ増殖させた。さらにクローン３Ｄ３（５０ｎＭ）を５００
ｎＭのメトトレキサート中で増殖させることにより、振とうフラスコ中で１０００単位／
ｍｌより多く生産するクローンが生じた（クローン３Ｄ３５Ｍ；世代１またはＧｅｎ１ 
３Ｄ３５Ｍ）。
【０５２８】
　実施例１３
　Ｇｅｎ１ヒトｓＰＨ２０の製造および精製
Ａ．５Ｌバイオリアクター過程
　３Ｄ３５Ｍのバイアルを解凍し、１００ｎＭのメトトレキサートおよび GlutaMAX（登
録商標）－１（Invitrogen）を補ったＣＤ－ＣＨＯ培地（Invitrogen、カールスバッド、
カリフォルニア）中振とうフラスコから１Ｌスピナーフラスコ中へ増殖させた。細胞を、
スピナーフラスコから５Ｌバイオリアクター（Braun）へ４×１０５生細胞／ｍｌの接種
密度で導入した。パラメーターは、温度設定値３７℃、ｐＨ７.２（出発設定値）、溶解
酸素設定値２５％および空気オーバーレイ０～１００ｃｃ／分であった。１６８時間後、
フィード＃１培地（５０ｇ／Ｌグルコースを含むＣＤ ＣＨＯ）２５０ｍｌを加えた。２
１６時間後、フィード＃２培地（５０ｇ／Ｌグルコースおよび１０ｍＭの酪酸ナトリウム
を含むＣＤ ＣＨＯ）２５０ｍｌを加え、２６４時間後、２５０ｍｌのフィード＃２培地
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を加えた。この過程は、１ｍｌ当たり１６００単位の最終生産性をもたらし、最大細胞密
度は６×１０６細胞／ｍｌであった。酪酸ナトリウムの添加は、最終製造段階における可
溶性ｒＨｕＰＨ２０の生産性を劇的に向上させるものであった。
【０５２９】
　３Ｄ３５Ｍクローンからの条件培地を、深層ろ過および１０ｍＭのヘペス（ｐＨ７.０
）への十字流ダイアフィルトレーションにより清澄化した。次いで、可溶性ｒＨｕＰＨ２
０を、Q Sepharose（Pharmacia）イオン交換での連続クロマトグラフィー、Phenyl Sepha
rose（Pharmacia）疎水性相互作用クロマトグラフィー、フェニルボロン酸（Prometics）
およびハイドロキシアパタイトクロマトグラフィー（Biorad、リッチモンド、カリフォル
ニア）により精製した。
【０５３０】
　可溶性ｒＨｕＰＨ２０は Q Sepharose に結合し、同緩衝液中において４００ｍＭのＮ
ａＣｌで溶離した。溶離液を２Ｍ硫酸アンモニウムにより５００ｍＭ硫酸アンモニウムの
最終濃度に希釈し、Phenyl Sepharose（低サブ）カラムに通し、次いで同一条件下でフェ
ニルボロン酸樹脂に結合させた。可溶性ｒＨｕＰＨ２０を、硫酸アンモニウム不含有の５
０ｍＭビシン中ｐＨ９.０で洗浄後、ヘペス（ｐＨ６.９）中のフェニルセファロース樹脂
から溶離した。溶離液を、５ｍＭリン酸カリウムおよび１ｍＭのＣａＣｌ２中のセラミッ
クハイドロキシアパタイト樹脂（ｐＨ６.９）へローディングし、８０ｍＭのリン酸カリ
ウム（ｐＨ７.４）および０.１ｍＭのＣａＣｌ２で溶離した。
【０５３１】
　生成した精製可溶性ｒＨｕＰＨ２０は、ＵＳＰリファレンス標準を用いる微濁度検定法
（実施例１６）によると、６５０００ＵＳＰ単位／ｍｇ（タンパク質）を超える比活性を
有していた。精製ｓＰＨ２０は、０.１％ＴＦＡ／Ｈ２Ｏおよび０.１％ＴＦＡ／９０％ア
セトニトリル／１０％Ｈ２Ｏ間の勾配でPharmacia５ＲＰＣスチレンジビニルベンゼンカ
ラムから２４～２６分までの単一ピークとして溶離し、ＳＤＳ電気泳動により単一の広い
６１ｋＤａバンドとして分割され、ＰＮＧＡＳＥ－Ｆ処理後、鋭い５１ｋＤａバンドに縮
小した。Ｎ－末端アミノ酸配列決定は、リーダーペプチドが有効に除去されたことを示し
ていた。
【０５３２】
　Ｂ．１００Ｌバイオリアクター細胞培養への上流細胞培養拡大製法
　拡大製法を用いることにより、３Ｄ３５Ｍ細胞の異なる４バイアルから可溶性ｒＨｕＰ
Ｈ２０を別々に精製し、ｓＨｕＰＨ２０の別々の４バッチ、ＨＵＡ０４０６Ｃ、ＨＵＡ０
４１０Ｃ、ＨＵＡ０４１５ＣおよびＨＵＡ０４２０Ｃを製造した。各バイアルを別々に拡
大させ、１２５Ｌバイオリアクターを通して培養し、次いで、カラムクロマトグラフィー
を用いて精製した。本製法全体を通して試料を採取し、酵素が生じると上記パラメーター
について評価した。下記で提供している製法の説明は、バイオリアクター開始およびフィ
ード培地量、導入細胞密度、および洗浄および溶離量などの物事に関する代表的な明細を
示す。正確な数はバッチごとに僅かに変化し、表３～１０で詳述されている。
【０５３３】
　４バイアルの３Ｄ３５Ｍ細胞を３７℃の水浴中で解凍し、１０ｎＭのメトトレキサート
および４０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX を含むＣＤ ＣＨＯを加え、細胞を遠心分離にかけた。
細胞を、２０ｍＬの新鮮な培地を含む１２５ｍＬ振とうフラスコ中で再懸濁し、３７℃、
７％ＣＯ２インキュベーター中に入れた。１２５ｍＬ振とうフラスコ中で細胞を４０ｍＬ
に拡大させた。細胞密度が１.５～２.５×１０６細胞／ｍＬに達したとき、培養物を１０
０ｍＬ培養量で１２５ｍＬスピナーフラスコへ拡大させた。フラスコを、３７℃、７％Ｃ
Ｏ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５～２.５×１０６細胞／ｍＬに達したと
き、培養物を２００ｍＬ培養量で２５０ｍＬスピナーフラスコへ拡大させ、フラスコを３
７℃、７％ＣＯ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５～２.５×１０６細胞／ｍ
Ｌに達したとき、培養物を８００ｍＬ培養量で１Ｌスピナーフラスコへ拡大させ、３７℃
、７％ＣＯ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５～２.５×１０６細胞／ｍＬに
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達したとき、培養物を５Ｌ培養量で６Ｌスピナーフラスコへ拡大させ、３７℃、７％ＣＯ

２でインキュベーションした。細胞密度が１.５～２.５×１０６細胞／ｍＬに達したとき
、培養物を２０Ｌ培養量で３６Ｌスピナーフラスコへ拡大させ、３７℃、７％ＣＯ２でイ
ンキュベーションした。
【０５３４】
　１２５Ｌリアクターを１２１℃で蒸気により滅菌し、２０ＰＳＩおよび６５ＬのＣＤ 
ＣＨＯ培地を加えた。使用前、リアクターを汚染についてチェックした。３６Ｌスピナー
フラスコ中の細胞密度が１.８～２.５×１０６細胞／ｍＬに達したとき、２０Ｌの細胞培
養物を、３６Ｌスピナーフラスコから１２５Ｌのバイオリアクター（Braun）へ、最終量
８５Ｌおよび播種密度約４×１０５細胞／ｍＬで移した。パラメーターは、温度設定値、
３７℃；ｐＨ：７.２；溶解酸素：２５％±１０％；インペラー速度５０ｒｐｍ；容器圧
３ｐｓｉ；空気スパージ１Ｌ／分；空気オーバーレイ：１Ｌ／分であった。細胞数、ｐＨ
確認、培地分析、タンパク質生産および保持を調べるため、毎日リアクターから試料を採
取した。実施中、栄養飼料を加えた。６日目、３.４Ｌのフィード＃１培地（ＣＤ ＣＨＯ
＋５０ｇ／Ｌグルコース＋４０ｍＬ／Ｌ GlutaMAX（登録商標）－１）を加え、培養温度
を３６.５℃に変えた。９日目、３.５Ｌのフィード＃２（ＣＤ ＣＨＯ＋５０ｇ／Ｌグル
コース＋４０ｍＬ／Ｌ GlutaMAX（登録商標）－１＋１.１ｇ／Ｌ酪酸ナトリウム）を加え
、培養温度を３６℃に変えた。１１日目、３.７Ｌのフィード＃３（ＣＤ ＣＨＯ＋５０ｇ
／Ｌグルコース＋４０ｍＬ／Ｌ GlutaMAX（登録商標）－１＋１.１ｇ／Ｌ酪酸ナトリウム
）を加え、培養温度を３５.５℃に変えた。１４日目または細胞の生存率が５０％未満に
低下したとき、リアクターを収集した。この過程の結果、酵素活性が１６００単位／ｍｌ
および最大細胞密度が８００万細胞／ｍＬである可溶性ｒＨｕＰＨ２０が製造された。採
取時、マイコプラズマ、バイオバーデン、内毒素、およびインビトロおよびインビボでの
ウイルス、ウイルス粒子に関する透過型電子顕微鏡検査（ＴＥＭ）および酵素活性につい
て調べるため培養物から試料を採取した。
【０５３５】
　１００リットルのバイオリアクター細胞培養収集物を、ポリエーテルスルホン材質（Sa
rtorius）を有する一連の使い捨てカプセルフィルター：最初８.０μｍ深さのカプセル、
０.６５μｍ深さのカプセル、０.２２μｍカプセルに通し、最後に０.２２μｍ Sartopor
e ２０００ｃｍ２フィルターに通し、１００Ｌの無菌貯蔵バッグ中へろ過した。スパイラ
ルポリエーテルスルホン３０ｋＤａ ＭＷＣＯフィルターによる２ＴＦＦ（Millipore）を
用いて培養物を１０×濃縮し、次いで１０ｍＭのヘペス、２５ｍＭのＮａ２ＳＯ４（ｐＨ
７.０）により６×緩衝液交換を実施し、０.２２μｍ最終フィルターに通して２０Ｌ無菌
貯蔵バッグ中へろ過した。表１０は、細胞培養、収集、濃縮および緩衝液交換段階に関連
したモニタリングデータを示す。
【０５３６】
　表１０．細胞培養、収集、濃縮および緩衝液交換段階に関するモニタリングデータ
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【表３８】

【０５３７】
　Q Sepharose（Pharmacia）イオン交換カラム（３Ｌ樹脂、高さ＝２０ｃｍ、直径＝１４
ｃｍ）を調製した。ｐＨ、伝導性の測定および内毒素（ＬＡＬ）検定用に洗浄試料を採取
した。カラムを、５カラム容量の１０ｍＭのトリス、２０ｍＭのＮａ２ＳＯ４（ｐＨ７.
５）により平衡状態にした。濃縮し、ダイアフィルトレーションにかけた収集物を、１０
０ｃｍ／時の流速でＱカラムにローディングした。カラムを、５カラム容量の１０ｍＭの
トリス、２０ｍＭのＮａ２ＳＯ４（ｐＨ７.５）および１０ｍＭのヘペス、５０ｍＭのＮ
ａＣｌ（ｐＨ７.０）で洗浄した。タンパク質を１０ｍＭのヘペス、４００ｍＭのＮａＣ
ｌ（ｐＨ７.０）で溶離し、０.２２μｍの最終フィルターに通して滅菌バッグへろ過した
。
【０５３８】
　次に、フェニル－セファロース（Pharmacia）疎水性相互作用クロマトグラフィーを実
施した。フェニル－セファロース（ＰＳ）カラム（９.１Ｌ樹脂、高さ＝２９ｃｍ、直径
＝２０ｃｍ）を調製した。カラムを、５カラム容量の５ｍＭのリン酸カリウム、０.５Ｍ
の硫酸アンモニウム、０.１ｍＭのＣａＣｌ２、ｐＨ７.０により平衡状態にした。上記に
よるタンパク質溶離液に、２Ｍの硫酸アンモニウム、１Ｍのリン酸カリウムおよび１Ｍの
ＣａＣｌ２保存用標準溶液を補充して、それぞれ５ｍＭ、０.５Ｍおよび０.１ｍＭの最終
濃度とした。タンパク質を１００ｃｍ／時の流速でＰＳカラムにローディングした。５ｍ
Ｍのリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモニウムおよび０.１ｍＭのＣａＣｌ２、ｐＨ７
.０を１００ｃｍ／時の流速で加えた。フロースルーを０.２２μｍ最終フィルターに通し
て滅菌バッグ中へろ過した。
【０５３９】
　ＰＳ精製タンパク質を、５カラム容量の５ｍＭリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモ
ニウムで平衡状態にしておいたアミノフェニルボロン酸カラム（ProMedics）（６.３Ｌ樹
脂、高さ＝２０ｃｍ、直径＝２０ｃｍ）へローディングした。タンパク質を１００ｃｍ／
時の流速でカラムに通し、カラムを５ｍＭのリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモニウ
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ム、ｐＨ７.０で洗浄した。次いで、カラムを２０ｍＭのビシン、１００ｍＭのＮａＣｌ
、ｐＨ９.０で洗浄し、タンパク質を、５０ｍＭのヘペス、１００ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ
６.９）で滅菌フィルターから２０Ｌ滅菌バッグへ溶離した。溶離液をバイオバーデン、
タンパク質濃度および酵素活性について試験した。
【０５４０】
　ハイドロキシアパタイト（ＨＡＰ）カラム（BioRad）（１.６Ｌ樹脂、高さ＝１０ｃｍ
、直径＝１４ｃｍ）を、５ｍＭのリン酸カリウム、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１ｍＭの
ＣａＣｌ２、ｐＨ７.０により平衡状態にした。洗浄試料を収集し、ｐＨ、伝導性および
内毒素（ＬＡＬ検定法）について試験した。アミノフェニルボロン酸精製タンパク質に、
リン酸カリウムおよびＣａＣｌ２を補い、５ｍＭリン酸カリウムおよび０.１ｍＭＣａＣ
ｌ２の最終濃度とし、１００ｃｍ／時の流速でＨＡＰカラムへローディングした。カラム
を５ｍＭのリン酸カリウム（ｐＨ７.０）、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１ｍＭのＣａＣｌ

２、次いで１０ｍＭのリン酸カリウムｐＨ７.０、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１ｍＭのＣ
ａＣｌ２（ｐＨ）により洗浄した。タンパク質を７０ｍＭのリン酸カリウム（ｐＨ７.０
）で溶離し、０.２２μｍフィルターに通して５Ｌ滅菌貯蔵バッグ中へろ過した。溶離液
を、バイオバーデン、タンパク質濃度および酵素活性について試験した。
【０５４１】
　次いで、ＨＡＰ精製タンパク質を、圧力タンクを介し、２０ｎＭウイルス除去フィルタ
ーに通してポンプで輸送した。タンパク質をＤＶ２０圧力タンクおよびフィルター（Pall
 Corporation）に添加し、２０ｎｍ孔のUltipor DV20フィルター（Pall Corporation）に
通し、無菌２０Ｌ貯蔵バッグへ導入した。濾液をタンパク質濃度、酵素活性、オリゴ糖、
単糖およびシアル酸プロファイリング、および製造過程に関連した不純物について試験し
た。次いで、１０ｋＤ分子量カットオフ（ＭＷＣＯ）Sartocon Slice 十字流ろ過（ＴＦ
Ｆ）システム（Sartorius）を用いて、濾液中のタンパク質を１ｍｇ／ｍＬに濃縮した。
まず、ヘペス／食塩水溶液（１０ｍＭのヘペス、１３０ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ７.０）で
洗浄することにより、フィルターを準備し、ｐＨおよび伝導性を調べるため透過物から試
料を採取した。濃縮後、濃縮タンパク質の試料を採取し、タンパク質濃度および酵素活性
について試験した。濃縮タンパク質に対し、最終緩衝液：１０ｍＭのヘペス、１３０ｍＭ
のＮａＣｌ（ｐＨ７.０）まで６×緩衝液交換を実施した。濃縮タンパク質を０.２２μｍ
フィルターに通して２０Ｌ無菌貯蔵バッグへ導入した。タンパク質から試料を採取し、タ
ンパク質濃度、酵素活性、遊離スルフヒドリル基、オリゴ糖プロファイリンおよび容量オ
スモル濃度について試験した。
【０５４２】
　表１１～１７は、各３Ｄ３５Ｍ細胞ロットについての上記精製段階のそれぞれに関連し
たモニタリングデータを示す。
表１１．Q sepharose カラムデータ
【表３９】

【０５４３】
　表１２．Phenyl Sepharose カラムデータ
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【表４０】

【０５４４】
　表１３．アミノフェニルボロン酸カラムデータ
【表４１】

【０５４５】
　表１４．ヒドロキシアパタイトカラムデータ
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【表４２】

【０５４６】
　表１５．ＤＶ２０ろ過データ
【表４３】

【０５４７】
　表１６．最終濃度データ
【表４４】

【０５４８】
　表１７．最終調剤への緩衝液交換データ
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【表４５】

【０５４９】
　精製および濃縮した可溶性ｒＨｕＰＨ２０タンパク質を、５ｍＬおよび１ｍＬ充填容量
の滅菌バイアル中へ無菌充填した。０.２２μｍフィルターを介して、タンパク質をオペ
レーター制御ポンプへ通し、それを用いることにより、重量測定読出し装置を用いてバイ
アルを充填した。バイアルをストッパーで閉じ、クリンプキャップで固定した。閉じたバ
イアルを外来粒子について目視検査し、次いでラベルを貼った。ラベル貼付後、バイアル
を１分以内の間液体窒素中に沈めて急速冷凍し、－１５℃以下（－２０±５℃）で貯蔵し
た。
【０５５０】
　実施例１４
　可溶性ヒトＰＨ２０（ｒＨｕＰＨ２０）を含むＧｅｎ２細胞の製造
　実施例１２記載のＧｅｎ１ ３Ｄ３５Ｍセルラインを、さらに高レベルのメトトレキサ
ートに適合化させることにより、世代２（Ｇｅｎ２）クローンを製造した。３Ｄ３５Ｍ細
胞を、確立されたメトトレキサート含有培養物から４ｍＭの GlutaMAX-1（登録商標）お
よび１.０μＭメトトレキサートを含むＣＤ ＣＨＯ培地へ播種した。細胞を３７℃、７％
ＣＯ２加湿インキュベーター中４６日間にわたって成長させ、９回継代することにより、
細胞をさらに高レベルのメトトレキサートに適合化させた。２.０μＭメトトレキサート
含有培地を含む９６ウェル組織培養プレート中で限界希釈することにより、細胞の増幅集
団をクローニングした。約４週間後、クローンが同定され、クローン３Ｅ１０Ｂを拡大用
に選択した。２０継代用に、４ｍＭの GlutaMAX-1（登録商標）および２.０μＭメトトレ
キサートを含むＣＤ ＣＨＯ培地で３Ｅ１０Ｂ細胞を成長させた。３Ｅ１０Ｂセルライン
のマスター細胞バンク（ＭＣＢ）を作製し、冷凍し、後続の試験に使用した。
【０５５１】
　４ｍＭの GlutaMAX-1（登録商標）および４.０μＭメトトレキサートを含むＣＤ ＣＨ
Ｏ培地で３Ｅ１０Ｂ細胞を培養することにより、セルラインの増幅を続行した。第１２継
代後、細胞を、リサーチ細胞バンク（ＲＣＢ）としてバイアル中で冷凍した。ＲＣＢの１
バイアルを解凍し、８.０μＭメトトレキサート含有培地中で培養した。５日後、培地中
のメトトレキサート濃度は、１６.０μＭに増加し、１８日後には２０.０μＭに増加した
。２０.０μＭメトトレキサート含有培地中の第８継代からの細胞を、４ｍＭの GlutaMAX
-1（登録商標）および２０.０μＭメトトレキサートを含むＣＤ ＣＨＯ培地を含む９６ウ
ェル組織培養プレートでの限界希釈によりクローニングした。５～６週間後、クローンが
同定され、クローン２Ｂ２を、２０.０μＭメトトレキサート含有培地での拡大用に選択
した。第１１継代後、２Ｂ２細胞を、リサーチ細胞バンク（ＲＣＢ）としてバイアル中で
冷凍した。
【０５５２】
　生成した２Ｂ２細胞は、可溶性組換えヒトＰＨ２０（ｒＨｕＰＨ２０）を発現するジヒ
ドロ葉酸レダクターゼ欠損（ｄｈｆｒ－）ＤＧ４４ ＣＨＯ細胞である。可溶性ＰＨ２０
は、約２０６コピー／細胞のコピー数で２Ｂ２細胞に存在する。ｒＨｕＰＨ２０特異的プ
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ローブを用いるＳｐｅＩ－、ＸｂａＩ－およびＢａｍＨＩ／ＨｉｎｄIII－消化ゲノム２
Ｂ２細胞ＤＮＡのサザーン・ブロット分析は、以下の制限消化プロフィールを明らかにし
た：ＳｐｅＩで消化されたＤＮＡにより観察された～７.７ｋｂの１つの主たるハイブリ
ダイゼーションバンドおよび４つの小ハイブリダイゼーションバンド（～１３.９、～６.
６、～５.７および～４.６ｋｂ）；ＸｂａＩで消化されたＤＮＡにより観察された～５.
０ｋｂの１つの主たるハイブリダイゼーションバンドおよび２つの小ハイブリダイゼーシ
ョンバンド（～１３.９および～６.５ｋｂ）；およびＢａｍＨＩ／ＨｉｎｄIIIで消化さ
れた２Ｂ２ＤＮＡを用いて観察された～１.４ｋｂの１つの単ハイブリダイゼーションバ
ンド。
【０５５３】
　実施例１５
Ａ．３００Ｌバイオリアクター細胞培養におけるＧｅｎ２可溶性ｒＨｕＰＨ２０の製造
　ＨＺ２４－２Ｂ２のバイアルを解凍し、２０μＭのメトトレキサートおよび GlutaMAX 
-1（登録商標）（Invitrogen）を補ったＣＤ－ＣＨＯ培地（Invitrogen、カールスバッド
、カリフォルニア）中振とうフラスコから３６Ｌスピナーフラスコ中へ拡大させた。簡単
に述べると、細胞のバイアルを、３７℃水浴中で解凍し、培地を加え、細胞を遠心分離に
かけた。２０ｍＬの新鮮な培地を含む１２５ｍＬ振とうフラスコ中で細胞を再懸濁し、３
７℃、７％ＣＯ２インキュベーター中に入れた。１２５ｍＬ振とうフラスコ中で細胞を４
０ｍＬまで拡大させた。細胞密度が１.５×１０６細胞／ｍＬを超えたとき、培養物を１
００ｍＬ培養量で１２５ｍＬスピナーフラスコ中へ拡大させた。フラスコを、３７℃、７
％ＣＯ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５×１０６細胞／ｍＬを超えたとき
、培養物を２００ｍＬ培養量で２５０ｍＬスピナーフラスコ中へ拡大させ、フラスコを３
７℃、７％ＣＯ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５×１０６細胞／ｍＬを超
えたとき、培養物を８００ｍＬ培養量で１Ｌスピナーフラスコ中へ拡大させ、３７℃、７
％ＣＯ２でインキュベーションした。細胞密度が１.５×１０６細胞／ｍＬを超えたとき
、培養物を５０００ｍＬ培養量で６Ｌスピナーフラスコ中へ拡大させ、３７℃、７％ＣＯ

２でインキュベーションした。細胞密度が１.５×１０６細胞／ｍＬを超えたとき、培養
物を３２Ｌ培養量で３６Ｌスピナーフラスコ中へ拡大させ、３７℃、７％ＣＯ２でインキ
ュベーションした。
【０５５４】
　４００Ｌリアクターを滅菌し、２３０ｍＬのＣＤ－ＣＨＯ培地を加えた。使用前、リア
クターを汚染についてチェックした。約３０Ｌの細胞を、１ｍｌ当たり約４×１０５生細
胞の接種密度および総量２６０Ｌで３６Ｌスピナーフラスコから４００Ｌのバイオリアク
ター（Braun）へ移した。パラメーターは、温度設定値、３７℃；インペラー速度４０～
５５ＲＰＭ；容器圧３ｐｓｉ；空気スパージ０.５～１.５Ｌ／分；空気オーバーレイ：３
Ｌ／分であった。細胞数、ｐＨ確認、培地分析、タンパク質生産および保持を調べるため
、毎日リアクターから試料を採取した。また実施中、栄養飼料を加えた。１２０時間（５
日）目、１０.４Ｌのフィード＃１培地（４×ＣＤ－ＣＨＯ＋３３ｇ／Ｌグルコース＋１
６０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX-1（登録商標）＋８３ｍＬ／Ｌの Yeastolate＋３３ｍｇ／Ｌの
rHuInsulin）を加えた。１６８時間（７日）目、１０.８Ｌのフィード＃２（２×ＣＤ－
ＣＨＯ＋３３ｇ／Ｌのグルコース＋８０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX-1（登録商標）＋１６７ｍ
Ｌ／Ｌの Yeastolate＋０.９２ｇ／Ｌの酪酸ナトリウム）を加え、培養温度を３６.５℃
に変えた。２１６時間（９日）目、１０.８Ｌのフィード＃３（１×ＣＤ－ＣＨＯ＋５０
ｇ／Ｌグルコース＋５０ｍＬ／Ｌの GlutaMAX-1（登録商標）＋２５０ｍＬ／Ｌの Yeasto
late＋１.８０ｇ／Ｌの酪酸ナトリウム）を加え、培養温度を３６℃に変えた。２６４時
間（１１日）目、１０.８Ｌのフィード＃４（１×ＣＤ－ＣＨＯ＋３３ｇ／Ｌグルコース
＋３３ｍＬ／Ｌの GlutaMAX-1（登録商標）＋２５０ｍＬ／Ｌの Yeastolate＋０.９２ｇ
／Ｌ酪酸ナトリウム）を加え、培養温度を３５.５℃に変えた。フィード培地の添加は、
最終製造段階における可溶性ｒＨｕＰＨ２０の生産性を劇的に向上させることが観察され
た。１４または１５日目または細胞の生存率が４０％未満に低下したとき、リアクターを
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収集した。この過程の結果、１２００万細胞／ｍＬの最大細胞密度で１ｍｌ当たり１７０
００単位の最終生産性が達成された。採取時、マイコプラズマ、バイオバーデン、内毒素
およびインビトロおよびインビボでのウイルス、透過型電子顕微鏡検査（ＴＥＭ）および
酵素活性について調べるため培養物から試料を採取した。
【０５５５】
　培養物を蠕動ポンプにより送り出し、まずそれぞれ４～８μｍ浄化度の珪藻土層および
１.４～１.１μｍ浄化度の珪藻土層、次いでセルロース膜を含む、並行した４つの Milli
stak ろ過システムモジュール（Millipore）に通し、次いで０.４～０.１１μｍ浄化度の
珪藻土層および０.１μｍ未満浄化度の珪藻土層、次いでセルロース膜を含む第２の単一 
Millistak ろ過システム（Millipore）に通し、次いで０.２２μｍ最終フィルターに通し
て、３５０Ｌ収容力の滅菌単回使用可撓性バッグへ導入した。収集した細胞培養液に、１
０ｍＭのＥＤＴＡおよび１０ｍＭのトリスを補ってｐＨ７.５とした。４つの Sartoslice
 十字流ろ過（ＴＦＦ）３０ｋＤａ分子量カットオフ（ＭＷＣＯ）ポリエーテルスルホン
（ＰＥＳ）フィルター（Sartorious）を用いるＴＦＦ装置で培養物を１０×濃縮し、次い
で１０ｍＭのトリス、２０ｍＭのＮａ２ＳＯ４、ｐＨ７.５により１０×緩衝液交換を実
施し、０.２２μｍ最終フィルターに通して５０Ｌ滅菌貯蔵バッグへ導入した。
【０５５６】
　濃縮した、ダイアフィルトレーション収集物をウイルスについて不活化した。ウイルス
不活化前、１０％トリトンＸ－１００、３％トリ（ｎ－ブチル）リン酸（ＴＮＢＰ）の溶
液を調製した。濃縮した、ダイアフィルトレーション収集物を、Ｑカラムでの精製直前に
３６Ｌガラス反応容器中で１％トリトンＸ－１００、０.３％ＴＮＢＰに１時間暴露した
。
【０５５７】
　Ｂ．Ｇｅｎ２可溶性ｒＨｕＰＨ２０の精製
　Q Sepharose（Pharmacia）イオン交換カラム（９Ｌ樹脂、Ｈ＝２９ｃｍ、Ｄ＝２０ｃｍ
）を準備した。洗浄試料を、ｐＨ、伝導性測定および内毒素（ＬＡＬ）検定用に収集した
。カラムを、５カラム容量の１０ｍＭトリス、２０ｍＭのＮａ２ＳＯ４、ｐＨ７.５で平
衡状態にした。ウイルス不活化後、濃縮した、ダイアフィルトレーション収集物を、１０
０ｃｍ／時の流速でＱカラムにローディングした。カラムを、５カラム容量の１０ｍＭの
トリス、２０ｍＭのＮａ２ＳＯ４、ｐＨ７.５および１０ｍＭのヘペス、５０ｍＭのＮａ
Ｃｌ、ｐＨ７.０で洗浄した。タンパク質を、１０ｍＭのヘペス、４００ｍＭのＮａＣｌ
、ｐＨ７.０で０.２２μｍ最終フィルターに通して溶離し、滅菌バッグに導入した。溶離
液試料を、バイオバーデン、タンパク質濃度およびヒアルロニダーゼ活性について試験し
た。交換の最初と最後にＡ２８０吸光度読取を行った。
【０５５８】
　次に、フェニル－セファロース（Pharmacia）疎水性相互作用クロマトグラフィーを実
施した。フェニル－セファロース（ＰＳ）カラム（１９～２１Ｌ樹脂、高さ＝２９ｃｍ、
直径＝３０ｃｍ）を準備した。洗浄液を集め、ｐＨ、伝導性および内毒素（ＬＡＬ検定法
）を調べるために試料を採取した。カラムを、５カラム容量の５ｍＭのリン酸カリウム、
０.５Ｍの硫酸アンモニウム、０.１ｍＭのＣａＣｌ２、ｐＨ７.０により平衡状態にした
。Ｑセファロースカラムからのタンパク質溶離液に、２Ｍの硫酸アンモニウム、１Ｍのリ
ン酸カリウムおよび１ＭのＣａＣｌ２保存用標準溶液を添加して、それぞれ５ｍＭ、０.
５Ｍおよび０.１ｍＭの最終濃度とした。タンパク質を１００ｃｍ／時の流速でＰＳカラ
ムにローディングし、カラムのフロースルーを集めた。カラムを、１００ｃｍ／時で５ｍ
Ｍのリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモニウムおよび０.１ｍＭのＣａＣｌ２、ｐＨ７
.０により洗浄し、集めたフロースルーに洗浄液を加えた。フロースルーをカラム洗浄液
と合わせ、０.２２μｍ最終フィルターに通して滅菌バッグ中へろ過した。バイオバーデ
ン、タンパク質濃度および酵素活性を調べるためフロースルーから試料を採取した。
【０５５９】
　アミノフェニルボロン酸カラム（Promtics）を準備した。洗浄液を集め、ｐＨ、伝導性
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および内毒素（ＬＡＬ検定法）を調べるために試料を採取した。カラムを、５カラム容量
の５ｍＭのリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモニウムにより平衡状態にした。精製タ
ンパク質を含むＰＳフロースルーを、１００ｃｍ／時の流速でアミノフェニルボロン酸カ
ラムへローディングした。カラムを、５ｍＭのリン酸カリウム、０.５Ｍの硫酸アンモニ
ウム、ｐＨ７.０で洗浄した。カラムを、２０ｍＭのビシン、０.５Ｍの硫酸アンモニウム
、ｐＨ９.０で洗浄した。カラムを、２０ｍＭのビシン、１００ｍＭの塩化ナトリウム、
ｐＨ９.０で洗浄した。タンパク質を５０ｍＭのヘペス、１００ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ６.
９で溶離し、滅菌フィルターに通して滅菌バッグへ注入した。溶離試料を、バイオバーデ
ン、タンパク質濃度および酵素活性について試験した。
【０５６０】
　ハイドロキシアパタイト（ＨＡＰ）カラム（Biorad）を準備した。洗浄液を集め、ｐＨ
、伝導性および内毒素（ＬＡＬ検定法）について試験した。カラムを、５ｍＭのリン酸カ
リウム、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１ｍＭのＣａＣｌ２、ｐＨ７.０により平衡状態にし
た。アミノフェニルボロン酸精製タンパク質を添加して５ｍＭのリン酸カリウムおよび０
.１ｍＭのＣａＣｌ２の最終濃度とし、１００ｃｍ／時の流速でＨＡＰカラムにローディ
ングした。カラムを、５ｍＭのリン酸カリウム、ｐＨ７、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１
ｍＭのＣａＣｌ２により洗浄した。次に、カラムを、１０ｍＭのリン酸カリウム、ｐＨ７
、１００ｍＭのＮａＣｌ、０.１ｍＭのＣａＣｌ２により洗浄した。タンパク質を、７０
ｍＭのリン酸カリウム、ｐＨ７で溶離し、０.２２μｍ滅菌フィルターに通して滅菌バッ
グへ注入した。溶離試料を、バイオバーデン、タンパク質濃度および酵素活性について試
験した。
【０５６１】
　次いで、ＨＡＰ精製タンパク質を、ウイルス除去フィルターに通した。まず、２Ｌの７
０ｍＭリン酸カリウム、ｐＨ７.０で洗浄することにより、滅菌 Viosart フィルター（Sa
rtorius）を調製した。使用前、ｐＨおよび伝導性を調べるためろ過した緩衝液から試料
を採取した。ＨＡＰ精製タンパク質を、蠕動ポンプにより２０ｎＭウイルス除去フィルタ
ーに通した。７０ｍＭリン酸カリウム、ｐＨ７.０中のろ過したタンパク質を、０.２２μ
ｍ最終フィルターに通して滅菌バッグへ導入した。ウイルスろ過した試料を、タンパク質
濃度、酵素活性、オリゴ糖、単糖およびシアル酸プロファイリングについて試験した。ま
た、試料を製造過程に関連した不純物について試験した。
【０５６２】
　次いで、１０ｋＤ分子量カットオフ（ＭＷＣＯ）Sartocon Slice 十字流ろ過（ＴＦＦ
）システム（Sartorius）を用いて、濾液中のタンパク質を１０ｍｇ／ｍＬに濃縮した。
まず、１０ｍＭのヒスチジン、１３０ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ６.０で洗浄することにより
フィルターを準備し、ｐＨおよび伝導性を調べるため、透過物から試料を採取した。濃縮
後、濃縮タンパク質から試料を採取し、タンパク質濃度および酵素活性について試験した
。濃縮タンパク質に対し、最終緩衝液：１０ｍＭのヒスチジン、１３０ｍＭのＮａＣｌ、
ｐＨ６.０への６×緩衝液交換を実施した。緩衝液交換後、濃縮タンパク質を、０.２２μ
ｍフィルターに通して２０Ｌ滅菌貯蔵バッグへ導入した。タンパク質から試料を採取し、
タンパク質濃度、酵素活性、遊離スルフヒドリル基、オリゴ糖プロファイリングおよびオ
スモル濃度について試験した。
【０５６３】
　次いで、滅菌ろ過したバルクタンパク質を、３０ｍＬの滅菌テフロン製バイアル（Nalg
ene）中へ２０ｍＬで無菌分注した。次いで、バイアルを急速冷凍し、－２０±５℃で貯
蔵した。
【０５６４】
　Ｃ．Ｇｅｎ１可溶性ｒＨｕＰＨ２０およびＧｅｎ２可溶性ｒＨｕＰＨ２０の製造および
精製の比較
　３００Ｌバイオリアクター細胞培養におけるＧｅｎ２可溶性ｒＨｕＰＨ２０の製造およ
び精製は、１００Ｌバイオリアクター細胞培養におけるＧｅｎ１可溶性ｒＨｕＰＨ２０の
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製造および精製（実施例１３.Ｂに記載）と比べてプロトコルに若干の変更を含んでいた
。表１８は、これらの方法間における単純な拡大変化に加えて具体例としての差異を示す
。
【０５６５】
　表１８
【表４６】

【０５６６】
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【表４７】

【０５６７】
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【０５６８】
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【表４９】

【０５６９】
　実施例１６
　可溶性ｒＨｕＰＨ２０のヒアルロニダーゼ活性の測定
　ヒアルロン酸が血清アルブミンと結合したときの不溶性沈殿物の形成に基づく比濁分析
検定法を用いて、細胞培養物、精製フラクションおよび精製溶液などの試料中における可
溶性ｒＨｕＰＨ２０のヒアルロニダーゼ活性を測定した。可溶性ｒＨｕＰＨ２０をヒアル
ロン酸ナトリウム（ヒアルロン酸）と一定の設定期間（１０分）インキュベーションし、
次いで酸性化血清アルブミンを加えて未消化ヒアルロン酸ナトリウムを沈降させることに
より、活性を測定する。３０分の展開期間後、生成した試料の濁度を６４０ｎｍで測定す
る。ヒアルロン酸ナトリウム基質に対する酵素活性に起因する濁度の減少は、可溶性ｒＨ
ｕＰＨ２０酵素活性の尺度である。可溶性ｒＨｕＰＨ２０検定実用参照標準物質の希釈液
で作成した検量線を用いて、この方法を実施し、この検量線に対応させて試料活性測定を
実施する。
【０５７０】
　試料の希釈液を、酵素希釈液で調製した。５０ｍＭのＰＩＰＥＳ反応緩衝液（１４０ｍ
ＭのＮａＣｌ、５０ｍＭのＰＩＰＥＳ、ｐＨ５.５）２５.０ｍＬおよびＳＷＦＩ２５.０
ｍＬに３３.０±０.０５ｍｇの加水分解ゼラチンを溶解し、０.２ｍＬの２５％ブミネー
ト溶液を混合物中へ希釈し、３０秒間ボルテックスすることにより、酵素希釈液を調製し
た。使用前２時間以内にこれを実施し、必要時まで氷上で貯蔵した。試料を推定１～２Ｕ
／ｍＬに希釈した。一般的に、１段階当たりの最大希釈率が１：１００を超えることはな
く、初回希釈に関する最初の試料サイズは、２０μＬ以上であった。検定法の実施に必要
とされる最小試料量は、製造過程の試料、ＦＰＬＣフラクション：８０μＬ；組織培養上
清：１ｍＬ；濃縮材料８０μＬ；精製または最終段階材料：８０μＬであった。低タンパ
ク質結合９６ウェルプレートにおいて希釈液をトリプリケイトで作製し、それぞれの希釈
液３０μＬを、Optilux 黒色／透明底プレート（BD BioSciences）に移した。
【０５７１】
　２.５Ｕ／ｍＬ濃度の既知可溶性ｒＨｕＰＨ２０の希釈液を、酵素希釈液で調製して標
準曲線を作成し、トリプリケイトで Optilux プレートに加えた。希釈液は、０Ｕ／ｍＬ
、０.２５Ｕ／ｍＬ、０.５Ｕ／ｍＬ、１.０Ｕ／ｍＬ、１.５Ｕ／ｍＬ、２.０Ｕ／ｍＬお
よび２.５Ｕ／ｍＬを含んでいた。６０μＬの酵素希釈液を含む「試薬ブランク」ウェル
を陰性対照としてプレートに含ませた。次いで、プレートをカバーし、３７℃で５分間、
加熱ブロックで温めた。カバーを取り除き、プレートを１０秒間振とうした。振とう後、
プレートを加熱ブロックに戻し、MULTIDROP 384 液体操作装置に、ＳＷＦＩ２０.０ｍＬ
中の０.２５ｍｇ／ｍｌヒアルロン酸ナトリウム溶液（１００ｍｇのヒアルロン酸ナトリ



(153) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

ウム（LifeCore Biomedical）をＳＷＦＩ２０.０ｍＬに溶解することにより調製）を注入
した。これを、２～８℃で２～４時間、または完全に溶解するまで静かに回転させ、およ
び／または揺らすことにより混合した。反応プレートを MULTIDROP384 に移し入れ、開始
キーを押して３０μＬのヒアルロン酸ナトリウムを各ウェルへ分注することにより反応を
開始させた。次いで、プレートを MULTIDROP384 から取り出し、１０秒間振とうした後、
プレートカバーをかけた加熱ブロックに移した。プレートを３７℃で１０分間インキュベ
ーションした。
【０５７２】
　MULTIDROP384 を準備し、機械に血清使用溶液を注入し、容量設定を２４０μＬに変え
ることにより反応を停止させた。（５００ｍＭの酢酸緩衝液７５ｍＬ中の２５ｍＬの血清
保存用標準溶液［１容量のウマ血清（Sigma）を、９容量の５００ｍＭ酢酸緩衝液で希釈
し、ｐＨを塩酸で３.１に調節した］）。プレートを加熱ブロックから取り出し、MULTIDR
OP384 へ設置し、２４０μＬの血清使用溶液をウェルに分配した。プレートを取り出し、
プレート読取装置上で１０秒間振とうした。さらに１５分後、試料の濁度を６４０ｎｍで
測定し、標準曲線にあてはめることにより各試料の酵素活性（Ｕ／ｍＬ）を測定した。
【０５７３】
　酵素活性（Ｕ／ｍｌ）をタンパク質濃度（ｍｇ／ｍＬ）で割ることにより、比活性（Ｕ
／ｍｇ）を計算した。
【０５７４】
　実施例１７
　カテプシン－Ｌは、ズカーラットの皮下空間における線維性中隔を切断する
　ズカーラットを、ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５.３）中の９０μｇ／ｍｌのカテプシン－Ｌの
投与により処理し、皮膚断片で組織検査を実施することにより、線維性中隔を視覚化した
。対照として、ラットをＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５.３）のみで処理した。実施例５記載の要
領で、断片を固定し、マッソンのトリクローム染料で染色し、コラーゲンを視覚化した。
また、断片をヘマトキシリンおよびエオシンで染色した。簡単に述べると、断片を脱パラ
フィン処理し、水を用いて水和させた。断片をツェンカー固定した場合、塩化水銀結晶を
ヨウ素で除去し、チオ硫酸ナトリウムで清澄化した。試料を１５分間マイヤーのヘマトキ
シリンで染色し、次いで２０分間水道水で洗浄した。エオシンの鮮度、および所望の対比
染色の深さによって１５秒～２分間、断片をエオシンで対比染色した。一様な染色結果を
得るため、スライドを数回浸した後、それらをエオシン中に設置した。過剰のエオシンが
除去されるまで、断片を９５％および無水アルコール中でそれぞれ２分ずつ２回交換しな
がら脱水した。スライドを顕微鏡下でチェックした後、キシレンでそれぞれ２分ずつ２回
交換しながら清澄化した。断片を Permount または Histoclad で封入した。結果は、酸
性緩衝液のみで処理した対照動物では、皮下脂肪組織小葉が皮膚表面へ垂直に伸びるコラ
ーゲン線維性中隔の複雑な網状組織により分断されたことを示す。ラットをカテプシン－
Ｌで処理することにより、皮下組織線維性中隔の分解が誘発された。
【０５７５】
　線維性中隔の構成を、カテプシン－Ｌ不含有、９０μｇ／ｍｌカテプシン－Ｌ含有のＭ
ＥＳ緩衝液（ｐＨ５.３）または５０ｍＭのヘペス緩衝液（ｐＨ７.４）中の９０μｇ／ｍ
ｌ細菌性コラゲナーゼで処理した後、ウサギ抗コラーゲン抗体によりさらに視覚化した。
結果は、酸性ＭＥＳ緩衝液のみで処理した対照ラットでは通常のコラーゲン分布を示す。
カテプシン－Ｌでのラットの処理により、コラーゲン分解を証明するコラーゲンについて
の染色が減少を示した。しかしながら、コラーゲン分解は、細菌性コラゲナーゼで処理し
たラットでは非常に顕著であった。これらの結果は、カテプシン－Ｌが、細菌性コラゲナ
ーゼと比べて高い一時的コラーゲン分解制御力を有することを立証している。
【０５７６】
　実施例１８
　ズカーラット真皮におけるカテプシン－Ｌの酵素作用の持続時間
　ウエスタン・ブロットおよび酵素活性の補完的２方法を用いて、カテプシン－Ｌの酵素
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作用の持続時間を、ズカーラットの真皮で評価した。ラットの真皮に、エピネフリン（２
.５μｇ／ｍＬ）を含む１２００単位／ｍｌのｒＨｕＰＨ２０（ｐＨ５.３）１ｍＬの注射
を行うことにより、血管収縮を誘発した。この直後に、５０ｍＭのＭＥＳ緩衝液中１００
μｇ／ｍＬの組換えカテプシン－Ｌ（ｐＨ５.３）１ｍＬの注射を行った。注射部位に切
り込みを入れ、注射の３～７０分後、２０μＬおよび２００μＬのエッペンドルフピペッ
トで間質灌流液を収集した。流体を実施例１０記載の要領でコラーゲン分解に関するウエ
スタン・ブロット分析により分析し、実施例９記載の要領で１時間にわたって、Ｚ－Ｌｅ
ｕ－Ａｒｇ－ＡＭＣと称される市販の蛍光性基質の加水分解速度から決定されるカテプシ
ン－Ｌの酵素活性（活性は相対蛍光単位（ＲＦＵ）／分として表される）を測定した。ｐ
Ｈインジケーターストリップ（EMD Chemicals, Inc.、ギブスタウン、ニュージャージー
、カタログ番号９５８８）を用いて、間質液灌流液のｐＨ値を記録した。データを表１９
に示す。
【０５７７】
　処理後１０分以内に最大酵素活性を測定した。活性は、真皮での投与後３０分時点で約
５０％減少し、６０分時点で約７０％減少した。
【０５７８】
【表５０】

【０５７９】
　実施例１９
　ズカーラット真皮におけるコラーゲン分解に対するカテプシン－Ｌの用量応答効果
　ズカーラットの真皮における１２００Ｕ／ｍｌのｒＨｕＰＨ２０（ｐＨ５.３）１ｍｌ
の投与後、１μｇ／ｍＬ～５００μｇ／ｍＬの範囲のカテプシン－Ｌ用量１ｍｌを、ズカ
ーラットの真皮に投与した。注射の２０分後、生検を集め、ブアン固定液で固定し、組織
検査用に加工処理した。実施例５記載の要領でコラーゲンを視覚化するため、断片をヘマ
トキシリンおよびエオシン、およびマッソンのトリクロームにより染色した。注射部位に
メスで切り込みを入れ、間質液を集めた。
【０５８０】
　処理した皮膚の組織学的分析および灌流液のウエスタン・ブロット分析を、それぞれ実
施例５および１０記載の要領で実施した。間質液の２５μＬのアリコートを、ＳＤＳ－Ｐ
ＡＧＥ用の６Ｘゲルローディング試料緩衝液５μＬと混合した。試料の総量を、４～１２
％トリス－グリシンゲル（Invitrogen、カールスバッド、カリフォルニア、カタログ番号
ＥＣ６０３８）へローディングし、着色済み分子量マーカー（Invitrogen、カタログ番号
ＬＣ５９２５）の着色最前線がゲルの底部に達するまで、電気泳動をトリス－グリシンＳ
ＤＳ泳動用緩衝液中で実施した。２０％メタノール、２５ｍＭのトリス、および２２０ｍ
Ｍのグリシンの緩衝液中、４℃で１.５時間、２０Ｖでの XCell II ブロットモジュール
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（Invitrogen、カタログ番号ＩＢ１００１）を用いて、タンパク質をニトロセルロース膜
（Invitrogen、カタログ番号ＬＣ２００１）へ転移させた。ゲル上における着色済みマー
カーバンドの色のほぼ完全な消失により転移は証明された。室温で３０分間、ＰＢＳＴ（
ＥＬＩＳＡにおいて洗浄緩衝液および希釈剤として使用されるデタージェント Tween20（
０.０５％ｖ／ｖ）を含む、リン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）溶液（１３７ｍＭのＮａＣｌ、
２.７ｍＭのＫＣｌ、１０ｍＭのリン酸、ｐＨ７.４））中２％の脱脂粉乳から成る緩衝液
中で膜を遮断した。室温で１時間、ＰＢＳＴ中１μｇ／ｍＬ最終濃度で使用されるヒトコ
ラーゲンＩに対するウサギポリクローナル抗体（Abcam、ケンブリッジ、マサチューセッ
ツ、カタログ番号ａｂ３４７１０）と、次いで室温で１時間、ＰＢＳＴ中３３ｎｇ／ｍＬ
の濃度で使用されるＨＲＰ結合ヤギ抗ウサギＩｇＧ（Calbiochem、サンディエゴ、カリフ
ォルニア、カタログ番号ＤＣ０３Ｌ）とインキュベーションすることにより、コラーゲン
Ｉが検出された。ＴＭＢ Insoluble（Calbiochem、カタログ番号６１３５４８）膜展開溶
液によりＨＲＰシグナルを展開し、室温で５～１０分後、ｄｄＨ２Ｏ中ですすぐことによ
り反応を停止させた。
【０５８１】
　組織学的およびウエスタン・ブロット分析は、カテプシン－Ｌの用量増加により、用量
依存的にコラーゲンが分解されることを示した。ウエスタン・ブロット分析は、１００μ
ｇ／ｍＬで処理した試料中における多数の低分子量バンドの存在から判断されるように、
カテプシン－Ｌの濃度が高いときには、コラーゲン分解が広範に及ぶことを示した。
【０５８２】
　実施例２０
　線維性中隔破壊に対するカテプシン－Ｌの用量依存的効果
　５０ｍＭのＭＥＳ、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中の１２００Ｕ／ｍｌのｒＨ
ｕＰＨ２０、１ｍＬの投与後、ＭＥＳ緩衝液（ｐＨ５.３）中１、１０、５０、１００、
２５０および５００μｇ／ｍＬの範囲のヒト組換えカテプシン－Ｌ１ｍＬ用量をズカーラ
ットの真皮に投与した。対照として、ラットをＭＥＳ緩衝液、ｐＨ５.３単独で処理した
。注射の２０分後、実施例１８記載の要領で間質灌流液を注射部位から収集した。皮膚生
検を集め、ブアン固定液で固定し、組織検査用に加工処理した。実施例５記載の要領でコ
ラーゲンを視覚化するため、脱パラフィンした断片を、ヘマトキシリンおよびエオシン、
およびマッソンのトリクロームにより染色した。ウエスタン・ブロットを実施例１０記載
の要領で実施した。
【０５８３】
　組織検査およびウエスタン・ブロット分析からの結果は、ズカーラットにおけるコラー
ゲンの組換えカテプシン－Ｌ分解が用量依存的であることを示していた。線維性中隔の破
壊は、１０μｇ／ｍＬのカテプシン－Ｌで処理した皮膚において明らかに目に見えるもの
であった。
【０５８４】
　実施例２１
　ズカーラット真皮におけるカテプシン－Ｌの効果に対するイオン強度の影響
　真皮に注入されたカテプシン－Ｌ酵素活性の時間を、緩衝液およびエピネフリンのイオ
ン強度の関数として試験した。
【０５８５】
　ズカーラットに対し、１ｍＬの１２００Ｕ／ｍｌのｒＨｕＰＨ２０、次いで１、５、１
０および５０ｍＭのＭＥＳ緩衝液、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中２５μｇ／ｍ
Ｌのカテプシン－Ｌ、１ｍＬの注射を行った。間質灌流液を投与の２０分後に収集した。
間質液灌流液のｐＨ値を、ｐＨインジケーターストリップ（EMD Chemicals, Inc.、ギブ
スタウン、ニュージャージー、カタログ番号９５８８）を用いて記録し、真皮におけるカ
テプシン－Ｌ酵素活性を実施例９記載の要領で測定した。真皮灌流液のｐＨ値は、低イオ
ン緩衝液強度（１、５および１０ｍＭのＭＥＳ、ｐＨ５.３）の場合７.５であった。カテ
プシン－Ｌを５０ｍＭのＭＥＳ（ｐＨ５.３）中で送達したとき真皮灌流液のｐＨ値は６.
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５であった。カテプシン－Ｌを低イオン緩衝液強度（１、５および１０ｍＭのＭＥＳ）中
で送達したとき、測定可能な酵素活性は検出されなかった。５０ｍＭのＭＥＳ中で処方し
たカテプシン－Ｌを投与した注射部位の灌流液では、強力な酵素活性が検出された。これ
らの結果は、カテプシン－Ｌの酵素活性が緩衝液のイオン強度により堅固にモジュレーシ
ョンされ得ることを示していた。
【０５８６】
　実施例２２
　ズカーラットに皮下注入されたカテプシン－Ｌによる線維性中隔の破壊
　５０ｍＭのＭＥＳ、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中の１２００Ｕ／ｍｌのｒＨ
ｕＰＨ２０の投与後、５０ｍＭのＭＥＳ緩衝液、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中
１０または１００μｇ／ｍＬのカテプシン－Ｌで処理した２２匹の雄ズカーラットにおい
て、ズカーラットに皮下注射された単一用量のカテプシン－Ｌの効果を評価した。２０週
の期間、週に１回生検を採取し、実施例５記載の要領で組織学的に分析した。１０μｇ／
ｍｌまたは１００μｇ／ｍｌ用量のカテプシン－Ｌで単一処理することにより、実施例１
７記載の通り線維性中隔が急速に破壊された。４週間目に採取した生検の組織学的分析は
、処理領域における線維性中隔の数が非処理領域での数よりも少ないことを示していた。
２０週目以降、線維性中隔の定型的垂直配向が処理領域では認められなかった。皮下組織
におけるコラーゲンの配向は皮膚表面に対し水平かつ平行であり、組織モデリングと一致
していた。
【０５８７】
　実施例２３
　カテプシン－Ｌの投与は有害な作用との因果関係を示さない
　脈管内注射したカテプシン－Ｌの安全性試験は、明白な有害な作用を示すものではなか
った。２５ｇの雄ｂａｌｂ／ｃマウス（Charles River）および２００ｇの雄スプラーグ
ドーリーラット（Harlan Laboratories）に対し、尾部静脈において１２ｍｇ／ｋｇ以下
の濃度で５０ｍＭのＭＥＳ、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中の組換えカテプシン
Ｌを投与した。動物を有害な作用について１週間観察した。ケージ側からの観察によると
、有害な作用は記録されなかった。
【０５８８】
　実施例２４
　カテプシン－Ｌは、ブタ皮下組織における線維性中隔微小構造の構成を改変する
　麻酔したヨークシャー種のブタ（SNS farms、ラモナ、カリフォルニア）に、脇腹の皮
下組織へ挿入した２３ゲージのバタフライ針（Terumo、ルーベン、ベルギー国、カタログ
番号ＣＥ０１９７）により１２００Ｕ／ｍＬのｒＨｕＰＨ２０を含む５０ｍＭのＭＥＳ、
１５０ｍＭのＮａＣｌ緩衝液（ｐＨ５.３）５ｍＬを与え、直後にｉ）５０ｍＭのＭＥＳ
、１５０ｍＭのＮａＣｌ緩衝液（ｐＨ５.３）中５０μｇ／ｍｌのカテプシン－Ｌ５ｍＬ
、またはii）５０ｍＭのヘペス、１５０ｍＭのＮａＣｌ緩衝液（ｐＨ７.４）中の５０μ
ｇの細菌性コラゲナーゼを投与した。対照は、５０ｍＭのＭＥＳ緩衝液、１５０ｍＭのＮ
ａＣｌ（ｐＨ５.３）、ｒＨｕＰＨ２０単独（ｐＨ５.３）およびカテプシン－Ｌ（ｐＨ７
.４）であった。処理の２時間、２４時間および７日後に、十分な厚さの生検を採取し、
ブアン固定液に固定した。６ｍｍの組織検査用断片を切断し、ヘマトキシリンおよびエオ
シンまたはマッソン・トリクロームコラーゲン染料で染色した。非常に濃い褐色の変色を
特徴とする肉眼で見える変化がコラゲナーゼ注射部位で観察されたが、カテプシン－Ｌ処
理部位ではその度合いはかなり低かった。対照を注射した部位または非処理皮膚では、肉
眼で見える変化は認められなかった。これらの結果は、細菌性コラゲナーゼ注射の場合と
比べて、カテプシン－Ｌ処理では、最小限の出血を伴うのに過ぎないことを示している。
【０５８９】
　肉眼で見える変化は、典型的にはコラゲナーゼに伴うかなりの皮下注射部位出血の組織
学的発見と相関関係を示すが、カテプシン－Ｌについては最小限の出血に止まっている。
線維性中隔の微小構造は、ＭＥＳ緩衝液のみで処理した皮膚での稠密に詰まったコラーゲ
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ン中隔とは対照的に、カテプシン－Ｌおよび細菌性コラゲナーゼを注射した皮膚の場合コ
ラーゲン線維の縦分裂、崩壊および角形成を特徴としている。しかしながら、組織検査結
果は、カテプシン－Ｌ処理部位とは対照的に、コラゲナーゼ処理部位については、出血結
果と一致する、中隔の微小構造における深刻な変化を実際に示していた。さらに、５μｇ
／ｍＬ程度の低用量の細菌性コラゲナーゼによる処理でも、深刻な横紋筋融解症を誘発し
た。これらの結果は、カテプシン－Ｌは生理学的ｐＨで急速に不活化されるが、コラゲナ
ーゼは生理学的ｐＨで長期間活性を呈することから、カテプシン－Ｌがコラーゲンを分解
し、線維性中隔の構造を改変しながらも、その効果は細菌性コラゲナーゼよりも制御され
ていることを立証している。
【０５９０】
　別の試験では、ブタに、５ｍＬの１２０／ｍｌ Ｕ ｒＨｕＰＨ２０（ｐＨ５.３）、次
いで５０ｍＭのＭＥＳ、１５０ｍＭのＮａＣｌ（ｐＨ５.３）中５～１０００μｇ／ｍＬ
の範囲（５、２５、５０、１００、２００、５００および１０００μｇ／ｍＬ）の用量で
組換えカテプシン－Ｌ５ｍＬを与えた。十分な厚さの皮膚生検を、処理の２および２４時
間後に採取し、ブアン固定液に固定し、実施例５記載の要領でＨ＆Ｅまたはコラーゲン用
マッソンのトリクローム染色用に加工処理した。注射の２時間および２４時間後に切除し
た皮膚の目視検査は、２５μｇ／ｍＬおよびそれより高用量で処理した注射部位に中程度
の出血があることを示した。組換えカテプシン－Ｌの５００μｇ／ｍＬおよび１０００μ
ｇ／ｍＬの高用量による注射部位領域でのみ横紋筋融解症が観察された。
【０５９１】
　実施例２５
　蛍光性基質に関するカテプシン－Ｌの酵素活性に対する還元条件の作用
　Ｚ－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－Ｔｙｒ－Ａｒｇ－ＡＭＣ（配列番号：５３６；Ｚ＝Ｎ－カルボベ
ンジルオキシ；ＡＭＣ：７－アミノ－４－メチルクマリン）（Biomatik Corp.、ウィルミ
ントン、デラウエア）と称される特注製造の蛍光性基質を用いて、カテプシン－Ｌの酵素
活性に対する還元剤の作用を検定した。ＲＦＵ／秒でのカテプシン－Ｌ活性を、システイ
ン（Spectrum Chemical、ガーデナ、カリフォルニア、カタログ番号Ｃ１４７３）または
ＴＣＥＰ（トリス（２－カルボキシエチル）ホスフィン）（Sigma Aldrich、セントルイ
ス、ミズーリ、カタログ番号Ｃ４７０６）の存在下で測定した。
【０５９２】
　５ｍＭのシステインを含む７.８５ｍｇ／ｍＬの貯蔵濃度での活性化カテプシン－Ｌを
使用した。２ｎｇ／ｍｌのカテプシン－Ｌを、３７℃で３０分間、表１９Ａに示した適切
な濃度のシステインまたはＴＣＥＰを含む５０ｍＭのクエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ６
.５）、２％ＤＭＳＯ、０.０１％ブリージ－３５の総量２００μｌ中で２０μＭの蛍光性
ペプチド基質Ｚ－Ｈｉｓ－Ａｒｇ－Ｔｙｒ－Ａｒｇ－ＡＭＣとインキュベーションした。
インキュベーションを不透明底マイクロプレートで実施した。生じた蛍光を、蛍光プレー
ト読取装置（Molecular Devices, Spectramax M5、サニーベール、カリフォルニア）にお
いて基質に最適な励起放射線３６０ｎｍ～４６０ｎｍで読み取った。Ｓ字状用量応答をGr
aphpad Prizmソフトウェア（Graphpad Software、ラジョラ、カリフォルニア）でフィッ
トさせた後、カーブフィッティングはＲ２値＞０.９９８を有していた。下表１９Ａに示
した結果は、還元剤の存在によりカテプシン－Ｌの活性が増加することを示している。
【０５９３】
　表１９Ａ
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【表５１】

【０５９４】
　実施例２６
　基質に対するカテプシン－Ｌの酵素活性
　０.２５ｍｇ／ｍｌ濃度のカテプシン－Ｌを、５０ｍＭの酢酸ナトリウム（ｐＨ５）、
５０ｍＭの酢酸ナトリウム（ｐＨ６）または５０ｍＭのヘペス（ｐＨ７）を含む緩衝液中
で以下の３タンパク質（０.５ｍｇ／ｍｌのコラーゲンＩ型；０.２５ｍｇ／ｍｌのＨＳＡ
および０.２５ｍｇ／ｍｌのＰＨ２０）の１つまたはその２または３の混合物と３７℃で
１６時間までの間インキュベーションした。様々な時点（０、１５分、３０分、６０分、
１２０分、２４０分および一晩）で、試料のアリコートを採取し、青色染色を用いるＳＤ
Ｓ－ＰＡＧＥにより分析した。カテプシン－Ｌによるタンパク質分解は、用量依存的であ
り、無傷タンパク質の強度の視覚的減少により試験した基質のそれぞれについて観察され
た。カテプシンＬによるコラーゲンＩ型、ＨＡＳおよびＰＨ２０の分解は、ｐＨ５でより
完全となった。ｐＨ６およびそれより高ｐＨでは、分解は縮小した。中性ｐＨでは、カテ
プシンＬによるコラーゲンＩ型、ＨＡＳおよびＰＨ２０の分解は最小であった。カテプシ
ンＬはｐＨ５で安定しているため、緩衝液に還元剤を加えても、ｐＨ５ではカテプシンＬ
によるコラーゲン、ＨＡＳおよびＰＨ２０の分解にはほとんどまたは全く影響は無かった
。ｐＨが中性まで増加すると、カテプシンＬでは自己触媒作用が起こるため、中性ｐＨで
還元剤を加えると、カテプシンＬの自己触媒作用が減少することにより、コラーゲン、Ｈ
ＡＳおよびＰＨ２０の分解は増加した。
【０５９５】
　実施例２７
　ｈＭＭＰ－１のクローニングおよび発現
　Ａ．ｈＭＭＰ－１ライブラリーのクローニングおよびハイスループット発現
　この実施例では、ヒトマトリックス金属プロテアーゼ－１をコードするＤＮＡをプラス
ミドへクローニングし、次いで形質転換およびタンパク質成長／単離を実施することによ
り、ヒトマトリックス金属プロテアーゼ１（ｈＭＭＰ－１）ライブラリーを作製した。不
活性チモーゲンプロＭＭＰ－１（配列番号３２７に示す）をコードする、配列番号５３４
に示したヌクレオチド配列を有する親ヒトＭＭＰ－１ ＤＮＡ配列において突然変異を導
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入し、ポリペプチドの触媒ドメインおよび高プロリンリンカードメインにまたがるＭＭＰ
－１の単一アミノ酸変異型を生成することにより、ライブラリーを作製した。ヒトＭＭＰ
－１の触媒ドメイン（配列番号３２７のアミノ酸８１～２４２）およびリンカー領域（配
列番号３２７のアミノ酸２４３～２５８）内の１７８アミノ酸位置のそれぞれに少なくと
も１５のアミノ酸変異型を含むようにｈＭＭＰ－１ライブラリーを設計した（下記表２０
参照）。
【０５９６】
　表２０：ｈＭＭＰ－１ライブラリー
【表５２】

【０５９７】
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【表５３】

【０５９８】



(161) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

【表５４】

【０５９９】
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【表５５】

【０６００】
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【表５６】

【０６０１】



(164) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

【表５７】

【０６０２】
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【表５８】

【０６０３】
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【表５９】

【０６０４】
【表６０】

【０６０５】
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　下表２１に示した１７８アミノ酸位置のそれぞれをコードする、野生型コドンを、所望
のアミノ酸置換をコードするコドンに変えることにより、各個のｈＭＭＰ－１突然変異体
をコードするｃＤＮＡを作製した。野生型コドンを配列番号５３４に示す。配列番号５３
４はまた、コード化アミノ酸を示している。アミノ酸置換および対応する突然変異コドン
を下表２１に列挙する。
【０６０６】
　表２１
【表６１】

【０６０７】
【表６２】
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【０６０８】
【表６３】

【０６０９】
【表６４】

【０６１０】
【表６５】

【０６１１】
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【表６６】

【０６１２】
【表６７】

【０６１３】
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【表６８】

【０６１４】
【表６９】

【０６１５】
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【表７０】

【０６１６】
【表７１】

【０６１７】
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【表７２】

【０６１８】
【表７３】

【０６１９】
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【表７４】

【０６２０】
【表７５】

【０６２１】
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【表７６】

【０６２２】
【表７７】

【０６２３】
【表７８】

【０６２４】
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【表７９】

【０６２５】
【表８０】

【０６２６】
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【表８１】

【０６２７】
【表８２】

【０６２８】
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【表８３】

【０６２９】
【表８４】

【０６３０】
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【表８５】

【０６３１】
【表８６】

【０６３２】
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【表８７】

【０６３３】
【表８８】

【０６３４】
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【表８９】

【０６３５】

【表９０】

【０６３６】
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【表９１】

【０６３７】
【表９２】

【０６３８】
【表９３】

【０６３９】
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【表９４】

【０６４０】
【表９５】

【０６４１】
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【表９６】

【０６４２】

【表９７】

【０６４３】
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【表９８】

【０６４４】
【表９９】

【０６４５】
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【表１００】

【０６４６】
【表１０１】

【０６４７】
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【表１０２】

【０６４８】
【表１０３】

【０６４９】
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【表１０４】

【０６５０】

【表１０５】

【０６５１】
【表１０６】

【０６５２】
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【表１０７】

【０６５３】
【表１０８】

【０６５４】
【表１０９】
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【０６５５】
【表１１０】

【０６５６】
【表１１１】

【０６５７】
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【表１１２】

【０６５８】
【表１１３】

【０６５９】
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【表１１４】

【０６６０】
【表１１５】

【０６６１】
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【表１１６】

【０６６２】
【表１１７】

【０６６３】
　標準ＤＮＡ合成プロトコルに従って、各個のライブラリー要員をコードするＤＮＡを作
製し、常用の分子生物学的技術を用いて発現させた。簡単に述べると、常用の分子生物学
的技術を用いて、ＤＮＡをベクターｐＥＴ３０３ＣＴＨｉｓ（Invitrogen、配列番号５３
３）にライゲーションした。１個のｈＭＭＰ－１突然変異体を含むプラスミドを、製造業
者の勧告を用いてＢＬ２１（ＤＥ３）エシェリキア・コリ（E.coli）細胞（Tigen、北京
、中国）に形質転換した。全ライブラリー要員についてこのプロセスを反復した。形質転
換培養物を用いて、アンピシリン添加剤を含むＬＢ培地１ｍＬに接種を行った。培養物を
振とうしながら１６時間３７℃で成長させた。１ｍＭのイソプロピル－β－Ｄ－チオガラ
クトシド（ＩＰＴＧ）を添加することにより、タンパク質発現を誘導し、培養物を２５℃
で振とうしながらインキュベーションした。６時間後、１０分間６０００ｇでの遠心分離
により細胞を沈降させ、上清を除去した。２５℃で１０分間、４μｌのデオキシリボヌク
レアーゼ（１０μｇ／ｍｌ）、４μｌのリボヌクレアーゼ（１０μｇ／ｍｌ）および４μ
ｌのリソザイム（１０μｇ／ｍｌ）を含むＯＳ緩衝液（２００ｍＭのトリス－ＨＣＶ、ｐ
Ｈ７.５、２０％スクロース、１ｍＭのＥＤＴＡ）５０μｌ中で細胞をインキュベーショ
ンすることにより、周辺タンパク質を強化した。水５０μｌを各ウェルに加え、次いで６
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０００ｇで１０分間遠心分離することにより、細胞屑を除去した。ｈＭＭＰ－１タンパク
質を含む上清を、－２０℃で貯蔵した。以下の実施例に記載した要領で上清の活性をスク
リーニングした。
【０６６４】
　Ｂ．野生型ｈＭＭＰ－１のクローニングおよび発現
　この実施例では、野生型ｈＭＭＰ－１を、エシェリキア・コリ（E.coli）およびＣＨＯ
－Ｓ細胞の両方で個々に発現させた。
【０６６５】
　１．エシェリキア・コリ（E.coli）での発現
　野生型ｈＭＭＰ－１（配列番号５３４に示したヌクレオチド配列を有する、クローンＢ
ＡＰ００６＿１０）を、ベクターｐＥＴ３０３ＣＴＨｉｓ（Invitrogen、配列番号５３３
）にクローニングし、ＢＬ２１（ＤＥ３）エシェリキア・コリ（E.coli）で成長させた。
ｐＥＴ３０３ＣＴＨｉｓベクターは、Ｃ－末端Ｈｉｓ標識（配列番号２３５）を含んでい
た。上記と同様、１ｍＭのイソプロピル－β－Ｄ－チオガラクトシド（ＩＰＴＧ）を添加
することにより、タンパク質発現を誘導した。発現後、実施例２７Ａの記載と同様にして
タンパク質を強化し、それに続いて、標準分子生物学的プロトコルに従って、HiTrap Ni2
+カラム（GE Healthcare）を用いて精製した。ＳＤＳ／ＰＡＧＥおよびウエスタン・ブロ
ット分析により発現および精製をモニターした。
【０６６６】
　２．ＣＨＯ－Ｓ細胞での発現
　野生型ｈＭＭＰ－１（配列番号５３４に示したヌクレオチド配列を有する、クローンＢ
ＡＰ００６＿２）をＣＨＯ－Ｓ細胞で発現させ、培地中へ分泌させた。標準分子生物学的
プロトコルに従って、HiTrap Ni2+カラム（GE Healthcare）を用いることにより、野生型
ｈＭＭＰ－１タンパク質を精製した。
【０６６７】
　実施例２８
　蛍光性ペプチド基質を用いたｈＭＭＰ－１突然変異体の酵素活性の測定
　この実施例では、ハイスループット蛍光活性検定法を用いて、実施例２７で作製したｈ
ＭＭＰ－１突然変異体ライブラリーをスクリーニングにかけることにより、温度感受性ｈ
ＭＭＰ－１突然変異体を同定した。一時的感受性ｈＭＭＰ－１突然変異体についてスクリ
ーニングするため、市販の蛍光性基質、Ｍｃａ－Ｋ－Ｐ―Ｌ－Ｇ－Ｌ－Ｄｐａ－Ａ－Ｒ－
ＮＨ2（配列番号５３５；Ｍｃａ＝（７－メトキシクマリン－４－イル）アセチル；Ｄｐ
ａ＝Ｎ－３－（２,４－ジニトロフェニル）－Ｌ－２,３－ジアミノプロピオニル；R&D Sy
stems、ミネアポリス、ミネソタ、カタログ番号ＥＳ０１０）と称されるペプチドＩＸを
用いて、各個の突然変異体の酵素活性を２５℃および３７℃および／または３４℃で測定
した。ペプチド基質は、共鳴エネルギー転移により２,４－ジニトロフェニル基にクエン
チングされる高蛍光性７－メトキシクマリン基を含む。活性化ｈＭＭＰ－１は、グリシン
およびロイシン間のアミド結合を開裂することにより、放出される蛍光の増加をもたらす
。反応を最初は９６ウェル検定法で実施し、１４ｍｌのチューブ方式を用いて確認した。
【０６６８】
　Ａ．９６ウェル検定法
　上清の活性を評価する前に、上清をプロセッシング剤で処理することにより、不活性チ
モーゲン形態を活性酵素へと活性化した。簡単に述べると、実施例２７で生成した各ｈＭ
ＭＰ－１突然変異体上清４μｌを、９６ウェルプレートにおいて１ｍＭのプロセッシング
剤酢酸ｐ－アミノフェニル水銀（ＡＰＭＡ）を含むＴＣＮＢ（５０ｎＭのトリス、１０ｍ
ＭのＣａＣｌ２、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０.０５％のブリージ３５、ｐＨ７.５）１００
μｌに加えた。溶液を反応温度（２５℃または３７℃）で２時間インキュベーションした
。この活性化段階では、プロペプチドを開裂し、成熟ｈＭＭＰ－１を生成する。
【０６６９】
　活性化後、６２０μＭのＭｃａ－Ｋ－Ｐ―Ｌ－Ｇ－Ｌ－Ｄｐａ－Ａ－Ｒ－ＮＨ2蛍光基
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質を含むＴＣＮＢ１.６μｌを、指示反応温度（２５℃または３７℃）で１時間、各ウェ
ルに加え、最終濃度１０μＭとした。蛍光プレート読取装置において３２０ｎｍ励起／４
０５ｎｍ放射で蛍光を測定することにより、蛍光を検出した。相対蛍光単位（ＲＦＵ）を
測定した。野生型ｈＭＭＰ－１およびプラスミド／ベクター形質転換細胞からの上清を、
陽性および陰性対照として使用した。デュプリケイト反応を各試料、反応温度、および陽
性および陰性対照について実施した。
【０６７０】
　２６８７のｈＭＭＰ－１突然変異体の初回スクリーニングから、３７℃で活性が低下し
た１９９の推定１次ヒットが同定された（表２２参照）。同じ検定法を用いて、これらの
ｈＭＭＰ－１突然変異体を再スクリーニングし、１０４の１次ヒットを確認した（下表２
３参照）。２５℃で活性を呈し、３７℃で活性が少なくとも１６％減少していた（例、２
５℃または３７℃での活性比（２５℃／３７℃）が１.２より大またはそれと同等である
）ｈＭＭＰ－１突然変異体は、確認された１次温度感受性ヒットであるとみなされた。下
表２２は、ｈＭＭＰ－１突然変異、２５℃および３７℃での平均ＲＦＵ、および活性比（
２５℃／３７℃）を列挙している。この表はまた温度表現型を列挙している：「ダウン」
は、突然変異体の活性比（２５℃／３７℃）が野生型の活性比（２５℃／３７℃）と比べ
て減少している、すなわち野生型の活性の１６％より大きい率で減少していることを示し
、「ニュートラル」は、突然変異体の活性比（２５℃／３７℃）が野生型の活性比（２５
℃／３７℃）と類似している、すなわち、野生型の活性の１６％以内であることを示し、
「アップ」は、突然変異体の活性比（２５℃／３７℃）が野生型の活性比（２５℃／３７
℃）と比べて増加している、すなわち野生型の活性の１６％より大きい率で増加している
ことを示す。
【０６７１】
　下表２２はまた、野生型ｈＭＭＰ－１と比較した、２５℃および３７℃での残留活性を
列挙している。残留活性は、指示温度、２５℃または３７℃でのｈＭＭＰ－１突然変異体
対野生型ｈＭＭＰ－１活性の比である。ｈＭＭＰ－１突然変異体の幾つかは、２５℃で野
生型ｈＭＭＰ－１と同等またはそれより大きい活性を有しており、それらは全て３７℃で
は活性の減少を呈することから、高温ではそれらの活性が減少することが再確認された。
【０６７２】
　表２２
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【表１１８】

【０６７３】
【表１１９】

【０６７４】
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【表１２０】

【０６７５】
【表１２１】

【０６７６】
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【表１２２】

【０６７７】
【表１２３】

【０６７８】
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【表１２４】

【０６７９】
【表１２５】

【０６８０】
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【表１２６】

【０６８１】
【表１２７】

【０６８２】
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【表１２８】

【０６８３】
【表１２９】

【０６８４】
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【表１３０】

【０６８５】
【表１３１】

【０６８６】
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【表１３２】

【０６８７】
　表２３
【表１３３】

【０６８８】
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【表１３４】

【０６８９】
【表１３５】

【０６９０】
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【表１３６】

【０６９１】
【表１３７】

【０６９２】
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【表１３８】

【０６９３】
【表１３９】

【０６９４】
　Ｂ．１４ｍＬタンパク質発現
　この実施例では、実施例２８Ａにおいて温度感受性１次ヒットとして同定されたｈＭＭ
Ｐ－１突然変異体を、１４ｍｌ培養管で発現させ、それらの酵素活性を２５℃、３４℃お
よび３７℃で１時間、２時間または一晩測定することにより、高温で活性が低下する所望
の表現型を立証した。発現を９６ウェルプレートではなく１４ｍｌ管で実施すること以外
は、実施例２７の記載と同じ要領でタンパク質を発現および精製した。
【０６９５】
　各ｈＭＭＰ－１突然変異体上清４μｌを、９６ウェルマイクロプレートに移した。上記
実施例２８Ａの記載と同様にして上清をＡＰＭＡにより活性化したが、ただし、溶液を２
時間２５℃、３４℃または３７℃の反応温度でインキュベーションした。上記と同様、活
性化後、１０μＭのＭｃａ－Ｋ－Ｐ―Ｌ－Ｇ－Ｌ－Ｄｐａ－Ａ－Ｒ－ＮＨ2蛍光基質を含
むＴＣＮＢ１００μｌを、指示反応温度（２５℃、３４℃または３７℃）で１時間、各管
に加えた。野生型ｈＭＭＰ－１を陽性対照として使用し、ベクターで形質転換した細胞か
らの上清を陰性対照として使用した。蛍光プレート読取装置において３２０ｎｍ励起／４
０５ｎｍ放射で蛍光を測定することにより、蛍光を検出した。相対蛍光単位（ＲＦＵ）を
測定した。デュプリケイト反応を各試料、反応温度、および陽性および陰性対照について
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実施した。
【０６９６】
　データを下記の表２４Ａ（１時間インキュベーション）、表２４Ｂ（２時間インキュベ
ーション）および表２４Ｃ（一晩インキュベーション）に示す。２５℃では活性を示すが
、３４℃または３７℃では少なくとも３３％の活性の減少を示す（すなわち、２５℃およ
び３４℃での活性比または２５℃および３７℃での活性比が、いずれかの時点での試験条
件下で１.５と同等またはそれより大きい）突然変異体を、温度感受性ヒットとして同定
した。下表２４Ａ～２４Ｃは、ｈＭＭＰ－１突然変異、２５℃、３４℃および３７℃での
ＲＦＵ、および高温で酵素活性の減少が確認された６４のｈＭＭＰ－１突然変異体の活性
比（２５℃／３４℃および２５℃／３７℃の両方で）を列挙している。ｈＭＭＰ－１突然
変異体の中には、高温の場合よりも２５℃で著しく高い活性を示すものもあった。例えば
、ｈＭＭＰ－１突然変異体Ｄ１７９Ｎ（配列番号３６８）は、一晩インキュベーション後
に３７℃より２５℃での方が、８７.５％活性が高かった（例えば、表２４Ｃ参照）。さ
らに、発現レベル、従って全体的ＲＦＵ値は実験ごとに異なるが、活性比は同一のままで
あった。例えば、突然変異体Ｄ１５６Ｔを２回試験したところ（下記実施例２４Ｃ参照）
、各試験は異なるデータＲＦＵ値を与えるが、値の比率は、１.５比率のパラメーター範
囲内で類似および一貫していた。
【０６９７】
　表２４
【表１４０】

【０６９８】
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【表１４１】

【０６９９】

【表１４２】

【０７００】



(208) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

【表１４３】

【０７０１】
【表１４４】

【０７０２】
　表２４Ｂ
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【表１４５】

【０７０３】
【表１４６】

【０７０４】
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【表１４７】

【０７０５】
【表１４８】

【０７０６】
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【表１４９】

【０７０７】
　表２４Ｃ

【表１５０】

【０７０８】
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【表１５１】

【０７０９】
【表１５２】

【０７１０】
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【表１５３】

【０７１１】

【表１５４】

【０７１２】
　下表２５は、蛍光性ペプチドと一晩インキュベーションした後のｈＭＭＰ－１突然変異
体の残留活性（ｈＭＭＰ－１突然変異体のＲＦＵ／野生型ｈＭＭＰ－１のＲＦＵの比）を
示す。２５℃、３４℃または３７℃での突然変異体の活性を、それぞれの温度での野生型
ｈＭＭＰ－１の活性と比較した。２５℃では、５つのｈＭＭＰ－１突然変異体（Ｅ１８０
Ｆ、Ｅ１８０Ｙ、Ｄ１５６Ｔ、Ｄ１５６Ｋ、Ｒ１５０Ｐ）は、残留活性＞１が示す通り、
野生型ｈＭＭＰ－１よりも高い活性を示した。高温では、ｈＭＭＰ－１突然変異体の全て
が、同温度での野生型ｈＭＭＰ－１と比較したときに活性の全体的減少を呈することから
、ｈＭＭＰ－１突然変異型の表現型は温度感受性突然変異体であるものとして確認された
。
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【０７１３】
　表２５
【表１５５】

【０７１４】
【表１５６】

【０７１５】
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【表１５７】

【０７１６】
【表１５８】

【０７１７】
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【表１５９】

【０７１８】
　Ｃ．ｈＭＭＰ－１ トップ突然変異体ヒット
　１４の位置が、トップヒット位置：９５、１０５、１５０、１５６、１５９、１７９、
１８０、１８２、１８５、１８７、１９８、２２７、２３４および２４０で同定された。
１４の位置にある２３のｈＭＭＰ－１突然変異体を、２つの基準：１）活性比率（２５℃
対３７℃および２５℃対３４℃）および２）活性（ＲＦＵで）に基づいてトップヒットと
して選択した。下表２６で列挙している突然変異体は全て、活性が２０００より大きく、
２５℃対３７℃の比率が２より大きかった。**で識別している１１のヒットは、活性比率
および活性レベルの両方について高位にランク付けされたヒットであり、これらを用いて
、実施例２９記載のコンビナトリアルライブラリーを展開した。
【０７１９】
　表２６

【表１６０】

【０７２０】
　実施例２９
　コンビナトリアルｈＭＭＰ－１突然変異体ライブラリー
　この実施例では、実施例２８Ｃで選択され、２個の星印（**）付きで表２６に示されて
いる突然変異体からコンビナトリアルｈＭＭＰ－１変異型ライブラリーを作製した。１８
２、１８５および１８７位にある突然変異体については、ｈＭＭＰ－１触媒活性にとって
これらの位置は重要であるため、コンビナトリアルライブラリーの作製の際に除外した。
ライブラリーは、選択された突然変異体のそれぞれにとって可能なアミノ酸変異型のあら
ゆる組み合わせを含んでいた。表２７は、ライブラリーに含まれる突然変異体の全組み合
わせを示す。示された位置は、配列番号３２７に示されたｈＭＭＰ－１のアミノ酸残基に
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対応する位置に関するものである。各横行および縦列は、示された突然変異を含む一ポリ
ペプチドを示す。例えば、１５６Ｋ １７９Ｎ ２２７Ｅは、配列番号３２７に示された位
置に対応する位置に３つのアミノ酸置換：１５６位におけるＫによるＤの置換、１７９位
におけるＮによるＤの置換および２２７位におけるＥによるＶの置換を含むポリペプチド
を指す。実施例２７記載の要領でライブラリーを作製し、発現させた。
【０７２１】
　表２７
【表１６１】

【０７２２】
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【表１６２】

【０７２３】
【表１６３】

【０７２４】



(219) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

【表１６４】

【０７２５】
【表１６５】

【０７２６】
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【表１６６】

【０７２７】
【表１６７】

【０７２８】
【表１６８】

【０７２９】
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【表１６９】

【０７３０】
【表１７０】

【０７３１】
【表１７１】

【０７３２】
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【表１７２】

【０７３３】
【表１７３】

【０７３４】
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【表１７４】

【０７３５】
【表１７５】

【０７３６】
【表１７６】

【０７３７】
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【表１７７】

【０７３８】
【表１７８】

【０７３９】
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【表１７９】

【０７４０】
【表１８０】

【０７４１】



(226) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

【表１８１】

【０７４２】

【表１８２】

【０７４３】
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【表１８３】

【０７４４】
【表１８４】

【０７４５】
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【表１８５】

【０７４６】
【表１８６】

【０７４７】
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【表１８７】

【０７４８】
【表１８８】

【０７４９】
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【表１８９】

【０７５０】

【表１９０】

【０７５１】

【表１９１】

【０７５２】
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【表１９２】

【０７５３】
【表１９３】

【０７５４】
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【表１９４】

【０７５５】
【表１９５】

【０７５６】
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【表１９６】

【０７５７】
【表１９７】

【０７５８】
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【表１９８】

【０７５９】
【表１９９】

【０７６０】
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【表２００】

【０７６１】

【表２０１】

【０７６２】
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【表２０２】

【０７６３】
【表２０３】

【０７６４】
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【表２０４】

【０７６５】
【表２０５】

【０７６６】
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【表２０６】

【０７６７】
【表２０７】

【０７６８】
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【表２０８】

【０７６９】
【表２０９】

【０７７０】
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【表２１０】

【０７７１】
【表２１１】

【０７７２】
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【表２１２】

【０７７３】
【表２１３】

【０７７４】
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【表２１４】

【０７７５】
【表２１５】

【０７７６】



(243) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

40

【表２１６】

【０７７７】
【表２１７】

【０７７８】
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【表２１８】

【０７７９】
【表２１９】

【０７８０】
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【表２２０】

【０７８１】
【表２２１】

【０７８２】
【表２２２】

【０７８３】
　実施例３０
　温度低下後の酵素活性の可逆性
　この実施例では、実施例２８Ｂで確認された温度感受性ｈＭＭＰ－１突然変異体をさら
に検定にかけることにより、２５℃での酵素活性が、後続の高温への暴露後に２５℃に戻
した場合に、可逆性または不可逆性のいずれであるかを測定した。実施例２８Ｂ記載の要
領で、ｈＭＭＰ－１突然変異体を１４ｍｌ培養管で発現させた。推定的ヒットを、５条件
下：２５℃、３４℃または３７℃、および３４℃または３７℃で、それに続いて２５℃の
必要温度に再暴露した場合のそれらの活性について試験した（反応条件については表１６
参照）。２５℃で活性を示し、３４℃または３７℃に上昇させたときに活性の減少を示し
（すなわち、２５℃／３４℃または２５℃／３７℃での活性比が１.５またはそれより大
きい）、再び２５℃に低下させたときにベースライン活性を呈する突然変異体を、「可逆
性ヒット」として評価した。２５℃で活性を示し、３４℃または３７℃に上昇させたとき
に活性の減少を示し（すなわち、２５℃／３４℃または２５℃／３７℃での活性比が１.
５またはそれより大きい）、再び２５℃に低下させたときに同量の活性の減少を呈する突
然変異体を、「不可逆性ヒット」として評価した。
【０７８４】
　Ａ．反応条件
　以前に記載した蛍光検定法に修正を加えた方法を用いて、各ｈＭＭＰ－１突然変異体の
酵素活性の可逆性を測定した。要するに、各ｈＭＭＰ－１突然変異体の上清４μｌを、Ｔ
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ＣＮＢ中で１ｍＭのＡＰＭＡにより希釈し、９６ウェルプレートに移した。５つの異なる
ウェルを、表１６に示した通り各ｈＭＭＰ－１突然変異体用に準備した。溶液を最初の反
応温度（２５℃、３４℃または３７℃）で２時間インキュベーションした。この活性化段
階では、プロペプチドを開裂し、成熟ｈＭＭＰ－１を生成した。
【０７８５】
　活性化後、１０μＭのＭｃａ－Ｋ－Ｐ―Ｌ－Ｇ－Ｌ－Ｄｐａ－Ａ－Ｒ－ＮＨ2蛍光基質
を含むＴＣＮＢ１００μｌを、各ウェルに添加し、反応条件を下表２８で要約した通りに
した。簡単に述べると、各ｈＭＭＰ－１突然変異体を、初回温度で１時間、蛍光性基質の
存在下におけるｈＭＭＰ－１突然変異体のインキュベーションにより５反応条件のそれぞ
れに暴露した。各突然変異体について、さらに１時間（２時間条件）または一晩（一晩条
件）基質とインキュベーションし、次いで蛍光測定することにより、２５℃、３４℃また
は３７℃でのベースライン活性を評価した。活性の可逆性／不可逆性を評価するため、最
初の１時間３４℃または３７℃でインキュベーションした試料を２５℃まで下げ、そのま
ま１時間（２時間条件）または１６時間（一晩条件）インキュベーションし、次いで蛍光
を測定した。野生型ｈＭＭＰ－１を陽性対照として使用し、ベクターのみで形質転換した
細胞からの上清を陰性対照として使用した。蛍光プレート読取装置において３２０ｎｍ励
起／４０５ｎｍ放射で蛍光を測定することにより、蛍光を検出した。相対蛍光単位（ＲＦ
Ｕ）を測定した。デュプリケイト反応を各試料、反応温度、および陽性および陰性対照に
ついて実施した。
【０７８６】
　表２８

【表２２３】

【０７８７】
　Ｂ．結果：部分的可逆性ｈＭＭＰ－１突然変異体
　２６のｈＭＭＰ－１突然変異体は、部分的可逆性であることが測定された。活性（ＲＦ
Ｕで）は、２５℃で観察されるベースライン活性には戻らなかったが、３４℃または３７
℃での活性と比べた場合温度を２５℃に戻したときには活性の全体的増加が観察された。
結果は、活性（ＲＦＵで）および活性比を列挙している下表２９～３２に示されている。
表２９および３０は、２時間条件下におけるｈＭＭＰ－１部分的可逆性突然変異体の３４
℃または３７℃でのそれぞれの可逆性の結果を要約している。表３１および３２は、一晩
条件下における部分的可逆性ｈＭＭＰ－１突然変異体の３４℃または３７℃でのそれぞれ
の可逆性の結果を要約している。結果は全反応条件、温度および時間のもとで類似してい
る。一晩３４℃または３７℃での活性は、１時間３４℃または３７℃、次いで一晩２５℃
でインキュベーションしたときの活性より低い。例えば、３４℃でのＥ１８０Ｙの活性は
６０８０ＲＦＵであるが、３４℃、次いで一晩２５℃でインキュベーションした場合のそ
の活性は８５７０ＲＦＵに増加した（下表３１参照）。



(247) JP 5709531 B2 2015.4.30

10

20

30

【０７８８】
　表２９
【表２２４】

【０７８９】
　表３０
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【表２２５】

【０７９０】
　表３１
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【表２２６】

【０７９１】
　表３２
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【表２２７】

【０７９２】
　Ｃ．結果：不可逆性ｈＭＭＰ－１突然変異体
　３８のｈＭＭＰ－１突然変異体は、不可逆性であることが測定された。３４℃または３
７℃でのこれらの突然変異体の活性は、２５℃での活性と比べると減少しており、２５℃
に下げたときも減少したままであった。結果は、活性（ＲＦＵで）および活性比率を列挙
している下表３３～３６に示されている。表３３および３４は、２時間条件下におけるｈ
ＭＭＰ－１不可逆性突然変異体の３４℃または３７℃での結果をそれぞれ要約している。
表３５および３６は、一晩条件下における不可逆性ｈＭＭＰ－１突然変異体の３４℃また
は３７℃での可逆性の結果をそれぞれ要約している。結果は、全反応条件、温度および時
間のもとで類似している。一晩３４℃または３７℃での活性は、３４℃または３７℃で１
時間、次いで２５℃で一晩インキュベーションした場合の活性と同じかまたは類似してい
る。例えば、３４℃でのＤ１０５Ｒの活性は１４０７ＲＦＵであり、３４℃、次いで一晩
２５℃でインキュベーションした場合のその活性は１４２４ＲＦＵである（下表３５参照
）。
【０７９３】
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　表３３
【表２２８】

【０７９４】
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【表２２９】

【０７９５】
　表３４
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【表２３０】

【０７９６】
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【表２３１】

【０７９７】
　表３５
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【表２３２】

【０７９８】
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【表２３３】

【０７９９】
　表３６
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【表２３４】

【０８００】
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【表２３５】

【０８０１】
　実施例３１
　不溶性コラーゲンに対するｈＭＭＰ－１のタンパク質加水分解活性
　この実施例では、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を用いることにより、ｈＭＭＰ－１のコラゲナ
ーゼ活性を、タンパク質基質コラーゲンについて評価した。野生型ｈＭＭＰ－１は、不溶
性コラーゲン（α１（Ｉ）およびα２（Ｉ）鎖）を４分の３および４分の１の長さの消化
生成物に開裂する。この検定法では、フルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）結
合コラーゲンを、基質として使用し、反応を反応生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥによりモニタ
ーした。α１（Ｉ）およびα２（Ｉ）コラーゲン鎖が開裂されると、ＳＤＳポリアクリル
アミドゲルでの分離により完全長コラーゲンとは区別され得る４分の３および４分の１の
長さの消化生成物が生じる。別法として、蛍光定量分析法により開裂を評価した。類似し
た検定法を用いることにより、２５℃対３４℃または３７℃での開裂活性について突然変
異体ｈＭＭＰ類の活性を評価することも可能である。
【０８０２】
　Ａ．ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析
　要するに、ｈＭＭＰ－１（R & D Systems から購入、＃９０１－ＭＰ、または実施例２
７記載の要領で精製されたＢＡＰ００６＿２およびＢＡＰ００６＿１０）２μｇを、１ｍ
Ｍ ＡＭＰＡ含有ＴＣＮＢ中で希釈し、２時間反応温度（２５℃または３７℃）でインキ
ュベーションした。この活性化段階では、プロペプチドを開裂し、成熟ｈＭＭＰ－１を生
成する。それに続いて、ＴＣＮＢ２０μｌ中のフルオレセインイソチオシアネート（ＦＩ
ＴＣ）に結合させた不溶性コラーゲン（Anaspec ＃８５１１１またはSigma Collagen ＃C
４３６１）６μｇを、各活性化ｈＭＭＰ－１アリコートに加え、混合物を２５℃または３
７℃で２４時間または６日間インキュベーションした。
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【０８０３】
　不溶性コラーゲンの開裂を、ＳＤＳ／ＰＡＧＥにより観察した。反応混合物を７.５％
ＳＤＳポリアクリルアミドゲルで分離し、クーマシーブルー染料で着色することにより可
視化した。ＳＤＳ／ＰＡＧＥ結果は、２５℃または３７℃で２４時間インキュベーション
後、ｈＭＭＰ－１は、α１（Ｉ）およびα２（Ｉ）コラーゲン鎖を、試験した全ｈＭＭＰ
－１タンパク質について３／４および１／４長の消化生成物に部分的に開裂したことを示
す。２５℃で６日後、３／４および１／４長消化生成物への完全開裂が観察された。３７
℃で６日後、コラーゲンは完全に消化された。３／４および１／４長コラーゲン消化生成
物は、体温では熱不安定性を示す。
【０８０４】
　Ｂ．蛍光定量分析
　別法として、蛍光検定法を用いることによりコラゲナーゼ活性を測定した。ｈＭＭＰ－
１（R&D Systemsから購入、＃９０１－ＭＰ、または実施例２７記載の要領で精製された
ＢＡＰ００６＿２およびＢＡＰ００６＿１０）５μｇを、１ｍＭ ＡＭＰＡ含有ＴＣＮＢ
中で最終濃度に希釈し、３７℃で２時間インキュベーションした。Baici A et al.、（１
９８０）Anal. Biochem. 108:230-232 から適合化したプロトコルを用いて、ＦＩＴＣ標
識コラーゲン（Sigma ＃C4361またはElastin ＃CF308）についてのｈＭＭＰ－１の活性を
評価した。簡単に述べると、ｈＭＭＰ－１を３７℃で１４４時間基質とインキュベーショ
ンした。陰性対照として、基質を緩衝液のみとインキュベーションした。インキュベーシ
ョン後、まず反応混合物を遠心分離にかけることにより、不溶性粒子を除去した。蛍光プ
レート読取装置において４９５ｎｍ励起／５２０ｎｍ放射で蛍光を測定することにより、
上清の蛍光を検出した。相対蛍光単位（ＲＦＵ）を測定した。各試料についてデュプリケ
イト反応を実施した。
【０８０５】
　結果（下表３７および３８参照）は、３７℃で１４４時間野生型ｈＭＭＰ－１と不溶性
コラーゲンをインキュベーションすることにより、緩衝液のみの対照の場合と比べて高い
ＲＦＵ値により示される通りコラーゲンが開裂されたことを示している。例えば、Sigma
からのコラーゲンの開裂の場合、試験した全ｈＭＭＰは、ＲＦＵ値が約４００.００であ
る緩衝液のみの場合と比べて約１０００．００～１２００．００ものＲＦＵを有していた
。Sigma 不溶性コラーゲンの開裂に関するＣＨＯ－Ｓ（ＢＡＰ００６＿２）およびＢＬ２
１細胞（ＢＡＰ００６＿１０）からの精製コラーゲンの活性は、R&D systems から購入し
たｈＭＭＰ－１に匹敵するものであった。Elastin コラーゲンの開裂については、R&D か
ら購入した組換えｈＭＭＰ－１およびＢＡＰ００６＿１０の活性は約３０００.００ＲＦ
Ｕであり、ＢＡＰ００６＿２の活性は約２０００.００ＲＦＵであった。緩衝液のみの場
合は、約１５００.００ＲＦＵのElastin コラーゲン開裂に関するバックグラウンド蛍光
を呈した。
【０８０６】
　表３７
【表２３６】

【０８０７】
　表３８
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【０８０８】
　当業者にとって、修正は容易に想到できるものであるため、本発明は添付の請求の範囲
によってのみ制限されるものとする。
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