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(57)【要約】
抗体薬物コンジュゲート（ＡＤＣ）および増殖性障害を処置するためにこのようなＡＤＣ
を使用する方法が提供される。一部の態様において、本開示は、ＤＬＬ３、ＳＥＺ６また
はＣＤ３２４など、腫瘍開始細胞における決定基と免疫特異的に反応する操作された抗体
を提供する。１または複数の不対合システイン残基を含む抗体は、治療剤または診断剤へ
の選択的かつ制御されたコンジュゲーションのための部位（複数可）を提供する。別の実
施形態において、本発明は、少なくとも１個の不対合システイン残基を含む操作された部
位特異的ＩｇＧ１アイソタイプ抗体を対象とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１または複数の不対合システイン残基を含む操作された抗体であって、ＤＬＬ３、ＳＥ
Ｚ６およびＣＤ３２４の群から選択される決定基と免疫特異的に反応する操作された抗体
。
【請求項２】
ＩｇＧ１抗体を含む、請求項１に記載の操作された抗体。
【請求項３】
モノクローナル抗体を含む、請求項１または２に記載の操作された抗体。
【請求項４】
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ヒト化抗体またはＣＤＲグラフト化抗体を含む、請求項１から３のいずれかに記載の操
作された抗体。
【請求項５】
２つの不対合システインを含む、請求項１から４のいずれかに記載の操作された抗体。
【請求項６】
各抗体軽鎖が、不対合システインを含む、請求項５に記載の操作された抗体。
【請求項７】
各不対合システインが、Ｃ２１４位にある、請求項６に記載の操作された抗体。
【請求項８】
各抗体重鎖が、不対合システインを含む、請求項５に記載の操作された抗体。
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【請求項９】
１または複数の不対合システインにコンジュゲートされた薬物をさらに含む、請求項１
から８のいずれかに記載の操作された抗体。
【請求項１０】
ｈＳＣ１６．１３、ｈＳＣ１６．１５、ｈＳＣ１６．２５、ｈＳＣ１６．３４およびｈ
ＳＣ１６．５６からなる群から選択されるＤＬＬ３抗体を含む、請求項１から９のいずれ
かに記載の操作された抗体。
【請求項１１】
式：
Ａｂ−［Ｌ−Ｄ］ｎ
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の抗体薬物コンジュゲートまたは薬学的に許容されるその塩［式中、
ａ）Ａｂは、１または複数の不対合システインを含む抗体を含み、
ｂ）Ｌは、任意選択のリンカーを含み、
ｃ）Ｄは、薬物を含み、
ｄ）ｎは、約１〜約８の整数である］。
【請求項１２】
前記抗体が、モノクローナル抗体を含む、請求項１１に記載の抗体薬物コンジュゲート
。
【請求項１３】
前記抗体が、ヒト化抗体またはＣＤＲグラフト化抗体を含む、請求項１１または１２の
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いずれかに記載の抗体薬物コンジュゲート。
【請求項１４】
前記抗体が、２つの不対合システインを含む、請求項１１から１３のいずれかに記載の
抗体薬物コンジュゲート。
【請求項１５】
各抗体軽鎖が、不対合システイン残基を含む、請求項１４に記載の抗体薬物コンジュゲ
ート。
【請求項１６】
各不対合システイン残基が、Ｃ２１４位にある、請求項１５に記載の抗体薬物コンジュ
ゲート。

50

(3)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

【請求項１７】
請求項１から１０のいずれかに記載の操作された抗体または請求項１１から１６のいず
れかに記載の抗体薬物コンジュゲートと、薬学的に許容される担体とを含む医薬組成物。
【請求項１８】
被験体におけるがんを処置する方法であって、該被験体に請求項１７に記載の医薬組成
物を投与することを含む方法。
【請求項１９】
抗体薬物コンジュゲートを調製する方法であって、
ａ）不対合システインを含む操作された抗体を用意するステップと、
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ｂ）前記操作された抗体を選択的に還元するステップと、
ｃ）該選択的に還元された操作された抗体を薬物にコンジュゲートさせるステップと
を含む方法。
【請求項２０】
前記抗体を選択的に還元する前記ステップが、該抗体を安定化剤と接触させるステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照出願
本出願は、２０１３年８月２８日に出願された米国仮出願第６１／８７１，１７３号、
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２０１３年８月２８日に出願された米国仮出願第６１／８７１，２８９号の利益を請求し
、２０１４年８月２７日に出願されたＰＣＴ国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０５３０
１４である。これらの各々は、その全体が参照によって本明細書に援用される。
【０００２】
配列表
本出願は、ＥＦＳ−ＷｅｂによるＡＳＣＩＩフォーマットで提出された配列表を含み、
その全体が参照によって本明細書に援用される。２０１４年８月２８日に作成されたこの
ＡＳＣＩＩコピーは、「ｓｃ０００３ｐｃｔ＿
ＱＬ＿

Ｓ６９６９７＿

１１９０ＷＯ＿

ＳＥ

０８２８１４．ｔｘｔ」という名称で、サイズは５３８ＫＢ（５５１，２６２バ

イト）である。
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【０００３】
本出願は一般に、細胞毒素にコンジュゲートさせた１つまたは複数の不対合システイン
残基を有する部位特異的抗体またはその免疫反応性断片を含む新規の化合物、ならびにが
んおよびその任意の再発または転移を処置または予防するためのその使用に関する。
【背景技術】
【０００４】
一般に用いられる多くのがん治療法は、それらが増殖する腫瘍細胞を選択的に標的化で
きないことに起因する実質的な毒性を誘導する傾向がある。むしろ、これらの従来の化学
療法剤は、非特異的に作用し、正常に増殖する健常組織を、腫瘍細胞と共に損傷するかま
たは消失させることが多い。この意図されない細胞傷害作用は、患者が認容しうる投与量
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またはレジメンを制限し、これにより、薬剤の治療指数を事実上制限することが極めて多
い。結果として、細胞傷害性治療剤を腫瘍部位に標的化する多数の試みがなされているが
、成功の度合いは様々である。１つの有望な研究領域は、治療的に有効な、局在化された
薬物濃度をもたらすように、細胞傷害剤を腫瘍に方向付ける抗体の使用に関係している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
これに関して、選択された細胞傷害剤にコンジュゲートされた標的化モノクローナル抗
体（「ｍＡｂ」）の使用は、正常組織のこれらへの曝露を低減しながら、比較的高レベル
のこのような細胞傷害性ペイロードの、腫瘍部位への直接的な送達をもたらすことが以前
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から認識されている。実験室状況または前臨床状況では、このような抗体薬物コンジュゲ
ート（「ＡＤＣ」）の使用が広範に探索されているが、診療所におけるそれらの実際的な
使用は、はるかに大きく制限されている。ある特定の場合には、これらの制限は、弱いか
または効果のない毒素を、十分に選択的でないか、または腫瘍と効果的に会合できなかっ
た腫瘍標的化分子と組み合わせた結果であった。他の場合には、分子構築物は、投与の際
に不安定であることが判明し、または血流から余りに早く取り除かれるため、腫瘍部位に
治療的に有意な濃度で蓄積されなかった。このような不安定性は、リンカーの選択または
コンジュゲーション手順の結果でありうるが、また、標的化抗体に毒性ペイロードの負荷
をかけすぎ（すなわち、薬物対抗体比または「ＤＡＲ」が大きすぎる）、これにより、薬
物調製において、不安定なコンジュゲート種が生じることの結果でもありうる。場合によ
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って、構築物の不安定性は、設計に由来する場合であれ、不安定なＤＡＲ種に由来する場
合であれ、身体が、標的化されていないペイロードを取り除こうと試みるときに、強力な
細胞傷害性ペイロードが、薬物コンジュゲートから早期に浸出し（leached）、注射部位
または重要臓器に蓄積されるので、許容不可能な非特異的毒性を結果としてもたらしてい
る。そのため、米国医薬品局（Federal

Drug

Administration）により承認されている

ＡＤＣは、現在も比較的少数であるが、いくつかのこのような化合物が、現在臨床試験中
である。したがって、安定で比較的均一な抗体薬物コンジュゲート調製物であって、好適
な治療指数を呈示する調製物が依然として必要とされている。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
本発明によって上述のおよび他の目的が定められており、本発明は、広い意味では、都
合よい薬物動態学的および薬力学的特性を提示する改善された部位特異的抗体およびコン
ジュゲートを提供する新規方法、化合物、組成物および製品を対象とする。本発明によっ
てもたらされる利益は、抗体治療法および診断の分野において広く適用可能であり、種々
の標的と反応する抗体と併せて使用することができる。下記でより詳細に論じられる通り
、開示されている部位特異的コンジュゲートは、新規選択的還元技法を使用して治療また
は診断ペイロードに優先的にコンジュゲートされ得る、１または複数の不対合システイン
を有する操作された抗体構築物を含む。このような部位特異的コンジュゲート調製物は、
従来のコンジュゲートされた調製物と比較して、相対的に安定であり、平均ＤＡＲ分布お
よびペイロードの位置に関して実質的に均質である。添付の実施例に示す通り、開示され
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ている抗ＤＬＬ３部位特異的コンジュゲート調製物の安定性および均質性（平均ＤＡＲ分
布およびペイロードの位置付けの両方に関する）は、治療指数の改善に寄与する都合よい
毒性プロファイルをもたらす。
【０００７】
一実施形態において、本発明は、１または複数の不対合システイン残基を含む操作され
た部位特異的抗体（site‑specific

engineered

antibodies）を対象とする。当業者で

あれば、不対合システイン残基が、薬学的活性部分の選択的かつ制御されたコンジュゲー
ションのための部位（複数可）をもたらして、本明細書の教示に従って、操作されたコン
ジュゲートを産生することを認識する。
【０００８】
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したがって、一実施形態において、本発明は、１または複数の不対合システイン残基を
含む操作された抗体であって、ＤＬＬ３、ＳＥＺ６およびＣＤ３２４の群から選択される
決定基と免疫特異的に反応する操作された抗体を対象とする。
【０００９】
関連する実施形態において、部位特異的抗体を使用して、遊離システイン（複数可）が
治療剤または診断剤にコンジュゲートされた操作されたコンジュゲートを製作する。この
点に関して、本発明は、
式：
Ａｂ−［Ｌ−Ｄ］ｎ
の抗体薬物コンジュゲートまたは薬学的に許容されるその塩［式中、
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Ａｂは、１または複数の不対合システインを含む抗体を含み、
Ｌは、任意選択のリンカーを含み、
Ｄは、薬物を含み、
ｎは、約１〜約８の整数である］を含む。
【００１０】
上記の抗体薬物コンジュゲートに加えて、本発明は、開示されているＡＤＣを一般に含
む医薬組成物、および患者におけるがんを含む障害を診断または処置するためにこのよう
なＡＤＣを使用する方法をさらに提供する。特に好ましい実施形態において、操作された
抗体またはコンジュゲートは、ＤＬＬ３、ＳＥＺ６およびＣＤ３２４からなる群から選択
される決定基と会合する。
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【００１１】
別の実施形態において、本発明は、少なくとも１個の不対合システイン残基を含む操作
された部位特異的ＩｇＧ１アイソタイプ抗体を対象とする。一部の実施形態において、不
対合システイン残基（複数可）は、重鎖／重鎖鎖間残基とは対照的に重鎖／軽鎖鎖間残基
を含む。他の実施形態において、不対合システイン残基は、鎖内ジスルフィド架橋から作
製される。
【００１２】
別の実施形態において、本発明は、前記操作された部位特異的抗体を構成する軽鎖のＣ
２１４残基（ＫａｂａｔのＥＵインデックスに従って番号付けされる）が、別の残基に置
換されたまたは欠失された操作された抗体を提供する。さらなる実施形態において、本発
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明は、操作された抗体を構成する重鎖のＣ２２０残基（ＫａｂａｔのＥＵインデックスに
従って番号付けされる）が、別の残基に置換されたまたは欠失された操作された抗体を提
供する。
【００１３】
関連する実施形態において、本発明は、腫瘍細胞または腫瘍形成性細胞を殺滅する、そ
の頻度を低下させる、またはその増殖を阻害する方法であって、前記腫瘍細胞または腫瘍
形成性細胞を本発明の部位特異的ＡＤＣで処置することを含む方法を対象とする。関連す
る実施形態において、本発明は、がんを処置する方法であって、本発明の部位特異的コン
ジュゲートを含む医薬組成物を被験体に投与することを含む方法を提供する。
【００１４】
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別の実施形態において、本発明は、本発明の抗体薬物コンジュゲートを調製する方法で
あって、
ａ）不対合システインを含む操作された抗体を用意するステップと、
ｂ）操作された抗体を選択的に還元するステップと、
ｃ）選択的に還元された操作された抗体を薬物にコンジュゲートさせるステップと
を含む方法を含む。
【００１５】
関連する好ましい実施形態において、抗体を選択的に還元するステップは、抗体を安定
化剤と接触させるステップを含む。さらに別の実施形態において、本プロセスは、抗体を
穏やかな還元剤と接触させるステップをさらに含むことができる。
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【００１６】
示されている通り、このようなコンジュゲートは、増殖性障害またはその再発もしくは
進行の処置、管理、改善または予防のために使用することができる。本発明の選択される
実施形態は、腫瘍開始細胞頻度の低下を好ましくは含む、悪性疾患の免疫療法的処置のた
めのこのような部位特異的コンジュゲートの使用を提供する。開示されているＡＤＣは、
単独で、あるいは化学療法剤もしくは免疫療法剤（例えば、治療抗体）または生物学的応
答修飾因子などの多種多様な抗がん化合物と併せて使用することができる。他の選択され
る実施形態において、２種またはそれを超える別々の部位特異的抗体薬物コンジュゲート
を組み合わせて使用して、増強された抗新生物効果をもたらすことができる。
【００１７】
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上述の治療的使用を超えて、本発明の操作されたコンジュゲートを使用して、障害、特
に、増殖性障害を検出、診断または分類することができることも認識される。このような
障害の予後および／または治療診断（theragnosis）においてそれらを使用することもで
きる。一部の実施形態において、部位特異的コンジュゲートを被験体に投与し、ｉｎ

ｖ

ｉｖｏで検出またはモニタリングすることができる。当業者であれば、このようなモジュ
レーターを下に開示するエフェクター、マーカーまたはレポーターで標識またはこれと会
合させ、いくつかの標準技法（例えば、ＭＲＩ、ＣＡＴスキャン、ＰＥＴスキャンなど）
のうちいずれか１種を使用して検出することができることを認識する。
【００１８】
よって、一部の実施形態において、本発明は、それを必要とする被験体における増殖性
障害をｉｎ
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ｖｉｖｏで診断、検出またはモニタリングする方法であって、操作されたコ

ンジュゲートを投与するステップを含む方法を含む。
【００１９】
他の場合には、本コンジュゲートは、当技術分野において認識される手順（例えば、免
疫組織化学検査またはＩＨＣ）を使用して、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ診断環境において使用する

ことができる。そのため、好ましい実施形態は、それを必要とする被験体における増殖性
障害を診断する方法であって、
ａ．前記被験体から組織試料を得るステップと、
ｂ．組織試料を少なくとも１種の部位特異的コンジュゲートと接触させるステップと、
ｃ．試料と会合した部位特異的コンジュゲートを検出または定量するステップと
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を含む方法を含む。
【００２０】
このような方法は、本願と併せて容易に見定めることができ、例えば、自動プレートリ
ーダー、専用のレポーター系など、一般に入手できる市販の技術を使用して容易に実施す
ることができる。選択される実施形態において、操作されたコンジュゲートは、試料中に
存在する腫瘍永続細胞（すなわち、がん幹細胞）と会合する。他の好ましい実施形態にお
いて、検出または定量ステップは、本明細書に記載されている通りにモニタリングされ得
るがん幹細胞頻度の低下を含む。
【００２１】
本発明は、がんなどの増殖性障害の処置に有用な、本明細書に開示されている部位特異
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的コンジュゲートおよび本明細書に開示されている操作されたコンジュゲートの医薬組成
物を用いる、キットまたはデバイスおよび関連する方法も提供する。この目的のため、本
発明は、好ましくは、部位特異的抗体薬物コンジュゲートを含有する容器（receptacle）
と、増殖性障害またはその進行もしくは再発の処置、改善または防止にコンジュゲートを
使用するための指示材料を含む、このような障害の処置に有用な製品を提供する。選択さ
れる実施形態において、本デバイスおよび関連する方法は、少なくとも１個の循環腫瘍細
胞を接触させるステップを含む。
【００２２】
上記は、概要であり、よって、必然的に、詳細の単純化、一般化および省略を含有し；
結果的に、当業者であれば、この概要が、単なる説明目的であり、決して限定を目的とし
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ないことを認める。本明細書に記載されている方法、組成物および／またはデバイスおよ
び／または他の対象の他の態様、特色および利点は、本明細書に示されている教示におい
て明らかになる。この概要は、単純化された形式で概念の選択を導入するために提示され
ており、これについては詳細な説明においてさらに下に記載する。この概要は、特許請求
されている対象の重要な特色または本質的特色の同定を目的とせず、特許請求されている
対象の範囲の決定における支援としての使用も目的としない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、鎖内および鎖間ジスルフィド結合を示すヒトＩｇＧ１抗体の構造の描写
である。
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【００２４】
【図２Ａ】図２Ａおよび図２Ｂは、本明細書の実施例に記載されている通りに単離、クロ
ーニングおよび操作された開示されている抗体薬物コンジュゲートと適合性の、いくつか
の例示的なヒト化ＤＬＬ３抗体の軽鎖可変領域および重鎖可変領域の連続アミノ酸配列（
配列番号５１９〜５２８）を表形式で提示する。
【図２Ｂ】図２Ａおよび図２Ｂは、本明細書の実施例に記載されている通りに単離、クロ
ーニングおよび操作された開示されている抗体薬物コンジュゲートと適合性の、いくつか
の例示的なヒト化ＤＬＬ３抗体の軽鎖可変領域および重鎖可変領域の連続アミノ酸配列（
配列番号５１９〜５２８）を表形式で提示する。
【００２５】
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【図３Ａ】図３Ａおよび図３Ｂは、本明細書の実施例に記載されている通りに単離、クロ
ーニングおよび操作された開示されている抗体薬物コンジュゲートと適合性の、いくつか
の例示的なヒト化ＳＥＺ６抗体の軽鎖可変領域および重鎖可変領域の連続アミノ酸配列（
配列番号１７０〜１９９）を表形式で提示する。
【図３Ｂ】図３Ａおよび図３Ｂは、本明細書の実施例に記載されている通りに単離、クロ
ーニングおよび操作された開示されている抗体薬物コンジュゲートと適合性の、いくつか
の例示的なヒト化ＳＥＺ６抗体の軽鎖可変領域および重鎖可変領域の連続アミノ酸配列（
配列番号１７０〜１９９）を表形式で提示する。
【００２６】
【図４】図４は、本明細書の実施例に記載されている通りに単離、クローニングおよび操
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作された開示されている抗体薬物コンジュゲートと適合性の、例示的なマウスおよびヒト
化ＣＤ３２４抗体の軽鎖可変領域および重鎖可変領域の連続アミノ酸配列（配列番号５２
９〜５３２）を表形式で描写する。
【００２７】
【図５Ａ】図５Ａおよび図５Ｂは、本教示に従って産生された例示的な部位特異的抗ＤＬ
Ｌ３抗体の軽鎖および重鎖のアミノ酸配列（配列番号５０７〜５１２）を提示する。
【図５Ｂ】図５Ａおよび図５Ｂは、本教示に従って産生された例示的な部位特異的抗ＤＬ
Ｌ３抗体の軽鎖および重鎖のアミノ酸配列（配列番号５０７〜５１２）を提示する。
【００２８】
【図６Ａ】図６Ａおよび図６Ｂは、本教示に従って産生された例示的な部位特異的抗ＳＥ
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Ｚ６抗体の軽鎖および重鎖のアミノ酸配列（配列番号５１３〜５１８）を提示する。
【図６Ｂ】図６Ａおよび図６Ｂは、本教示に従って産生された例示的な部位特異的抗ＳＥ
Ｚ６抗体の軽鎖および重鎖のアミノ酸配列（配列番号５１３〜５１８）を提示する。
【００２９】
【図７】図７は、本教示に従って産生された例示的なＣＤ３２４ｓｓ３部位特異的抗体の
軽鎖および重鎖のアミノ酸配列（配列番号５４３〜５４４）を描写する。
【００３０】
【図８】図８は、本明細書に示されている通りに製作された天然のおよび部位特異的構築
物の結合特性を示す。
【００３１】
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【図９】図９は、操作された抗体を細胞毒素にコンジュゲートするプロセスを描写する概
略図である。
【００３２】
【図１０】図１０Ａおよび図１０Ｂは、ＲＰ−ＨＰＬＣを使用して決定される、還元剤を
使用してコンジュゲートされた部位特異的抗体軽鎖および重鎖のコンジュゲーション率を
示すグラフ表示である。
【００３３】
【図１１】図１１Ａおよび図１１Ｂは、ＨＩＣを使用して決定される、還元剤を使用して
コンジュゲートされた部位特異的抗体構築物のＤＡＲ分布を示すグラフ表示である。
【００３４】
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【図１２】図１２Ａおよび図１２Ｂは、ＲＰ−ＨＰＬＣを使用して決定される、安定化剤
（stabilizing

agent）または還元剤を使用してコンジュゲートされた部位特異的抗体軽

鎖および重鎖のコンジュゲーション率を示す。
【００３５】
【図１３】図１３Ａおよび図１３Ｂは、ＨＩＣを使用して決定される、安定化剤または還
元剤を使用してコンジュゲートされた部位特異的抗体構築物のＤＡＲ分布を示すグラフ表
示である。
【００３６】
【図１４】図１４Ａおよび図１４Ｂは、ＨＩＣを使用して決定される、安定化剤および／
または穏やかな還元剤を使用してコンジュゲートされた部位特異的抗体構築物のＤＡＲ分
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布を示す。
【００３７】
【図１５】図１５は、ＨＩＣを使用して決定される、様々な安定化剤（stabilization

a

gent）を使用してコンジュゲートされた部位特異的抗体構築物のＤＡＲ分布を描写する。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
Ｉ．序説
本発明は、多くの異なる形態で実施されうるが、本明細書では、本発明の原理について
例示する、その具体的な例示的実施形態が開示される。本発明は、例示される具体的な実
施形態に限定されるわけではないことが強調されるべきである。さらに、本明細書で使用
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される任意の節見出しは、構成上の目的のためだけのものであり、記載される対象物を限
定すると解釈されるべきではない。最後に、本開示の目的では、全ての配列識別受託番号
は、そうでないことが注意されない限り、ＮＣＢＩ基準配列（ＲｅｆＳｅｑ）データベー
ス内および／またはＮＣＢＩ

ＧｅｎＢａｎｋアーカイブ配列データベース内で見出すこ

とができる。
【００３９】
最初に、本発明の部位特異的抗体および部位特異的コンジュゲートが、任意の特定の標
的または抗原に限定されないことに留意することが重要である。むしろ、本明細書に記載
されている通りに作製することができる任意の既存の抗体または任意の抗体を、部位特異
的抗体に変換することができるため、本発明によって与えられる利点は、広く適用可能で
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あり、任意の標的抗原（または決定基）と併せて使用することができる。より具体的には
、不対合システインコンジュゲーション部位およびその選択的還元の使用によって付与さ
れる有益な特性（例えば、コンジュゲート安定性の増強および非特異的毒性の低減）は、
特定の標的とは無関係に、治療抗体および診断抗体に広く適用可能である。したがって、
本発明の利益の説明および実証を目的として、ある特定の非限定的な決定基を使用してき
たが、それらはその範囲に関して決して制限的ではない。
【００４０】
いずれにせよ、本発明の部位特異的抗体コンジュゲートは、それらを、治療用化合物お
よび治療用組成物としての使用に特に適するものとする好適な特徴を呈示することが見出
されている。これに関して、コンジュゲートは、多様な増殖性障害と関連することが見出
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され、良好な治療標的であることが示されている決定基と免疫特異的に反応する。加えて
、本発明の構築物は、分子操作技法により得られる、天然のジスルフィド結合（複数可）
の破壊に由来する、特異的なシステイン位置における、選択的なコンジュゲーションをも
たらす。抗体のこの操作は、調節された、化学量論的コンジュゲーションであって、薬物
対抗体比（「ＤＡＲ」）を、ＤＡＲが実質的に均一な調製物の作製を結果としてもたらす
精度で、大部分一定とすることを可能とするコンジュゲーションをもたらす。さらに、開
示される、部位特異的構築物は、抗体上のペイロードの位置に関して実質的に均一な調製
物をさらにもたらす。本明細書で記載される安定化剤を使用する、操作された構築物の選
択的なコンジュゲーションは、所望されるＤＡＲの種の百分率を増加させ、作り出された
不対合システイン部位と共に、コンジュゲートに、細胞毒素の意想外の滲出により引き起
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こされる、非特異的毒性を低減する、安定性および均一性を付与する。不対合システイン
の選択的なコンジュゲーションおよび調製物の相対的均一性（コンジュゲーション位置お
よびＤＡＲの両方における）によりもたらされる、この毒性の低減はまた、腫瘍部位にお
ける細胞毒素ペイロードレベルの上昇を可能とする、治療指数の増強ももたらす。加えて
、結果として得られる部位特異的コンジュゲートは、高度に均一な部位特異的コンジュゲ
ート調製物であって、所望されるＤＡＲ（例えば、ＤＡＲ＝２）の種を、７５％、８０％
、８５％、９０％、なおまたは９５％を超えて含む調製物をもたらすように、多様なクロ
マトグラフィーの方法論を使用して、任意選択で精製することができる。このようなコン
ジュゲートの均一性は、望ましくない、より高いＤＡＲのコンジュゲート不純物であって
、毒性を増加させうる（比較的不安定でありうる）不純物を制限することにより、開示さ
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れる調製物の治療指数をさらに増加させうる。
【００４１】
開示される操作されたコンジュゲート調製物により呈示される好適な特性は、少なくと
も部分的に、コンジュゲーションを特異的に方向付け、作られたコンジュゲートを、コン
ジュゲーション位置および絶対ＤＡＲの点で大きく制限する能力に立脚することが認識さ
れる。従来の大半のＡＤＣ調製物と異なり、本発明は、抗体の部分還元または完全還元に
完全に依拠しないで、ランダムなコンジュゲーション部位および比較的制御をかけないＤ
ＡＲ種の作製をもたらす。むしろ、本発明は、標的化抗体を、天然に存在する（すなわち
、「天然の」）鎖間ジスルフィド架橋または鎖内ジスルフィド架橋のうちの１つまたは複
数を破壊するように操作することにより、１つまたは複数の所定の不対合（または遊離）
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システイン部位を提供する。したがって、本明細書で使用される「遊離システイン」また
は「不対合システイン」という用語は、文脈によりそうでないことが記されない限りにお
いて、互換的に使用することができ、抗体の任意のシステイン構成要素であって、その天
然のジスルフィド架橋パートナーを置換するか、消失させるか、または他の形で変化させ
て、生理学的条件下における天然に存在するジスルフィド架橋を破壊し、これにより、不
対合システインを、部位特異的コンジュゲーションに適するものとしたシステイン構成要
素を意味するものとする。コンジュゲーションの前に、遊離システインまたは不対合シス
テインは、系の酸化状態に応じて、同じ抗体上で、チオール（還元システイン）として存
在する場合もあり、キャッピングされたシステイン（酸化された）として存在する場合も
あり、別の遊離システインとの非天然の分子内ジスルフィド結合（酸化された）として存
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在する場合もあることが認識される。下記でより詳細に論じられる通り、この抗体構築物
の穏やかな還元は、部位特異的コンジュゲーションに利用可能なチオールをもたらす。
【００４２】
より具体的には、次いで、本明細書で開示される新規の技法を使用して、無傷の天然ジ
スルフィド架橋を実質的に破壊せずに、結果として得られる遊離システインを選択的に還
元して、主に選択された部位において、反応性チオールをもたらすことができる。次いで
、これらの製造されたチオールを、実質的な非特異的コンジュゲーションを伴わずに、開
示される薬物リンカー化合物との指向性コンジュゲーションにかける。すなわち、本明細
書で開示される操作された構築物と、任意選択で、選択的還元技法とは、毒素ペイロード
の非特異的でランダムなコンジュゲーションを大部分消失させる。これにより、標的化抗
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体上のＤＡＲ種の分布およびコンジュゲート位置の両方において実質的に均一な調製物が
もたらされることは有意義である。下記で論じる通り、ＤＡＲが比較的高値の夾雑物を消
失させることそれ自体により、非特異的毒性が低減され、調製物の治療指数が引き上げら
れる。さらに、このような選択性により、ペイロードの大部分を、特に有利な所定の位置
（軽鎖定常領域の末端領域など）であって、ペイロードが腫瘍に到達するまでは、それは
幾分保護されるが、一旦標的に到達したら、適切な形で提示および処理される位置に配置
することが可能となる。したがって、また、特異的なペイロードのポジショニングを容易
とする操作された抗体の設計も、開示される調製物の非特異的毒性を低減するのに使用す
ることができる。
【００４３】
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下記で論じられ、実施例で示される通り、これらの所定の遊離システイン部位の創出は
、当技術分野で認知された分子操作技法を使用して、ジスルフィド結合の構成要素である
システイン残基のうちの１つを除去するか、変化させるか、または置き換えることにより
達成することができる。これらの技法を使用して、当業者は、任意の抗体クラスまたはア
イソタイプを、本発明に従い、選択的にコンジュゲートさせることが可能な、１つまたは
複数の遊離システインを選択的に呈示するように操作しうることを認識する。さらに、選
択された抗体を、所望のＤＡＲに応じて、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、
なおまたは８つの遊離システインを特異的に呈示するように操作することができる。より
好ましくは、選択された抗体は、２つまたは４つの遊離システインを含有するように操作
され、なおより好ましくは、２つの遊離システインを含有するように操作される。また、

10

遊離システインは、非特異的毒性を低減しながら、選択された毒素の、標的への送達を容
易とするように、操作された抗体内に配置しうることも認識される。これに関して、Ｉｇ
Ｇ１抗体を含む本発明の選択された実施形態は、ペイロードを、ＣＨ１ドメインに配置し
、より好ましくは、ドメインのＣ末端に配置する。他の好ましい実施形態では、構築物は
、ペイロードを、軽鎖定常領域に配置し、より好ましくは、定常領域のＣ末端に配置する
ように操作される。
【００４４】
ペイロードのポジショニングの、操作された遊離システインへの制限はまた、下記に示
される新規の安定化剤を使用する、構築物の選択的還元により容易とすることもできる。
本明細書で使用される「選択的還元」とは、無傷の天然ジスルフィド結合を実質的に破壊
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することのない、操作された構築物の、遊離システインを還元する還元条件への曝露（こ
れにより、反応性チオールをもたらす）を意味する。一般に、選択的還元は、無傷のジス
ルフィド結合を破壊せずに、所望のチオールをもたらす、任意の還元剤またはそれらの組
合せを使用して実行することができる。ある特定の好ましい実施形態では、かつ、下記の
実施例で示される通り、選択的還元は、コンジュゲーションのための操作された構築物を
調製するのに、安定化剤および穏やかな還元条件を使用して実行することができる。下記
でより詳細に論じられる通り、適合性の安定化剤は一般に、遊離システインの還元を容易
とし、所望のコンジュゲーションが、それほど厳密でない還元条件下で進行することを可
能とする。これは、天然のジスルフィド結合の実質的大半が、無傷を維持し、非特異的コ
ンジュゲーションの量を顕著に低減し、これにより、望ましくない夾雑物および潜在的な
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毒性を制限することを可能とする。比較的穏やかな還元条件は、いくつかの系の使用によ
り達しうるが、チオール含有化合物の使用を含むことが好ましい。当業者であれば、本開
示の観点で、適合性の還元系をたやすく得ることができる。
【００４５】
ＩＩ．決定基
当業者であれば、任意の関連する決定基を特異的に認識または会合する任意の抗体から
操作された抗体またはコンジュゲートを作製することができることを認識する。本明細書
において使用される場合、「決定基」は、特定の細胞、細胞集団または組織と同定可能に
会合するまたはその中もしくは表面上に特異的に見出される、任意の検出可能な形質、特
性、マーカーまたは因子を意味する。決定基は、その性質が形態的、機能的または生化学

40

的であってもよく、一般に表現型的である。ある特定の好ましい実施形態において、決定
基は、その物理的構造および／または化学組成に関して差次的に修飾されるタンパク質で
ある、あるいは特異的な細胞型またはある特定の条件下の細胞（例えば、細胞周期の特異
点（specific

point）における細胞または特定のニッチにおける細胞）によって差次的

に発現（上方または下方調節）されるタンパク質である。本発明の目的のため、決定基は
、好ましくは、化学修飾、提示の形態（例えば、スプライス変異体）、タイミングまたは
量によって証明される、異常細胞によって差次的に発現される細胞表面抗原またはタンパ
ク質（複数可）を含む。ある特定の実施形態において、決定基は、ＳＥＺ６、ＤＬＬ３も
しくはＣＤ３２４タンパク質またはこれらの変異体、アイソフォームもしくはファミリー
メンバーのいずれか、およびこれらの特異的なドメイン、領域もしくはエピトープを含む
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ことができる。「免疫原性決定基」または「抗原決定基」または「免疫原」または「抗原
」は、免疫応答性動物に導入されると免疫応答を刺激することができ、この免疫応答から
産生された抗体によって認識されるポリペプチドの任意の断片、領域またはドメインを意
味する。本明細書において企図される決定基は、その存在（正の決定基）または非存在（
負の決定基）によって細胞、細胞亜集団または組織（例えば、腫瘍）を同定することがで
きる。
【００４６】
本明細書で論じ、下記の実施例に示されている通り、本発明の選択される実施形態は、
選択された決定基に免疫特異的に結合し、「供給源」抗体と考慮してよい、マウス抗体由
来の完全または部分的可変領域を含むことができる。このような実施形態において、本発

10

明によって企図される抗体は、供給源抗体の定常領域またはエピトープ結合性アミノ酸配
列の任意選択の修飾により、このような「供給源」抗体から誘導することができる。一実
施形態において、供給源抗体における選択されたアミノ酸が、欠失、変異、置換、組込み
または組合せにより変化させる場合、抗体は、供給源抗体から「誘導される」。別の実施
形態において、「誘導された」抗体は、誘導性抗体（derivative

antibody）（例えば、

キメラ抗体、ＣＤＲグラフト化抗体またはヒト化抗体）をもたらすために供給源抗体の断
片（例えば、１個もしくは複数のＣＤＲまたは可変領域全体）が、アクセプター抗体配列
と組み合わされたまたはこれに取り込まれた抗体である。これらの誘導性抗体が、例えば
、ドナー抗体の抗原結合領域が、１または複数の不対合システインを含む定常領域と会合
した、本発明の部位特異的抗体を含むことができることは有意義である。これらの「誘導

20

された」（例えば、キメラ構築物、ヒト化構築物または部位特異的構築物）抗体は、例え
ば、遊離システインを提供するため；決定基に対する親和性を改善するため；細胞培養に
おける産生および収率を改善するため；ｉｎ

ｖｉｖｏにおける免疫原性を低下させるた

め；毒性を低減するため；活性部分のコンジュゲーションを容易にするため；または多重
特異的抗体を作製するためなど、様々な理由のために、標準分子生物学技法を使用して作
製することができる。このような抗体は、化学的手段または翻訳後修飾による成熟分子の
修飾（例えば、グリコシル化パターンまたはペグ化）により供給源抗体から誘導すること
もできる。当然ながら、供給源抗体（例えば、マウス抗体）を操作して、抗体構造にさら
なる修飾を行うことなく所望のコンジュゲーション部位をもたらすことができることが認
識される。
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【００４７】
重ねて、本明細書に示されている部位特異的コンジュゲーション技術が、抗体治療法ま
たは診断の分野において一般に適用可能であり、任意の既存の抗体または抗体標的に関係
なく作製することができる任意の抗体と共に働くことができることを強調しなければなら
ない。この文脈において、本発明によってもたらされる利益を実証するために使用される
、ある特定の非限定的な決定基を下に示す：
【００４８】
ＣＤ３２４（Ｅ−カドヘリン、上皮カドヘリンまたはＣＤＨ１としても公知）は、カド
ヘリンの古典的サブファミリーのメンバーであり、そのため、同型（すなわち、上皮−上
皮）細胞間接着を媒介するカルシウム依存性細胞間接着糖タンパク質がある。ＣＤ３２４
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の細胞内部分は、それ自体は細胞骨格のアクチンフィラメントと相互作用するα−カテニ
ン、β−カテニンおよびｐ１２０を含む細胞内部の様々なタンパク質と相互作用する（Pe
rez‑Morenoら、２００３年）。ＣＤ３２４は、細胞接着機構および細胞骨格の間の橋とし
て作用し、重層上皮などの組織において細胞を方向付けるコンパスを細胞に与えると考え
られる。がんの発症に関して、ＣＤ３２４の発現の撹乱は、腫瘍発生および転移の初期お
よび後期のステップにおける主な事象の１つである。構造的に変化させたＣＤ３２４タン
パク質またはＣＤ３２４発現の完全喪失をもたらすＣＤＨ１の生殖細胞系列変異の不活性
化は、胃がん、乳がん、結腸直腸がん、甲状腺がんおよび卵巣がんと相関した。高分化型
腫瘍は、低分化型腫瘍と比較して、ＣＤ３２４／カテニンの強い染色パターンを提示する
ことが長年公知である。したがって、ＣＤ３２４は、免疫組織化学検査によって異なる種
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類のがんを診断するための重要な予後マーカーとして病理学者によって使用されてきた。
細胞のための機械的支持の提供、細胞局在化および運動性表現型の調節、ならびに細胞の
分化状態へのその関連におけるＣＤ３２４の機能的役割に関する報告は、ＣＤ３２４を抗
がん治療法開発のための非常に興味深い標的とする。ＣＤ３２４遺伝子は、転写およびス
プライスされて、シグナルペプチドを含む８８２アミノ酸のプレプロタンパク質をコード
するオープンリーディングフレームを有する、４８１５ｂｐ成熟ｍＲＮＡ転写物となる。
ＣＤ３２４オルソログは、異なる種間で十分に保存されており、カドヘリンファミリーの
様々なメンバー間の配列相同性は、一般に高い。ＣＤ３２４タンパク質は、およそ１１０
アミノ酸の４個の細胞外カドヘリンリピート（ＥＣ１〜ＥＣ４）、他のカドヘリンリピー
トとの関係の密接さが低い膜近位細胞外ドメイン（ＥＣ５）、膜貫通ドメイン、ならびに

10

膜近傍ドメイン（ＪＭＤ）および高度にリン酸化されたβ−カテニン結合ドメイン（ＣＢ
Ｄ）へとさらに細分することができる高度に保存された細胞内ドメインで構成されている
。カルシウムイオンは、カドヘリンのＥＣリピート間の部位において結合し、これらのタ
ンパク質の細胞外部分に強固な棒状構造をもたらす。
【００４９】
ＳＥＺ６（発作関連６ホモログとしても公知）は、痙攣薬ペンチレンテトラゾール（pe
ntylentetrazole）で処置したマウス大脳皮質由来細胞から本来クローニングされたＩ型
膜貫通型タンパク質である（Shimizu‑Nishikawa、１９９５年、ＰＭＩＤ：７７２３６１
９）。ＳＥＺ６は、２種のアイソフォームを有し、１種は、９９４アミノ酸タンパク質（
ＮＰ＿８４９１９１）をコードするおよそ４２１０塩基（ＮＭ＿１７８８６０）であり、
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１種は、９９３アミノ酸タンパク質（ＮＰ＿００１０９２１０５）をコードするおよそ４
１９４塩基（ＮＭ＿００１０９８６３５）である。これらは、そのＥＣＤにおける最終１
０アミノ酸残基のみが異なる。ＳＥＺ６は、２種の他のファミリーメンバーを有する：Ｓ
ＥＺ６ＬおよびＳＥＺ６Ｌ２。用語「ＳＥＺ６ファミリー」は、ＳＥＺ６、ＳＥＺ６Ｌ、
ＳＥＺ６Ｌ２およびこれらの様々なアイソフォームを指す。成熟ＳＥＺ６タンパク質は、
一連の構造ドメイン：細胞質ドメイン、膜貫通ドメインおよび細胞外ドメインで構成され
ており、細胞外ドメインは、特有のＮ末端ドメインと、続く２個の交互のＳｕｓｈｉドメ
インおよびＣＵＢ様ドメインならびに３個の追加のタンデムＳｕｓｈｉドメインリピート
を含む。ヒトＳＥＺ６遺伝子における変異は、熱性けいれん、体温上昇に関連する痙攣お
よび小児期における最も一般的な種類の発作に関連付けられてきた（Yuら、２００７年、
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ＰＭＩＤ：１７０８６５４３）。相同性および配列解析によって同定されるＳＥＺ６タン
パク質の構造モジュールの解析は、シグナル伝達、細胞間連絡および神経発達における可
能な役割を示唆する。下に記載する通り、ＳＥＺ６抗原で免疫したマウスから単離された
抗体から抗ＳＥＺ６ヒト化抗体を作製した。
【００５０】
下の実施例に示されている通り、本発明の操作されたコンジュゲートに特に好ましい決
定基は、ＳＥＺ６、ＣＤ３２４およびＤＬＬ３を含む。ＤＬＬ３（デルタ様リガンド３ま
たはＳＣＤＯ１としても公知）は、Ｎｏｔｃｈ

ＤＳＬリガンドのデルタ様ファミリーの

メンバーである。代表的ＤＬＬ３タンパク質オルソログとして、ヒト（受託番号ＮＰ＿０
５８６３７およびＮＰ＿９８２３５３）、チンパンジー（受託番号ＸＰ＿００３３１６３
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９５）、マウス（受託番号ＮＰ＿０３１８９２）およびラット（受託番号ＮＰ＿４４６１
１８）が挙げられるがこれらに限定されない。ヒトにおいて、ＤＬＬ３遺伝子は、染色体
１９ｑ１３に位置する９．５ｋＢｐに及ぶ８個のエクソンからなる。最後のエクソン内の
選択的スプライシングは、２種のプロセシングされた転写物を生じ、１種は、２３８９塩
基（受託番号ＮＭ＿０１６９４１）、１種は２０５２塩基（受託番号ＮＭ＿２０３４８６
）である。前者の転写物は、６１８アミノ酸タンパク質（受託番号ＮＰ＿０５８６３７）
をコードし、一方、後者は、５８７アミノ酸タンパク質（受託番号ＮＰ＿９８２３５３）
をコードする。ＤＬＬ３のこれら２種のタンパク質アイソフォームは、その細胞外ドメイ
ンおよびその膜貫通ドメインにわたり全体として１００％同一性を共有し、長い方のアイ
ソフォームが、このタンパク質のカルボキシ末端に３２個の追加の残基を含有する延長し
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た細胞質テイルを含有するという点のみが異なる。
【００５１】
一般に、ＤＳＬリガンドは、一連の構造ドメインで構成されている：特有のＮ末端ドメ
インと、続く保存されたＤＳＬドメイン、複数のタンデム上皮増殖因子（ＥＧＦ）様リピ
ート、膜貫通ドメインおよびリガンドにわたって高度に保存されていないが、特有のＥ３
ユビキチンリガーゼによるユビキチン化のための潜在的部位である複数のリシン残基を含
有する細胞質ドメイン。ＤＳＬドメインは、Ｎｏｔｃｈ受容体との相互作用に必要である
が十分ではない変性ＥＧＦドメインである。その上、大部分のＤＳＬリガンドの最初の２
個のＥＧＦ様リピートは、Ｎｏｔｃｈシグナル伝達を活性化するときにＤＳＬドメインと
協同的に相互作用するＤＯＳドメインとして公知のより小型のタンパク質配列モチーフを

10

含有する。
【００５２】
ＤＬＬ３タンパク質の細胞外領域は、６個のＥＧＦ様ドメイン、単一のＤＳＬドメイン
およびＮ末端ドメインを含む。一般に、ＥＧＦドメインは、ｈＤＬＬ３の約アミノ酸残基
２１６〜２４９（ドメイン１）、２７４〜３１０（ドメイン２）、３１２〜３５１（ドメ
イン３）、３５３〜３８９（ドメイン４）、３９１〜４２７（ドメイン５）および４２９
〜４６５（ドメイン６）に、ＤＳＬドメインは、約アミノ酸残基１７６〜２１５に、Ｎ末
端ドメインは、約アミノ酸残基２７〜１７５に存在するものと認識される。ＤＳＬドメイ
ンおよびＮ末端ドメインは、別個のアミノ酸配列によって定義されるＤＬＬ３タンパク質
の一部を含む。本開示の目的のため、それぞれのＥＧＦ様ドメインをＥＧＦ１〜ＥＧＦ６
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と命名することができ、ＥＧＦ１は、このタンパク質のＮ末端部分に最も近いことに留意
されたい。タンパク質の構造組成に関して、本発明の重要な一態様は、開示されているＤ
ＬＬ３抗体を、選択されたドメイン、モチーフまたはエピトープと反応するように作製、
製作、操作または選択することができることである。ある特定の場合には、このような部
位特異的抗体は、その主な作用様式に応じて反応性および／または有効性の増強をもたら
すことができる。
【００５３】
本発明と適合性であり、供給源抗体として使用することができるＤＬＬ３抗体は、開示
されている抗体に関して参照により本明細書に組み込まれるＰＣＴ出願番号ＵＳ２０１３
／００２７３９１に開示されている。
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【００５４】
より全般的には、本発明によって企図される操作された抗体は、供給源抗体のエピトー
プ結合性アミノ酸配列の任意選択の修飾および部位特異的遊離システイン残基の導入によ
り、「供給源」抗体から誘導することができる。一実施形態において、供給源抗体におけ
る選択されたアミノ酸が、欠失、変異、置換、組込みまたは組合せにより変化させて、少
なくとも１個の遊離システイン残基を含む操作された抗体を産生する場合、操作された抗
体は、供給源抗体から「誘導」される。別の実施形態において、「誘導された」抗体は、
誘導性抗体（例えば、キメラまたはヒト化抗体）をもたらすために、供給源抗体の断片（
例えば、１個または複数のＣＤＲ）が、１個または複数の遊離システイン残基を含むアク
セプター抗体配列と組み合わされたまたはこれに取り込まれた抗体である。これらの「誘
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導された」抗体は、例えば、標的に対する親和性を改善するため；細胞培養における産生
および収率を改善するため；ｉｎ

ｖｉｖｏにおける免疫原性を低下させるため；毒性を

低減するため；活性部分のコンジュゲーションを容易にするため；または多重特異的抗体
を作製するためなど、様々な理由のために作製することができる。最も重要なことには、
それらは、１個または複数の薬学的活性部分の部位特異的コンジュゲーションをもたらす
。このような抗体は、化学的手段または翻訳後修飾による成熟分子の修飾（例えば、グリ
コシル化パターンまたはペグ化）によりまたはアミノ酸配列を変化させることにより供給
源抗体から誘導することができる。
【００５５】
本発明は、一般に、決定基に特異的に結合することができるいかなる操作された抗体も
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対象とするが、操作された抗ＳＥＺ６抗体、操作された抗ＤＬＬ３抗体および操作された
抗ＣＤ３２４抗体が、本発明の実施形態の説明的な例として使用される。
【００５６】
ＩＩＩ．細胞結合剤
１．抗体構造
上で言及されている通り、本発明の特に好ましい実施形態は、選択された決定基上の１
個または複数のエピトープと優先的に会合する、部位特異的抗体またはその免疫反応性断
片の形態で細胞結合剤を有する開示されているコンジュゲートを含む。この点に関して、
一般に認められた命名法および番号付けシステムを含む抗体ならびにその部位特異的変異
体および誘導体については、例えば、Abbasら（２０１０年）Cellular
Immunology（第６版）、W.B.
neway

s

Saunders

and

Molecular

10

Company；またはMurpheyら（２０１１年）Ja

Immunobiology（第８版）Garland

Scienceに広範に記載されている。

【００５７】
本願の目的のため、文脈がそれ以外を示さなければ、用語「モジュレーター」および「
抗体」を互換的に使用できると認識されることに留意されたい。同様に、論考目的で、本
発明の実施形態を、一つの決定基または他の決定基に関して表現することができる。しか
し、文脈がそれ以外を指定または要求しなければ、このような命名は、単に説明を目的と
しており、記載されている一般概念または本発明の範囲について限定するものではない。
したがって、用語「抗ＤＬＬ３コンジュゲート」および「ＤＬＬ３コンジュゲート」また
は単純に「コンジュゲート」は全て、本明細書に示されている部位特異的コンジュゲート

20

を指し、文脈がそれ以外を示さなければ互換的に使用することができる。
【００５８】
「抗体」または「無傷抗体」は、共有結合的ジスルフィド結合および非共有結合的相互
作用により併せて保持された、２つの重（Ｈ）鎖ポリペプチドおよび２つの軽（Ｌ）鎖ポ
リペプチドを含む、Ｙ字型の四量体タンパク質を指すことが典型的である。ヒト軽鎖は、
可変ドメイン（ＶＬ）および定常ドメイン（ＣＬ）を含み、ここで、定常ドメインは、ア
ミノ酸配列および遺伝子座に基づき、カッパまたはラムダとしてたやすく分類することが
できる。各重鎖は、１つの可変ドメイン（ＶＨ）および定常領域を含み、定常領域は、Ｉ
ｇＧ、ＩｇＡ、およびＩｇＤの場合、ＣＨ１、ＣＨ２、およびＣＨ３と称する３つのドメ
インを含む（ＩｇＭおよびＩｇＥは、第４のドメインであるＣＨ４を有する）。ＩｇＧ、

30

ＩｇＡ、およびＩｇＤクラスでは、ＣＨ１ドメインおよびＣＨ２ドメインは、プロリンお
よびシステインに富む、可変長（ＩｇＧでは、一般に、約１０〜約６０アミノ酸）のセグ
メントである、可撓性のヒンジ領域により隔てられている。軽鎖および重鎖の両者におけ
る可変ドメインも、約１２またはこれを超えるアミノ酸の「Ｊ」領域により、定常ドメイ
ンにつながれており、重鎖はまた、約１０のさらなるアミノ酸の「Ｄ」領域も有する。抗
体の各クラスは、対合システイン残基により形成される、鎖間ジスルフィド結合および鎖
内ジスルフィド結合をさらに含む。
【００５９】
免疫グロブリン分子内には、２種類の天然ジスルフィド架橋または天然ジスルフィド結
合：鎖間ジスルフィド結合および鎖内ジスルフィド結合が存在する。鎖間ジスルフィド結

40

合の位置および数は、免疫グロブリンのクラスおよび種によって変化する。本発明は、抗
体の任意の特定のクラスまたはサブクラスに限定されるわけではないが、ＩｇＧ１免疫グ
ロブリンを、例示的な目的だけのために使用するものとする。鎖内ジスルフィド結合は、
免疫グロブリンの表面上に位置決定されており、溶媒に接触可能であり、通例、比較的容
易に還元される。ヒトＩｇＧ１アイソタイプでは、各重鎖〜軽鎖間に１つの、および重鎖
間に２つの、４つの鎖間ジスルフィド結合が存在する。鎖間ジスルフィド結合は、鎖の会
合には必要とされない。重鎖のシステインに富むＩｇＧ１ヒンジ領域は一般に、３つの部
分：上部ヒンジ（Ｓｅｒ−Ｃｙｓ−Ａｓｐ−Ｌｙｓ−Ｔｈｒ−Ｈｉｓ−Ｔｈｒ）、コアヒ
ンジ（Ｃｙｓ−Ｐｒｏ−Ｐｒｏ−Ｃｙｓ）、および下部ヒンジ（Ｐｒｏ−Ａｌａ−Ｇｌｕ
−Ｌｅｕ−Ｌｅｕ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙ）からなるように保持されている。当業者は、ＩｇＧ
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１ヒンジ領域は、Ｆａｂの動きを容易とする構造的可撓性をもたらす、鎖間ジスルフィド
結合（２つの重鎖／重鎖、２つの重鎖／軽鎖）を含む

、重鎖内のシステインを含有する

ことを認識する。
【００６０】
ＩｇＧ１の軽鎖と重鎖との間の鎖間ジスルフィド結合は、カッパ軽鎖またはラムダ軽鎖
のＣ２１４と、重鎖の上部ヒンジ領域内のＣ２２０との間で形成される（図１）。重鎖間
の鎖間ジスルフィド結合は、Ｃ２２６位とＣ２２９位に存在する（全ては、Kabatら、後
掲に従うＥＵインデックスによって番号付けされる）。
【００６１】
本明細書で使用される「抗体」という用語は、広義に解釈することができ、それが、Ｄ

10

ＬＬ３決定基との優先的な会合または結合を呈示する限りにおいて、ポリクローナル抗体
、マルチクローナル抗体、モノクローナル抗体、キメラ抗体、ヒト化抗体および霊長類化
抗体、ＣＤＲグラフト化抗体、ヒト抗体、組換えにより生成された抗体、イントラボディ
ー、多重特異性抗体、二重特異性抗体、一価抗体、多価抗体、抗イディオタイプ抗体、ム
テインおよびそれらの変異体を含む合成抗体、Ｆｄ、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ

）２、Ｆ（ａｂ

）断片、単鎖断片（例えば、ｓｃＦｖおよびｓｃＦｖＦｃ）などの免疫特異性抗体断片
；およびＦｃ融合体および他の修飾を含むこれらの誘導体、ならびに他の任意の免疫反応
性分子を含む。さらに、文脈上の制約によりそうでないことが指示されない限りにおいて
、用語は、抗体の全てのクラス（すなわち、ＩｇＡ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、ＩｇＧ、およびＩ
ｇＭ）、および全てのサブクラス（すなわち、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４

20

、ＩｇＡ１、およびＩｇＡ２）もさらに含む。抗体の異なるクラスに対応する重鎖定常ド
メインは、それぞれ、対応する小文字のギリシャ文字α、δ、ε、γ、およびμにより表
記されることが典型的である。任意の脊椎動物種に由来する抗体の軽鎖は、それらの定常
ドメインのアミノ酸配列に基づき、カッパ（κ）およびラムダ（λ）と呼ばれる、２つの
明らかに識別可能な種類のうちの１つに割り当てることができる。
【００６２】
選択された実施形態では、下記でより詳細に論じられる通り、ＣＬドメインは、遊離シ
ステインを呈示するカッパＣＬドメインを含みうる。他の実施形態では、供給源抗体は、
遊離システインを呈示するラムダＣＬドメインを含みうる。全てのヒトＩｇＧ

ＣＬドメ

インの配列は周知であるので、当業者は、ラムダ配列およびカッパ配列の両方を、本開示

30

に従い容易に解析し、これらを用いて、適合性の抗体構築物をもたらすことができる。同
様に、説明および裏付けの目的で、以下の議論および添付の実施例では主に、ＩｇＧ１型
抗体の特徴について述べる。軽鎖定常領域と同様に、異なるアイソタイプ（ＩｇＭ、Ｉｇ
Ｄ、ＩｇＥ、ＩｇＡ）、およびサブクラス（ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、
ＩｇＡ１、ＩｇＡ２）に由来する重鎖定常ドメイン配列も周知であり、特徴づけられてい
る。したがって、当業者は、任意のアイソタイプまたはサブクラスを含む抗ＤＬＬ３抗体
（または抗ＳＥＺ６抗体）をたやすく利用し、各々を、本明細書で教示される通りに、開
示される薬物とコンジュゲートさせて、本発明の部位特異的抗体薬物コンジュゲートをも
たらすことができる。
40

【００６３】
抗体の可変ドメインは、抗体によって、アミノ酸組成の大幅な変動を示し、主に、抗原
の認識および抗原への結合に関与する。各軽鎖／重鎖対の可変領域は、無傷のＩｇＧ抗体
が、２つの結合部位を有する（すなわち、ＩｇＧ抗体は、二価である）ように、抗体結合
部位を形成する。ＶＨドメインおよびＶＬドメインは、可変性が極めて大きな３つの領域
であって、超可変領域、またはより一般に、相補性決定領域（ＣＤＲ）と称され、フレー
ムワーク領域（ＦＲ）として公知の、４つのそれほど可変的でない領域により枠づけられ
、隔てられた領域を含む。ＶＨ領域とＶＬ領域との非共有結合による会合により、抗体の
２つの抗原結合部位のうちの１つを含有するＦｖ断片（「可変断片（ｆｒａｇｍｅｎｔ
ｖａｒｉａｂｌｅ）」を表わして）が形成される。遺伝子操作により得ることができる、
ｓｃＦｖ断片（単鎖可変断片（ｓｉｎｇｌｅ

ｃｈａｉｎ

ｆｒａｇｍｅｎｔ

ｖａｒｉ
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ａｂｌｅ）を表わして）は、抗体のＶＨ領域とＶＬ領域とを、単一のポリペプチド鎖内で
、ペプチドリンカーで隔てて会合させる。
【００６４】
本明細書で使用される、アミノ酸の、各ドメイン、各フレームワーク領域、および各Ｃ
ＤＲへの割当ては、そうでないことが注意されない限り、Kabatら（１９９１年）、Seque
nces
and

of

Proteins

Human

of

Immunological

Interest（５版）、US

Dept.

of

Health

Services、PHS、NIH、ＮＩＨ刊行物第９１−３２４２号；Chothiaら、１９

８７年、ＰＭＩＤ：３６８１９８１；Chothiaら、１９８９年、ＰＭＩＤ：２６８７６９
８；MacCallumら、１９９６年、ＰＭＩＤ：８８７６６５０；またはDubel編（２００７年
）、Handbook

of

Therapeutic

Antibodies、３版、Wily−VCH

Verlag

GmbH

and

C

10

o.により提示されている番号付けスキームのうちの１つによることができる。Ｋａｂａｔ
、Ｃｈｏｔｈｉａ、およびＭａｃＣａｌｌｕｍにより定義され、Ａｂｙｓｉｓウェブサイ
トのデータベース（後掲）から得られるＣＤＲを含むアミノ酸残基を、下記に示す。
【表１】

20

【００６５】
抗体配列内の可変領域およびＣＤＲは、当技術分野で開発された一般的規則（例えば、

30

Ｋａｂａｔによる番号付けシステムなど、上記で示したもの）に従い同定することもでき
、配列を、公知の可変領域のデータベースに関して配列をアラインメントすることにより
同定することもできる。これらの領域を同定するための方法については、Kontermannおよ
びDubel編、Antibody
elloら、Current

Engineering、Springer、New

Protocols

in

York、NY、２００１年およびDinar

Immunology、John

Wiley

and

Sons

Inc.、Hoboke

n、NJ、２０００年において記載されている。抗体配列の例示的なデータベースについて
は、Retterら、Nucl.

Acids

Res.、３３巻（データベース特集号）：Ｄ６７１〜Ｄ６７

４頁（２００５年）において記載されている通り、www.bioinf.org.uk/abs（Department
of

Biochemistry

EnglandのA.C.

&

Molecular

Biology

University

College

London、London、
40

Martinにより維持されている）における「Ａｂｙｓｉｓ」ウェブサイト

、およびwww.vbase2.orgにおけるＶＢＡＳＥ２ウェブサイトにおいて記載されており、か
つ、これらを介してアクセスすることができる。配列は、Ｋａｂａｔ、ＩＭＧＴ、および
Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｄａｔａ

Ｂａｎｋ（ＰＤＢ）からの配列データを、ＰＤＢからの構造

データと統合する、Ａｂｙｓｉｓデータベースを使用して解析することが好ましい。Dr.
Andrew
nalysis

C.
of

R.

Martinによる著書の章であるProtein

Antibody

Variable

Domains、Antibody

Sequence
Engineering

and

ェブサイトbioinforg.uk/absでもまた入手可能な、Duebel,

Lab

Structure

A

Manual（ウ

S.およびKontermann,

R.編

、Springer‑Verlag、Heidelberg、ＩＳＢＮ−１３：９７８−３５４０４１３５４７）を
参照されたい。Ａｂｙｓｉｓデータベースのウェブサイトは、本明細書の教示に従い使用
されうるＣＤＲを同定するために開発された一般的規則もさらに含む。そうでないことが
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示されない限りにおいて、本明細書で示される全てのＣＤＲは、Ｋａｂａｔに従うＡｂｙ
ｓｉｓデータベースのウェブサイトに従い得られる。
【００６６】
本発明で論じられる重鎖定常領域のアミノ酸位置について、番号付けは、配列決定され
た最初のヒトＩｇＧ１であることが報告されている、骨髄腫タンパク質であるＥｕのアミ
ノ酸配列について記載する、Edelmanら、１９６９年、Proc,

Natl.

Acad.

Sci.

USA

、６３巻（１号）：７８〜８５頁において最初に記載されたＥｕインデックスに従う。Ｅ
ｄｅｌｍａｎによるＥｕインデックスはまた、Kabatら、１９９１年（上掲）においても
示されている。したがって、重鎖の文脈における「Ｋａｂａｔにより示されるＥＵインデ
ックス」または「ＫａｂａｔによるＥＵインデックス」または「Ｋａｂａｔに従うＥＵイ

10

ンデックス」という用語は、Kabatら、１９９１年（上掲）で示される、Ｅｄｅｌｍａｎ
らのヒトＩｇＧ１

Ｅｕ抗体に基づく残基番号付けシステムを指す。軽鎖定常領域のアミ

ノ酸配列に使用される番号付けシステムも、Kabatら、１９９１年において同様に示され
ている。
【００６７】
本発明に適合性の、例示的なカッパＣＬおよびＩｇＧ１重鎖定常領域のアミノ酸配列を
、添付の配列表内の配列番号４０３および４０４として示す。同様に、例示的なラムダＣ
Ｌ軽鎖定常領域を、添付の配列表内の配列番号５０４として示す。当業者は、不対合シス

テインをもたらすように、本明細書で開示される通りに操作された、このような軽鎖定常
領域配列（例えば、配列番号５０２、５０３、５０５および５０６を参照されたい）は、

20

本発明のＳＥＺ６コンジュゲート内に組み込まれうる、全長抗体（例えば、配列番号５１
３〜５１８を参照されたい）をもたらすように、標準的な分子生物学技法を使用して、開
示される重鎖可変領域および軽鎖可変領域と結合しうることを認識する。
【００６８】
本発明の部位特異的抗体または免疫グロブリンは、任意の決定基を特異的に認識するか
またはこれと免疫特異的に会合する、任意の抗体を含むかまたはこれから誘導することが
できる。本明細書で使用される「決定基」または「標的」とは、特定の細胞、細胞集団、
または組織と同定可能な形で会合するか、あるいは特定の細胞内もしくは細胞上、特定の
細胞集団内もしくは細胞集団上、または特定の組織内もしくは組織上で特異的に見出され
る、任意の検出可能な形質、特性、マーカー、または因子を意味する。決定基または標的

30

は、その性質が形態学的、機能的、または生化学的であってもよく、表現型であることが
好ましい。ある特定の好ましい実施形態では、決定基は、特異的細胞型またはある特定の
条件下の細胞（例えば、細胞周期の特異点における細胞または特定のニッチにおける細胞
）が差次的に発現する（過剰発現または過少発現する）タンパク質である。本発明の目的
では、決定基は、異常ながん細胞上で差次的に発現することが好ましく、特定のタンパク
質（例えば、ＣＤ３２４、ＳＥＺ６またはＤＬＬ３）、あるいはそのスプライス変異体、
アイソフォームもしくはファミリーメンバー、またはその特異的ドメイン、特異的領域、
もしくは特異的エピトープのうちのいずれかを含みうる。「抗原」、「免疫原性決定基」
、「抗原決定基」、または「免疫原」とは、免疫応答性動物に導入されると免疫応答を刺
激することが可能であり、動物の免疫応答により産生される抗体により認識される、任意

40

のタンパク質またはその任意の断片、領域、ドメイン、もしくはエピトープを意味する。
本明細書で意図される決定基の存在または非存在を使用して、細胞、細胞亜集団、または
組織（例えば、腫瘍、腫瘍形成性細胞またはＣＳＣ）を同定することができる。
【００６９】
下記の実施例で示す通り、本発明の選択された実施形態は、ＳＥＺ６に免疫特異的に結
合するマウス抗体であって、「供給源」抗体と考えられうる抗体を含む。他の実施形態で
は、本発明により意図される抗体は、供給源抗体の定常領域（すなわち、部位特異的抗体
をもたらすため）またはエピトープ結合性アミノ酸配列の任意選択の修飾により、このよ
うな「供給源」抗体から誘導することができる。一実施形態では、供給源抗体内の選択さ
れたアミノ酸を、欠失、変異、置換、組込み、または組合せにより変化させる場合、抗体
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は、供給源抗体から「誘導」される。別の実施形態では、「誘導された」抗体は、供給源
抗体の断片（例えば、１つまたは複数のＣＤＲまたは全可変領域）を、誘導性抗体（例え
ば、キメラ抗体、ＣＤＲグラフト化抗体、またはヒト化抗体）をもたらすように、アクセ
プター抗体配列と組み合わせるか、またはアクセプター抗体配列に組み込んだ抗体である
。これらの「誘導した」（例えば、ヒト化またはＣＤＲグラフト化）抗体は、標準的な分
子生物学技法を使用して、例えば、決定基に対する親和性を改善するか；細胞培養物中の
産生および収率を改善するためか；ｉｎ

ｖｉｖｏにおける免疫原性を低減するためか；

毒性を低減するためか；活性部分のコンジュゲーションを容易とするためか；または多重
特異性抗体を創製するためなど、多様な理由で作製することができる。このような抗体は
また、化学的手段または翻訳後修飾による成熟分子の修飾（例えば、グリコシル化パター

10

ンまたはＰＥＧ化）を介して、供給源抗体から誘導することもできる。当然ながら、本明
細書で広範に論じられる通り、１つまたは複数の遊離システインを含む、所望の部位特異
的抗体をもたらすように、これらの誘導された抗体をさらに操作することもできる。
【００７０】
本発明の文脈において、添付の配列表（抗ＳＥＺ６抗体）に示されているマウス可変領
域アミノ酸配列から誘導した開示されている軽鎖ＣＤＲおよび重鎖ＣＤＲのうちいずれか
をアクセプター抗体と組み合わせてまたは再配列して、本教示に従って最適化された抗ヒ
トＳＥＺ６（例えば、ヒト化またはキメラ抗ｈＳＥＺ６）部位特異的抗体をもたらすこと
ができることが認識される。すなわち、添付の配列表（配列番号２０〜１６９と共に）に
示されている連続軽鎖可変領域アミノ酸配列から誘導または得られるＣＤＲのうち１種ま

20

たは複数は、部位特異的構築物に、また、特に好ましい実施形態において、１種または複
数のＳＥＺ６アイソフォームまたはファミリーメンバーと免疫特異的に会合するＣＤＲグ
ラフト化またはヒト化部位特異的抗体に取り込むことができる。このようなヒト化モジュ
レーターの「誘導された」軽鎖可変領域アミノ酸配列および重鎖可変領域アミノ酸配列の
例は、抗ＤＬＬ３抗体（配列番号５１９〜５２８）に関しては図２Ａおよび図２Ｂに、抗
ＳＥＺ６抗体（配列番号１７０〜１９９）に関しては図３Ａおよび図３Ｂに、抗ＣＤ３２
４抗体（配列番号５３１および５３２）に関しては図４にも示されている。
【００７１】
図２Ａおよび図２Ｂ、図３Ａおよび図３Ｂならびに図４において、注釈を付けたＣＤＲ
配列およびフレームワーク配列は、特許権のある（proprietary）Ａｂｙｓｉｓデータベ

30

ースを使用し、Ｋａｂａｔに従って定義されている。しかし、本明細書に論じられている
通り、当業者であれば、添付の配列表に示されているそれぞれの重鎖および軽鎖配列毎に
、Ｋａｂａｔら、ＣｈｏｔｈｉａらまたはＭａｃＣａｌｌｕｍらによって定義される通り
にＣＤＲを容易に定義、同定、誘導および／または列挙することができる。したがって、
このような命名法の全てによって定義される対象ＣＤＲおよびＣＤＲを含む抗体のそれぞ
れは、本発明の範囲内に明確に含まれる。より広範には、用語「可変領域ＣＤＲアミノ酸
残基」またはより単純に「ＣＤＲ」は、上に示されている任意の配列または構造に基づく
方法を使用して同定されるとおり、ＣＤＲにおけるアミノ酸を含む。この文脈内において
、図３Ａおよび図３Ｂにおける例示的なヒト化抗体のＫａｂａｔ

ＣＤＲは、添付の配列

表に配列番号４０５〜４７０として提示されている。

40

【００７２】
本発明の別の態様は、ＳＣ１７．１、ＳＣ１７．２、ＳＣ１７．３、ＳＣ１７．４、Ｓ
Ｃ１７．８、ＳＣ１７．９、ＳＣ１７．１０、ＳＣ１７．１１、ＳＣ１７．１４、ＳＣ１
７．１５、ＳＣ１７．１６、ＳＣ１７．１７、ＳＣ１７．１８、ＳＣ１７．１９、ＳＣ１
７．２２、ＳＣ１７．２４、ＳＣ１７．２７、ＳＣ１７．２８、ＳＣ１７．２９、ＳＣ１
７．３０、ＳＣ１７．３２、ＳＣ１７．３４、ＳＣ１７．３５、ＳＣ１７．３６、ＳＣ１
７．３８、ＳＣ１７．３９、ＳＣ１７．４０、ＳＣ１７．４１、ＳＣ１７．４２、ＳＣ１
７．４５、ＳＣ１７．４６、ＳＣ１７．４７、ＳＣ１７．４９、ＳＣ１７．５０、ＳＣ１
７．５３、ＳＣ１７．５４、ＳＣ１７．５６、ＳＣ１７．５７、ＳＣ１７．５９、ＳＣ１
７．６１、ＳＣ１７．６３、ＳＣ１７．７１、ＳＣ１７．７２、ＳＣ１７．７４、ＳＣ１
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７．７６、ＳＣ１７．７７、ＳＣ１７．７９、ＳＣ１７．８１、ＳＣ１７．８２、ＳＣ１
７．８４、ＳＣ１７．８５、ＳＣ１７．８７、ＳＣ１７．８９、ＳＣ１７．９０、ＳＣ１
７．９１、ＳＣ１７．９３、ＳＣ１７．９５、ＳＣ１７．９７、ＳＣ１７．９９、ＳＣ１
７．１０２、ＳＣ１７．１１４、ＳＣ１７．１１５、ＳＣ１７．１２０、ＳＣ１７１２１
、ＳＣ１７．１２２、ＳＣ１７．１４０、ＳＣ１７．１５１、ＳＣ１７．１５６、ＳＣ１
７．１６１、ＳＣ１７．１６６、ＳＣ１７．１８７、ＳＣ１７．１９１、ＳＣ１７．１９
３、ＳＣ１７．１９９およびＳＣ１７．２００；あるいは上で同定された抗体またはその
キメラもしくはヒト化バージョンのいずれかから得られるまたは誘導される部位特異的抗
ＳＥＺ６抗体を含む。他の実施形態において、本発明のＡＤＣは、上述のモジュレーター
のいずれかに由来する１個または複数のＣＤＲ、例えば、１、２、３、４、５または６個

10

のＣＤＲを有するＳＥＺ６抗体を含む。注釈を付けた配列表は、上述の抗ＳＥＺ６抗体そ
れぞれの重鎖可変領域および軽鎖可変領域についての個々の配列番号を提示する。
【００７３】
２．部位特異的抗体
本開示に基づけば、当業者は、本明細書で記載される操作された構築物をたやすく作る
ことができる。本明細書で使用される「操作された抗体」、「操作された構築物」、また
は「部位特異的抗体」とは、重鎖内または軽鎖内の少なくとも１つのアミノ酸を、少なく
とも１つの遊離システインをもたらすように、欠失させるか、変化させるか、または置換
した（好ましくは別のアミノ酸で）、抗体またはその免疫反応性断片を意味する。同様に
、「操作されたコンジュゲート」または「部位特異的コンジュゲート」とは、操作された

20

抗体と、不対合システイン（複数可）にコンジュゲートさせた少なくとも１つの細胞毒素
とを含む、抗体薬物コンジュゲートを意味するように理解するものとする。ある特定の実
施形態では、不対合システイン残基は、不対合鎖内残基を含む。他の好ましい実施形態で
は、遊離システイン残基は、不対合鎖間システイン残基を含む。操作された抗体は、多様
なアイソタイプ、例えば、ＩｇＧ、ＩｇＥ、ＩｇＡ、またはＩｇＤであることが可能であ
り、これらのクラス内で、抗体は、多様なサブクラス、例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、Ｉ
ｇＧ３、またはＩｇＧ４でありうる。このようなＩｇＧ構築物に関して述べると、抗体の
軽鎖は、各々が、好ましい実施形態では、ＩｇＧ１重鎖内のＣ２２０残基の欠如に起因し
て不対合でありうる、各々がＣ２１４を組み込んでいる、カッパアイソタイプまたはラム
ダアイソタイプのいずれかを含みうる。
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【００７４】
一実施形態では、操作された抗体は、鎖内システイン残基または鎖間システイン残基の
、少なくとも１つのアミノ酸の欠失または置換を含む。本明細書で使用される「鎖間シス
テイン残基」が、抗体の軽鎖と重鎖との間、または抗体の２つの重鎖の間のいずれかの、
天然のジスルフィド結合に関与するシステイン残基を意味するのに対し、鎖内システイン
残基とは、同じ重鎖内または同じ軽鎖内の別のシステインと自然に対合したシステイン残
基である。一実施形態では、欠失させるかまたは置換した鎖間システイン残基は、軽鎖と
重鎖との間のジスルフィド結合の形成に関与する。別の実施形態では、欠失させるかまた
は置換したシステイン残基は、２つの重鎖の間のジスルフィド結合に関与する。典型的な
実施形態では、軽鎖が、重鎖のＶＨドメインおよびＣＨ１ドメインと対合し、１つの重鎖

40

のＣＨ２ドメインおよびＣＨ３ドメインが、相補性重鎖のＣＨ２ドメインおよびＣＨ３ド
メインと対合する、抗体の相補性構造に起因して、軽鎖内または重鎖内のいずれかの単一
のシステインが変異または欠失すれば、操作された抗体内に、２つの不対合システイン残
基が結果としてもたらされる。
【００７５】
一部の実施形態では、鎖間システイン残基を欠失させる。他の実施形態では、鎖間シス
テインを、別のアミノ酸（例えば、天然に存在するアミノ酸）で置換する。例えば、アミ
ノ酸置換は、鎖間システインの、中性（例えば、セリン、トレオニン、またはグリシン）
残基または親水性（例えば、メチオニン、アラニン、バリン、ロイシン、またはイソロイ
シン）残基による置き換えを結果としてもたらしうる。特に好ましい一実施形態では、鎖
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間システインを、セリンで置き換える。
【００７６】
本発明により意図される一部の実施形態では、欠失させるかまたは置換したシステイン
残基は、軽鎖（カッパまたはラムダのいずれかの）上にあり、したがって、遊離システイ
ンを重鎖上に残す。他の実施形態では、欠失させるかまたは置換したシステイン残基は、
重鎖上にあり、遊離システインを軽鎖定常領域上に残す。図１は、例示的なＩｇＧ１／カ
ッパ抗体内の鎖間ジスルフィド結合に関与するシステインを描写する。各場合において既
に示した通り、定常領域のアミノ酸残基は、Ｋａｂａｔに従うＥＵインデックスに基づき
番号付けする。図９に示される、無傷抗体の軽鎖内または重鎖内のいずれかの単一のシス
テインの欠失または置換は、２つの不対合システイン残基を有する操作された抗体を結果

10

としてもたらす。
【００７７】
特に好ましい一実施形態では、ＩｇＧ軽鎖（カッパまたはラムダ）の２１４位における
システイン（Ｃ２１４）を、欠失させるか置換する。別の好ましい実施形態では、ＩｇＧ
重鎖上の２２０位におけるシステイン（Ｃ２２０）を、欠失させるか置換する。さらなる
実施形態では、重鎖上の２２６位または２２９位におけるシステインを、欠失させるか置
換する。一実施形態では、重鎖上のＣ２２０を、セリンで置換して（Ｃ２２０Ｓ）、所望
の遊離システインを、軽鎖内にもたらす。別の実施形態では、軽鎖内のＣ２１４を、セリ
ンで置換して（Ｃ２１４Ｓ）、所望の遊離システインを、重鎖内にもたらす。それぞれ実
施例６〜８に従って提供されるこのような部位を操作した構築物は、例示的な抗ＤＬＬ３

20

抗体ＳＣ１６．５６を使用して図５Ａおよび図５Ｂに、例示的な抗ＳＥＺ６抗体ＳＣ１７
．２００を使用して図６Ａおよび図６Ｂに、例示的な抗ＣＤ３２４抗体ＳＣ１０．１７に
関しては図７に示す。追加の例は、例示的な抗ＳＥＺ６抗体ＳＣ１７．１７に関して、添
付の配列表（配列番号５３７〜５４２）にも提示されている。これらの好ましい構築物の
概要を、すぐ下の表２（表中、全ての番号付けは、Ｋａｂａｔにより示されるＥＵインデ
ックスに従い、ＷＴは、「野生型」または変化を伴わない天然の定常領域配列を表す）に
示す。言及される配列は、カッパ軽鎖であるが、Ｃ２１４を含む例示的なラムダ軽鎖もま
た、本明細書で示される通りに使用しうることに注意されたい。また、本明細書で使用さ
れるデルタ（Δ）も、アミノ酸残基の欠失を指示するものとする（例えば、Ｃ２１４Δと
は、２１４位におけるシステインを欠失させたことを示す）。
【表２】
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【００７８】
本明細書で開示される、薬物ローディングの定義された部位および化学量論による抗体

50

(21)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

−薬物コンジュゲートを作製するための戦略は、抗体の保存された定常ドメインの操作を
主に伴うので、他の抗体へも広く適用可能である。抗体の各クラスおよび各サブクラスの
アミノ酸配列および天然のジスルフィド架橋については、十分に記載されているので、当
業者であれば、過度の実験を伴わずに、多様な抗体の操作された構築物をたやすく作るこ
とができ、したがって、このような構築物は、本発明の範囲内にあるものとして明白に意
図される。
【００７９】
３．抗体の作製
ａ．ポリクローナル抗体
当技術分野では、ウサギ、マウス、ラットなどを含む、多様な宿主動物におけるポリク

10

ローナル抗体の産生が周知である。一部の実施形態では、ポリクローナル抗体含有血清は
、動物から採血するか、またはこれを屠殺することにより得る。血清は、研究を目的とし
て、動物から得られた形態で使用することもでき、代替的に、免疫グロブリン画分または
均一な抗体調製物をもたらすように、抗体を、部分的または完全に精製することもできる
。
【００８０】
略述すると、選択された動物は、例えば、選択されたアイソフォーム、ドメイン、およ
び／もしくはペプチド、またはＤＬＬ３もしくはその免疫反応性断片を発現する生細胞も
しくは細胞調製物を含みうる、免疫原（例えば、可溶性ＤＬＬ３またはｓＤＬＬ３）で免
疫する。接種される種に応じて、免疫応答を増加させるのに使用されうる、当技術分野で

20

公知のアジュバントは、フロイント（完全および不完全）、水酸化アルミニウムなどの鉱
物ゲル、リソレシチン、プルロニックポリオール、ポリアニオンなどの界面活性物質、ペ
プチド、油エマルジョン、スカシガイヘモシアニン、ジニトロフェノール、ならびにＢＣ
Ｇ（カルメット−ゲラン桿菌）およびＣｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｐａｒｖｕｍな

ど、潜在的に有用なヒトアジュバントを含むがこれらに限定されない。このようなアジュ
バントは、局所的沈着物中に封鎖することにより、抗原を急速な散失から保護する場合も
あり、マクロファージおよび免疫系の他の成分に対して走化性の因子を分泌するように宿
主を刺激する物質を含有する場合もある。免疫スケジュールは、２回またはこれを超える
、選択された免疫原の投与を所定の期間にわたり繰り広げることを伴うことが好ましい。
30

【００８１】
例として挙げると、ＤＬＬ３タンパク質のアミノ酸配列を解析して、抗体を作製するた
めの、ＤＬＬ３タンパク質の特異的領域を選択することができる。例えば、ＤＬＬ３アミ
ノ酸配列の疎水性および親水性解析を使用して、ＤＬＬ３構造内の親水性領域を同定する
。免疫原性構造を示すＤＬＬ３タンパク質の領域、ならびに他の領域およびドメインは、
Ｃｈｏｕ−Ｆａｓｍａｎ解析、Ｇａｒｎｉｅｒ−Ｒｏｂｓｏｎ解析、Ｋｙｔｅ−Ｄｏｏｌ
ｉｔｔｌｅ解析、Ｅｉｓｅｎｂｅｒｇ解析、Ｋａｒｐｌｕｓ−Ｓｃｈｕｌｔｚ解析、また
はＪａｍｅｓｏｎ−Ｗｏｌｆ解析など、当技術分野で公知の、他の多様な方法を使用して
たやすく同定することができる。平均可撓性プロファイルは、Bhaskaran
y

P.

K.、１９８８年、Int.

J.

Pept.

Protein

R.、Ponnuswam

Res.、３２巻：２４２〜２５５頁

による方法を使用して作成することができる。ベータターンプロファイルは、Deleage,
G.、Roux

B.、１９８７年、Protein

40

Engineering、１巻：２８９〜２９４頁による方法

を使用して作成することができる。したがって、これらのプログラムまたは方法のうちの
いずれかにより同定される、ＤＬＬ３領域、ＤＬＬ３ドメイン、またはＤＬＬ３モチーフ
の各々は、本発明の範囲内にあり、所望される特性を含むモジュレーターを生じさせる免
疫原をもたらすように、単離または操作することができる。ＤＬＬ３抗体を作製するのに
好ましい方法は、本明細書に提示される実施例により、さらに例示する。当技術分野では
、免疫原としての使用のためのタンパク質またはポリペプチドを調製するための方法が周
知である。当技術分野ではまた、タンパク質との、ＢＳＡ、ＫＬＨ、または他の担体タン
パク質などの担体との免疫原性コンジュゲートを調製するための方法も周知である。ある
状況では、例えば、カルボジイミド試薬を使用する、直接的なコンジュゲーションを使用
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するが、他の場合には、連結試薬が有効である。ＤＬＬ３免疫原の投与は、当技術分野で
理解されている通り、適切な期間にわたり、適切なアジュバントの使用を伴う、注射によ
り実行されることが多い。免疫スケジュール中には、抗体の力価を、下記の実施例で記載
されている通りに測定して、抗体の形成が適正であることを決定することができる。
【００８２】
ｂ．モノクローナル抗体
加えて、本発明は、モノクローナル抗体の使用を意図する。当技術分野で公知の「モノ
クローナル抗体」（またはｍＡｂ）という用語は、実質的に均一な抗体の集団から得られ
た抗体を指す、すなわち、少量で存在しうる可能な変異（例えば、天然に存在する変異）
を除き、集団を構成する個々の抗体は、同一である。ある特定の実施形態では、このよう

10

なモノクローナル抗体は、抗原に結合するか、またはこれと会合するポリペプチド配列を
含む抗体であって、抗原結合性ポリペプチド配列が、単一の標的結合性ポリペプチド配列
の、複数のポリペプチド配列からの選択を含むプロセスにより得られた抗体を含む。
【００８３】
より一般に、かつ本明細書の実施例で示される通り、モノクローナル抗体は、ハイブリ
ドーマ技法、組換え技法、ファージディスプレイ技術、トランスジェニック動物（例えば
、ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（登録商標））またはこれらのいくらかの組合せを含む、当技術分
野で公知の多種多様な技法を使用して調製することができる。例えば、モノクローナル抗
体は、ハイブリドーマ、ならびに当技術分野で認知された生化学技法および遺伝子操作技
法であって、それらの各々が、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、An,
giang（編）、Therapeutic
Wiley
onal

l

Antibodies:

From

Bench

to

Sons、１版、２００９年；Shireら（編）、Current

Antibody

Media
ld

and

Monoclonal

Development

and

Manufacturing、Springer

LLC、１版、２０１０年；Harlowら、Antibodies:

Spring

Harbor

Antibodies

and

Laboratory
T‑Cell

A

Zhi

20

Clinic、John

Trends

in

Science
Laboratory

+

Monocl

Business
Manual、Co

Press、２版、１９８８年；Hammerlingら、Monoclona

Hybridomas、５６３〜６８１頁（Elsevier、N.Y.、１９８

１年）においてより詳細に記載されているような技法を使用して生成することができる。
選択された結合性配列をさらに、変化させて、例えば、標的に対する親和性を改善し、標
的結合性配列をヒト化し、細胞培養においてその産生を改善し、ｉｎ

ｖｉｖｏにおける

その免疫原性を低減させ、多重特異性抗体を創製するなどをすることができること、およ

30

び、変化させた標的結合性配列を含む抗体もまた、本発明の抗体であることを理解された
い。下記の実施例１で示される通り、本発明に適合性のマウスモノクローナル抗体が提供
される。
【００８４】
ｃ．キメラ抗体およびヒト化抗体
別の実施形態では、本発明の抗体は、少なくとも２つの異なる種または抗体クラスに由
来する、共有結合的に結合されたタンパク質セグメントから誘導されたキメラ抗体を含み
うる。「キメラ」抗体という用語は、重鎖および／または軽鎖の部分が、特定の種から誘
導されるか、または特定の抗体クラスもしくは抗体サブクラスに属する抗体内の対応する
配列と同一であるかまたは相同であるが、鎖（複数可）の残りの部分は、別の種から誘導

40

されるか、または別の抗体クラスもしくは抗体サブクラスに属する抗体内、およびこのよ
うな抗体の断片内の対応する配列と同一であるかまたは相同である構築物を対象とする（
Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．４，８１６，５６７；Morrisonら、１９８４年、ＰＭＩＤ：６４３６８
２２）。
【００８５】
一実施形態では、キメラ抗体は、マウスＶＨアミノ酸配列およびマウスＶＬアミノ酸配
列ならびにヒト供給源、例えば、下記で記載されるヒト化抗体から誘導された定常領域を
含みうる。一部の実施形態では、抗体は、「ＣＤＲグラフト化」であることが可能であり
、この場合、抗体は、特定の種に由来するか、または特定の抗体クラスもしくは抗体サブ
クラスに属するが、抗体鎖（複数可）の残りの部分は、別の種から誘導されるか、または
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別の抗体クラスもしくは抗体サブクラスに属する抗体内の対応する配列と同一であるかま
たは相同である、１つまたは複数のＣＤＲを含む。ヒトにおける使用のために、選択され
た齧歯動物ＣＤＲ、例えば、マウスＣＤＲを、ヒト抗体にグラフト化し、ヒト抗体の天然
に存在するＣＤＲのうちの１つまたは複数を置き換えることができる。これらの構築物は
一般に、被験体による抗体に対する望ましくない免疫応答を低減しながら、完全強度の抗
体機能、例えば、補体依存性細胞傷害作用（ＣＤＣ）、および抗体依存性細胞媒介性細胞
傷害作用（ＡＤＣＣ）をもたらす利点を有する。
【００８６】
ＣＤＲグラフト化と同様に、抗体は、「ヒト化」抗体である。本明細書で使用される、
非ヒト（例えば、マウス）抗体の「ヒト化」形態とは、１つまたは複数の非ヒト免疫グロ

10

ブリンから誘導されたアミノ酸配列を含むキメラ抗体である。一実施形態では、ヒト化抗
体は、レシピエントの１つまたは複数のＣＤＲに由来する残基を、非ヒトの種（ドナー抗
体）、例えばマウス、ラット、ウサギ、または非ヒト霊長動物の１つまたは複数のＣＤＲ
に由来する残基で置き換えた、ヒト免疫グロブリン（レシピエント抗体またはアクセプタ
ー抗体）である。ある特定の好ましい実施形態では、ヒト免疫グロブリンの可変ドメイン
内の１つまたは複数のＦＲ内の残基を、ドナー抗体に由来する対応する非ヒト残基で置き
換えて、グラフト化されたＣＤＲ（複数可）の適切な三次元立体配置を維持し、これによ
り、親和性を改善する一助とする。これを、「復帰変異」の導入と称することができる。
さらに、ヒト化抗体は、例えば、抗体の性能をさらに精緻化するように、レシピエント抗
体内またはドナー抗体内で見出されない残基も含みうる。下記の実施例３では、本発明に

20

適合性のヒト化抗ＤＬＬ３抗体が提供され、結果として得られるヒト化軽鎖アミノ酸配列
およびヒト化重鎖アミノ酸配列は、図２Ａおよび２Ｂに示される。ヒト化抗ＳＥＺ６抗体
は、実施例４に従って提供され、結果として得られるヒト化軽鎖アミノ酸配列およびヒト
化重鎖アミノ酸配列を図３Ａおよび図３Ｂに示し、一方、ヒト化抗ＣＤ３２４抗体は、実
施例５に従って提供され、相当する配列を図４に示す。図５Ａおよび図５Ｂ、図６Ａおよ
び図６Ｂならびに図７はそれぞれ、３種の抗原に対する例示的な部位特異的ヒト化抗体重
鎖および軽鎖の注釈を付けたアミノ酸配列を示す。
【００８７】
多様な供給源を使用して、どのヒト配列をヒト化抗体で使用するのかを決定することが
できる。このような供給源は、例えば、Tomlinson,
Biol.、２２７巻：７７６〜７９８頁；Cook,
day、１６巻：２３７〜２４２頁；Chothia,

G.

I.

A.ら（１９９２年）、J.

P.ら（１９９５年）、Immunol.

Mol.

D.ら（１９９２年）、J.

２７巻：７９９〜８１７頁；およびTomlinsonら（１９９５年）、EMBO

Mol.

30

To

Biol.、２

J、１４巻：４６

２８〜４６３８頁において開示されている、ヒト生殖細胞系列配列；ヒト免疫グロブリン
可変領域配列の包括的ディレクトリーを提供している、Ｖ−ＢＡＳＥディレクトリー（Ｖ
ＢＡＳＥ２：Retterら、Nucleic
）（Tomlinson,

I.

Acid

A.ら、ＭＲＣ

Res.、３３巻；６７１〜６７４頁、２００５年

Ｃｅｎｔｒｅ

ｆｏｒ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒｉｎｇ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、ＵＫにより編纂されている）；または例えば、Ｕ
．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６，３００，０６４において記載されている、ヒトコンセンサスＦＲを含
む。

40

【００８８】
ＣＤＲグラフティング抗体およびヒト化抗体については、例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６
，１８０，３７０および同５，６９３，７６２において記載されている。さらなる詳細に
ついては、例えば、Jonesら、１９８６年、ＰＭＩＤ：３７１３８３１）；Ｕ．Ｓ．Ｐ．
Ｎ．６，９８２，３２１および同７，０８７，４０９を参照されたい。
【００８９】
別の方法を、「ヒューマニアリング（humaneering）」と称し、これは、例えば、Ｕ．
Ｓ．Ｐ．Ｎ．２００５／０００８６２５において記載されている。別の実施形態では、非
ヒト抗体は、ヒトＴ細胞エピトープの特異的欠失またはＷＯ９８／５２９７６およびＷＯ
００／３４３１７において開示されている方法による「脱免疫」により修飾することがで
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きる。
【００９０】
上記で論じた通り、選択された実施形態では、ヒト化抗体またはＣＤＲグラフト化抗体
の重鎖可変領域または軽鎖可変領域のアミノ酸残基のうちの少なくとも６０％、６５％、
７０％、７５％、または８０％は、レシピエントのヒト配列のアミノ酸残基に対応する。
他の実施形態では、ヒト化抗体可変領域残基のうちの少なくとも８３％、８５％、８７％
、または９０％は、レシピエントのヒト配列の残基に対応する。さらに好ましい実施形態
では、ヒト化抗体可変領域の各々のうちの９５％超は、レシピエントのヒト配列の可変領
域に対応する。
10

【００９１】
ヒト化抗体可変領域の、ヒトアクセプター可変領域に対する配列同一性または配列相同
性は、既に論じられた通りに決定することができ、そのため測定される場合、好ましくは
、少なくとも６０％または６５％の配列同一性を共有し、より好ましくは、少なくとも７
０％、７５％、８０％、８５％、または９０％の配列同一性、なおより好ましくは、少な
くとも９３％、９５％、９８％、または９９％の配列同一性を共有する。好ましくは、同
一でない残基位置は、保存的アミノ酸置換で異なる。「保存的アミノ酸置換」とは、アミ
ノ酸残基を、化学的特性（例えば、電荷または疎水性）が類似する側鎖（Ｒ基）を有する
、別のアミノ酸残基で置換する置換である。一般に、保存的アミノ酸置換は、タンパク質
の機能的特性を実質的に変化させない。２つまたはこれを超えるアミノ酸配列が、保存的
置換で互いと異なる場合には、配列同一性パーセントまたは類似度を、置換の保存的性格

20

について補正するように、上方に調整することができる。
【００９２】
ｄ．ヒト抗体
別の実施形態では、抗体は、完全ヒト抗体を含みる。「ヒト抗体」という用語は、ヒト
により産生される抗体、および／またはヒト抗体を作製するための技法のうちのいずれか
を使用して作製される抗体のアミノ酸配列に対応するアミノ酸配列を保有する抗体を指す
。
【００９３】
ヒト抗体は、当技術分野で公知の多様な技法を使用して生成することができる。１つの
技法は、（好ましくはヒト）抗体のライブラリーを、ファージ上で合成し、そのライブラ

30

リーを、目的の抗原またはその抗体結合性部分でスクリーニングし、抗原に結合するファ
ージを単離し、ここから免疫反応性断片を得ることができるファージディスプレイである
。当技術分野では、このようなライブラリーを調製し、スクリーニングするための方法が
周知であり、ファージディスプレイライブラリーを作製するためのキットは、市販されて
いる（例えば、Ｐｈａｒｍａｃｉａ
ｏｄｙ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

Ｐｈａｇｅ

Ａｎｔｉｂ

Ｓｙｓｔｅｍ、型番：２７−９４００−０１；および、Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ

ＳｕｒｆＺＡＰ（商標）ファージディスプレイキット、型番：２４０６１２）。また、抗
体ディスプレイライブラリーを作製し、スクリーニングする際に使用されうる、他の方法
および試薬も存在する（例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，２２３，４０９；ＰＣＴ公開第Ｗ
Ｏ９２／１８６１９号、同第ＷＯ９１／１７２７１号、同第ＷＯ９２／２０７９１号、同

40

第ＷＯ９２／１５６７９号、同第ＷＯ９３／０１２８８号、同第ＷＯ９２／０１０４７号
、同第ＷＯ９２／０９６９０号；および、Barbasら、Proc.

Natl.

Acad.

Sci.

USA、

８８巻：７９７８〜７９８２頁（１９９１年）を参照されたい）。
【００９４】
一実施形態では、組換えヒト抗体は、上記の通りに調製された組換えコンビナトリアル
抗体ライブラリーをスクリーニングすることにより単離することができる。一実施形態で
は、ライブラリーは、Ｂ細胞から単離されたｍＲＮＡから調製されたヒトＶＬ
およびヒトＶＨ

ｃＤＮＡ

ｃＤＮＡを使用して作製された、ｓｃＦｖファージディスプレイライブ

ラリーである。
【００９５】
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ナイーブライブラリー（天然または合成のいずれか）により生成された抗体の親和性は
、中程度（約１０６〜１０７Ｍ−１のＫａ）でありうるが、また、当技術分野で記載され
ている通り、二次ライブラリーから構築および再選択することにより、親和性成熟も、ｉ
ｎ

ｖｉｔｒｏで模倣することができる。例えば、エラープローンポリメラーゼを使用す

ることにより、変異を、ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて、ランダムに導入することができる（

Leungら、Technique、１巻：１１〜１５頁（１９８９年）において報告されている）。加
えて、親和性成熟は、例えば、目的のＣＤＲにわたりランダムな配列を保有するプライマ
ーを伴うＰＣＲを使用して、選択された個々のＦｖクローンにおいて、１つまたは複数の
ＣＤＲをランダムに変異させ、高親和性のクローンをスクリーニングすることにより実施
することもできる。ＷＯ９６０７７５４は、免疫グロブリン軽鎖のＣＤＲ内で変異誘発を

10

誘導して、軽鎖遺伝子のライブラリーを創製するための方法について記載した。別の有効
な手法は、Marksら、Biotechnol.、１０巻：７７９〜７８３頁（１９９２年）において記
載されている通り、ファージディスプレイにより選択されたＶＨドメインまたはＶＬドメ
インを、免疫されていないドナーから得られた天然に存在するＶドメイン変異体のレパー
トリーで組み換え、複数ラウンドにわたるチェインリシャッフリングにより、より高い親
和性についてスクリーニングする手法である。この技法は、解離定数ＫＤ（ｋｏｆｆ／ｋ
−９

ｏｎ）が約１０

Ｍまたはこれ未満の抗体および抗体断片の生成を可能とする。

【００９６】
他の実施形態では、それらの表面に結合対（binding

pairs）を発現する真核細胞（例

えば、酵母）を含むライブラリーを使用する、類似の手順を用いることができる。例えば

20

、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７，７００，３０２およびＵ．Ｓ．Ｓ．Ｎ．１２／４０４，０５９を
参照されたい。一実施形態では、ヒト抗体を、ヒト抗体を発現するファージライブラリー
から選択する（Vaughanら、Nature
６年）：Sheetsら、Proc.

Natl.

Biotechnology、１４巻：３０９〜３１４頁（１９９
Acad.

Sci.

USA、９５巻：６１５７〜６１６２頁（

１９９８年））。他の実施形態では、ヒト結合対は、酵母など、真核細胞内で作製された
コンビナトリアル抗体ライブラリーから単離することができる。例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ
．７，７００，３０２を参照されたい。このような技法は、多数の候補モジュレーターの
スクリーニングを可能とし、候補配列の比較的容易な操作（例えば、親和性成熟または組
換えシャッフリングによる）をもたらすのに有利である。
30

【００９７】
ヒト抗体はまた、ヒト免疫グロブリン遺伝子座を、トランスジェニック動物、例えば、
内因性免疫グロブリン遺伝子を部分的または完全に不活化させ、ヒト免疫グロブリン遺伝
子を導入したマウスに導入することによっても作製することができる。感作すると、遺伝
子再配列、アセンブリー、および抗体レパートリーを含む全ての点で、ヒトにおいて認め
られるヒト抗体に酷似するヒト抗体の産生が観察された。この手法は、例えば、Ｘｅｎｏ
Ｍｏｕｓｅ（登録商標）技術に関するＵ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，５４５，８０７；同５，５４
５，８０６；同５，５６９，８２５；同５，６２５，１２６；同５，６３３，４２５；同
５，６６１，０１６、ならびにＵ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６，０７５，１８１および同６，１５０
，５８４；ならびにLonbergおよびHuszar、Intern.

Rev.

Immunol.、１３巻：６５〜９

３頁（１９９５年）において記載されている。代替的に、ヒト抗体は、標的抗原に対する

40

抗体を産生するヒトＢリンパ球の不死化（このようなＢリンパ球は、新生物性障害を患う
個体から回収することもでき、ｉｎ

ｖｉｔｒｏにおいて免疫することもできる）を介し

て調製することができる。例えば、Coleら、Monoclonal
rapy、Alan

R.

Antibodies

Liss、７７頁（１９８５年）；Boernerら、J.

and

Cancer

The

Immunol、１４７巻（１

号）：８６〜９５頁（１９９１年）；Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，７５０，３７３を参照された
い。
【００９８】
４．組換えによる抗体の産生
部位特異的抗体およびその断片は、抗体産生細胞から得られる遺伝子材料および組換え
技術を使用して、産生または改変することができる（例えば、BergerおよびKimmel、Guid
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Techniques、Methods

Compendium
&

of

Methods

Sons,

Enzymology、１５２巻、Academ

Diego、CA；SambrookおよびRussell（編）（２０００年）、Mol

Laboratory

Manual（３版）、NY、Cold

Press；Ausubelら（２００２年）、Short

ley、John

in

from

Current

Protocols
Protocols

Spring
in

in

Harbor

Molecular
Molecular

Laborat

Biology:
Biology、Wi

Inc.（２００６年までの増補）；ならびにＵ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７，

７０９，６１１を参照されたい）。
【００９９】
より特定すると、本発明の別の態様は、本発明の部位特異的抗体をコードする操作され
た核酸分子に関する。核酸は、全細胞内に存在する場合もあり、細胞溶解物中に存在する

10

場合もあり、部分的に精製されるかまたは実質的に純粋な形態で存在する場合もある。核
酸は、アルカリ／ＳＤＳ処理、ＣｓＣｌバンド形成、カラムクロマトグラフィー、アガロ
ースゲル電気泳動、および当技術分野で周知の他の技法を含む標準的な技法により、他の
細胞成分または他の夾雑物、例えば、他の細胞核酸または細胞タンパク質から精製される
とき、「単離」されるか、または「実質的に純粋」とされる。本発明の核酸は、例えば、
ＤＮＡの場合もあり、ＲＮＡの場合もあり、イントロン配列を含有する場合もあり、含有
しない場合もある。より一般に、本明細書で使用される「核酸」という用語は、一本鎖で
あれ、二本鎖であれ、ゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ＲＮＡ、およびこれらの人工的変異体（
例えば、ペプチド核酸）を含む。好ましい実施形態では、核酸は、ｃＤＮＡ分子である。
20

【０１００】
本発明の核酸は、標準的な分子生物学技法を使用して得ることができ、操作することが
できる。ハイブリドーマ（例えば、下記でさらに記載される、ヒト免疫グロブリン遺伝子
を保有するトランスジェニックマウスから調製されたハイブリドーマ）により発現される
抗体では、ハイブリドーマにより作製される抗体の軽鎖および重鎖をコードするｃＤＮＡ
は、標準的なＰＣＲ増幅技法またはｃＤＮＡクローニング技法により得ることができる（
例えば、実施例１を参照されたい）。免疫グロブリン遺伝子ライブラリーから得られる（
例えば、ファージディスプレイ技法を使用して）抗体では、抗体をコードする核酸を、ラ
イブラリーから回収することができる。
【０１０１】
ＶＨセグメントおよびＶＬセグメントをコードするＤＮＡ断片が得られたら、これらの

30

ＤＮＡ断片を、標準的な組換えＤＮＡ技法によりさらに操作して、例えば、可変領域遺伝
子を、全長抗体鎖遺伝子、Ｆａｂ断片遺伝子、またはｓｃＦｖ遺伝子に転換することがで
きる。これらの操作では、ＶＬをコードするＤＮＡ断片またはＶＨをコードするＤＮＡ断
片を、抗体定常領域または可撓性のリンカーなど、別のタンパク質をコードする別のＤＮ
Ａ断片に作動的に連結する。この文脈で使用される「作動的に連結された」という用語は
、２つのＤＮＡ断片を、２つのＤＮＡ断片によりコードされるアミノ酸配列が、インフレ
ームにとどまるように結合させることを意味するように意図される。
【０１０２】
ＶＨ領域をコードする単離ＤＮＡは、ＶＨをコードするＤＮＡを、本明細書で記載され
る通り、操作される場合もあり、操作されない場合もある、重鎖定常領域（ＣＨ１、ＣＨ

40

２およびＣＨ３）をコードする別のＤＮＡ分子に作動的に連結することにより、全長重鎖
遺伝子に転換することができる。当技術分野では、ヒト重鎖定常領域遺伝子の配列が公知
であり（例えば、Kabat,
unological

E.

A.ら（１９９１年）、Sequences

Interest、５版、U.S.

Department

of

Health

of
and

Proteins
Human

of

Imm

Services、

ＮＩＨ刊行物第９１−３２４２号を参照されたい）、これらの領域を包含するＤＮＡ断片
は、標準的なＰＣＲ増幅により得ることができる。重鎖定常領域は、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２
、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ、ＩｇＥ、ＩｇＭ、またはＩｇＤの定常領域でありうるが
、最も好ましくは、ＩｇＧ１またはＩｇＧ４の定常領域である。下記でより詳細に論じら
れる通り、本明細書の教示に適合性の、例示的なＩｇＧ１定常領域を、添付の配列表内の
配列番号４０４として示し、適合性の操作されたＩｇＧ１定常領域を、配列番号５００お
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よび５０１に示す。Ｆａｂ断片の重鎖遺伝子では、ＶＨをコードするＤＮＡを、重鎖ＣＨ
１定常領域だけをコードする別のＤＮＡ分子に作動的に連結することができる。
【０１０３】
ＶＬ領域をコードする単離されたＤＮＡは、ＶＬをコードするＤＮＡを、軽鎖定常領域
であるＣＬをコードする別のＤＮＡ分子に作動的に連結することにより、全長軽鎖遺伝子
（ならびにＦａｂ軽鎖遺伝子）に転換することができる。当技術分野では、ヒト軽鎖定常
領域遺伝子の配列が公知であり（例えば、Kabat,
of
and

Proteins
Human

of

Immunological

E.

A.ら（１９９１年）、Sequences

Interest、５版、U.S.

Department

of

Health

Services、ＮＩＨ刊行物第９１−３２４２号を参照されたい）、これらの

領域を包含するＤＮＡ断片は、標準的なＰＣＲ増幅により得ることができる。軽鎖定常領

10

域は、カッパ定常領域またはラムダ定常領域でありうるが、最も好ましくは、カッパ定常
領域である。これに関して、例示的な適合性のカッパ軽鎖定常領域を、添付の配列表内の
配列番号４０３として示し、適合性のラムダ軽鎖定常領域を、配列番号５０４に示す。カ
ッパ軽鎖領域およびラムダ軽鎖領域の、適合性の操作形を、それぞれ、配列番号５０２、
５０３および５０５、５０６に示す。
【０１０４】
本発明はまた、上記で記載したこのような核酸であって、プロモーター（例えば、ＷＯ
８６／０５８０７；ＷＯ８９／０１０３６；およびＵ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，１２２，４６４
を参照されたい）；および真核生物分泌経路の他の転写調節エレメントおよびプロセシン
グ制御エレメントに作動可能に連結されうる核酸を含むベクターも提供する。本発明はま

20

た、これらのベクターを保有する宿主細胞および宿主発現系も提供する。
【０１０５】
本明細書で使用される「宿主発現系」という用語は、本発明の核酸またはポリペプチド
および抗体のいずれかを作製するように操作されうる任意の種類の細胞系を含む。このよ
うな宿主発現系は、組換えバクテリオファージＤＮＡまたはプラスミドＤＮＡで形質転換
されるか、またはこれらをトランスフェクトされた微生物（例えば、Ｅ．ｃｏｌｉまたは
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）；組換え酵母発現ベクターをトランスフェクトされた酵母（例え
ば、Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ属）；または哺乳動物細胞またはウイルスのゲノムに由
来するプロモーター（例えば、アデノウイルス後期プロモーター）を含有する組換え発現
構築物を保有する哺乳動物細胞（例えば、ＣＯＳ細胞、ＣＨＯ−Ｓ細胞、ＨＥＫ−２９３

30

Ｔ細胞、３Ｔ３細胞）を含むがこれらに限定されない。宿主細胞には、２つの発現ベクタ
ー、例えば、重鎖に由来するポリペプチドをコードする第１のベクターおよび軽鎖に由来
するポリペプチドをコードする第２のベクターを共トランスフェクトすることができる。
【０１０６】
当技術分野では、哺乳動物細胞を形質転換する方法が周知である。例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ
．Ｎ．４，３９９，２１６、同４，９１２，０４０、同４，７４０，４６１、および同４
，９５９，４５５を参照されたい。宿主細胞はまた、多様な特徴（例えば、修飾糖形態ま
たはＧｎＴＩＩＩ活性を有するタンパク質）を有する抗原結合性分子の産生を可能とする
ようにも操作することができる。
【０１０７】

40

組換えタンパク質の長期にわたる高収率の産生のためには、安定的な発現が好ましい。
従って、選択された抗体を安定的に発現する細胞系は、当技術分野で認識された標準的な
技法を使用して操作することができ、かつそれは本発明の一部を形成する。ウイルスの複
製起点を含有する発現ベクターを使用せずに、宿主細胞を、適切な発現制御エレメント（
例えば、プロモーター配列またはエンハンサー配列、転写ターミネーター、ポリアデニル
化部位など）により制御されるＤＮＡ、および選択マーカーで形質転換することができる
。当技術分野で周知の選択系のうちのいずれかであって、ある特定の条件下で発現を増強
するのに効率的な手法をもたらす、グルタミンシンテターゼ遺伝子発現系（ＧＳ系）を含
む選択系を使用することができる。ＧＳ系は、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，５９１，６３９およ
び同５，８７９，９３６との関連で全体若しくは一部が論じられる。安定的な細胞系を開
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発するための別の好ましい発現系は、Ｆｒｅｅｄｏｍ（商標）ＣＨＯ−Ｓ
ｆｅ

Ｋｉｔ（Ｌｉ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）である。

【０１０８】
本発明の抗体を、組換え発現または他の開示される技法のうちのいずれかにより生成し
たら、当技術分野で公知の方法により精製または単離しうるが、これは、本発明の抗体を
、同定し、その天然環境から分離および／または回収し、抗体のコンジュゲーションまた
は診断的もしくは治療的使用に干渉する夾雑物から分離することを意味する。単離抗体は
、組換え細胞内のｉｎ

ｓｉｔｕの抗体を含む。

【０１０９】
これらの単離調製物は、例えば、イオン交換クロマトグラフィーおよびサイズ排除クロ

10

マトグラフィー、透析、透析濾過、および親和性クロマトグラフィー、特に、プロテイン
Ａ親和性クロマトグラフィーまたはプロテインＧ親和性クロマトグラフィーなど、当技術
分野で認知された多様な技法を使用して精製することができる。
【０１１０】
５．抗体断片および抗体誘導体
ａ．断片
本発明を実施するのにどのような形態の部位特異的抗体（例えば、キメラ、ヒト化など
）を選択するのかに関わらず、部位特異的抗体の免疫反応性断片を、本明細書の教示に従
い使用しうることが認識される。「抗体断片」は、無傷抗体の少なくとも一部を含む。本
明細書で使用される抗体分子の「断片」という用語は、抗体の抗原結合性断片を含み、「

20

抗原結合性断片」という用語は、少なくとも１つの遊離システインを含む免疫グロブリン
または抗体のポリペプチド断片であって、選択された抗原もしくはその免疫原性決定基に
免疫特異的に結合するか、もしくはこれと反応するか、または断片が由来する無傷抗体と
、特異的抗原結合について競合するポリペプチド断片を指す。
【０１１１】
例示的な部位特異的断片は、ＶＬ断片、ＶＨ断片、ｓｃＦｖ断片、Ｆ（ａｂ

）２断片

、Ｆａｂ断片、Ｆｄ断片、Ｆｖ断片、単一ドメイン抗体断片、ダイアボディー、線状抗体
、単鎖抗体分子、および抗体断片から形成された多重特異性抗体を含む。加えて、活性な
部位特異的断片は、抗原／基質または受容体と相互作用し、それらを、無傷抗体の場合と
同様の様式で修飾する（おそらく、いくぶん効率は低いが）その能力を保持する、抗体の

30

一部も含む。
【０１１２】
他の実施形態では、部位特異的抗体断片とは、Ｆｃ領域を含み、無傷抗体に存在する場
合のＦｃ領域と通常関連する生物学的機能の少なくとも１つ、例えば、ＦｃＲｎへの結合
、抗体半減期のモジュレーション、ＡＤＣＣ機能、および補体への結合を保持する断片で
ある。一実施形態では、部位特異的抗体断片とは、無傷抗体と実質的に同様のｉｎ
ｖｏ半減期を有する一価抗体である。例えば、このような抗体断片は、ｉｎ

ｖｉ

ｖｉｖｏに

おける安定性を断片に付与することが可能な少なくとも１つの遊離システインを含むＦｃ
配列に連結された抗原結合アームを含みうる。
40

【０１１３】
当業者によりよく認識される通り、断片は、分子的操作により得ることもでき、無傷抗
体もしくは無傷抗体鎖または完全抗体もしくは完全抗体鎖の化学的処理または酵素的処理
（パパインまたはペプシンなど）を介して得ることもでき、組換え手段により得ることも
できる。抗体断片のより詳細な記載については、例えば、Fundamental
E.

Paul編、Raven

Immunology、W.

Press、N.Y.（１９９９年）を参照されたい。

【０１１４】
ｂ．多価抗体
一実施形態では、本発明の部位特異的コンジュゲートは、一価の場合もあり、多価（例
えば、二価、三価など）の場合もある。本明細書で使用される「価数」という用語は、抗
体に付随する潜在的な標的結合部位の数を指す。各標的結合部位は、１つの標的分子また
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は標的分子上の特異的位置もしくは特異的遺伝子座に特異的に結合する。抗体が一価であ
る場合、分子の各結合部位は、単一の抗原上の位置またはエピトープに特異的に結合する
。抗体が、１つを超える標的結合部位を含む（多価）場合、各標的結合部位は、同じ分子
に特異的に結合する場合もあり、異なる分子に特異的に結合する場合もある（例えば、異
なるリガンドに結合する場合もあり、異なる抗原に結合する場合もあり、あるいは同じ抗
原上の異なるエピトープもしくは位置に結合する場合もある）。例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ
．２００９／０１３０１０５を参照されたい。各場合に、結合部位のうちの少なくとも１
つは、ＤＬＬ３アイソフォームと関連するエピトープ、モチーフ、またはドメインを含む
。
10

【０１１５】
一実施形態では、モジュレーターは、Millsteinら、１９８３年、Nature、３０５巻：
５３７〜５３９頁において記載されている通り、２つの鎖が異なる特異性を有する、二重
特異性抗体である。他の実施形態は、三重特異性抗体など、さらなる特異性を有する抗体
を含む。他のより精巧な、適合性の多重特異性構築物およびそれらの製作方法は、Ｕ．Ｓ
．Ｐ．Ｎ．２００９／０１５５２５５、ならびにＷＯ９４／０４６９０；Sureshら、１９
８６年、Methods

in

Enzymology、１２１巻：２１０頁；ＷＯ９６／２７０１１におい

て示されている。
【０１１６】
上記で言及された通り、多価抗体は、所望の標的分子の異なるエピトープに免疫特異的
に結合する場合もあり、標的分子および固体支持材料上の（or）異種ポリペプチドなどの

20

異種エピトープの両方に免疫特異的に結合する場合もある。抗ＤＬＬ３抗体の好ましい実
施形態は、２つの抗原だけに結合する（すなわち、二重特異性抗体である）が、本発明に
はまた、三重特異性抗体など、さらなる特異性を有する抗体も包含される。二重特異性抗
体はまた、架橋抗体または「ヘテロコンジュゲート」抗体も含む。例えば、ヘテロコンジ
ュゲート内の抗体のうちの一方をアビジンにカップリングさせ、他方をビオチンにカップ
リングさせることができる。このような抗体は、例えば、免疫系細胞を、望ましくない細
胞に向けて標的化することが提案されており（Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．４，６７６，９８０）、
ＨＩＶ感染症の処置のためにも提案されている（ＷＯ９１／００３６０、ＷＯ９２／２０
０３７３、およびＥＰ０３０８９）。ヘテロコンジュゲート抗体は、任意の好都合な架橋
法を使用して作製することができる。当技術分野では、適切な架橋剤が周知であり、Ｕ．

30

Ｓ．Ｐ．Ｎ．４，６７６，９８０において、多数の架橋技法と共に開示されている。
【０１１７】
さらに他の実施形態では、当業者に周知の方法を使用して、所望の結合特異性を有する
抗体可変ドメイン（抗体−抗原結合部位）を、ヒンジ領域、ＣＨ２領域、および／または
ＣＨ３領域の少なくとも一部を含む、免疫グロブリン重鎖定常ドメインなど、免疫グロブ
リン定常ドメイン配列に融合させる。
【０１１８】
ｃ．Ｆｃ領域の修飾
遊離システインを作製する部位特異的コンジュゲートを含む、上記で示した、開示され
る、部位特異的コンジュゲートの可変領域または結合性領域に対する多様な修飾、置換、

40

付加、または欠失に加えて、当業者は、本発明の選択された実施形態はまた、定常領域（
すなわち、Ｆｃ領域）の置換または修飾も含みうることを認識する。より特定すると、本
発明の部位特異的抗体は、とりわけ、薬物動態の変化、血清中半減期の延長、結合親和性
の増加、免疫原性の低減、産生の増加、ＦｃリガンドのＦｃ受容体（ＦｃＲ）への結合の
変化、「ＡＤＣＣ」（抗体依存性細胞媒介性細胞傷害作用）または「ＣＤＣ」（補体依存
性細胞傷害作用）活性の増強または低減、グリコシル化および／またはジスルフィド結合
の変化、ならびに結合特異性の修飾を含むがこれらに限定されない、好ましい特徴を有す
る化合物を結果としてもたらす、１種または複数のさらなるアミノ酸残基の置換、変異、
および／または修飾を含有しうることが意図される。これに関して、これらのＦｃ変異体
は、開示されるモジュレーターの、有効な抗新生物特性を増強するように使用すると有利

50

(30)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

でありうることが認識される。
【０１１９】
この目的で、本発明のある特定の実施形態は、遊離システインを作製するのに必要とさ
れる置換または修飾のほかに、Ｆｃ領域の置換または修飾、例えば、Ｆｃエフェクター機
能が増強されているか、または好ましいＦｃエフェクター機能を有する化合物を生成する
ための、１つまたは複数のアミノ酸残基の付加、置換、変異、および／または修飾も含み
うる。例えば、ＦｃドメインとＦｃ受容体（例えば、ＦｃγＲＩ、ＦｃγＲＩＩＡおよび
ＦｃγＲＩＩＢ、ＦｃγＲＩＩＩ、ならびにＦｃＲｎ）との間の相互作用に関与するアミ
ノ酸残基の変化は、細胞傷害作用の増加および／または血清中半減期の延長など、薬物動
態の変化をもたらしうる（例えば、それらの各々が、参照により本明細書に組み込まれる
、RavetchおよびKinet、Annu.

Rev.

Immunol、９巻：４５７〜９２頁（１９９１年）；

Capelら、Immunomethods、４巻：２５〜３４頁（１９９４年）；ならびにde
Lab.

Clin.

10

Haasら、J.

Med.、１２６巻：３３０〜４１頁（１９９５年）を参照されたい）。

【０１２０】
選択された実施形態では、ｉｎ

ｖｉｖｏにおける半減期が延長した抗体は、Ｆｃドメ

インとＦｃＲｎ受容体との間の相互作用に関与すると同定されたアミノ酸残基を修飾する
こと（例えば、置換すること、欠失させること、または付加すること）により作製すこと
ができる（例えば、国際公開第ＷＯ９７／３４６３１号；同第ＷＯ０４／０２９２０７号
；Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６，７３７，０５６およびＵ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．２００３／０１９０３１
１を参照されたい）。このような実施形態に関して述べると、Ｆｃ変異体は、哺乳動物、
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好ましくは、ヒトにおける半減期であって、５日間を超える、１０日間を超える、１５日
間を超える、好ましくは、２０日間を超える、２５日間を超える、３０日間を超える、３
５日間を超える、４０日間を超える、４５日間を超える、２カ月間を超える、３カ月間を
超える、４カ月間を超える、または５カ月間を超える半減期をもたらしうる。半減期の延
長は、より高い血清中力価を結果としてもたらし、これにより、抗体の投与頻度を低減し
、かつ／または投与される抗体の濃度を低減する。ヒトＦｃＲｎへのｉｎ

ｖｉｖｏにお

ける結合、およびヒトＦｃＲｎへの高親和性の結合性ポリペプチドの血清中半減期は、例
えば、ヒトＦｃＲｎを発現する、トランスジェニックマウスまたはトランスフェクトされ
たヒト細胞系においてアッセイすることもでき、または変異体Ｆｃ領域を有するポリペプ
チドを投与された霊長動物においてアッセイすることもできる。ＷＯ２０００／４２０７

30

２では、ＦｃＲｎへの結合が改善されたかまたは減少した抗体変異体について記載されて
いる。例えば、また、Shieldsら、J.

Biol.

Chem.、９巻（２号）：６５９１〜６６０

４頁（２００１年）も参照されたい。
【０１２１】
他の実施形態では、Ｆｃの変化は、ＡＤＣＣ活性またはＣＤＣ活性の増強または低減を
もたらしうる。当技術分野で公知の通り、ＣＤＣとは、補体の存在下における標的細胞の
溶解を指し、ＡＤＣＣとは、分泌されたＩｇが、ある特定の細胞傷害性細胞（例えば、ナ
チュラルキラー細胞、好中球、およびマクロファージ）上に存在するＦｃＲに結合するこ
とにより、これらの細胞傷害性エフェクター細胞が、抗原保有標的細胞に特異的に結合し
、続いて、細胞毒素により標的細胞の死滅化を可能とする、細胞傷害作用の一形態を指す

40

。本発明の文脈では、ＦｃＲへの結合親和性を「変化させた」抗体変異体であって、親抗
体もしくは非修飾抗体と比較して、または天然配列のＦｃＲを含む抗体と比較して、結合
性が増強または減少したかのいずれかの抗体変異体が提供される。結合性の低下を提示す
るこのような変異体は、感知できる結合性をほとんどまたは全く保有し得ず、例えば、当
技術分野で周知の技法により決定されるとおり、ＦｃＲへの結合性は、例えば、天然配列
と比較して０〜２０％である。他の実施形態では、変異体は、天然の免疫グロブリンＦｃ
ドメインと比較して、結合性の増強を呈示する。Ｆｃ変異体のこれらの種類は、開示され
る抗体の有効な抗新生物特性を増強するように使用すると有利でありうることが認識され
る。さらに他の実施形態では、このような変化は、結合親和性の増加、免疫原性の低減、
産生の増加、グリコシル化および／またはジスルフィド結合の変化（例えば、コンジュゲ
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ーション部位について）、結合特異性の修飾、食作用の増加；および／または細胞表面受
容体（例えば、Ｂ細胞受容体：ＢＣＲ）の下方調節などをもたらす。
【０１２２】
ｄ．グリコシル化の変化
さらに他の実施形態は、１つまたは複数の操作された糖形態、すなわち、グリコシル化
パターンの変化またはタンパク質（例えば、Ｆｃドメインにおいて）に共有結合で結合さ
せた炭水化物組成の変化を含むＤＬＬ３部位特異的抗体を含む。例えば、Shields,
L.ら（２００２年）、J.

Biol.

R.

Chem.、２７７巻：２６７３３〜２６７４０頁を参照さ

れたい。操作された糖形態は、エフェクター機能を増強もしくは低減すること、標的に対
するモジュレーターの親和性を増加させること、またはモジュレーターの生成を容易とす

10

ることを含むがこれらに限定されない、様々な目的に有用でありうる。エフェクター機能
の低減が所望される、ある特定の実施形態では、その分子を、非グリコシル化形態を発現
するように操作することができる。１つまたは複数の可変領域フレームワークのグリコシ
ル化部位の消失を結果としてもたらして、これにより、その部位におけるグリコシル化を
消失させうる置換が周知である（例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，７１４，３５０および同
６，３５０，８６１を参照されたい）。逆に、１つまたは複数のさらなるグリコシル化部
位において操作することにより、エフェクター機能の増強または結合性の改善を、Ｆｃ含
有分子に付与することもできる。
【０１２３】
他の実施形態は、フコシル残基の量を低減した低フコシル化抗体、または二分枝型Ｇｌ

20

ｃＮＡｃ構造を増加させた抗体など、グリコシル化組成を変化させたＦｃ変異体を含む。
このようなグリコシル化パターンの変化は、抗体のＡＤＣＣ能を増加させることが実証さ
れている。操作された糖形態は、当業者に公知の任意の方法により作製することができ、
例えば、操作された発現株または変異体の発現株を使用することにより作製することもで
き、１種または複数の酵素（例えば、Ｎ−アセチルグルコサミニルトランスフェラーゼＩ
ＩＩ（ＧｎＴＩＩＩ））との共発現により作製することもでき、多様な生物または多様な
生物に由来する細胞系においてＦｃ領域を含む分子を発現させることにより作製すること
もでき、Ｆｃ領域を含む分子を発現させた後で、炭水化物（複数可）を修飾することによ
り作製することもできる（例えば、ＷＯ２０１２／１１７００２を参照されたい）。
【０１２４】

30

ｅ．さらなるプロセシング
部位特異的抗体またはコンジュゲートは、生成の間に、または生成後に、例えば、グリ
コシル化、アセチル化、リン酸化、アミド化、公知の保護／ブロッキング基による誘導体
化、タンパク質分解性切断、抗体分子または他の細胞リガンドへの連結などにより差次的
に修飾することができる。多数の化学修飾のうちのいずれかを、臭化シアン、トリプシン
、キモトリプシン、パパイン、Ｖ８プロテアーゼ、ＮａＢＨ４による特異的な化学的切断
、アセチル化、ホルミル化、酸化、還元、ツニカマイシンの存在下における代謝的合成な
どを含むがこれらに限定されない公知の技法により実行することができる。
【０１２５】
本発明に包含される多様な翻訳後修飾は、例えば、Ｎ結合型炭水化物鎖またはＯ結合型

40

炭水化物鎖、Ｎ末端またはＣ末端のプロセシング、化学部分のアミノ酸主鎖への結合、Ｎ
結合型炭水化物鎖またはＯ結合型炭水化物鎖の化学修飾、および原核宿主細胞の発現の結
果としてのＮ末端メチオニン残基の付加または欠失を含む。さらに、モジュレーターはま
た、酵素標識、蛍光標識、放射性同位元素による標識、または親和性標識などの検出標識
であって、モジュレーターの検出および単離を可能とする検出標識で修飾することもでき
る。
【０１２６】
６．部位特異的抗体の特徴
部位特異的コンジュゲートがどのようにして得られるにせよ、部位特異的コンジュゲー
トが上述の形態のうちのいずれを取るにせよ、開示される抗体の多様な実施形態は、ある
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特定の特徴を呈示しうる。選択された実施形態では、抗体産生細胞（例えば、ハイブリド
ーマまたは酵母コロニー）を、例えば、頑健な増殖、高い抗体産生、および、下記でより
詳細に論じられる通り、所望の部位特異的抗体の特徴を含む好適な特性について選択し、
クローニングし、さらにスクリーニングすることができる。他の場合には、抗体の特徴は
、特定の抗原（例えば、特異的ＤＬＬ３アイソフォーム）または標的抗原の免疫反応性断
片を動物への接種のために選択することによって、付与され得るかまたは影響され得る。
また他の実施形態では、選択された抗体は、上記に記載した通り、親和性または薬物動態
など、免疫化学的特徴を増強または洗練するように操作することができる。
【０１２７】
10

ａ．中和抗体
ある特定の実施形態では、コンジュゲートは、「中和」抗体またはその誘導体もしくは
断片を含む。すなわち、本発明は、特異的ドメイン、特異的モチーフ、または特異的エピ
トープに結合し、例えばＤＬＬ３の生物学的活性を遮断、低減、または阻害することが可
能な抗体分子を含みうる。より一般に、「中和抗体」という用語は、標的分子またはリガ
ンドに結合するかまたはこれらと相互作用し、標的分子の、受容体または基質などの結合
パートナーへの結合または会合を防止し、これにより、他の方法でその分子の相互作用か
ら生じる生物学的応答を妨げる抗体を指す。
【０１２８】
当技術分野で公知の競合的結合アッセイを使用して、抗体またはその免疫機能的断片も
しくは誘導体の結合性および特異性を評価しうることが認識される。本発明に関して述べ
ると、例えば、Ｎｏｔｃｈ受容体活性により、またはｉｎ

20

ｖｉｔｒｏにおける競合的結

合アッセイにおいて測定される通り、過剰な抗体により、ＤＬＬ３に結合した結合パート
ナーの量が、少なくとも約２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、
８５％、９０％、９５％、９７％、９９％、またはこれを超えて低減される場合、抗体ま
たは断片は、ＤＬＬ３の、結合パートナーまたは基質への結合を阻害または低減すると考
えられる。例えば、ＤＬＬ３に対する抗体の場合、中和抗体またはアンタゴニストは、Ｎ
ｏｔｃｈ受容体活性を、少なくとも約２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％
、８０％、８５％、９０％、９５％、９７％、９９％、またはこれを超えて変化させるこ
とが好ましい。この修飾された活性は、当技術分野で認識された技法を使用して直接測定
することもでき、変化した活性が下流に及ぼす影響（例えば、腫瘍形成、細胞の生存、ま

30

たはＮｏｔｃｈ応答性遺伝子の活性化もしくは抑制）により測定することもできることが
認識される。ＤＬＬ３活性を中和する抗体の能力は、ＤＬＬ３のＮｏｔｃｈ受容体への結
合の阻害により、またはＤＬＬ３により媒介されるＮｏｔｃｈシグナル伝達の抑制を緩和
するその能力を評価することにより評価することが好ましい。
【０１２９】
ｂ．内部移行抗体
発現したＤＬＬ３タンパク質の実質的な部分は、腫瘍形成性細胞表面との会合を維持し
、これにより、開示される、部位特異的コンジュゲートの局在化および内部移行を可能と
するという証拠が存在する。好ましい実施形態では、このようなモジュレーターを、操作
された遊離システイン部位（複数可）を介して、１つまたは複数の薬物と会合させるかま

40

たはそれにコンジュゲートさせるが、これらは、内部移行すると、細胞を死滅させる。特
に好ましい実施形態では、部位特異的コンジュゲートは、内部移行ＡＤＣを含む。
【０１３０】
本明細書で使用される「内部移行する」モジュレーターとは、関連する抗原または受容
体に結合すると、細胞により取り込まれる（任意のペイロードと共に）モジュレーターで
ある。認識される通り、えり抜きの実施形態では、抗体断片およびその抗体誘導体、なら
びに約２のＤＡＲを含む抗体コンジュゲートを含みうる。内部移行は、ｉｎ
で生じる場合もあり、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ

ｖｉｖｏで生じる場合もある。治療的適用では、内部移行は

、それを必要とする被験体において、ｉｎ

ｖｉｖｏで生じることが好ましい。内部移行

される部位特異的抗体コンジュゲートの数は、抗原発現細胞、とりわけ抗原を発現するが
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ん幹細胞を死滅させるのに十分であるかまたは適正でありうる。場合によって、ペイロー
ドまたは部位特異的抗体コンジュゲート全体としての効力に応じて、単一の操作された抗
体分子の細胞への取込みは、抗体が結合する標的細胞を死滅させるのに十分である。例え
ば、ある特定の薬物は、抗体にコンジュゲートさせた少数の毒素分子の内部移行が、腫瘍
細胞を死滅させるのに十分である程度に、高度に強力である。抗体が、哺乳動物細胞に結
合すると、内部移行するのかどうかは、当技術分野で認識された多様なアッセイであって
、下記の実施例で記載されるアッセイを含むアッセイにより決定することができる。抗体
が細胞に内部移行するかどうかを検出する方法は、参照によりその全体が本明細書に組み
込まれる、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７，６１９，０６８において記載されている。
10

【０１３１】
ｃ．枯渇化抗体
他の実施形態では、部位特異的コンジュゲートは、枯渇化抗体またはその誘導体もしく
は断片を含む。「枯渇化」抗体という用語は、好ましくは、細胞表面上または細胞表面近
傍において、抗原に結合するかまたはこれと会合し、細胞の死滅または消失を誘導するか
、促進するか、または引き起こす（例えば、ＣＤＣ、ＡＤＣＣまたは細胞傷害剤の導入に
よって）抗体を指す。好ましい実施形態では、選択された枯渇化抗体を、薬物と会合させ
るかまたはこれにコンジュゲートさせる。
【０１３２】
枯渇化抗体は、定義された細胞集団内のＤＬＬ３発現細胞のうちの少なくとも２０％、
３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、８５％、９０％、９５％、９７％、

20

または９９％を除去するか、失わせるか、消失させるか、または死滅させうることが好ま
しい。一部の実施形態では、細胞集団は、富化された、区分された（sectioned）、精製
された、または単離された腫瘍永続細胞を含みうる。他の実施形態では、細胞集団は、が
ん幹細胞を含む、全腫瘍試料を含む場合もあり、不均一な腫瘍抽出物を含む場合もある。
当業者は、本明細書の教示に従い、標準的な生化学的技法を使用して、腫瘍形成性細胞ま
たは腫瘍永続細胞の枯渇をモニタリングおよび定量しうることを認識する。
【０１３３】
ｄ．ビニングおよびエピトープマッピング
開示される部位特異的抗体コンジュゲートは、選択された標的またはその断片により提
示される、個別のエピトープまたは免疫原性決定基と会合するかまたはこれに結合するこ

30

とがさらに認識される。ある特定の実施形態では、エピトープまたは免疫原性決定基は、
アミノ酸、糖側鎖、ホスホリル基、またはスルホニル基など、化学的に活性の表面基（gr
ouping）を含み、ある特定の実施形態では、特異的な三次元構造特徴、および／または特
異的な電荷特徴を有しうる。したがって、本明細書で使用される「エピトープ」という用
語は、免疫グロブリンもしくはＴ細胞受容体への特異的結合、または他の形での分子との
相互作用が可能な任意のタンパク質決定基を含む。ある特定の実施形態では、抗体は、そ
れがタンパク質および／または高分子の複合混合物中のその標的抗原を優先的に認識する
場合に、抗原に特異的に結合する（または免疫特異的に結合するかまたは反応する）とい
う。好ましい実施形態では、抗体は、平衡解離定数（ＫＤ）が、１０−６Ｍ未満であるか
もしくはこれと等しいか、または１０−７Ｍ未満であるかもしくはこれと等しい場合に、

40

−８

より好ましくは、平衡解離定数が、１０

Ｍ未満であるかもしくはこれと等しく、なお

より好ましくは、該解離定数が、１０−９Ｍ未満であるかもしくはこれと等しい場合に、
抗原に特異的に結合するという。
【０１３４】
より直接的に、「エピトープ」という用語は、その一般的な生化学的意味で使用され、
特定の抗体モジュレーターにより認識され、これが特異的に結合することが可能な標的抗
原の部分を指す。抗原が、ＤＬＬ３などのポリペプチドである場合、エピトープは一般に
、連続アミノ酸およびタンパク質が三次元に折り畳まれて近接した非連続アミノ酸（「コ
ンフォメーションエピトープ」）の両方から形成されうる。このようなコンフォメーショ
ンエピトープでは、相互作用点は、線状としては互いから隔てられたタンパク質上のアミ
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ノ酸残基にわたり生じる。連続アミノ酸から形成されるエピトープ（場合によって、「線
状」エピトープまたは「連続」エピトープと称する）は、タンパク質が変性しても保持さ
れることが典型的であるのに対し、三次元に折り畳まれて形成されるエピトープは、タン
パク質が変性すると失われることが典型的である。いずれにせよ、抗体エピトープは、固
有の空間的コンフォメーションにおいて、少なくとも３つ、より通例では、少なくとも５
つまたは８〜１０個のアミノ酸を含むことが典型的である。
【０１３５】
これに関して、ある特定の実施形態では、エピトープは、例えば、ＤＬＬ３タンパク質
の１つまたは複数の領域、ドメイン、またはモチーフと関連するか、またはこれらの中に
存在し得ることが認識される。本明細書でより詳細に論じられる通り、ＤＬＬ３タンパク

10

質の細胞外領域は、一連の、一般に認識されたドメインであって、６つのＥＧＦ様ドメイ
ンおよびＤＳＬドメインを含むドメインを含む。本開示の目的では、「ドメイン」という
用語は、その一般に受け入れられた意味に従い使用され、タンパク質内の、同定可能また
は定義可能である、保存的な構造実体であって、特色のある二次構造内容を呈示する構造
実体を指すと考えられる。多くの場合、共通の機能を有する相同的ドメインは通例、配列
類似性を示し、多数の異なるタンパク質内で見出される（例えば、ＥＧＦ様ドメインは、
少なくとも４７１種の異なるタンパク質内で見出されることが報告されている）。同様に
、当技術分野で認識されている「モチーフ」という用語は、その一般的な意味に従い使用
され、一般に、短く保存的なタンパク質の領域であって、典型的に、１０〜２０の連続ア
ミノ酸残基である領域を指すものとする。本明細書を通して論じられる通り、選択された

20

実施形態は、ＤＬＬ３の特異的領域内、特異的ドメイン内、または特異的モチーフ内のエ
ピトープと会合するかまたはこれに結合する部位特異的抗体を含む。
【０１３６】
ＰＣＴ／ＵＳ１４／１７８１０においてより詳細に論じられている通り、例示的な部位
特異的抗体コンジュゲートが結合する、ヒトＤＬＬ３の特に好ましいエピトープを、すぐ
下の表３に示す。
【表３】

30

【０１３７】
同様の系統の推論に従って、選択された抗体のためのＳＥＺ６抗原のエピトープを決定
した。この点において、また、これに関して本明細書に組み込まれるＰＣＴ／ＵＳ２０１
３／０２７４７６に示されている通り、本発明の部位特異的抗ＳＥＺ６コンジュゲートは
、ＳＥＺ６タンパク質におけるエピトープに特異的に結合する抗体を含むことができ、エ
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ピトープは、（ｉ）残基Ｒ７６２、Ｌ７６４、Ｑ７７７、Ｉ７７９、Ｄ７８１およびＱ７
８２；（ｉｉ）残基Ｒ３４２およびＫ３８９ならびに（ｉｉｉ）残基Ｔ３５２、Ｓ３５３
およびＨ３７５からなる群から選択されるアミノ酸残基を含む。
【０１３８】
いずれにせよ、抗原上の所望されるエピトープを決定したら、例えば、本発明で記載さ
れる技法を使用して、エピトープを含むペプチドで免疫することにより、そのエピトープ
に対する抗体を作製することが可能である。代替的に、発見プロセスの間、抗体を作製お
よび特徴づけすることにより、特異的ドメイン内または特異的モチーフ内に配置された所
望のエピトープについての情報を解明することもできる。次いで、この情報から、抗体を
、同じエピトープへの結合について、競合的にスクリーニングすることが可能である。こ
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れを達成する手法は、互いと競合的に結合する抗体、すなわち、抗原への結合について競
合する抗体を見出す競合研究を実施することである。それらの交差競合に基づき、抗体を
ビニングするためのハイスループットプロセスについては、ＷＯ０３／４８７３１におい
て記載されている。当技術分野では、他のビニング法またはドメインレベルの方法または
エピトープマッピング法であって、酵母上での抗体の競合または抗原断片の発現を含む方
法が周知である。
【０１３９】
本明細書で用いられる、「ビニング」という用語は、それらの抗原結合の特徴および競
合に基づき、抗体を群分けまたは分類するのに使用される方法を指す。ビニング法は、本
発明のモジュレーターを定義および類別するのに有用であるが、ビンは、エピトープと常

10

に直接相関するわけではなく、エピトープ結合についてのこのような初期決定は、本明細
書で記載される、当技術分野で認識された他の方法により、さらに精緻化および確認する
ことができる。しかし、抗体モジュレーターの、個々のビンへの経験的な割当てにより、
開示されるモジュレーターの治療的な潜在的可能性を示しうる情報がもたらされることが
理解される。
【０１４０】
より具体的に述べると、当技術分野で公知であり、本明細書の実施例で示される方法を
使用することにより、選択された基準抗体（またはその断片）が、第２の被験抗体（すな
わち、同じビン内にある）が結合するのと同じエピトープに結合するか、またはこれとの
結合について第２の被験抗体と交差競合するのかどうかを決定することができる。一実施

20

形態では、基準抗体モジュレーターは、ＤＬＬ３抗原と、飽和条件下で会合し、次いで、
ＤＬＬ３に結合する第２の抗体モジュレーターまたは被験抗体モジュレーターの能力を、
標準的な免疫化学技法を使用して決定する。被験抗体が、ＤＬＬ３に、基準抗ＤＬＬ３抗
体と同時に、実質的に結合することが可能であれば、第２の抗体または被験抗体は、一次
抗体または基準抗体とは異なるエピトープに結合する。しかし、被験抗体が、ＤＬＬ３に
、同時に、実質的に結合することが可能でないなら、被験抗体は、同じエピトープ、重複
エピトープ、または一次抗体が結合するエピトープと近接する（少なくとも立体的に）エ
ピトープに結合する。すなわち、被験抗体は、抗原結合について競合し、基準抗体と同じ
ビン内にある。
【０１４１】

30

開示される抗体の文脈で使用される場合の「競合する」または「競合抗体」という用語
は、抗体間の競合であって、被験下にある被験抗体または免疫学的機能的断片が、共通の
抗原に対する基準抗体の特異的結合を防止または阻害するアッセイにより決定される競合
を意味する。このようなアッセイは、固体表面に結合させた精製抗原（例えば、ＤＬＬ３
またはそのドメインもしくは断片）またはこれらのいずれかを保有する細胞、標識されて
いない被験免疫グロブリンおよび標識された基準免疫グロブリンの使用を伴うことが典型
的である。競合的阻害は、被験免疫グロブリンの存在下において、固体表面または細胞に
結合した標識の量を決定することにより測定する。通常は、被験免疫グロブリンを過剰に
存在させ、かつ／または最初に結合することを可能にする。競合アッセイにより同定され
る抗体（競合抗体）は、基準抗体と同じエピトープに結合する抗体、および基準抗体が結

40

合するエピトープに対して、立体障害が生じるのに十分な程度に近位の隣接エピトープに
結合する抗体を含む。本明細書の実施例では、競合的結合を決定する方法に関するさらな
る詳細が提示される。通常、競合抗体が過剰に存在する場合、基準抗体の共通抗原への特
異的結合は、少なくとも３０％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７
０％、または７５％阻害される。場合によって、結合は、少なくとも８０％、８５％、９
０％、９５％、または９７％、またはこれを超えて阻害される。
【０１４２】
逆に、基準抗体を結合させる場合、基準抗体は、続いて添加される被験抗体（すなわち
、ＤＬＬ３モジュレーター）の結合を、少なくとも３０％、４０％、４５％、５０％、５
５％、６０％、６５％、７０％、または７５％阻害することが好ましい。場合によって、
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被験抗体の結合は、少なくとも８０％、８５％、９０％、９５％、または９７％、または
これを超えて阻害される。
【０１４３】
本発明に関して述べると、かつ、抗ＤＬＬ３抗体のビンに関して本明細書に組み込まれ
る、ＰＣＴ／ＵＳ１４／１７８１０で示される通り、ＤＬＬ３の細胞外ドメインは、競合
的結合により、本明細書で「ビンＡ」〜「ビンＩ」と称する、少なくとも９つのビンを定
義することが決定されている（表面プラズモン共鳴またはバイオレイヤー干渉法（bio‑la
yer

interferometry）を介して）。モジュレータービニング技法によりもたらされる解

像度を踏まえると、これらの９つのビンは、ＤＬＬ３タンパク質の細胞外領域内に存在す
10

るビンの大半を含むと考えられる。
【０１４４】
これに関して、かつ当技術分野で公知の通り、所望のビニングデータまたは競合結合デ
ータは、直接的または間接的な固相ラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）、直接的または間接
的な固相酵素免疫アッセイ（ＥＩＡまたはＥＬＩＳＡ）、サンドイッチ競合アッセイ、Ｂ
ｉａｃｏｒｅ（商標）２０００システム（すなわち、表面プラズモン共鳴：ＧＥ

Ｈｅａ

ｌｔｈｃａｒｅ）、ＦｏｒｔｅＢｉｏ（登録商標）Ａｎａｌｙｚｅｒ（すなわち、バイオ
レイヤー干渉法：ＦｏｒｔｅＢｉｏ，Ｉｎｃ．）、またはフローサイトメトリー法を使用
して得ることができる。本明細書で使用される「表面プラズモン共鳴」という用語は、バ
イオセンサーマトリックス中のタンパク質濃度の変化を検出することにより、リアルタイ
ムの特異的相互作用の解析を可能とする光学現象を指す。「バイオレイヤー干渉法」とい

20

う用語は、２つの表面：バイオセンサーチップ上に固定化されたタンパク質の層、および
内部基準層から反射された白色光の干渉パターンを解析する光学的解析技法を指す。バイ
オセンサーチップに結合した分子の数の任意の変化により、リアルタイムで測定されうる
、干渉パターンのシフトが引き起こされる。特に好ましい実施形態では、解析（表面プラ
ズモン共鳴であれ、バイオレイヤー干渉法であれ、フローサイトメトリーであれ）は、当
技術分野で公知の、Ｂｉａｃｏｒｅ測定器またはＦｏｒｔｅＢｉｏ測定器またはフローサ
イトメーター（例えば、ＦＡＣＳＡｒｉａ

ＩＩ）を使用して実施する。

【０１４５】
開示されるＤＬＬ３抗体モジュレーターが会合または結合するエピトープをさらに特徴
付けるために、Cochranら（参照により本明細書に組み込まれる、J

Immunol

Methods.

30

、２８７巻（１〜２号）：１４７〜１５８頁（２００４年））により記載されているプロ
トコールの変法を使用して、ドメインレベルのエピトープマッピングを実施することがで
きる。略述すると、特異的アミノ酸配列を含むＤＬＬ３の個々のドメインを、酵母の表面
上で発現させ、各ＤＬＬ３抗体による結合を、フローサイトメトリーにより決定した。
【０１４６】
他の適合性のエピトープマッピング技法は、アラニンスキャニング変異体、ペプチドブ
ロット（Reineke（２００４年）Methods

Mol

Biol

２４８巻：４４３〜６３頁）（参

照によりその全体が本明細書に具体的に組み込まれる）、またはペプチド切断解析を含む
。加えて、エピトープの切出し、エピトープの抽出、および抗原の化学修飾などの方法（
Tomer（２０００年）Protein

Science

９巻：４８７〜４９６頁）（参照によりその全

40

体が本明細書に具体的に組み込まれる）も用いることができる。他の実施形態では、抗原
構造ベースの抗体プロファイリング（Antigen

Structure‑based

Antibody

Profiling

）（ＡＳＡＰ）としてもまた公知の、修飾支援プロファイリング（Modification‑Assiste
d

Profiling）（ＭＡＰ）により、各抗体の、化学的または酵素的に修飾された抗原表面

に対する結合プロファイルの類似性に従い、同じ抗原に対する多数のモノクローナル抗体
（ｍＡｂ）を類別する方法（参照によりその全体が本明細書に具体的に組み込まれる、Ｕ
．Ｓ．Ｐ．Ｎ．２００４／０１０１９２０）がもたらされる。各類型は、別の類型により
表されるエピトープと明確に異なるか、または部分的に重複する、固有のエピトープを反
映しうる。この技術は、特徴づけにより、遺伝子的に識別可能な抗体に焦点を当てうるよ
うに、遺伝子的に同一な抗体の迅速なフィルタリングを可能とする。ＭＡＰを使用して、
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本発明のｈＤＬＬ３抗体モジュレーターを、異なるエピトープに結合する抗体の群へと分
取しうることが認識される。
【０１４７】
固定化された抗原の構造を変化させるのに有用な作用物質（agent）は、タンパク質分
解酵素（例えば、トリプシン、エンドプロテイナーゼであるＧｌｕ−Ｃ、エンドプロテイ
ナーゼであるＡｓｐ−Ｎ、キモトリプシンなど）などの酵素を含む。固定化された抗原の
構造を変化させるのに有用な作用物質はまた、化学薬品、たとえば、スクシンイミジルエ
ステルおよびそれらの誘導体、一級アミン含有化合物、ヒドラジンおよびカルボヒドラジ
ン、遊離アミノ酸などでもありうる。
10

【０１４８】
抗原タンパク質は、バイオセンサーチップ表面上またはポリスチレンビーズ上に固定化
することができる。後者は、例えば、マルチプレックスＬＵＭＩＮＥＸ（商標）検出アッ
セイ（Ｌｕｍｉｎｅｘ

Ｃｏｒｐ．）などのアッセイで処理することができる。最大１０

０種類の異なるビーズによるマルチプレックス解析を扱うＬＵＭＩＮＥＸの能力のために
、ＬＵＭＩＮＥＸは、多様な修飾を伴う、ほとんど無制限の抗原表面を提示する結果とし
て、抗体エピトーププロファイリングにおける、バイオセンサーアッセイを凌駕する解像
度の改善をもたらす。
【０１４９】
ｅ．結合親和性
エピトープ特異性のほか、開示される部位特異的抗体は、例えば、結合親和性などの物

20

理的特徴を使用しても特徴づけることができる。これに関して、本発明は、１つまたは複
数のＤＬＬ３アイソフォーム、または、パン抗体の場合は、ＤＬＬファミリーの１つを超
えるメンバーに対して高結合親和性を有する抗体の使用もさらに包含する。本明細書で使
用される、ＩｇＧ抗体についての「高親和性」という用語は、標的抗原に対するＫＤが、
１０−８Ｍまたはこれ未満、より好ましくは、１０−９Ｍまたはこれ未満であり、なおよ
り好ましくは、１０−１０Ｍまたはこれ未満である抗体を指す。しかし、「高親和性」結
合は、他の抗体アイソタイプに応じて変化しうる。例えば、ＩｇＭアイソタイプについて
の「高親和性」結合とは、ＫＤが、１０−７Ｍまたはこれ未満、より好ましくは、１０−
８

Ｍまたはこれ未満、なおより好ましくは、１０−９Ｍまたはこれ未満である抗体を指す
30

。
【０１５０】
本明細書で使用される「ＫＤ」という用語は、特定の抗体−抗原相互作用の解離定数を
指すことが意図される。本発明の抗体は、その解離定数ＫＤ（ｋｏｆｆ／ｋｏｎ）が、≦
１０−７Ｍである場合に、その標的抗原に免疫特異的に結合するといわれる。抗体は、Ｋ
−９

Ｄが≦５×１０
−１０

０

Ｍである場合に、高親和性で抗原に特異的に結合し、ＫＤが≦５×１

Ｍである場合に、非常に高親和性で抗原に特異的に結合する。本発明の一実施形

態では、抗体のＫＤは、≦１０−９Ｍであり、オフ速度は、約１×１０−４／秒である。
本発明の一実施形態では、オフ速度は、＜１×１０−５／秒である。本発明の他の実施形
態では、抗体は、ＤＬＬ３に、約１０−７Ｍ〜１０−１０Ｍの間のＫＤで結合し、さらに
別の実施形態では、≦２×１０−１０ＭのＫＤで結合する。本発明のさらに他の選択され

40

−２

た実施形態は、解離定数またはＫＤ（ｋｏｆｆ／ｋｏｎ）が、１０

Ｍ未満、５×１０

−２

Ｍ未満、１０−３Ｍ未満、５×１０−３Ｍ未満、１０−４Ｍ未満、５×１０−４Ｍ未

満、１０−５Ｍ未満、５×１０−５Ｍ未満、１０−６Ｍ未満、５×１０−６Ｍ未満、１０
−７

Ｍ未満、５×１０−７Ｍ未満、１０−８Ｍ未満、５×１０−８Ｍ未満、１０−９Ｍ未

満、５×１０−９Ｍ未満、１０−１０Ｍ未満、５×１０−１０Ｍ未満、１０−１１Ｍ未満
、５×１０−１１Ｍ未満、１０−１２Ｍ未満、５×１０−１２Ｍ未満、１０−１３Ｍ未満
、５×１０−１３Ｍ未満、１０−１４Ｍ未満、５×１０−１４Ｍ未満、１０−１５Ｍ未満
、または５×１０−１５Ｍ未満である抗体を含む。
【０１５１】
具体的な実施形態では、ＤＬＬ３に免疫特異的に結合する本発明の抗体の会合速度定数
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またはｋｏｎ（またはｋａ）速度（ＤＬＬ３（Ａｂ）＋抗原（Ａｇ）ｋｏｎ←Ａｂ−Ａｇ
）は、少なくとも１０５Ｍ−１秒−１、少なくとも２×１０５Ｍ−１秒−１、少なくとも
５×１０５Ｍ−１秒−１、少なくとも１０６Ｍ−１秒−１、少なくとも５×１０６Ｍ−１
秒−１、少なくとも１０７Ｍ−１秒−１、少なくとも５×１０７Ｍ−１秒−１、または少
なくとも１０８Ｍ−１秒−１である。
【０１５２】
別の実施形態では、ＤＬＬ３に免疫特異的に結合する本発明の抗体の解離速度定数また
はｋｏｆｆ（またはｋｄ）速度（ＤＬＬ３（Ａｂ）＋抗原（Ａｇ）ｋｏｆｆ←Ａｂ−Ａｇ
）は、１０−１秒−１未満、５×１０−１秒−１未満、１０−２秒−１未満、５×１０−
２

秒−１未満、１０−３秒−１未満、５×１０−３秒−１未満、１０−４秒−１未満、５

10

×１０−４秒−１未満、１０−５秒−１未満、５×１０−５秒−１未満、１０−６秒−１
未満、５×１０−６秒−１未満、１０−７秒−１未満、５×１０−７秒−１未満、１０−
８

秒−１未満、５×１０−８秒−１未満、１０−９秒−１未満、５×１０−９秒−１未満

、または１０−１０秒−１未満である。
【０１５３】
本発明の他の選択された実施形態では、抗ＤＬＬ３抗体の親和性定数またはＫａ（ｋｏ
２
Ｍ−１、少なくとも５×１０２Ｍ−１、少なくとも
ｎ／ｋｏｆｆ）は、少なくとも１０

１０３Ｍ−１、少なくとも５×１０３Ｍ−１、少なくとも１０４Ｍ−１、少なくとも５×
１０４Ｍ−１、少なくとも１０５Ｍ−１、少なくとも５×１０５Ｍ−１、少なくとも１０
６

Ｍ−１、少なくとも５×１０６Ｍ−１、少なくとも１０７Ｍ−１、少なくとも５×１０

７

−１

Ｍ

８

−１

９

−１

、少なくとも１０

Ｍ

−１

、少なくとも５×１０

０

−１

Ｍ

、少なくとも１０

−１

、少なくとも５×１０

Ｍ

１１

８

、少なくとも１０

−１

Ｍ

Ｍ

１０

20

９

、少なくとも１０

Ｍ

−１

、少なくとも５×１０１

Ｍ

、少なくとも５×１０

１１

Ｍ−１、少なくとも１０

１２

Ｍ−１、少なくとも５×１０１２Ｍ−１、少なくとも１０１３Ｍ−１、少なくとも５

×１０１３Ｍ−１、少なくとも１０１４Ｍ−１、少なくとも５×１０１４Ｍ−１、少なく
とも１０１５Ｍ−１、または少なくとも５×１０１５Ｍ−１である。
【０１５４】
上述のモジュレーター特徴のほか、本発明の抗体は、例えば、熱安定性（すなわち、融
解温度；Ｔｍ）および等電点を含む、さらなる物理的特徴を使用して、さらに特徴づける
こともできる（例えば、それらの各々が、参照により本明細書に組み込まれる、Bjellqvi

30

stら、１９９３年、Electrophoresis、１４巻：１０２３頁；Vermeerら、２０００年、Bi
ophys.

J.、７８巻：３９４〜４０４頁；Vermeerら、２０００年、Biophys.

J.、７９

巻：２１５０〜２１５４頁を参照されたい）。
【０１５５】
ＩＶ．部位特異的コンジュゲート
本発明の部位特異的コンジュゲートが、不対合システインを介して１個または複数の薬
物ペイロード（複数可）に共有結合により連結された（好ましくは、リンカー部分により
）部位特異的抗体（例えば、抗ＤＬＬ３、抗ＳＥＺ６、抗ＣＤ３２４）を含むことが認識
される。本明細書で論じられている通り、本発明の部位特異的コンジュゲートを使用して
、標的位置（例えば、腫瘍形成性細胞）に細胞毒素または他のペイロードをもたらすこと

40

ができる。これは、薬物ペイロードの放出および活性化前では相対的に非反応性、無毒性
状態で、結合されたペイロードを標的部位へと方向付ける、開示されている部位特異的Ａ
ＤＣによって有利に達成される。本明細書で論じられている通り、ペイロードのこの標的
化放出は、１個または複数の遊離システインを介したペイロードの安定的部位特異的コン
ジュゲーションと、過剰コンジュゲートされた毒性種を最小化するＡＤＣ調製物の相対的
に均質な組成物により、大部分は達成される。腫瘍部位に送達されるとペイロードを大部
分放出するように設計された薬物リンカーとカップリングされると、本発明のコンジュゲ
ートは、望ましくない非特異的毒性を実質的に低下させることができる。これは、非標的
化細胞および組織の曝露を最小化しつつ、相対的に高レベルの活性細胞毒素を腫瘍部位に
有利にもたらし、これにより、従来の薬物コンジュゲートと比較して増強された治療指数
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をもたらす。
【０１５６】
本発明の好ましい実施形態では、治療用部分のペイロード（例えば、細胞毒素）を含む
が、診断剤および生体適合性修飾因子など、他のペイロードも、開示されているコンジュ
ゲートによってもたらされる標的化放出の恩恵を受けることができることが認識される。
したがって、例示的な治療ペイロードを対象とする任意の開示は、文脈がそれ以外を示さ
なければ、本明細書で論じられている診断剤または生体適合性修飾因子を含むペイロード
にも適用可能である。この点に関して、用語「操作されたコンジュゲート」または「部位
特異的コンジュゲート」または単純に「コンジュゲート」は広く使用され、１個または複
数の遊離システインを介して開示されている標的用部分と会合された生物学的に活性なま

10

たは検出可能な分子または薬物を含む任意の部位特異的構築物を依然として意味する。本
明細書において使用される場合、用語「薬物」または「ペイロード」は、文脈がそれ以外
を示さなければ互換的に使用することができ、生物学的に活性なまたは検出可能な分子ま
たは薬物を意味する。この点において、このようなコンジュゲートが、特に開示されてい
る操作されたコンジュゲートに加えて、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、ｉｎ

ｖ

ｉｖｏで活性薬剤に代謝されるプロドラッグ、ポリマー、核酸分子、低分子、結合剤、模
倣薬剤、合成薬物、無機分子、有機分子および放射性同位元素を含むことができることが
理解される。さらに、上に示す通り、選択されたペイロードは、モジュレーターと共有結
合もしくは非共有結合により会合または連結されて、少なくとも一部には、コンジュゲー
ションをもたらすために使用されている方法に応じて、様々な化学量論的モル比を提示す

20

ることができる。当技術分野において認識されている技法を使用して従来の抗体における
システイン残基に連結することができる本質的にいかなるペイロードも、本明細書に開示
されている新規技法を使用して、本発明の操作された構築物の不対合システインと会合さ
せることができる。
【０１５７】
より具体的には、開示されている本発明の部位特異的抗体は、本明細書の教示に従って
作製および／または製作され、選択されると、下に記載する１個または複数の薬学的に活
性な部分もしくは診断部分または生体適合性修飾因子と連結、融合、コンジュゲートまた
は他の仕方で会合させることができる。この点に関して、文脈がそれ以外を示さなければ
、本発明の部位特異的コンジュゲートが、式：

30

Ａｂ−［Ｌ−Ｄ］ｎ
または薬学的に許容されるその塩［式中、
ａ）Ａｂは、１または複数の不対合システインを含む抗体を含み、
ｂ）Ｌは、任意選択のリンカーを含み、
ｃ）Ｄは、薬物を含み、
ｄ）ｎは、約１〜約８の整数である］
によって表すことができることが認識される。
【０１５８】
当業者であれば、いくつかの異なるリンカーおよび薬物を使用して、上述の式に従った
部位特異的コンジュゲートを製作することができ、製作または接続方法論が、構成要素の

40

選択に応じて変動することを認識する。そのため、部位特異的抗体の反応性システイン（
複数可）におけるチオールと反応するいかなる薬物または薬物リンカー化合物も、本明細
書の教示と適合する。同様に、操作された抗体への選択された薬物の部位特異的コンジュ
ゲーションを可能にするいかなる反応条件も、本発明の範囲内に収まる。上記にもかかわ
らず、本発明の特に好ましい実施形態は、本明細書に記載され、以下の実施例に示されて
いる通り、穏やかな還元剤と組み合わせた安定化剤を使用した、薬物または薬物リンカー
の選択的コンジュゲーションを含む。このような反応条件は、非特異的コンジュゲーショ
ンおよび夾雑物が少なく、相応に毒性が低い、より均質な調製物をもたらす傾向がある。
【０１５９】
本明細書の教示と適合性の例示的ペイロードを下に列挙する：
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【０１６０】
１．治療剤
示されている通り、本発明の部位特異的抗体は、細胞傷害剤、細胞増殖抑制剤、抗脈管
形成剤、減量剤、化学療法剤、放射線療法剤、標的化抗がん剤、生物学的応答修飾因子、
がんワクチン、サイトカイン、ホルモン療法、抗転移薬剤および免疫療法剤が挙げられる
がこれらに限定されない、抗がん剤などの治療用部分または薬物である薬学的活性部分に
コンジュゲート、連結もしくは融合するまたは他の仕方で会合させることができる。
【０１６１】
好ましい例示的な抗がん剤（そのホモログおよび誘導体を含む）は、１−デヒドロテス
トステロン（dehydrotestosterone）、アントラマイシン、アクチノマイシンＤ、ブレオ

10

マイシン、コルヒチン、シクロホスファミド、サイトカラシンＢ、ダクチノマイシン（以
前はアクチノマイシン）、ジヒドロキシアントラシン（dihydroxy

anthracin）、ジオン

、エメチン、エピルビシン、エチジウムブロマイド、エトポシド、グルココルチコイド、
グラミシジンＤ、リドカイン、ＤＭ−１およびＤＭ−４（Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ）などのマ
イタンシノイド、ミトラマイシン、マイトマイシン、ミトキサントロン、パクリタキセル
、プロカイン、プロプラノロール、ピューロマイシン、テニポシド（tenoposide）、テト
ラカインおよび上述のいずれかの薬学的に許容される塩または溶媒和物、酸または誘導体
を含む。
【０１６２】
追加の適合性細胞毒素は、ドラスタチンならびにモノメチルアウリスタチンＥ（ＭＭＡ
Ｅ）およびモノメチルアウリスタチンＦ（ＭＭＡＦ）（Ｓｅａｔｔｌｅ

20

Ｇｅｎｅｔｉｃ

ｓ）を含むアウリスタチン、アルファ−アマニチン、ベータ−アマニチン、ガンマ−アマ
ニチンまたはイプシロン−アマニチン（Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ

Ｐｈａｒｍａ）などのア

マニチン、デュオカルマイシン誘導体（Ｓｙｎｔａｒｇａ）などのＤＮＡ副溝結合剤、ア
ルキル化剤、メクロレタミン、チオテパ（thioepa）、クロラムブシル、メルファラン、
カルムスチン（ＢＣＮＵ）、ロムスチン（ＣＣＮＵ）、シクロホスファミド（cyclothosp
hamide）、ブスルファン、ジブロモマンニトール、ストレプトゾトシン、マイトマイシン
Ｃおよびシスジクロロジアミン白金（ＩＩ）（ＤＤＰ）シスプラチン、メアヤマイシン（
meayamycin）アナログまたは誘導体（例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７，８２５，２６７に示
されているＦＲ９０１４６４）などのスプライシング阻害剤、エポチロンアナログおよび

30

パクリタキセルなどの微小管（tubular）結合剤ならびにカリチアマイシンおよびエスペ
ラミシンなどのＤＮＡ損傷薬剤、メトトレキセート、６−メルカプトプリン、６−チオグ
アニン、シタラビンおよび５−フルオロウラシルダカルバジン（decarbazine）などの代
謝拮抗薬、ビンブラスチンおよびビンクリスチンなどの抗有糸分裂剤ならびにダウノルビ
シン（以前はダウノマイシン）およびドキソルビシンなどのアントラサイクリン、ならび
に上述のいずれかの薬学的に許容される塩または溶媒和物、酸または誘導体を含む。
【０１６３】
さらに、一実施形態において、本発明の抗体は、抗ＣＤ３結合分子と会合させて、細胞
傷害性Ｔ細胞を動員し、これを腫瘍形成性細胞に標的化させることができる（ＢｉＴＥ技
術；例えば、Fuhrmannら（２０１０年）Annual

Meeting

of

AACR、要旨番号５６２５

40

を参照）。
【０１６４】
さらなる実施形態において、本発明のＡＤＣは、適切なリンカーを使用してコンジュゲ
ートされた治療用放射性同位元素を含むことができる。このような実施形態と適合性とな
り得る例示的な放射性同位元素として、ヨウ素（１３１Ｉ、１２５Ｉ、１２３Ｉ、１２１
Ｉ）、炭素（１４Ｃ）、銅（６２Ｃｕ、６４Ｃｕ、６７Ｃｕ）、硫黄（３５Ｓ）、トリチ
ウム（３Ｈ）、インジウム（１１５Ｉｎ、１１３Ｉｎ、１１２Ｉｎ、１１１Ｉｎ）、ビス
マス（２１２Ｂｉ、２１３Ｂｉ）、テクネチウム（９９Ｔｃ）、タリウム（２０１Ｔｉ）
、ガリウム（６８Ｇａ、６７Ｇａ）、パラジウム（１０３Ｐｄ）、モリブデン（９９Ｍｏ
）、キセノン（１３３Ｘｅ）、フッ素（１８Ｆ）、１５３Ｓｍ、１７７Ｌｕ、１５９Ｇｄ
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、１４９Ｐｍ、１４０Ｌａ、１７５Ｙｂ、１６６Ｈｏ、９０Ｙ、４７Ｓｃ、１８６Ｒｅ、
１８８

Ｒｅ、１４２Ｐｒ、１０５Ｒｈ、９７Ｒｕ、６８Ｇｅ、５７Ｃｏ、６５Ｚｎ、８５

Ｓｒ、３２Ｐ、１５３Ｇｄ、１６９Ｙｂ、５１Ｃｒ、５４Ｍｎ、７５Ｓｅ、１１３Ｓｎ、
１１７

Ｓｎ、２２５Ａｃ、７６Ｂｒおよび２１１Ａｔが挙げられるがこれらに限定されな

い。他の放射性核種、特に、６０〜４，０００ｋｅＶのエネルギー範囲内のものも診断剤
および治療剤として利用することができる。
【０１６５】
本発明の抗体は、生物学的応答修飾因子にコンジュゲートすることもできる。例えば、
特に好ましい実施形態において、薬物部分は、所望の生物学的活性を保有するポリペプチ
ドであってよい。このようなタンパク質は、例えば、アブリン、リシンＡ、オンコナーゼ

10

（Onconase）（または別の細胞傷害性ＲＮａｓｅ）、シュードモナス外毒素、コレラ毒素
、ジフテリア毒素などの毒素；腫瘍壊死因子、例えば、ＴＮＦ−αもしくはＴＮＦ−βな
どのアポトーシス剤、α−インターフェロン、β−インターフェロン、神経成長因子、血
小板由来増殖因子、組織プラスミノーゲンアクチベーター、ＡＩＭ
８９９）、ＡＩＭ

Ｉ（ＷＯ９７／３３

ＩＩ（ＷＯ９７／３４９１１）、Ｆａｓリガンド（Takahashiら、１

９９４年、ＰＭＩＤ：７８２６９４７）およびＶＥＧＩ（ＷＯ９９／２３１０５）、血栓
剤、抗脈管形成剤、例えば、アンジオスタチンもしくはエンドスタチン、リンホカイン、
例えば、インターロイキン−１（ＩＬ−１）、インターロイキン−２（ＩＬ−２）、イン
ターロイキン−６（ＩＬ−６）、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭ−ＣＳＦ
）および顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ−ＣＳＦ）または成長因子、例えば、成長ホルモン

20

（ＧＨ）を含むことができる。
【０１６６】
２．診断剤または検出剤
他の好ましい実施形態において、本発明の部位特異的抗体またはその断片もしくは誘導
体は、例えば、生物学的分子（例えば、ペプチドまたはヌクレオチド）、低分子、フルオ
ロフォアまたは放射性同位元素であってよい、診断剤または検出可能な剤、マーカーまた
はレポーターにコンジュゲートされる。標識された抗体は、過剰増殖性障害の発症または
進行のモニタリングに、あるいは開示されている抗体を含む特定の治療法の有効性を決定
するための（すなわち、セラグノスティック（theragnostics））または将来の処置経過
を決定するための臨床検査手順の一部として有用となり得る。このようなマーカーまたは

30

レポーターは、抗体分析（例えば、エピトープ結合性または抗体ビニング）、腫瘍形成性
細胞の分離もしくは単離または前臨床手順または毒物学研究における使用のための、選択
された抗体の精製において有用であり得る。
【０１６７】
このような診断解析および／または検出は、例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼ、ア
ルカリホスファターゼ、ベータ−ガラクトシダーゼまたはアセチルコリンエステラーゼを
含む様々な酵素；ストレプトアビジン／ビオチン（streptavidinlbiotin）およびアビジ
ン／ビオチンなどが挙げられるがこれらに限定されない補欠分子族；ウンベリフェロン、
フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート（isothiocynate）、ローダミン、
ジクロロトリアジニルアミンフルオレセイン、塩化ダンシルまたはフィコエリトリンなど

40

が挙げられるがこれらに限定されない蛍光材料；ルミノールなどが挙げられるがこれに限
定されない発光材料；ルシフェラーゼ、ルシフェリンおよびエクオリンなどが挙げられる
がこれらに限定されない生物発光材料；ヨウ素（１３１Ｉ、１２５Ｉ、１２３Ｉ、１２１
Ｉ）、炭素（１４Ｃ）、硫黄（３５Ｓ）、トリチウム（３Ｈ）、インジウム（１１５Ｉｎ
、１１３Ｉｎ、１１２Ｉｎ、１１１Ｉｎ）およびテクネチウム（９９Ｔｃ）、タリウム（
２０１

Ｔｉ）、ガリウム（６８Ｇａ、６７Ｇａ）、パラジウム（１０３Ｐｄ）、モリブデ

ン（９９Ｍｏ）、キセノン（１３３Ｘｅ）、フッ素（１８Ｆ）、１５３Ｓｍ、１７７Ｌｕ
、１５９Ｇｄ、１４９Ｐｍ、１４０Ｌａ、１７５Ｙｂ、１６６Ｈｏ、９０Ｙ、４７Ｓｃ、
１８６

Ｒｅ、１８８Ｒｅ、１４２Ｐｒ、１０５Ｒｈ、９７Ｒｕ、６８Ｇｅ、５７Ｃｏ、６

５

Ｚｎ、８５Ｓｒ、３２Ｐ、１５３Ｇｄ、１６９Ｙｂ、５１Ｃｒ、５４Ｍｎ、７５Ｓｅ、
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１１３

Ｓｎおよび１１７Ｔｉｎなどが挙げられるがこれらに限定されない放射性材料；様

々なポジトロン放出断層撮影を使用したポジトロン放射金属、非放射性（noradioactive
）常磁性金属イオン、ならびに特異的放射性同位元素に放射標識またはコンジュゲートさ
れた分子が挙げられるがこれらに限定されない、検出可能な物質にモジュレーターをカッ
プリングすることにより達成することができる。このような実施形態において、適切な検
出方法論は、当技術分野において周知であり、多くの市販の供給源から容易に入手するこ
とができる。
【０１６８】
上に示す通り、他の実施形態において、部位特異的抗体またはその断片は、ペプチドま
たはフルオロフォアなど、マーカー配列または化合物に融合またはコンジュゲートして、
例えば、免疫組織化学検査、バイオレイヤー干渉法（bio‑layer

10

interferometry）、表

面プラズモン共鳴、フローサイトメトリー、競合的ＥＬＩＳＡ、ＦＡＣｓなど、精製また
は診断または分析手順を容易にすることができる。好ましい実施形態において、マーカー
は、ｐＱＥベクター（Ｑｉａｇｅｎ）によって提供されるものなど、ｈｉｓ−タグを含み
、とりわけ、その多くは市販されている。精製に有用な他のペプチドタグとして、インフ
ルエンザ赤血球凝集素タンパク質に由来するエピトープに相当する赤血球凝集素「ＨＡ」
タグ（Wilsonら、１９８４年、Cell

３７巻：７６７頁）および「ｆｌａｇ」タグ（Ｕ．

Ｓ．Ｐ．Ｎ．４，７０３，００４）が挙げられるがこれらに限定されない。
【０１６９】
20

３．生体適合性修飾因子
選択される実施形態において、本発明の操作された抗体は、所望の通りに抗体特徴の調
整、変化、改善または緩和に使用することができる生体適合性修飾因子とコンジュゲート
することができる。例えば、市販のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）または同様の生体
適合性ポリマーなど、相対的に高分子量のポリマー分子を結合することにより、ｉｎ

ｖ

ｉｖｏ半減期が増加した抗体または融合構築物を作製することができる。当業者であれば
、抗体に特異的な特性を付与するために選択することができる（例えば、半減期を調整す
ることができる）、多くの異なる分子量および分子立体配置のＰＥＧを得ることができる
ことを認識する。ＰＥＧは、多機能リンカーありまたはなしで、抗体もしくは抗体断片の
Ｎ末端もしくはＣ末端へのまたはリシン残基上に存在するイプシロン−アミノ基を介する
か、のいずれかのＰＥＧの部位特異的コンジュゲーションにより、前記抗体または抗体断

30

片または誘導体に結合することができる。生物学的活性の喪失を最小にする直鎖状または
分枝状ポリマー誘導体化を使用することができる。コンジュゲーションの程度は、ＳＤＳ
−ＰＡＧＥおよび質量分析によって厳密にモニタリングして、抗体分子へのＰＥＧ分子の
最適なコンジュゲーションを確実にすることができる。未反応のＰＥＧは、例えば、サイ
ズ排除クロマトグラフィーまたはイオン交換クロマトグラフィーによって、抗体−ＰＥＧ
コンジュゲートから分離することができる。抗体または抗体断片をｉｎ
安定にするために、またはｉｎ

ｖｉｖｏでより

ｖｉｖｏにおける半減期をより長くするために、同様の

様式で、開示されている抗体は、アルブミンにコンジュゲートすることができる。この技
法は、当技術分野において周知であり、例えば、ＷＯ９３／１５１９９、ＷＯ９３／１５
２００およびＷＯ０１／７７１３７；ならびにＥＰ０４１３，６２２を参照されたい。他

40

の生体適合性コンジュゲートは、当業者に明らかであり、本明細書の教示に従って容易に
同定することができる。
【０１７０】
４．リンカー化合物
上述のペイロードと同様に、多数のリンカー化合物が、本発明と適合性であり、本明細
書の教示と組み合わせて使用して、開示されている抗ＤＬＬ３部位特異的コンジュゲート
をもたらすことに成功することができる。広い意味では、リンカーは、遊離システインに
よってもたらされる反応性チオールおよび選択された薬物化合物と共有結合することを単
に必要とする。しかし、他の実施形態において、適合性リンカーは、任意の置換基を含む
任意の到達可能な部位において、選択された薬物を共有結合させることができる。したが
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って、操作された抗体の遊離システイン（複数可）と反応し、本発明の相対的に安定な部
位特異的コンジュゲートをもたらすために使用することができるいかなるリンカーも、本
明細書の教示と適合性である。
【０１７１】
選択的に還元された遊離システインへの効果的な結合に関して述べると、当技術分野で
認識されたいくつかの化合物は、チオールの良好な求核性を利用し、これにより、適合性
のリンカーの一部としての使用のために利用可能である。遊離システインによるコンジュ
ゲーション反応は、チオール−マレイミド反応、チオール−ハロゲノ（ハロゲン化アシル
）反応、チオール−エン反応、チオール−イン反応、チオール−ビニルスルホン反応、チ
オール−ビスルホン反応、チオール−チオスルホネート反応、チオール−ピリジルジスル

10

フィド反応、およびチオール−パラフルオロ反応を含むがこれらに限定されない。本明細
書でさらに論じられ、下記の実施例で示される通り、チオール−マレイミドによるバイオ
コンジュゲーションは、その急速な反応速度および穏やかなコンジュゲーション条件に起
因して、最も広く使用されている手法のうちの１つである。この手法に関する１つの問題
は、レトロマイケル反応、およびマレイミド連結されたペイロードの、抗体または他の標
的タンパク質からの喪失、または、例えば、ヒト血清アルブミンなど、血漿中の他のタン
パク質への移動の可能性である。しかし、本明細書で示される通り、選択的還元の使用お
よび本明細書で示される部位特異的抗体を使用して、コンジュゲートを安定化させ、この
所望されない移動を低減することができる。チオール−ハロゲン化アシル反応は、レトロ
マイケル反応を起こす可能性がなく、したがって、より安定なバイオコンジュゲートをも

20

たらす。しかし、チオール−ハロゲン化物反応は一般に、マレイミドベースのコンジュゲ
ーションと比較して反応速度が緩徐であり、したがって、それほど効率的ではない。チオ
ール−ピリジルジスルフィド反応は、別の普及したバイオコンジュゲーション経路である
。ピリジルジスルフィドは、遊離チオールとの急速な交換を起こす結果として、混合ジス
ルフィドおよびピリジン−２−チオンの放出をもたらす。混合ジスルフィドは、還元性の
細胞環境内で切断され、ペイロードを放出することが可能である。バイオコンジュゲーシ
ョンにおいてより大きな関心を集めつつある他の手法は、それらの各々が本明細書の教示
に適合性であり、本発明の範囲内に明白に含まれる、チオール−ビニルスルホン反応およ
びチオール−ビスルホン反応である。
【０１７２】

30

開示されるＡＤＣに組み込まれる、適合性のリンカー化合物に関して述べると、細胞外
において安定であり、ＡＤＣ分子の凝集を防止し、ＡＤＣを、水性媒体中で、自由に可溶
性でかつ単量体状態に保つことが好ましい。細胞への輸送または送達の前に、抗体−薬物
コンジュゲートは、安定であり、無傷のままである、すなわち、抗体は薬物部分へ連結し
たままであることが好ましい。リンカーは、標的細胞の外部では、安定であるが、細胞の
内部では、ある効率的な速度で切断または分解されるように設計されている。したがって
、効果的なリンカーは、（ｉ）抗体の特異的結合特性を維持し；（ｉｉ）コンジュゲート
または薬物部分の細胞内送達を可能とし；（ｉｉｉ）安定および無傷のままである、すな
わち、コンジュゲートが、その標的化部位に送達または輸送されるまで、切断または分解
されず；（ｉｖ）薬物部分の細胞傷害効果、細胞殺滅効果、または細胞増殖抑制効果を維

40

持する。添付の実施例でより詳細に論じられる通り、ＡＤＣの安定性は、質量分析、疎水
性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）、ＨＰＬＣ、およびＬＣ／ＭＳによる分離／解
析技法など、標準的な解析技法により測定することができる。上記で示した通り、抗体と
薬物部分との共有結合による結合は、リンカーが２つの反応性官能基、すなわち、反応的
な意味における二価性を有することを要する。ＭＭＡＥおよび部位特異的抗体など、２つ
またはこれを超える機能的部分または生物学的活性部分を結合させるのに有用な、二価の
リンカー試薬、は公知であり、それらの結果として得られるコンジュゲートをもたらす方
法も記載されている。
【０１７３】
本発明に適合性のリンカーは、切断型リンカーおよび非切断型リンカーとして広く分類
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することができる。酸不安定性リンカー、プロテアーゼ切断型リンカー、およびジスルフ
ィドリンカーを含みうる、切断型リンカーは、標的細胞による内部移行およびエンドソー
ム−リソソーム経路による切断を利用する。細胞毒素の放出および活性化は、ヒドラゾン
連結またはオキシム連結など、酸不安定性の化学的連結の切断を容易とするエンドソーム
／リソソーム酸性区画に依拠する。リソソーム特異的プロテアーゼ切断部位を、リンカー
内に操作する場合、細胞毒素は、それらの細胞内標的の近傍に放出される。代替的に、混
合ジスルフィドを含有するリンカーは、細胞の還元的環境内では選択的に切断されるが、
血流中の酸素に富む環境内では切断されないので、細胞傷害性ペイロードを細胞内に放出
させる手法をもたらす。対比を目的として述べると、アミド連結されたポリエチレングリ
コールまたはアルキルスペーサーを含有する、適合性の非切断型リンカーは、標的細胞内

10

の、リソソームによる、抗体−薬物コンジュゲートの分解の間に、毒性ペイロードを遊離
させる。いくつかの点で、リンカーの選択は、部位特異的コンジュゲート内で使用される
、特定の薬物に依存する。
【０１７４】
したがって、本発明のある特定の実施形態は、細胞内環境（例えば、リソソーム内環境
またはエンドソーム内環境またはカベオラ内環境）内に存在する切断作用物質により切断
されるリンカーを含む。リンカーは、例えば、リソソームプロテアーゼまたはエンドソー
ムプロテアーゼを含むがこれらに限定されない、細胞内ペプチダーゼ酵素または細胞内プ
ロテアーゼ酵素により切断される、ペプチジルリンカーでありうる。一部の実施形態では
、ペプチジルリンカーは、少なくとも２アミノ酸長または少なくとも３アミノ酸長である

20

。切断作用物質は、それらの各々が、ジペプチドの薬物誘導体を加水分解する結果として
、標的細胞の内部で活性薬物の放出をもたらすことが公知である、カテプシンＢおよびカ
テプシンＤならびにプラスミンを含みうる。カテプシンＢは、がん性組織内で高度に発現
することが見出されているので、チオール依存性プロテアーゼであるカテプシンＢにより
切断される例示的なペプチジルリンカーは、Ｐｈｅ−Ｌｅｕを含むペプチドである。この
ようなリンカーの他の例については、例えば、そのようなリンカーに関して参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれる、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６，２１４，３４５において記載さ
れている。具体的な好ましい実施形態では、細胞内プロテアーゼにより切断されるペプチ
ジルリンカーは、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．６，２１４，３４５において記載されているペプチジ
ルリンカーなど、Ｖａｌ−Ｃｉｔリンカー、Ｖａｌ−Ａｌａリンカー、またはＰｈｅ−Ｌ

30

ｙｓリンカーである。細胞内のタンパク質分解による治療剤の放出を使用する１つの利点
は、コンジュゲートさせると、その薬剤は、典型的に弱められ（attenuated）、コンジュ
ゲートの血清中安定性は典型的に高いことである。
【０１７５】
他の実施形態では、切断型リンカーは、ｐＨ感受性である、すなわち、ある特定のｐＨ
値において、加水分解に対して感受性である。ｐＨ感受性リンカーは、酸性条件下で加水
分解可能であることが典型的である。例えば、リソソーム内で加水分解可能な酸不安定性
リンカー（例えば、ヒドラゾン、オキシム、セミカルバゾン、チオセミカルバゾン、ｃｉ
ｓ−アコニットアミド（cis‑aconitic

amide）、オルトエステル、アセタール、ケター

ルなど）を使用することができる（例えば、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．５，１２２，３６８；同５

40

，８２４，８０５；同５，６２２，９２９を参照されたい）。このようなリンカーは、血
液中の中性ｐＨ条件下などの中性ｐＨ条件下で比較的安定であるが、リソソームの近似的
ｐＨであるｐＨ５．５または５．０を下回ると不安定である。
【０１７６】
さらに他の実施形態では、リンカーは、還元条件下で切断可能である（例えば、ジスル
フィドリンカー）。当技術分野では、例えば、ＳＡＴＡ（Ｎ−スクシンイミジル−Ｓ−ア
セチルチオアセテート）、ＳＰＤＰ（Ｎ−スクシンイミジル−３−（２−ピリジルジチオ
）プロピオネート）、ＳＰＤＢ（Ｎ−スクシンイミジル−３−（２−ピリジルジチオ）ブ
チレート）、およびＳＭＰＴ（Ｎ−スクシンイミジル−オキシカルボニル−アルファ−メ
チル−アルファ−（２−ピリジル−ジチオ）トルエン）を使用して形成されうる、ジスル
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フィドリンカーを含む、様々なジスルフィドリンカーが公知である。さらに他の具体的実
施形態では、リンカーは、マロネートリンカー（Johnsonら、１９９５年、Anticancer

R

es.、１５巻：１３８７〜９３頁）、マレイミドベンゾイルリンカー（Lauら、１９９５年
、Bioorg‑Med‑Chem.、３巻（１０号）：１２９９〜１３０４頁）、または３

−Ｎ−アミ

ド類似体（Lauら、１９９５年、Bioorg‑Med‑Chem.、３巻（１０号）：１３０５〜１２頁
）である。
【０１７７】
特に好ましい実施形態（リンカーに関して、本明細書に組み込まれる、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ
．２０１１／０２５６１５７において示される）では、適合性のペプチジルリンカーは、
【化１】

10

［式中、アステリスクは、薬物への結合点を示し、ＣＢＡは、部位特異的抗体であり、
Ｌ１は、リンカーであり、Ａは、Ｌ１を部位特異的抗体上の不対合システインに接続させ
る接続基であり、Ｌ２は、共有結合であるか、または、−ＯＣ（＝Ｏ）−と一緒になって
、自壊型リンカーを形成し、Ｌ１またはＬ２は、切断型リンカーである］

20

を含む。
【０１７８】
Ｌ１は、好ましくは、切断型リンカーであり、リンカーを切断に対して活性化させるた
めのトリガーと称することができる。
【０１７９】
Ｌ１およびＬ２の性質は、存在する場合、広く変化しうる。これらの基は、コンジュゲ
ートを送達する部位における条件により指定されうる、それらの切断特徴に基づいて選択
される。酵素の作用により切断されるこれらのリンカーが好ましいが、また、ｐＨの変化
（例えば、酸不安定性または塩基不安定性）、温度の変化、または照射による変化（例え
ば、光不安定性）により切断可能であるリンカーも使用することができる。本発明ではま

30

た、還元条件下または酸化条件下で切断可能であるリンカーも使用することができる。
【０１８０】
Ｌ１は、連続アミノ酸配列を含みうる。アミノ酸配列は、酵素による切断のための標的
基質であることが可能であり、これにより、薬物の放出を可能とする。
【０１８１】
一実施形態では、Ｌ１は、酵素の作用により切断可能である。一実施形態では、酵素は
、エステラーゼまたはペプチダーゼである。
【０１８２】
一実施形態では、Ｌ１は、ジペプチドを含む。ジペプチドは、−ＮＨ−Ｘ１−Ｘ２−Ｃ
Ｏ−［式中、−ＮＨ−および−ＣＯ−は、それぞれアミノ酸基Ｘ１およびＸ２のＮ末端お

40

よびＣ末端を表す］によって表されうる。ジペプチド内のアミノ酸は、天然アミノ酸の任
意の組合せでありうる。リンカーが、カテプシン不安定性リンカーである場合、ジペプチ
ドは、カテプシンにより媒介される切断のための作用部位でありうる。
【０１８３】
加えて、カルボキシル側鎖官能基またはアミノ側鎖官能基を有するこれらのアミノ酸基
、例えば、それぞれＧｌｕおよびＬｙｓでは、ＣＯおよびＮＨは、この側鎖官能基を表し
うる。
【０１８４】
一実施形態では、ジペプチド−ＮＨ−Ｘ１−Ｘ２−ＣＯ−内の−Ｘ１−Ｘ２−基は、
−Ｐｈｅ−Ｌｙｓ−、−Ｖａｌ−Ａｌａ−、−Ｖａｌ−Ｌｙｓ−、−Ａｌａ−Ｌｙｓ
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−、−Ｖａｌ−Ｃｉｔ−、−Ｐｈｅ−Ｃｉｔ−、−Ｌｅｕ−Ｃｉｔ−、−Ｉｌｅ−Ｃｉｔ
−、−Ｐｈｅ−Ａｒｇ−、および−Ｔｒｐ−Ｃｉｔ−［式中、Ｃｉｔは、シトルリンであ
る］
から選択される。
【０１８５】
ジペプチド−ＮＨ−Ｘ１−Ｘ２−ＣＯ−内の−Ｘ１−Ｘ２−基は、
−Ｐｈｅ−Ｌｙｓ−、−Ｖａｌ−Ａｌａ−、−Ｖａｌ−Ｌｙｓ−、−Ａｌａ−Ｌｙｓ−、
および−Ｖａｌ−Ｃｉｔ−
から選択されることが好ましい。
【０１８６】

10

最も好ましくは、ジペプチド−ＮＨ−Ｘ１−Ｘ２−ＣＯ−内の−Ｘ１−Ｘ２−基は、−
Ｐｈｅ−Ｌｙｓ−または−Ｖａｌ−Ａｌａ−である。
【０１８７】
一実施形態では、Ｌ２が存在し、−Ｃ（＝Ｏ）Ｏ−と一緒になって、自壊型リンカーを
形成する。一実施形態では、Ｌ２は、酵素活性のための基質であり、これにより、薬物の
放出を可能とする。
【０１８８】
一実施形態では、Ｌ１が、酵素の作用により切断され、Ｌ２が存在する場合、酵素によ
り、Ｌ１とＬ２との間の結合が切断される。
【０１８９】
１

Ｌ

20

とＬ

２

とは、存在する場合、

−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ−、−Ｃ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＮＨＣ（＝Ｏ）−、−ＯＣ（＝Ｏ）−、
−ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ−、および−ＮＨＣ（
＝Ｏ）ＮＨ−
から選択される結合により接続することができる。
【０１９０】
Ｌ２に接続するＬ１のアミノ基は、アミノ酸のＮ末端の場合もあり、アミノ酸側鎖、例
えば、リシンアミノ酸側鎖のアミノ基に由来する場合もある。
【０１９１】
Ｌ２に接続するＬ１のカルボキシル基は、アミノ酸のＣ末端の場合もあり、アミノ酸側

30

鎖、例えば、グルタミン酸アミノ酸側鎖のカルボキシル基に由来する場合もある。
【０１９２】
Ｌ２に接続するＬ１のヒドロキシル基は、アミノ酸側鎖、例えば、セリンアミノ酸側鎖
のヒドロキシル基に由来しうる。
【０１９３】
「アミノ酸側鎖」という用語は、（ｉ）アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパ
ラギン酸、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシ
ン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン
、トリプトファン、チロシン、およびバリンなど、天然に存在するアミノ酸；（ｉｉ）オ
ルニチンおよびシトルリンなど、希少なアミノ酸；（ｉｉｉ）非天然アミノ酸、ベータ−
アミノ酸、天然に存在するアミノ酸の合成類似体および合成誘導体；ならびに（ｉｖ）全
ての光学異性体、ジアステレオマー、異性体富化形態、同位体標識形態（例えば、２Ｈ、
３

Ｈ、１４Ｃ、１５Ｎ）、保護形態、およびこれらのラセミ混合物に見出される基を含む

。
【０１９４】
一実施形態では、−Ｃ（＝Ｏ）Ｏ−とＬ２とは一緒になって、基：
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【化２】

［式中、アステリスクは、薬物位置または細胞傷害剤位置への結合点を示し、波線は、
リンカーＬ１への結合点を示し、Ｙは、−Ｎ（Ｈ）−、−Ｏ−、−Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｈ）−
、または−Ｃ（＝Ｏ）Ｏ−であり、ｎは、０〜３である］を形成する。フェニレン環は、

10

任意選択で、本明細書で記載される、１つ、２つ、または３つの置換基により置換される
。一実施形態では、フェニレン基は、任意選択で、ハロ、ＮＯ２、ＲまたはＯＲにより置
換される。
【０１９５】
一実施形態では、Ｙは、ＮＨである。
【０１９６】
一実施形態では、ｎは、０または１である。好ましくは、ｎは、０である。
【０１９７】
Ｙが、ＮＨであり、ｎが、０である場合、自壊型リンカーを、ｐ−アミノベンジルカル
ボニルリンカー（ＰＡＢＣ）と称することができる。

20

【０１９８】
別の特に好ましい実施形態では、リンカーは、自壊型リンカーを含むことが可能であり
、ジペプチドは一緒になって、下記：
【化３】

30
［式中、アステリスクは、選択された細胞傷害部分への結合点を示し、波線は、抗体に
コンジュゲートさせうる、リンカーの残りの部分（例えば、スペーサー−抗体間結合セグ
メント）への結合点を示す］
に例示される、−ＮＨ−Ｖａｌ−Ａｌａ−ＣＯ−ＮＨ−ＰＡＢＣ−基を形成する。酵素に
よりジペプチドが切断されると、自壊型リンカーは、遠隔部位が活性化されて、保護され
た化合物（すなわち、細胞毒素）の完全な放出が可能となり、下記：
【化４】
40

［式中、Ｌ＊は、切断されたばかりのペプチジル単位を含む、リンカーの残りの部分の
活性化形態である］
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に示される流れに沿って進行する。薬物の完全な放出により、所望の毒性活性の維持が確
保される。
【０１９９】
一実施形態では、Ａは、共有結合である。したがって、Ｌ１と細胞結合剤とは、直接的
に接続される。例えば、Ｌ１が、連続アミノ酸配列を含む場合、配列のＮ末端は、遊離シ
ステインに直接的に接続されうる。
【０２００】
別の実施形態では、Ａは、スペーサー基である。したがって、Ｌ１と細胞結合剤とは、
間接的に接続される。
【０２０１】

10

Ｌ１とＡとは、
−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ−、−Ｃ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＮＨＣ（＝Ｏ）−、−ＯＣ（＝Ｏ）−、
−ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ−、−ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ−、および−ＮＨＣ（
＝Ｏ）ＮＨ−
から選択される結合により接続することができる。
【０２０２】
下記でより詳細に論じ、下の実施例１０〜１３に示す通り、本発明の薬物リンカーは、
遊離システインにおける反応性チオール求核試薬に連結される。この目的のため、部位特
異的抗体の遊離システインは、ＤＴＴまたはＴＣＥＰまたは本明細書に示されている穏や
かな還元剤など、様々な還元剤による処置により、リンカー試薬とのコンジュゲーション

20

に対し反応性となるようにすることができる。
【０２０３】
リンカーは、モジュレーター上の求核官能基との反応のために、求電子官能基を含有す
ることが好ましい。抗体上の求核基は、（ｉ）Ｎ末端アミン基、（ｉｉ）側鎖アミン基、
例えば、リシン、（ｉｉｉ）側鎖チオール基、例えば、システイン、および（ｉｖ）抗体
がグリコシル化されている場合は、糖ヒドロキシル基または糖アミノ基を含むがこれらに
限定されない。アミン基、チオール基、およびヒドロキシル基は、求核基であり、リンカ
ー部分上およびリンカー試薬上の求電子基であって、（ｉ）マレイミド基（ｉｉ）活性化
ジスルフィド、（ｉｉｉ）ＮＨＳ（Ｎ−ヒドロキシスクシンイミド）エステル、ＨＯＢｔ
（Ｎ−ヒドロキシベンゾトリアゾール）エステルなどの活性エステル、ハロホルメート、

30

および酸ハロゲン化物；（ｉｖ）ハロアセトアミドなどの、アルキルハロゲン化物および
ベンジルハロゲン化物；ならびに（ｖ）アルデヒド、ケトン、カルボキシルを含み、これ
らのうちの一部が、以下：
【化５】

40

の通りに例示される求電子基と反応して、共有結合を形成することが可能である。
【０２０４】
特に好ましい実施形態では、部位特異的抗体と薬物−リンカー部分との接続は、操作さ
れた抗体の遊離システインのチオール残基、およびリンカー上に存在する末端マレイミド
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基を介する。このような実施形態では、細胞結合剤と薬物−リンカーとの接続は、
【化６】

［式中、アステリスクは、薬物−リンカーの残りの部分への結合点を示し、波線は、操

10

作された抗体の残りの部分への結合点を示す］
である。この実施形態では、Ｓ原子は、遊離システイン抗体に由来することが好ましい。
他の適合性リンカーに関して述べると、結合部分は、活性化チオールと反応して、所望
の部位特異的コンジュゲートをもたらしうる、末端ヨードアセトアミドを含む。このリン
カーに好ましいコンジュゲーション手順は、他の実施形態で見出され、下記の実施例で示
される、選択的還元を含むマレイミド結合基に好ましいコンジュゲーション手順と若干異
なる。いずれにせよ、当業者であれば、開示される薬物−リンカー化合物の各々を、本開
示の観点で適合性の抗ＤＬＬ３部位特異的抗体とたやすくコンジュゲートさせうる。
【０２０５】
５．コンジュゲーション

20

上記で論じた通り、本発明により提供されるコンジュゲート調製物は、本明細書で示さ
れる、操作された遊離システイン部位（複数可）および／または新規のコンジュゲーショ
ン手順の提供に少なくとも部分的に起因して、安定性の増強および実質的な均一性を呈示
する。コンジュゲーション部位をもたらすのに、抗体の鎖内または鎖間のジスルフィド結
合の各々を完全還元または部分還元する、従来のコンジュゲーション方法論と異なり、本
発明は、ある特定の、調製された遊離システイン部位の選択的還元と、薬物−リンカーの
遊離システイン部位への方向づけとをもたらす点が有利である。操作された部位および随
伴する選択的還元により促進されるコンジュゲーションの特異性により、所望の位置にお
ける、高百分率の部位指向性コンジュゲーションが可能となる。軽鎖定常領域の末端領域
内に存在するコンジュゲーション部位など、これらのコンジュゲーション部位の一部は、

30

他の遊離システインと交差反応するので、効果的にコンジュゲートするのが典型的に困難
であることは重要である。しかし、分子的操作および結果として得られる遊離システイン
の選択的還元を介して、効率的なコンジュゲーション率を得ることができ、これにより、
望ましくない高ＤＡＲ夾雑物および非特異的毒性が大幅に低減される。より一般に、操作
された構築物、および開示される、新規の、選択的還元を含むコンジュゲーション法によ
り、明白に、薬物動態および／または薬力学が改善されたＡＤＣ調製物がもたらされ、潜
在的には、治療指数の改善がもたらされる。
【０２０６】
これに関して、部位特異的構築物は、遊離システイン（複数可）を提示するが、これは
、還元されると、求核基であり、かつ、すぐ上で開示された求電子基など、リンカー部分
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上の求電子基と反応して、共有結合を形成することが可能である、チオール基を含む。好
ましい本発明の抗体は、鎖間または鎖内の還元可能な不対合システイン、すなわち、この
ような求核基をもたらすシステインを有する。したがって、ある特定の実施形態では、還
元された不対合システインの遊離スルフヒドリル基と、開示される薬物−リンカー末端の
マレイミド基またはハロアセトアミド基との反応は、所望のコンジュゲーションをもたら
す。このような場合において、かつ、下記の実施例１０および１１で示される通り、抗体
の遊離システインは、ジチオトレイトール（ＤＴＴ）またはトリス（２−カルボキシエチ
ル）ホスフィン（ＴＣＥＰ）などの還元剤で処理することにより、リンカー試薬とのコン
ジュゲーションについて反応性とすることができる。各遊離システインは、これにより、
理論的には、反応性チオール求核試薬を提示する。このような試薬が適合性であるが、部
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位特異的抗体のコンジュゲーションは、当業者に公知の多様な反応、条件、および試薬を
使用して実行しうることが認識される。
【０２０７】
逆に言うと、本発明者らは、操作された抗体の遊離システインを選択的に還元して、部
位指向性コンジュゲーションの増強、および望ましくない、潜在的に毒性の夾雑物の低減
をもたらしうることを発見した。より具体的には、アルギニンなどの「安定化剤」は、タ
ンパク質における分子内相互作用および分子間相互作用をモジュレートすることが見出さ
れており、それを、選択された還元剤（好ましくは、比較的穏やかな）と共に使用して、
本明細書で示される通りに、遊離システインを選択的に還元し、部位特異的コンジュゲー
ションを容易とすることができる。本明細書で使用される「選択的還元」または「選択的
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に還元すること」という用語は、互換的に使用することができ、操作された抗体内に存在
する天然のジスルフィド結合を実質的に破壊することのない、遊離システイン（複数可）
の還元を意味するものとする。選択された実施形態では、これは、ある特定の還元剤によ
り実行することができる。他の好ましい実施形態では、操作された構築物の選択的還元は
、還元剤（穏やかな還元剤を含む）と組み合わせた安定化剤の使用を含む。「選択的なコ
ンジュゲーション」という用語は、本明細書で記載されるとおり、選択的に還元された操
作された抗体の、細胞毒素とのコンジュゲーションを意味するものとすることが認識され
る。これに関して、かつ、実施例１２〜１３で実証される通り、このような、還元剤と組
み合わせた安定化剤の使用により、重鎖抗体上および軽鎖抗体上のコンジュゲーションの
程度、ならびに調製物のＤＡＲ分布により決定される、部位特異的コンジュゲーションの
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効率を顕著に改善することができる。
【０２０８】
任意の特定の理論により束縛されることを望まないが、このような安定化剤は、所望さ
れるコンジュゲーション部位において、静電的微小環境をモジュレートし、かつ／または
コンフォメーション変化をモジュレートするように作用することが可能であり、これによ
り、比較的穏やかな還元剤（無傷の天然のジスルフィド結合を実質的に還元しない）が、
所望の遊離システイン部位におけるコンジュゲーションを容易とすることを可能とする。
このような作用物質（例えば、ある特定のアミノ酸）は、塩橋（水素結合および静電相互
作用を介する）を形成することが公知であり、かつ、好適なコンフォメーション変化を引
き起こすことも可能であり、かつ／または好適でないタンパク質間相互作用を低減するこ
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とも可能な、安定化効果を付与するような様式で、タンパク質間相互作用をモジュレート
しうる。さらに、このような作用物質は、還元後における、所望されない分子内（および
分子間）システイン間結合の形成を阻害し、これにより、操作された部位特異的システイ
ンを、薬物に結合させる（好ましくはリンカーを介して）、所望のコンジュゲーション反
応を容易とするようにも作用しうる。反応条件は、無傷の天然のジスルフィド結合の顕著
な還元を提供しないので、コンジュゲーション反応は、当然ながら、遊離システイン上の
比較的少数の反応性チオール（例えば、好ましくは、２つの遊離チオール）に向けられる
。言及される通り、これにより、本明細書で示される通りに作られコンジュゲート調製物
中の、非特異的コンジュゲーションおよび対応する不純物のレベルが大幅に低減される。
【０２０９】
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選択された実施形態では、本発明に適合性の安定化剤は一般に、塩基性のｐＫａを有す
る、少なくとも１つのアミン部分を有する化合物を含む。ある特定の実施形態では、アミ
ン部分は、一級アミンを含むが、他の好ましい実施形態では、アミン部分は、二級アミン
を含む。また他の好ましい実施形態では、アミン部分は、三級アミンを含む。他の選択さ
れた実施形態では、アミン部分は、アミノ酸を含むが、他の適合性の実施形態では、アミ
ン部分は、アミノ酸側鎖を含む。さらに他の実施形態では、アミン部分は、タンパク質構
成性アミノ酸を含む。また他の実施形態では、アミン部分は、非タンパク質構成性アミノ
酸を含む。特に好ましい実施形態では、適合性の安定化剤は、アルギニン、リシン、プロ
リンおよびシステインを含みうる。加えて、適合性の安定化剤は、グアニジンおよび塩基
性ｐＫａを有する窒素含有ヘテロ環を含みうる。
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【０２１０】
ある特定の実施形態では、適合性の安定化剤は、約７．５を超えるｐＫａを有する、少
なくとも１つのアミン部分を有する化合物を含み、他の実施形態では、対象のアミン部分
は、約８．０を超えるｐＫａを有し、さらに他の実施形態では、アミン部分は、約８．５
を超えるｐＫａを有し、また他の実施形態では、安定化剤は、約９．０を超えるｐＫａを
有するアミン部分を含む。他の好ましい実施形態は、アミン部分が、約９．５を超えるｐ
Ｋａを有する安定化剤を含むが、ある特定の他の実施形態は、約１０．０を超えるｐＫａ
を有する、少なくとも１つのアミン部分を呈示する安定化剤を含む。また他の好ましい実
施形態では、安定化剤は、約１０．５を超えるｐＫａを有するアミン部分を有する化合物
を含み、他の実施形態では、安定化剤は、約１１．０を超えるｐＫａを有するアミン部分
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を有する化合物を含むが、また他の実施形態では、安定化剤は、約１１．５を超えるｐＫ
ａを有するアミン部分を含む。さらに他の実施形態では、安定化剤は、約１２．０を超え
るｐＫａを有するアミン部分を有する化合物を含むが、また他の実施形態では、安定化剤
は、約１２．５を超えるｐＫａを有するアミン部分を含む。当業者は、標準的な技法を使
用して、関連するｐＫａをたやすく計算または決定することができ、選択された化合物を
、安定化剤として使用する適用可能性を決定するのに使用しうることを理解する。
【０２１１】
開示される安定化剤は、ある特定の還元剤と組み合わせると、遊離の部位特異的システ
インに向けた目標とするコンジュゲーションにおいて特に有効であることが示されている
。本発明の目的では、適合性の還元剤は、操作された抗体の天然のジスルフィド結合を顕
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著に破壊せずに、コンジュゲーションのための、還元された遊離の部位特異的システイン
をもたらす、任意の化合物を含みうる。選択された安定化剤と還元剤との組合せによりも
たらされるこのような条件下で、活性化薬物リンカーは、大部分、所望の遊離の部位特異
的システイン部位へ結合することが制限される。穏やかな条件をもたらすように、比較的
低濃度で使用される、比較的穏やかな還元剤または還元剤が、特に好ましい。本明細書で
使用される「穏やかな還元剤」または「穏やかな還元条件」という用語は、操作された抗
体内に存在する天然のジスルフィド結合を実質的に破壊せずに、遊離システイン部位（複
数可）においてチオールをもたらす還元剤（任意選択で、安定化剤の存在下における）に
よりもたらされる、任意の作用物質または状態を意味するように理解するものとする。す
なわち、穏やかな還元剤または条件は、タンパク質の天然のジスルフィド結合を顕著に破
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壊せずに、遊離システイン（複数可）を効果的に還元する（チオールをもたらす）ことが
可能である。所望の還元条件は、選択的なコンジュゲーションに適切な環境を確立する、
いくつかのスルフヒドリルベースの化合物によりもたらすことができる。好ましい実施形
態では、穏やかな還元剤は、１つまたは複数の遊離チオールを有する化合物を含みうるが
、特に好ましい実施形態では、穏やかな還元剤は、単一の遊離チオールを有する化合物を
含む。本発明に適合性の還元剤の非限定的な例は、グルタチオン、ｎ−アセチルシステイ
ン、システイン、２−アミノエタン−１−チオール、および２−ヒドロキシエタン−１−
チオールを含む。
【０２１２】
上記で示した選択的還元プロセスは、遊離システインに向けた目標とするコンジュゲー
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ションにおいて特に有効であることが認識される。これに関して、部位特異的抗体におけ
る、所望の標的部位へのコンジュゲーションの程度（本明細書では、「コンジュゲーショ
ン効率」と定義する）は、当技術分野で受け入れられた多様な技法により決定することが
できる。薬物の、抗体への、部位特異的コンジュゲーションの効率は、標的コンジュゲー
ション部位（本発明では、軽鎖のＣ末端上の遊離システイン）上のコンジュゲーションの
、他の全てのコンジュゲート部位に対する百分率を評価することにより決定することがで
きる。ある特定の実施形態では、本明細書の方法は、薬物の、遊離システインを含む抗体
への、効率的なコンジュゲートをもたらす。一部の実施形態では、標的コンジュゲーショ
ンの、他の全てのコンジュゲート部位に対する百分率により測定すると、コンジュゲーシ
ョン効率は、少なくとも５％、少なくとも１０％、少なくとも１５％、少なくとも２０％
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、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも３５％、少なくとも４０％、少なく
とも４５％、少なくとも５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも７０
％、少なくとも７５％、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少な
くとも９５％、少なくとも９８％、またはこれを超える。
【０２１３】
さらに、コンジュゲーションが可能な操作された抗体は、抗体が生成または保存される
ときに、ブロックまたはキャッピングされるスルフヒドリル基を含む、遊離システイン残
基を含有しうることが認識される。このようなキャップは、スルフヒドリル基と相互作用
し、コンジュゲートの形成を防止または阻害する、タンパク質、ペプチド、イオン、およ
び他の材料を含む。場合によって、コンジュゲートさせていない操作された抗体は、同じ

10

抗体上または異なる抗体上の他の遊離システインに結合する遊離システインを含みうる。
実施例で論じられる通り、このような交差反応性は、製作手順の間に、多様な夾雑物をも
たらしうる。一部の実施形態では、操作された抗体は、コンジュゲーション反応の前に、
キャッピング解除を要する場合がある。具体的な実施形態では、本明細書の抗体は、キャ
ッピング解除され、コンジュゲーションが可能な遊離スルフヒドリル基を提示する。具体
的な実施形態では、本明細書の抗体を、天然に存在するジスルフィド結合を攪乱または再
構成しないキャッピング解除反応にかける。大半の場合に、キャッピング解除反応は、通
常の還元反応（還元または選択的還元）の間に生じることが認識される。
【０２１４】
20

６．ＤＡＲ分布および精製
本発明の利点のうちの１つは、緊密に調整されたＤＡＲ分布を含む、比較的均質なコン
ジュゲート調製物を作製する能力である。これに関して、開示される構築物および／また
は選択的なコンジュゲーションは、薬物と操作された抗体との間の化学量論比についての
、試料中のＡＤＣ種の均質性をもたらす。上記で簡略に論じた通り、「薬物対抗体比」ま
たは「ＤＡＲ」という用語は、薬物の、部位特異的抗体に対するモル比を指す。一部の実
施形態では、コンジュゲート調製物は、そのＤＡＲ分布に関して、実質的に均質でありう
るが、これは、調製物中に、特定のＤＡＲ（例えば、２または４のＤＡＲ）を有する部位
特異的ＡＤＣの主要な種であって、ローディング部位（すなわち、遊離システイン上）に
関してもまた均質な種が存在することを意味する。本発明のある特定の実施形態では、部
位特異的抗体または選択的な組合せの使用により、所望の均質性を達成することが可能で
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ある。他の好ましい実施形態では、所望の均質性は、選択的還元と組み合わせた、部位特
異的構築物の使用により達成することができる。さらに他の特に好ましい実施形態では、
調製物は、解析用クロマトグラフィー技法または分取クロマトグラフィー技法を使用して
、さらに精製することができる。これらの実施形態の各々では、ＡＤＣ試料の均質性を、
ＳＤＳ−ＰＡＧＥ、ＨＰＬＣ（例えば、サイズ排除ＨＰＬＣ、ＲＰ−ＨＰＬＣ、ＨＩＣ−
ＨＰＬＣなど）、またはキャピラリー電気泳動を含むがこれらに限定されない、当技術分
野で公知の多様な技法を使用して解析することができる。
【０２１５】
ＡＤＣ調製物の精製に関して述べると、標準的な医薬調製法を用いて、所望の純度を得
ることができることが認識される。下記の実施例で実証される通り、逆相（ＲＰ）クロマ
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トグラフィーおよび疎水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）などの液体クロマトグ
ラフィー法は、混合物中の化合物を、薬物ローディング値により分離しうる。場合によっ
てまた、混合モードクロマトグラフィー（mixed‑mode

chromatography）（ＭＭＣ）も、

特異的薬物ロードを有する種を単離するのに使用することができる。より一般に、不溶性
夾雑物を除去したら、例えば、ヒドロキシルアパタイトクロマトグラフィー、ゲル電気泳
動、透析、および親和性クロマトグラフィーなど、標準的な技法を使用して、モジュレー
ター調製物をさらに精製しうるが、親和性クロマトグラフィーが特に目的の技法である。
これに関して、プロテインＡを、ヒトＩｇＧ１重鎖、ヒトＩｇＧ２重鎖、またはヒトＩｇ
Ｇ４重鎖に基づく抗体を精製するのに使用しうるのに対し、プロテインＧは、全てのマウ
スアイソタイプおよびヒトＩｇＧ３に推奨される。また、イオン交換カラムでの分画、エ
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タノール沈殿、シリカでのクロマトグラフィー、ヘパリンでのクロマトグラフィー、アニ
オン交換樹脂またはカチオン交換樹脂（ポリアスパラギン酸カラムなど）でのセファロー
スクロマトグラフィー、クロマトフォーカシング、ＳＤＳ−ＰＡＧＥ、および硫酸アンモ
ニウム沈殿など、タンパク質精製のための他の技法も、回収される抗体またはコンジュゲ
ートに応じて利用可能である。
【０２１６】
これに関して、開示される、部位特異的コンジュゲートおよびその調製物は、薬物と抗
体部分とを、操作された構築物の立体配置と、少なくとも部分的に、コンジュゲーション
を実行するのに使用される方法とに応じて、多様な化学量論的モル比で含みうる。どのく
らい多くのならびにどの鎖間ジスルフィド結合および鎖内ジスルフィド結合が破壊される

10

のかに応じて、理論的な薬物ローディングは、比較的高量でありうるが、遊離システイン
の交差反応性など、実際的な制限により、凝集物および他の夾雑物に起因して、このよう
なＤＡＲを含む均質な調製物の作製は制限される。すなわち、例えば、６超の高薬物ロー
ディングは、ある特定の抗体−薬物コンジュゲートの凝集、不溶性、毒性、または細胞透
過性の喪失を引き起こしうる。このような懸案事項に鑑みて、本発明により提供される実
際的な薬物ローディングは、操作されたコンジュゲート当たり１つ〜８つの薬物の範囲に
わたりうる、すなわち、この場合、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、または
８つの薬物を、各部位特異的抗体に共有結合により結合させる（例えば、ＩｇＧ１である
が、他の抗体は、ジスルフィド結合の数に応じて、異なるローディング容量を有しうる）
。好ましくは、本発明の組成物のＤＡＲは、約２、４、または６であり、特に好ましい実

20

施形態では、ＤＡＲは、約２を含む。
【０２１７】
比較的高レベルの均質性にも拘らず、本発明により提供される、開示される組成物は、
実際には、１つ〜８つの範囲の薬物化合物（ＩｇＧ１の場合）を有する操作されたコンジ
ュゲートの混合物を含む。そのため、開示されるＡＤＣ組成物は、構成要素である抗体の
大半が、１つまたは複数の薬物薬物部分に共有結合により連結され、（選択的還元による
コンジュゲート特異性にも拘らず）薬物部分を、抗体に、多様なチオール基により結合さ
せうる、コンジュゲートの混合物を含む。すなわち、コンジュゲーションの後、本発明の
ＡＤＣ組成物は、異なる薬物ロード（例えば、ＩｇＧ１抗体当たり１つ〜８つの薬物）を
様々な濃度で有するコンジュゲートの混合物を含む（遊離システインの交差反応性により

30

主に引き起こされるある特定の反応夾雑物と共に）。選択的還元および製作後精製を使用
して、コンジュゲート組成物を、それらが大部分、単一の、主要な、所望されるＡＤＣ種
（例えば、２の薬物ローディングを有する）を含有し、他のＡＤＣ種（例えば、１、４、
６などの薬物ローディングを有する）は比較的低レベルである程度（point）まで至るこ
とができる。平均ＤＡＲ値は、全体としての組成物（すなわち、纏めると全てのＡＤＣ種
）に対する薬物ローディングの加重平均を表す。用いられる定量法における固有の不確定
性、および市販の状況における、優勢でないＡＤＣ種を完全に除去することの困難に起因
して、許容可能なＤＡＲ値または規格は、平均、範囲、または分布（すなわち、２±０．
５の平均ＤＡＲ）として提示されることが多い。好ましくは、測定された平均ＤＡＲを、
範囲内（すなわち、１．５〜２．５）に含む組成物であれば、医薬状況で使用される。

40

【０２１８】
したがって、ある特定の好ましい実施形態では、本発明は、１、２、３、４、５、６、
７または８の各々±０．５の平均ＤＡＲを有する組成物を含む。他の好ましい実施形態で
は、本発明は、２、４、６、または８±０．５の平均ＤＡＲを含む。最後に、選択された
好ましい実施形態では、本発明は、２±０．５の平均ＤＡＲを含む。ある特定の好ましい
実施形態では、範囲または偏差は、０．４未満でありうることが認識される。したがって
、他の実施形態では、組成物は、１、２、３、４、５、６、７または８の各々±０．３の
平均ＤＡＲ、２、４、６、または８±０．３の平均ＤＡＲ、なおより好ましくは、２また
は４±０．３の平均ＤＡＲ、なおまたは２±０．３の平均ＤＡＲを含む。他の実施形態で
は、ＩｇＧ１コンジュゲート組成物は、好ましくは、１、２、３、４、５、６、７または
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８の各々±０．４の平均ＤＡＲと、比較的低レベル（すなわち、３０％未満）の優勢でな
いＡＤＣ種とを有する組成物を含む。他の好ましい実施形態では、ＡＤＣ組成物は、比較
的低レベル（＜３０％）の優勢でないＡＤＣ種を有して、２、４、６、または８の各々±
０．４の平均ＤＡＲを含む。特に好ましい実施形態では、ＡＤＣ組成物は、比較的低レベ
ル（＜３０％）の優勢でないＡＤＣ種を有して、２±０．４の平均ＤＡＲを含む。さらに
他の実施形態では、主要なＡＤＣ種（例えば、２のＤＡＲ）は、他のＤＡＲ種に対して測
定する場合、７０％を超える濃度、７５％を超える濃度、８０％を超える濃度、８５％を
超える濃度、９０％を超える濃度、９３％を超える濃度、９５％を超える濃度、なおまた
は９７％を超える濃度で存在する。
10

【０２１９】
下記の実施例で詳述される通り、コンジュゲーション反応に由来するＡＤＣ調製物中の
、抗体当たりの薬物の分布は、ＵＶ−Ｖｉｓ分光光度法、逆相ＨＰＬＣ、ＨＩＣ、質量分
析、ＥＬＩＳＡ、および電気泳動など、従来の手段により特徴づけることができる。また
、抗体当たりの薬物に関してＡＤＣの定量的分布も決定することができる。ＥＬＩＳＡに
より、特定のＡＤＣ調製物中の抗体当たりの薬物の平均値を決定することができる。しか
し、抗体当たりの薬物値の分布は、抗体−抗原間結合およびＥＬＩＳＡの検出限界では、
識別不可能である。また、抗体−薬物コンジュゲートを検出するためのＥＬＩＳＡアッセ
イでは、薬物部分が、抗体、例えば重鎖断片もしくは軽鎖断片または特定のアミノ酸残基
にどこで結合しているのかも決定されない。

20

【０２２０】
Ｖ．医薬調製物および治療的使用
１．製剤および投与経路
選択される部位特異的コンジュゲートの形態、意図される送達方式、処置またはモニタ
リングされる疾患、および他の多数の変数に応じ、当技術分野で認識された技法を使用し
て、本発明の組成物を、所望の通りに製剤化することができる。一部の実施形態では、本
発明の治療用組成物は、さらなる成分を伴わずに投与することもでき、最小限のさらなる
成分を伴って投与することもできるが、そのほかは、任意選択で、適切な、薬学的に許容
される担体であって、当技術分野で周知の賦形剤および補助剤を含む担体を含有するよう
に製剤化することもできる（例えば、Gennaro、Remington：
ice

of

Pharmacy

００３年）；

with

and

Comparisons：

Anselら、Pharmaceutical

ms、７版、Lippencott
f

Facts

Pharmaceutical

Williams

and

Dosage

The

Science

Forms

Drugfacts
and

and

Pract
30

Plus、２０版（２

Drug

Delivery

Syste

Wilkins（２００４年）；Kibbeら、Handbook

Excipients、３版、Pharamaceutical

Press

o

（２０００年）を参

照されたい）。ビヒクル、アジュバント、および希釈剤を含む、多様な、薬学的に許容さ
れる担体は、多数の市販の供給源からたやすく入手可能である。さらにまた、ｐＨ調整剤
および緩衝剤、等張性調整剤、安定化剤、湿潤剤など、薬学的に許容される補助物質一式
も入手可能である。ある特定の非限定的な例示的担体は、食塩液、緩衝食塩液、デキスト
ロース、水、グリセロール、エタノール、およびこれらの組合せを含む。
【０２２１】
より特定すると、一部の実施形態では、本発明の治療用組成物は、さらなる成分を伴わ

40

ずに投与することもでき、最小限のさらなる成分を伴って投与することもできることが認
識される。逆に、本発明の部位特異的ＡＤＣは、任意選択で、適切な、薬学的に許容され
る担体であって、当技術分野で周知であり、コンジュゲートの投与を容易にする比較的不
活性な物質であるか、または活性化合物を、作用部位に送達するために薬学的に最適化さ
れた調製物へと加工する一助となる、賦形剤および補助剤を含む担体を含有するように製
剤化することもできる。例えば、賦形剤は、形態または粘稠性をもたらす場合もあり、Ａ
ＤＣの薬物動態または安定性を改善するための希釈剤として作用する場合もある。適切な
賦形剤または添加剤は、安定化剤、湿潤剤および乳化剤、容量オスモル濃度を変化させる
塩、封入剤、緩衝剤、および皮膚浸透増強剤を含むがこれらに限定されない。ある特定の
好ましい実施形態では、医薬組成物は、凍結乾燥形態で提供され、投与前に、例えば、緩
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衝食塩液中で再構成される場合もある。このような、再構成された組成物は、静脈内投与
されることが好ましい。
【０２２２】
全身投与用に開示されるＡＤＣは、経腸投与用、非経口投与用、または局所投与用に製
剤化することもできる。実際、３種類の製剤全てを同時に使用して、有効成分の全身投与
を達成することができる。非経口および非経口でない薬物送達用の賦形剤ならびに製剤は
、Remington,

The

Science

and

Practice

of

Pharmacy、２０版、Mack

Publishin

g（２０００年）に示されている。非経口投与に適する製剤は、水溶性形態、例えば、水
溶性の塩形態にある活性化合物の水溶液を含む。加えて、油性の注射用懸濁液に適するも
のとしての活性化合物の懸濁液も投与することができる。適切な親油性溶媒またはビヒク

10

ルは、脂肪油、例えば、ヘキシル置換されたポリ（ラクチド）、ゴマ油、または合成脂肪
酸エステル、例えば、オレイン酸エチルまたはトリグリセリドを含む。水性の注射用懸濁
液は、懸濁液の粘性を増加させる物質を含有することが可能であり、例えば、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム、ソルビトール、および／またはデキストランを含む。任意
選択で、懸濁液はまた、安定化剤も含有しうる。リポソームはまた、細胞に送達するため
の薬剤を封入するのにも使用することができる。
【０２２３】
経腸投与に適する製剤は、硬質または軟質ゼラチンカプセル剤、丸薬、コーティングさ
れた錠剤を含む錠剤、エリキシル剤、懸濁剤、シロップ剤、または吸入剤、およびこれら
20

の制御放出形態を含む。
【０２２４】
非経口投与（例えば、注射による）に適する製剤は、水性または非水性で、等張性で、
発熱物質非含有で、滅菌の液体（例えば、液剤、懸濁剤）であって、有効成分を、溶解す
るか、懸濁させるか、または他の形で供給された（例えば、リポソーム内または他の微粒
子内に）液体を含む。このような液体は、抗酸化剤、緩衝剤、保存剤、安定化剤、静菌剤
、懸濁化剤、増粘剤、および製剤を意図されるレシピエントの血液（または他の関連する
体液）と等張性にする溶質など、他の薬学的に許容される成分をさらに含有しうる。賦形
剤の例は、例えば、水、アルコール、ポリオール、グリセロール、植物油などを含む。こ
のような製剤における使用に適する等張性担体の例は、注射用塩化ナトリウム、リンゲル

30

液、または注射用乳酸加リンゲルを含む。
【０２２５】
非経口投与（例えば、静脈内注射）に適合性の製剤は、約１０μｇ／ｍｌ〜約１００ｍ
ｇ／ｍｌのＡＤＣ濃度を含む。ある特定の選択された実施形態では、ＡＤＣ濃度は、２０
μｇ／ｍｌ、４０μｇ／ｍｌ、６０μｇ／ｍｌ、８０μｇ／ｍｌ、１００μｇ／ｍｌ、２
００μｇ／ｍｌ、３００μｇ／ｍｌ、４００μｇ／ｍｌ、５００μｇ／ｍｌ、６００μｇ
／ｍｌ、７００μｇ／ｍｌ、８００μｇ／ｍｌ、９００μｇ／ｍｌ、または１ｍｇ／ｍｌ
を含む。他の好ましい実施形態では、ＡＤＣ濃度は、２ｍｇ／ｍｌ、３ｍｇ／ｍｌ、４ｍ
ｇ／ｍｌ、５ｍｇ／ｍｌ、６ｍｇ／ｍｌ、８ｍｇ／ｍｌ、１０ｍｇ／ｍｌ、１２ｍｇ／ｍ
ｌ、１４ｍｇ／ｍｌ、１６ｍｇ／ｍｌ、１８ｍｇ／ｍｌ、２０ｍｇ／ｍｌ、２５ｍｇ／ｍ
ｌ、３０ｍｇ／ｍｌ、３５ｍｇ／ｍｌ、４０ｍｇ／ｍｌ、４５ｍｇ／ｍｌ、５０ｍｇ／ｍ

40

ｌ、６０ｍｇ／ｍｌ、７０ｍｇ／ｍｌ、８０ｍｇ／ｍｌ、９０ｍｇ／ｍｌ、または１００
ｍｇ／ｍｌを含む。
【０２２６】
一般に、部位特異的ＡＤＣを含む、本発明の化合物および組成物は、ｉｎ

ｖｉｖｏに

おいて、それを必要とする被験体に、経口、静脈内、動脈内、皮下、非経口、鼻腔内、筋
肉内、頭蓋内、心臓内、室内（intraventricular）、気管内、頬側、直腸、腹腔内、皮内
、局所、経皮、および髄腔内（intrathecal）を含むがこれらに限定されない多様な経路
によるか、またはこれら以外では、植込みもしくは吸入により投与することができる。対
象の組成物は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、軟膏剤、液剤、坐剤、浣腸剤、注射剤
、吸入剤、およびエアゾールを含むがこれらに限定されない、固体形態、半固体形態、液

50

(56)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

体形態、または気体形態の調製物に製剤化することができる。適切な製剤および投与経路
は、意図される適用および治療レジメンに従い選択することができる。特に好ましい実施
形態では、本発明の化合物は、静脈内送達される。
【０２２７】
２．投与量
同様に、ある特定の投与レジメン、すなわち、用量、投与時期、および投与回数は、特
定の個体およびその個体の病歴、ならびに薬物動態（例えば、半減期、クリアランス速度
など）などの経験的な検討事項に依存する。投与頻度は、治療コースにわたり決定および
調整することができ、増殖性細胞または腫瘍形成性細胞の数の低減、このような新生物性
細胞の低減の維持、新生物性細胞の増殖の低減、または転移の発生の遅延に基づく。他の

10

実施形態では、投与される投与量を調整するかまたは減じて、潜在的な副作用および／ま
たは毒性を管理することができる。代替的に、対象の治療用組成物の連続的な徐放製剤も
適切でありうる。
【０２２８】
当業者は、コンジュゲート化合物およびコンジュゲート化合物を含む組成物の適切な投
与量は、患者によって異なりうることを認識する。最適な投与量の決定は一般に、任意の
危険性または有害な副作用に対する、治療的利益のレベルのバランス評価を有する。選択
された投与量レベルは、特定の化合物の活性、投与経路、投与回数、化合物の排出速度、
処置の持続期間、組合せで使用される他の薬物、化合物、および／または材料、状態の重
症度、ならびに患者の種、性別、年齢、体重、状態、全般的な健康、および既往の病歴を

20

含むがこれらに限定されない、様々な因子に依存する。化合物の量および投与経路は、最
終的に、医師、獣医師、または臨床家の熟慮に委ねられるが、一般に、投与量は、作用部
位における局所濃度であって、実質的な、危険であるかまたは有害な副作用を引き起こさ
ずに、所望の効果を達成する局所濃度を達成するように選択される。
【０２２９】
一般に、本発明の部位特異的ＡＤＣは、多様な範囲で投与することができる。これらは、
投与１回当たり約５μｇ／ｋｇ体重〜約１００ｍｇ／ｋｇ体重；投与１回当たり約５０μ
ｇ／ｋｇ体重〜約５ｍｇ／ｋｇ体重；投与１回当たり約１００μｇ／ｋｇ体重〜約１０ｍ
ｇ／ｋｇ体重を含む。他の範囲は、投与１回当たり約１００μｇ／ｋｇ体重〜約２０ｍｇ
／ｋｇ体重、および投与１回当たり約０．５ｍｇ／ｋｇ体重〜約２０ｍｇ／ｋｇ体重を含

30

む。ある特定の実施形態では、投与量は、少なくとも約１００μｇ／ｋｇ体重、少なくと
も約２５０μｇ／ｋｇ体重、少なくとも約７５０μｇ／ｋｇ体重、少なくとも約３ｍｇ／
ｋｇ体重、少なくとも約５ｍｇ／ｋｇ体重、少なくとも約１０ｍｇ／ｋｇ体重である。
【０２３０】
選択された実施形態では、部位特異的ＡＤＣは、投与１回当たり約１０、２０、３０、
４０、５０、６０、７０、８０、９０または１００μｇ／ｋｇ体重で（好ましくは、静脈
内に）投与される。他の実施形態は、投与１回当たり約２００、３００、４００、５００
、６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４０
０、１５００、１６００、１７００、１８００、１９００または２０００μｇ／ｋｇ体重
で、ＡＤＣの投与を含む。他の好ましい実施形態では、開示されるコンジュゲートは、２
．５、３、３．５、４、４．５、５、５．５、６、６．５、７、７．５
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８、９または１

０ｍｇ／ｋｇで投与される。また他の実施形態では、コンジュゲートは、投与１回当たり
１２、１４、１６、１８または２０ｍｇ／ｋｇ体重で投与することができる。さらに他の
実施形態では、コンジュゲートは、投与１回当たり２５、３０、３５、４０、４５、５０
、５５、６０、６５、７０、７５、８０、９０または１００ｍｇ／ｋｇ体重で投与するこ
とができる。本明細書の教示によれば、当業者は、前臨床動物研究、臨床観察、ならびに
標準的な医療法および生化学技法および測定に基づき、多様な部位特異的ＡＤＣに適する
投与量をたやすく決定しうる。特に好ましい実施形態では、このようなコンジュゲートの
投与量は、ある期間にわたり静脈内投与される。さらに、このような投与量は、規定され
た処置コースにおいて、複数回にわたり投与することができる。
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【０２３１】
他の投与レジメンは、Ｕ．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７，７４４，８７７において開示されている通
り、体表面積（ＢＳＡ）の計算に立脚しうる。周知の通り、ＢＳＡは、患者の身長および
体重を使用して計算され、患者の身体の表面積により表される対象のサイズについての尺
度をもたらす。ある特定の実施形態では、コンジュゲートは、１ｍｇ／ｍ２〜８００ｍｇ
／ｍ２、５０ｍｇ／ｍ２〜５００ｍｇ／ｍ２の投与量で投与することができ、１００ｍｇ
／ｍ２、１５０ｍｇ／ｍ２、２００ｍｇ／ｍ２、２５０ｍｇ／ｍ２、３００ｍｇ／ｍ２、
３５０ｍｇ／ｍ２、４００ｍｇ／ｍ２、または４５０ｍｇ／ｍ２の投与量で投与すること
ができる。また、当技術分野で認識された技法および経験的な技法を使用して、適切な投
10

与量を決定しうることも認識される。
【０２３２】
いずれにせよ、ＤＬＬ３

ＡＤＣは、それを必要とする被験体に必要に応じて投与する

ことが好ましい。投与頻度の決定は、主治医などの当業者が、処置される状態、処置され
る被験体の年齢、処置される状態の重症度、処置される被験体の全般的な健康状態などに
ついての検討に基づき下すことができる。一般に、有効用量のＤＬＬ３コンジュゲートを
、被験体に、１回または複数回にわたり投与する。より特定すると、有効用量のＡＤＣは
、被験体に、１カ月に１回、１カ月に１回を超えて、または１カ月に１回未満投与する。
ある特定の実施形態では、有効用量のＤＬＬ３

ＡＤＣを、少なくとも１カ月間、少なく

とも６カ月間、または少なくとも１年間、少なくとも２年間、または数年間を含む期間に
おいて、複数回にわたり投与することができる。さらに他の実施形態では、開示されるモ
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ジュレーターの投与の間に、数日間（２、３、４、５、６、または７日間）が経過する場
合もあり、数週間（１、２、３、４、５、６、７、または８週間）が経過する場合もあり
、数カ月間（１、２、３、４、５、６、７、または８カ月間）が経過する場合もあり、な
おまたは１年間もしくは数年間が経過する場合もある。
【０２３３】
ある特定の好ましい実施形態では、コンジュゲートモジュレーターを有する処置コース
は、選択された医薬品の、数週間または数カ月間における、複数回にわたる投与を含む。
より具体的に述べると、本発明のコンジュゲートモジュレーターは、毎日１回、２日ごと
に１回、４日ごとに１回、毎週１回、１０日ごとに１回、２週間ごとに１回、３週間ごと
に１回、毎月１回、６週間ごとに１回、２カ月ごとに１回、１０週間ごとに１回、または
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３カ月ごとに１回投与することができる。これに関して、患者の応答および臨床的慣行に
基づき、投与量を変化させることもでき、投与間隔を調整することもできることが認識さ
れる。
【０２３４】
投与量およびレジメンはまた、開示される治療用組成物について、１回または複数回の
投与を施された個体において、経験的に決定することもできる。例えば、個体には、本明
細書で記載される通りに生成された治療用組成物を、投与量を漸増させて施すことができ
る。選択された実施形態では、投与量は、それぞれ、経験的に決定されるかまたは観察さ
れる副作用または毒性に基づき、段階的に増加させることもでき、低減するかまたは減じ
ることもできる。選択された組成物の有効性を評価するには、既に記載されている通り、

40

具体的な疾患、障害、または状態についてのマーカーを追跡することができる。がんでは
、マーカーは、触診もしくは目視観察を介する腫瘍サイズの直接的な測定、ｘ線もしくは
他のイメージング技法による腫瘍サイズの間接的な測定；直接的な腫瘍の生検および腫瘍
試料の顕微鏡観察により評価される改善；間接的な腫瘍マーカー（例えば、前立腺がんに
ついてのＰＳＡ）もしくは本明細書で記載される方法に従い同定される、腫瘍形成性抗原
の測定；疼痛もしくは麻痺の軽減；腫瘍と関連する発話、視覚、呼吸、もしくは他の身体
機能障害の改善；食欲の増進；または受け入れられた検査により測定される生活の質の向
上もしくは生存の延長を含む。当業者には、投与量が、個体、新生物性状態の種類、新生
物性状態の病期、新生物性状態が個体における他の場所に転移し始めたかどうか、ならび
に過去に使用された処置および現在用いられている処置に応じて変化することが明らかで
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ある。
【０２３５】
３．組合せ療法
本発明によれば、組合せ療法は、望ましくない新生物性の細胞増殖を減少させるもしく
は阻害するか、がんの発生を減少させるか、がんの再発を減少させるかもしくは防止する
か、またはがんの拡大もしくは転移を減少させるもしくは防止するのに特に有用でありう
る。このような場合、本発明のＡＤＣは、除去しなければ腫瘍塊を支持して永続化させる
ＣＳＣを除去し、これにより現行の標準治療である減量剤または抗がん剤のより有効な使
用を可能とする、増感剤または化学増感剤として機能することが可能である。すなわち、
ある特定の実施形態では、開示されるＡＤＣは、投与される別の治療剤の作用様式を強化
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する、効果の増強（例えば、本質的に相加的または相乗作用的増強）をもたらしうる。本
発明の文脈では、「組合せ療法」は、広義に解釈されるものとし、単に部位特異的ＡＤＣ
および１種または複数の抗がん剤の投与を指し、その抗がん剤としては、特異的アプロー
チおよび非特異的アプローチの両方を含む、細胞傷害剤、細胞増殖抑制剤、抗脈管形成剤
、減量剤、化学療法剤、放射線療法および放射線療法剤、標的化された抗がん剤（モノク
ローナル抗体および低分子実体の両方を含む）、ＢＲＭ、治療用抗体、がんワクチン、サ
イトカイン、ホルモン療法、照射療法、および抗転移剤、ならびに免疫療法剤を含むがこ
れらに限定されない。
【０２３６】
組合せによる結果が、各処置（例えば、ＡＤＣおよび抗がん剤）を個別に実施する場合
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に観察される効果の相加物となることは要求されていない。少なくとも相加効果が一般的
に所望されるが、抗腫瘍効果の任意の増加であって、単剤療法の抗腫瘍効果を上回る増加
が有益である。さらに、本発明は、組み合わされた処置が相乗効果を呈示することも要し
ない。しかし、当業者は、好ましい実施形態を含む、ある特定の選択された組合せにより
、相乗作用が観察されうることを認識する。
【０２３７】
組合せ療法を実施するには、コンジュゲートおよび抗がん剤を、被験体に、単一の組成
物により同時に投与することもでき、２つまたはこれを超える別個の組成物として、同じ
投与経路または異なる投与経路を使用して、同時に投与することもできる。代替的に、Ａ
ＤＣは、抗がん剤による処置に、例えば、数分間〜数週間の範囲の間隔で先行する場合も

30

あり、後続する場合もある。各送達の間の期間は、抗がん剤とコンジュゲートとが、腫瘍
に対して組合せ効果を及ぼしうるような期間である。少なくとも１つの実施形態では、抗
がん剤およびＡＤＣの両方を、互いから約５分間〜約２週間以内に投与する。さらに他の
実施形態では、ＡＤＣの投与と、抗がん剤の投与の間に、数日間（２、３、４、５、６、
または７日間）が経過する場合もあり、数週間（１、２、３、４、５、６、７、または８
週間）が経過する場合もあり、数カ月間（１、２、３、４、５、６、７、または８カ月間
）が経過する場合もある。
【０２３８】
組合せ療法は、１回、２回、または少なくとも状態が処置されるか、緩和されるか、ま
たは治癒するまでの期間にわたり投与することができる。一部の実施形態では、組合せ療
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法は、複数回にわたり、例えば、毎日３回〜６カ月ごとに１回投与される。投与は、毎日
３回、毎日２回、毎日１回、隔日１回、３日ごとに１回、毎週１回、隔週１回、毎月１回
、隔月１回、３カ月ごとに１回、６カ月ごとに１回などのスケジュールで行うこともでき
、ミニポンプを介して持続的に投与することもできる。組合せ療法は、既に言及された任
意の経路を介して投与することができる。組合せ療法は、腫瘍部位から遠隔の部位に投与
することもできる。
【０２３９】
一実施形態では、部位特異的ＡＤＣを、短い処置サイクルにわたり、１種または複数の
抗がん剤と組み合わせて、それを必要とする被験体に投与する。本発明はまた、非持続的
な投与、または毎日の用量の複数回の部分的な投与への分割も意図する。コンジュゲート
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と抗がん剤とは、隔日または隔週で交互に投与することもでき、一連の抗体処置を施した
後で、抗がん剤療法による１回または複数回にわたる処置を施すこともできる。いずれに
せよ、当業者により理解される通り、化学療法剤および開示されるコンジュゲートの適切
な用量は一般に、ほぼ臨床療法において既に用いられている用量であり、この場合、化学
療法剤は、単独でまたは他の化学療法剤と組み合わせて投与される。
【０２４０】
別の好ましい実施形態では、本発明の部位特異的コンジュゲートを、腫瘍の初期症状後
における再発の可能性を低減するかまたは消失させる維持療法において使用することもで
きる。障害は処置され、初期腫瘍塊を消失させるか、軽減させるか、または他の形で改善
され、それにより患者は無症状であるかまたは寛解していることが好ましい。このような
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ときは、標準的な診断手順を使用して、疾患の徴候がほとんどまたは全くなくてもなお、
被験体に、薬学的有効量の、開示されるコンジュゲートを、１回または複数回にわたり投
与することができる。一部の実施形態では、ＡＤＣは、毎週、隔週、毎月、６週間ごと、
２カ月ごと、３カ月ごと、６カ月ごと、または毎年など、ある期間にわたり、定期的なス
ケジュールで投与される。本明細書の教示を踏まえるなら、当業者は、疾患再発の潜在的
可能性を低減する好適な投与量および投与レジメンをたやすく決定しうる。さらに、この
ような処置は、患者の応答ならびに臨床パラメータおよび診断パラメータに応じて、数週
間、数カ月間、数年間の期間にわたり、なおまたは無期限に継続しうる。
【０２４１】
さらに別の好ましい実施形態では、本発明のＡＤＣを、減量手順後において、腫瘍転移
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の可能性を防止または低減するために、予防的に使用することもでき、アジュバント療法
として使用することもできる。本開示で使用される「減量手順」とは、広義で定義され、
腫瘍または腫瘍の増殖を、消失させるか、低減するか、処置するか、または改善する、任
意の手順、技法、または方法を意味するものとする。例示的な減量手順は、手術、照射処
置（すなわち、ビーム照射）、化学療法、免疫療法、または切除を含むがこれらに限定さ
れない。腫瘍の転移を低減する臨床手順、診断手順、または治療診断手順により示唆され
る通り、本開示の観点に照らして当業者によりたやすく決定される適切な時点において、
開示されるＡＤＣを投与することができる。コンジュゲートは、標準的な技法を使用して
決定される薬学的に有効な投与量で、１回または複数回にわたり投与することができる。
投与レジメンは、その改変を可能とする、適切な診断技法またはモニタリング技法を伴う

30

ことが好ましい。
【０２４２】
本発明のさらに他の実施形態は、開示されるコンジュゲートを、無症状であるが、増殖
性障害を発症する危険性がある被験体に投与することを含む。すなわち、本発明のコンジ
ュゲートは、真に防止的な意味で使用することができ、調査または検査され、１つまたは
複数の言及された危険因子（例えば、ゲノムによる徴候、家族歴、ｉｎ
ｉｎ

ｖｉｖｏまたは

ｖｉｔｒｏにおける検査結果など）を有するが、新生物を発症していない患者へも

施すことができる。このような場合、当業者であれば、経験的な観察によるかまたは受け
入れられた臨床的慣行により、有効な投与レジメンを決定することが可能である。
【０２４３】
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４．抗がん剤
用語「抗がん剤」または「抗増殖剤」は、がんなど、細胞増殖性障害の処置に使用する
ことができる任意の薬剤を意味し、その例として、細胞傷害剤、細胞増殖抑制剤、抗脈管
形成剤、減量剤、化学療法剤、放射線療法および放射線療法剤、標的化抗がん剤、ＢＲＭ
、治療抗体、がんワクチン、サイトカイン、ホルモン療法、放射線療法ならびに抗転移薬
剤ならびに免疫療法剤が挙げられるがこれらに限定されない。上で論じた通り、選択され
る実施形態において、このような抗がん剤が、コンジュゲートを構成することができ、投
与に先立ち開示されている部位特異的抗体と会合させることができることが認識される。
より具体的には、ある特定の実施形態において、選択された抗がん剤は、操作された抗体
の不対合システインに連結されて、本明細書に示されている操作されたコンジュゲートを
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もたらす。したがって、このような操作されたコンジュゲートは、本発明の範囲内にある
と明確に企図されている。他の実施形態において、開示されている抗がん剤は、上に示さ
れている異なる治療剤を含む部位特異的コンジュゲートと組み合わせて与えられる。
【０２４４】
本明細書で使用される「細胞傷害剤」という用語は、細胞に対して毒性であり、細胞の
機能を減少させるかもしくは阻害し、かつ／または細胞の破壊を引き起こす物質を意味す
る。ある特定の実施形態では、その物質は、生物に由来する天然に存在する分子である。
細胞傷害剤の例は、細菌の低分子毒素もしくは酵素的活性毒素（例えば、ジフテリア（Di
ptheria）毒素、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ属内毒素および外毒素、ブドウ球菌エンテロト
キシンＡ）、真菌の低分子毒素もしくは酵素的活性毒素（例えば、α−サルシン、レスト
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リクトシン）、植物の低分子毒素もしくは酵素的活性毒素（例えば、アブリン、リシン、
モデクシン、ビスクミン、アメリカヤマゴボウ抗ウイルスタンパク質、サポリン、ゲロニ
ン、モモリジン、トリコサンチン、オオムギ毒素、Ａｌｅｕｒｉｔｅｓ
ンパク質、ジアンチンタンパク質、Ｐｈｙｔｏｌａｃｃａ

ｆｏｒｄｉｉタ

ｍｅｒｉｃａｎａタンパク質

（ＰＡＰＩ、ＰＡＰＩＩ、およびＰＡＰ−Ｓ）、Ｍｏｍｏｒｄｉｃａ
ａによる阻害剤、クルシン、クロチン、ｓａｐｏｎａｒｉａ

ｃｈａｒａｎｔｉ

ｏｆｆｉｃｉｎａｌｉｓに

よる阻害剤、ゲロニン、ミトゲリン（mitegellin）、レストリクトシン、フェノマイシン
、ネオマイシン、およびトリコテセン）、または動物の低分子毒素もしくは酵素的活性毒
素（例えば、それらの断片および／または変異体を含む、細胞外膵臓ＲＮアーゼなどの細
胞傷害性ＲＮアーゼ；ＤＮアーゼＩ）を含むがこれらに限定されない。
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【０２４５】
本発明の目的では、「化学療法剤」は、がん細胞の成長、増殖および／または生存を非
特異的に減少させるまたは阻害する化学化合物（例えば、細胞傷害剤または細胞増殖抑制
剤）を含む。このような化学薬品は、細胞成長または細胞分裂に必要な細胞内過程を対象
とすることが多く、したがって、一般に成長および分裂が急速であるがん性細胞に対して
特に有効である。例えば、ビンクリスチンは、微小管を脱重合化し、これにより、細胞が
有糸分裂に入ることを阻害する。一般に、化学療法剤は、がん性細胞またはがん性となる
可能性がある細胞もしくは腫瘍形成性の後代を発生させる可能性がある細胞（例えば、Ｔ
ＩＣ）を阻害するかまたは阻害するように設計された、任意の化学薬品を含みうる。この
ような薬剤は、組合せで、例えば、ＣＨＯＰまたはＦＯＬＦＩＲＩなどのレジメンで投与
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されることが多く、最も有効であることが多い。
【０２４６】
本発明の部位特異的構築物（部位特異的コンジュゲートの構成要素として、またはコン
ジュゲートしていない状態のいずれか）と組み合わせて使用されうる抗がん剤の例は、ア
ルキル化剤、スルホン酸アルキル、アジリジン、エチレンイミンおよびメチルアミラミン
、アセトゲニン、カンプトテシン、ブリオスタチン、カリスタチン、ＣＣ−１０６５、ク
リプトフィシン、ドラスタチン、デュオカルマイシン、エリュテロビン（eleutherobin）
、パンクラチスタチン、サルコジクチイン（sarcodictyin）、スポンジスタチン、ナイト
ロジェンマスタード、抗生物質、エンジイン抗生物質、ジネミシン、ビスホスホネート、
エスペラミシン、色素タンパク質、エンジイン抗生物質発色団、アクラシノマイシン、ア
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クチノマイシン、アントラマイシン（authramycin）、アザセリン、ブレオマイシン、ア
クチノマイシン（cactionomycin）、カラビシン、カルミノマイシン、カルジノフィリン
、クロモマイシン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、デトルビシン、６−ジアゾ−５
−オキソ−Ｌ−ノルロイシン、ドキソルビシンであるＡＤＲＩＡＭＹＣＩＮ（登録商標）
、エピルビシン、エソルビシン、イダルビシン、マルセロマイシン、マイトマイシン、ミ
コフェノール酸、ノガラマイシン、オリボマイシン、ペプロマイシン、ポトフィロマイシ
ン、ピューロマイシン、ケラマイシン、ロドルビシン、ストレプトニグリン、ストレプト
ゾシン、ツベルシジン、ウベニメクス、ジノスタチン、ゾルビシン；代謝拮抗剤、エルロ
チニブ、ベムラフェニブ、クリゾチニブ、ソラフェニブ、イブルチニブ、エンザルタミド
、葉酸類似体、プリン類似体、アンドロゲン、抗副腎剤、フロリン酸などの葉酸補充剤、
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アセグラトン、アルドホスファミドグリコシド、アミノレブリン酸、エニルウラシル、ア
ムサクリン、ベストラブシル、ビサントレン、エダトレキサート、デフォファミン、デメ
コルシン、ジアジコン、エルフォルニチン、酢酸エリプチニウム、エポチロン、エトグル
シド、硝酸ガリウム、ヒドロキシウレア、レンチナン、ロニダイニン、メイタンシノイド
、ミトグアゾン、ミトキサントロン、モピダンモール、ニトラエリン、ペントスタチン、
フェナメット、ピラルビシン、ロソキサントロン、ポドフィリン酸、２−エチルヒドラジ
ド、プロカルバジン、多糖複合体であるＰＳＫ（登録商標）（ＪＨＳ

Ｎａｔｕｒａｌ

Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、Ｅｕｇｅｎｅ、ＯＲ）、ラゾキサン；リゾキシン；シゾフィラン；ス
ピロゲルマニウム；テヌアゾン酸；トリアジコン；２，２

，２

−トリクロロトリエ

チルアミン；トリコテセン（とりわけ、Ｔ−２トキシン、ベラクリンＡ、ロリジンＡ、お
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よびアングイジン）；ウレタン；ビンデシン；ダカルバジン；マンノムスチン；ミトブロ
ニトール；ミトラクトール；ピポブロマン；ガシトシン；アラビノシド（「Ａｒａ−Ｃ」
）；シクロホスファミド；チオテパ；タキソイド、クロランブシル；ゲムシタビンである
ＧＥＭＺＡＲ（登録商標）；６−チオグアニン；メルカプトプリン；メトトレキサート；
白金類似体、ビンブラスチン；白金；エトポシド（ＶＰ−１６）；イホスファミド；ミト
キサントロン；ビンクリスチン；ビノレルビンであるＮＡＶＥＬＢＩＮＥ（登録商標）；
ノバントロン；テニポシド；エダトレキサート；ダウノマイシン；アミノプテリン；ゼロ
ーダ；イバンドロネート；イリノテカン（Ｃａｍｐｔｏｓａｒ、ＣＰＴ−１１）、トポイ
ソメラーゼ阻害剤であるＲＦＳ

２０００；ジフルオロメチルオルニチン（difluorometl

hylornithine）；レチノイド；カペシタビン；コンブレタスタチン；ロイコボリン；オキ
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サリプラチン；ＰＫＣ−アルファ、Ｒａｆ、Ｈ−Ｒａｓ、ＥＧＦＲ、およびＶＥＧＦ−Ａ
の阻害剤であって、細胞増殖を低減する阻害剤、ならびに上記のうちのいずれかの薬学的
に許容される塩、酸、または誘導体を含むがこれらに限定されない。この定義にはまた、
腫瘍におけるホルモン作用を調節または阻害するように作用する抗ホルモン剤であって、
抗エストロゲン剤および選択的エストロゲン受容体モジュレーター、副腎におけるエスト
ロゲンの産生を調節する酵素であるアロマターゼを阻害するアロマターゼ阻害剤、ならび
に抗アンドロゲン剤などの抗ホルモン剤のほか；トロキサシタビン（１，３−ジオキソラ
ンヌクレオシドシトシン類似体）；アンチセンスオリゴヌクレオチド；ＶＥＧＦ発現阻害
剤およびＨＥＲ２発現阻害剤などのリボザイム；ワクチン、ｒＩＬ−２であるＰＲＯＬＥ
ＵＫＩＮ（登録商標）；トポイソメラーゼ１阻害剤であるＬＵＲＴＯＴＥＣＡＮ（登録商
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標）；ｒｍＲＨであるＡＢＡＲＥＬＩＸ（登録商標）；ビノレルビン、およびエスペラミ
シン、ならびに上記のうちのいずれかの薬学的に許容される塩、酸、または誘導体も含ま
れる。
【０２４７】
特に好ましい抗がん剤は、エルロチニブ（ＴＡＲＣＥＶＡ（登録商標）、Ｇｅｎｅｎｔ
ｅｃｈ／ＯＳＩ

Ｐｈａｒｍ．）、ドセタキセル（ＴＡＸＯＴＥＲＥ（登録商標）、Ｓａ

ｎｏｆｉ−Ａｖｅｎｔｉｓ）、５−ＦＵ（フルオロウラシル、５−フルオロウラシル、Ｃ
ＡＳ番号：５１−２１−８）、ゲムシタビン（ＧＥＭＺＡＲ（登録商標）、Ｌｉｌｌｙ）
、ＰＤ−０３２５９０１（ＣＡＳ番号：３９１２１０−１０−９、Ｐｆｉｚｅｒ）、シス
プラチン（ｃｉｓ−ジアミンジクロロ白金（ＩＩ）、ＣＡＳ番号：１５６６３−２７−１
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）、カルボプラチン（ＣＡＳ番号：４１５７５−９４−４）、パクリタキセル（ＴＡＸＯ
Ｌ（登録商標）、Ｂｒｉｓｔｏｌ−Ｍｙｅｒｓ

Ｓｑｕｉｂｂ

Ｏｎｃｏｌｏｇｙ、Ｐｒ

ｉｎｃｅｔｏｎ、Ｎ．Ｊ．）、トラスツズマブ（ＨＥＲＣＥＰＴＩＮ（登録商標）、Ｇｅ
ｎｅｎｔｅｃｈ）、テモゾロミド（４−メチル−５−オキソ−２，３，４，６，８−ペン
タアザビシクロ（pentazabicyclo）［４．３．０］ノナ−２，７，９−トリエン−９−カ
ルボキサミド、ＣＡＳ番号：８５６２２−９３−１、ＴＥＭＯＤＡＲ（登録商標）、ＴＥ
ＭＯＤＡＬ（登録商標）、Ｓｃｈｅｒｉｎｇ

Ｐｌｏｕｇｈ）、タモキシフェン（（Ｚ）

−２−［４−（１，２−ジフェニルブタ−１−エニル）フェノキシ］−Ｎ，Ｎ−ジメチル
エタンアミン、ＮＯＬＶＡＤＥＸ（登録商標）、ＩＳＴＵＢＡＬ（登録商標）、ＶＡＬＯ
ＤＥＸ（登録商標））、およびドキソルビシン（ＡＤＲＩＡＭＹＣＩＮ（登録商標））な
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ど、市販の化合物または臨床で利用可能な化合物を含む。さらなる市販の抗がん剤または
、さらなる臨床で利用可能な抗がん剤は、オキサリプラチン（ＥＬＯＸＡＴＩＮ（登録商
標）、Ｓａｎｏｆｉ）、ボルテゾミブ（ＶＥＬＣＡＤＥ（登録商標）、Ｍｉｌｌｅｎｎｉ
ｕｍ

Ｐｈａｒｍ．）、スーテント（ＳＵＮＩＴＩＮＩＢ（登録商標）、ＳＵ１１２４８

、Ｐｆｉｚｅｒ）、レトロゾール（ＦＥＭＡＲＡ（登録商標）、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、メ
シル酸イマチニブ（ＧＬＥＥＶＥＣ（登録商標）、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ＸＬ−５１８（
Ｍｅｋ阻害剤、Ｅｘｅｌｉｘｉｓ、ＷＯ２００７／０４４５１５）、ＡＲＲＹ−８８６（
Ｍｅｋ阻害剤、ＡＺＤ６２４４、Ａｒｒａｙ

ＢｉｏＰｈａｒｍａ、Ａｓｔｒａ

ｅｃａ）、ＳＦ−１１２６（ＰＩ３Ｋ阻害剤、Ｓｅｍａｆｏｒｅ

Ｚｅｎ

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ

ｉｃａｌｓ）、ＢＥＺ−２３５（ＰＩ３Ｋ阻害剤、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ＸＬ−１４７（
ＰＩ３Ｋ阻害剤、Ｅｘｅｌｉｘｉｓ）、ＰＴＫ７８７／ＺＫ

10

２２２５８４（Ｎｏｖａｒ

ｔｉｓ）、フルベストラント（ＦＡＳＬＯＤＥＸ（登録商標）、ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ
）、ロイコボリン（フォリン酸）、ラパマイシン（シロリムス、ＲＡＰＡＭＵＮＥ（登録
商標）、Ｗｙｅｔｈ）、ラパチニブ（ＴＹＫＥＲＢ（登録商標）、ＧＳＫ５７２０１６、
Ｇｌａｘｏ

Ｓｍｉｔｈ

Ｋｌｉｎｅ）、ロナファルニブ（ＳＡＲＡＳＡＲ（商標）、Ｓ

ＣＨ６６３３６、Ｓｃｈｅｒｉｎｇ

Ｐｌｏｕｇｈ）、ソラフェニブ（ＮＥＸＡＶＡＲ（

登録商標）、ＢＡＹ４３−９００６、Ｂａｙｅｒ

Ｌａｂｓ）、ゲフィチニブ（ＩＲＥＳ

ＳＡ（登録商標）、ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）、イリノテカン（ＣＡＭＰＴＯＳＡＲ（登
録商標）、ＣＰＴ−１１、Ｐｆｉｚｅｒ）、チピファルニブ（ＺＡＲＮＥＳＴＲＡ（商標
）、Ｊｏｈｎｓｏｎ

＆

Ｊｏｈｎｓｏｎ）、ＡＢＲＡＸＡＮＥ（商標）（Ｃｒｅｍｏｐ
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ｈｏｒ非含有）、アルブミンで操作されたパクリタキセルのナノ粒子製剤（Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ

Ｐａｒｔｎｅｒｓ、Ｓｃｈａｕｍｂｅｒｇ、Ｉｌ

）、バンデタニブ（ｒＩＮＮ、ＺＤ６４７４、ＺＡＣＴＩＭＡ（登録商標）、Ａｓｔｒａ
Ｚｅｎｅｃａ）、クロラムブシル、ＡＧ１４７８、ＡＧ１５７１（ＳＵ５２７１；Ｓｕｇ
ｅｎ）、テムシロリムス（ＴＯＲＩＳＥＬ（登録商標）、Ｗｙｅｔｈ）、パゾパニブ（Ｇ
ｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、カンフォスファミド（ＴＥＬＣＹＴＡ（登録商標）、
Ｔｅｌｉｋ）、チオテパ、およびシクロホスファミド（cyclosphosphamide）（ＣＹＴＯ
ＸＡＮ（登録商標）、ＮＥＯＳＡＲ（登録商標））；ビノレルビン（ＮＡＶＥＬＢＩＮＥ
（登録商標））；カペシタビン（ＸＥＬＯＤＡ（登録商標）、Ｒｏｃｈｅ）、タモキシフ
ェン（ＮＯＬＶＡＤＥＸ（登録商標）；タモキシフェンクエン酸塩、ＦＡＲＥＳＴＯＮ（
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登録商標）（トレミフェンクエン酸塩）ＭＥＧＡＳＥ（登録商標）（酢酸メゲストロール
）、ＡＲＯＭＡＳＩＮ（登録商標）（エキセメスタン；Ｐｆｉｚｅｒ）、ホルメスタン（
formestanie）、ファドロゾール、ＲＩＶＩＳＯＲ（登録商標）（ボロゾール）、ＦＥＭ
ＡＲＡ（登録商標）（レトロゾール；Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、およびＡＲＩＭＩＤＥＸ（登
録商標）（アナストロゾール；ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）を含む。
【０２４８】
他の実施形態では、本発明の部位特異的コンジュゲートを、現在臨床試験であるか、ま
たは市販されている、多数の抗体（または免疫療法剤）のうちのいずれか１つと組み合わ
せて使用することができる。この目的で、開示されるコンジュゲートは、アバゴボマブ、
アデカツムマブ、アフツズマブ、アレムツズマブ、アルツモマブ、アマツキシマブ、アナ
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ツモマブ、アルシツモマブ、バビツキシマブ、ベクツモマブ、ベバシズマブ、ビバツズマ
ブ、ブリナツモマブ、ブレンツキシマブ、カンツズマブ、カツマキソマブ、セツキシマブ
、シタツズマブ、シクスツムマブ、クリバツズマブ、コナツムマブ、ダラツムマブ、ドロ
ジツマブ、デュリゴツマブ（duligotumab）、デュシギツマブ（dusigitumab）、デツモマ
ブ、ダセツズマブ、ダロツズマブ、エクロメキシマブ、エロツズマブ、エンシツキシマブ
、エルツマキソマブ、エタラシズマブ、ファルレツズマブ、フィクラツズマブ、フィギツ
ムマブ、フランボツマブ、フツキシマブ、ガニツマブ、ゲムツズマブ、ギレンツキシマブ
、グレムバツムマブ、イブリツモマブ、イゴボマブ、イマガツズマブ、インダツキシマブ
、イノツズマブ、インテツムマブ、イピリムマブ、イラツムマブ、ラベツズマブ、レキサ
ツムマブ、リンツズマブ、ロルボツズマブ、ルカツムマブ、マパツムマブ、マツズマブ、
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ミラツズマブ、ミンレツモマブ、ミツモマブ、モキセツモマブ、ナルナツマブ、ナプツモ
マブ、ネシツムマブ、ニモツズマブ、ノフェツモマブ（nofetumomabn）、オカラツズマブ
、オファツムマブ、オララツマブ、オナルツズマブ、オポルツズマブ、オレゴボマブ、パ
ニツムマブ、パルサツズマブ、パトリツマブ、ペムツモマブ、ペルツズマブ、ピンツモマ
ブ、プリツムマブ、ラコツモマブ、ラムシルマブ、ラドレツマブ、リロツムマブ、リツキ
シマブ、ロバツムマブ、サツモマブ、シブロツズマブ、シルツキシマブ、シムツズマブ、
ソリトマブ、タカツズマブ、タプリツモマブ、テナツモマブ、テプロツムマブ、チガツズ
マブ、トシツモマブ、トラスツズマブ、ツコツズマブ、ウブリツキシマブ、ベルツズマブ
、ボルセツズマブ、ボツムマブ、ザルツムマブ、ＣＣ４９、３Ｆ８、およびこれらの組合
せからなる群から選択される抗体と組み合わせて使用することができる。

10

【０２４９】
また他の特に好ましい実施形態は、がん治療について試験中であるかまたは承認された
抗体であって、リツキシマブ、トラスツズマブ、ゲムツズマブオゾガマイシン（gemtuzum
ab

ozogamcin）、アレムツズマブ、イブリツモマブチウキセタン、トシツモマブ、ベバ

シズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ、ラムシルマブ、オファツムマブ、イピリムマブ
、およびブレンツキシマブベドチンを含むがこれらに限定されない抗体の使用を含む。当
業者は、本明細書の教示に適合性のさらなる抗がん剤をたやすく同定することが可能であ
る。
【０２５０】
５．放射線療法

20

本発明はまた、部位特異的コンジュゲートの、放射線療法（すなわち、腫瘍細胞内で局
所的にＤＮＡの損傷を誘導する任意の機構であって、例えば、ガンマ線照射、Ｘ線、ＵＶ
照射、マイクロ波、電子放出などの機構）との組合せももたらす。また、放射性同位元素
の、腫瘍細胞への方向付けられた送達を使用する組合せ療法も意図され、開示されるコン
ジュゲートを、標的化された抗がん剤または他の標的化手段との関連で使用することがで
きる。放射線療法は、約１〜約２週間の期間にわたり、パルスで投与されることが典型的
である。頭頸部がんを有する被験体には、放射線療法を、約６〜７週間にわたり投与する
ことができる。任意選択で、放射線療法は、単回投与として投与することもでき、複数回
にわたる逐次投与として投与することもできる。
【０２５１】

30

ＶＩ．適応
本発明のＡＤＣを使用して、任意の増殖性障害の発生または再発を処置、防止、管理、
または阻害しうることが認識される。したがって、単独で投与されるのであれ、抗がん剤
または放射線療法と組み合わせて投与されるのであれ、本発明のＡＤＣは、患者または被
験体における新生物性状態であって、良性腫瘍または悪性疾患（例えば、副腎癌、肝臓（
ｌｉｖｅｒ）癌、腎臓癌、膀胱癌、乳癌、胃癌、卵巣癌、結腸直腸癌、前立腺癌、膵臓癌
、肺癌、甲状腺癌、肝臓（ｈｅｐａｔｉｃ）癌、子宮頸癌、子宮内膜癌、食道癌、および
子宮癌；肉腫；神経膠芽腫；および多様な頭頸部腫瘍）；白血病およびリンパ系悪性疾患
；ニューロンの障害、神経膠障害、星状細胞障害、視床下部障害、ならびに他の腺障害、
マクロファージ障害、上皮障害、間質障害、および胞胚腔障害；ならびに炎症性障害、脈

40

管形成性障害、免疫障害、および病原体により引き起こされる障害など、他の障害を含み
うる新生物性状態を一般に処置するのに特に有用である。特に、処置の重要な標的は、充
実性腫瘍を含む新生物性状態であるが、血液悪性疾患も、本発明の範囲内にある。
【０２５２】
本明細書の、状態を処置する文脈で使用される「処置」という用語は一般に、処置およ
び治療であって、ヒトに対するものであれ、動物（例えば、獣医学的適用における）に対
するものであれ、そこにおけるいくらかの所望される治療効果、例えば、進行速度の低減
、進行速度の停止、状態の退縮、状態の改善、および状態の治癒を含む、状態の進行の阻
害が達成される処置および治療に関する。また、予防的措置（すなわち、予防、防止）と
しての処置も含まれる。
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【０２５３】
本明細書で使用される「治療有効量」という用語は、活性化合物、または活性化合物を
含む材料、組成物、もしくは剤形（dosage

from）の量であって、所望される処置レジメ

ンに従い投与されるときに、妥当な有益性／危険性比に見合った、いくらかの所望される
治療効果をもたらすのに有効な量に関する。
【０２５４】
同様に、本明細書で使用される「予防有効量」という用語は、活性化合物、または活性
化合物を含む材料、組成物、もしくは剤形の量であって、所望される処置レジメンに従い
投与されるときに、妥当な有益性／危険性比に見合った、いくらかの所望される予防効果
をもたらすのに有効な量に関する。

10

【０２５５】
より具体的に述べると、本発明に従う処置にかけられる新生物性状態は、副腎腫瘍、Ａ
ＩＤＳ関連がん、胞巣状軟部肉腫、星状細胞腫瘍、膀胱がん（扁平上皮癌および移行細胞
癌）、骨がん（アダマンチノーマ、動脈瘤性骨嚢胞、骨軟骨腫、骨肉腫）、脳脊髄腫瘍、
転移性脳腫瘍、乳がん、頸動脈小体腫瘍、子宮頸がん、軟骨肉腫、脊索腫、嫌色素性腎細
胞癌、明細胞癌、結腸がん、結腸直腸がん、皮膚良性線維性組織球腫、線維形成性小円形
細胞腫瘍、上衣腫、ユーイング腫瘍、骨外性粘液型軟骨肉腫、骨性線維形成不全症（fibr
ogenesis

imperfecta

ossium）、線維性骨異形成症、胆嚢胆管がん、妊娠性絨毛疾患、

生殖細胞腫瘍、頭頸部がん、膵島細胞腫瘍、カポジ肉腫、腎臓がん（腎芽細胞腫、乳頭状
腎細胞癌）、白血病、脂肪腫／良性脂肪腫性腫瘍、脂肪肉腫／悪性脂肪腫性腫瘍、肝臓が

20

ん（肝芽腫、肝細胞癌）、リンパ腫、肺がん（小細胞癌、腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌な
ど）、髄芽腫、黒色腫、髄膜腫、多発性内分泌腺腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、
神経芽腫、神経内分泌腫瘍、卵巣がん、膵臓がん、甲状腺乳頭癌、副甲状腺腫瘍、小児が
ん、末梢神経鞘腫瘍、褐色細胞腫、下垂体腫瘍、前立腺がん、後ブドウ膜黒色腫（poster
ious

unveal

melanoma）、まれな血液障害、腎転移がん、ラブドイド腫瘍、横紋筋肉腫

（rhabdomysarcoma）、肉腫、皮膚がん、軟組織肉腫、扁平上皮がん、胃がん、滑膜肉腫
、精巣がん、胸腺癌、胸腺腫、甲状腺転移がん、および子宮がん（子宮頸癌、子宮内膜癌
、および平滑筋腫）を含むがこれらに限定されない群から選択することができる。
【０２５６】
ある特定の好ましい実施形態では、増殖性障害は、副腎腫瘍、肝腫瘍、腎腫瘍、膀胱腫

30

瘍、乳房腫瘍、胃腫瘍、卵巣腫瘍、子宮頸腫瘍、子宮腫瘍、食道腫瘍、結腸直腸腫瘍、前
立腺腫瘍、膵臓腫瘍、肺腫瘍（小細胞腫瘍および非小細胞腫瘍の両方）、甲状腺腫瘍、癌
、肉腫、神経膠芽細胞腫、および多様な頭頸部腫瘍を含むがこれらに限定されない、充実
性腫瘍を含む。他の好ましい実施形態では、かつ、下記の実施例で示される通り、開示さ
れるＡＤＣは、小細胞肺がん（ＳＣＬＣ）、および非小細胞肺がん（ＮＳＣＬＣ）（例え
ば、扁平上皮性非小細胞肺がんまたは扁平上皮性小細胞肺がん）の処置においてとりわけ
有効である。一実施形態では、肺がんは、不応性であるか、再発性であるか、または白金
ベースの薬剤（例えば、カルボプラチン、シスプラチン、オキサリプラチン、トポテカン
）および／もしくはタキサン（例えば、ドセタキセル、パクリタキセル、ラロタキセル、
またはカバジタキセル）に対して抵抗性である。

40

【０２５７】
特に好ましい実施形態では、開示されるＡＤＣを使用して、小細胞肺がんを処置するこ
とができる。このような実施形態に関して述べると、コンジュゲートモジュレーターは、
限局型病期の疾患を呈示する患者に投与することができる。他の実施形態では、開示され
るＡＤＣは、進展型病期の疾患を呈示する患者に投与される。他の好ましい実施形態では
、開示されるＡＤＣは、不応性患者（すなわち、初期治療のコースの完了の間において、
または初期治療のコースを完了したすぐ後で再発する患者）または再発性小細胞肺がん患
者に投与される。また他の実施形態は、開示されるＡＤＣの、感受性の患者（すなわち、
再発が一次治療後２〜３カ月間を超える患者）への投与を含む。各場合に、適合性のＡＤ
Ｃは、選択された投与レジメンおよび臨床診断に応じて、他の抗がん剤と組み合わせて使
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用しうることが認識される。
【０２５８】
上記で論じた通り、開示されるＡＤＣはさらに、神経内分泌腫瘍を含む、神経内分泌特
徴または表現型を有する腫瘍を防止、処置、または診断するのにも使用することができる
。分散した内分泌系（dispersed

endocrine

system）から生じる真性またはカノニカル

の神経内分泌腫瘍（ＮＥＴ）は、比較的まれであり、人口１００，０００人当たりの発生
数は２〜５例であるが、高度に侵襲性である。神経内分泌腫瘍は、腎臓、尿生殖路（膀胱
、前立腺、卵巣、子宮頸部、および子宮内膜）、消化管（結腸、胃）、甲状腺（髄様甲状
腺がん）、および肺（小細胞肺癌および大細胞性神経内分泌癌）において生じる。これら
の腫瘍は、セロトニンおよび／またはクロモグラニンＡを含む複数のホルモンであって、

10

カルチノイド症候群として公知の、消耗性の症状を引き起こすことができるホルモンを分
泌しうる。このような腫瘍は、ニューロン特異的エノラーゼ（ＮＳＥ、ガンマエノラーゼ
としてもまた公知であり、遺伝子記号＝ＥＮＯ２である）、ＣＤ５６（またはＮＣＡＭ１
）、クロモグラニンＡ（ＣＨＧＡ）、およびシナプトフィシン（ＳＹＰ）など、陽性の免
疫組織化学マーカーによって表される場合もあり、ＡＳＣＬ１など、発現の上昇を呈示す
ることが公知の遺伝子によって表される場合もある。残念ながら、従来の化学療法は、Ｎ
ＥＴを処置するのにそれほど有効でなく、肝転移が一般的な転帰である。
【０２５９】
開示されるＡＤＣは、神経内分泌腫瘍を処置するのに使用すると有利でありうるが、開
示されるＡＤＣはまた、遺伝子型または表現型において、カノニカルの神経内分泌腫瘍と

20

共通の形質を模倣するか、これらに酷似するか、またはこれらを呈示する、偽性神経内分
泌腫瘍（pseudo

neuroendocrine

tumor）（ｐＮＥＴ）を処置、防止、または診断する

のにも使用することができる。偽性神経内分泌腫瘍または神経内分泌特徴を有する腫瘍と
は、散在する神経内分泌系の細胞、または発がん性過程において、神経内分泌系の分化カ
スケードが異常に再活性化した細胞から生じる腫瘍である。このようなｐＮＥＴは一般に
、生物学的に活性のアミン、神経伝達物質、およびペプチドホルモンのサブセットを産生
する能力を含むある特定の表現型または生化学的特徴を、従来から定義されている神経内
分泌腫瘍と共有する。歴史的に述べると、このような腫瘍（ＮＥＴおよびｐＮＥＴ）は、
稠密につなぎ合わされた小細胞であって、細胞病変が穏やかで最小限の細胞質および円形
から楕円形の点状核を有する小細胞を示すことが多い、共通の外見を共有する。本発明の

30

目的では、神経内分泌腫瘍および偽性神経内分泌腫瘍を定義するのに使用されうる、共通
して発現する組織学的マーカーまたは遺伝子マーカーは、クロモグラニンＡ、ＣＤ５６、
シナプトフィシン、ＰＧＰ９．５、ＡＳＣＬ１、およびニューロン特異的エノラーゼ（Ｎ
ＳＥ）を含むがこれらに限定されない。
【０２６０】
したがって、本発明のＡＤＣを使用して、偽性神経内分泌腫瘍およびカノニカルの神経
内分泌腫瘍の両方を処置するのに有益である。これに関して、ＡＤＣは、本明細書で記載
される通り、腎臓、尿生殖路（膀胱、前立腺、卵巣、子宮頸部、および子宮内膜）、消化
管（結腸、胃）、甲状腺（髄様甲状腺がん）、および肺（小細胞肺癌および大細胞性神経
内分泌癌）において生じる、神経内分泌腫瘍（ＮＥＴおよびｐＮＥＴの両方）を処置する

40

のに使用することができる。さらに、本発明のＡＤＣは、ＮＳＥ、ＣＤ５６、シナプトフ
ィシン、クロモグラニンＡ、ＡＳＣＬ１、およびＰＧＰ９．５（ＵＣＨＬ１）からなる群
から選択される、１種または複数のマーカーを発現する腫瘍を処置するのにも使用するこ
とができる。すなわち、本発明は、ＮＳＥ＋であるか、またはＣＤ５６＋であるか、また
はＰＧＰ９．５＋であるか、またはＡＳＣＬ１＋であるか、またはＳＹＰ＋であるか、ま
たはＣＨＧＡ＋であるか、またはこれらのいくつかの組合せである腫瘍を患う被験体を処
置するのに使用することができる。
【０２６１】
血液悪性疾患に関して述べると、本発明の化合物および方法が、多様なＢ細胞リンパ腫
であって、低悪性度ＮＨＬ、濾胞細胞リンパ腫（ＦＣＣ）、マントル細胞リンパ腫（ＭＣ
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Ｌ）、びまん性大細胞リンパ腫（ＤＬＣＬ）、小リンパ球性（ＳＬ）ＮＨＬ、中等悪性度
／濾胞性ＮＨＬ、中等悪性度びまん性ＮＨＬ、高悪性度免疫芽球性ＮＨＬ、高悪性度リン
パ芽球性ＮＨＬ、高悪性度小型非切れ込み核細胞性（high
cell）ＮＨＬ、巨大腫瘤病変（bulky

grade

small

non‑cleaved

disease）ＮＨＬ、ワルデンストレームマクログ

ロブリン血症、リンパ形質細胞性リンパ腫（ＬＰＬ）、マントル細胞リンパ腫（ＭＣＬ）
、濾胞性リンパ腫（ＦＬ）、びまん性大細胞リンパ腫（ＤＬＣＬ）、バーキットリンパ腫
（ＢＬ）、ＡＩＤＳ関連リンパ腫、単球様Ｂ細胞リンパ腫（monocytic

B

cell

lympho

ma）、血管免疫芽球性リンパ腺症、小リンパ球性リンパ芽球腫、濾胞性リンパ芽球腫、び
まん性大細胞リンパ芽球腫、びまん性小型切れ込み核細胞性リンパ芽球腫、大細胞免疫芽
球性リンパ芽球腫、小型非切れ込み核細胞性リンパ腫、バーキットリンパ腫、および非バ

10

ーキットリンパ腫、大細胞を主とする濾胞性リンパ腫；小型切れ込み核細胞を主とする濾
胞性リンパ腫；ならびに小型切れ込み核細胞および大細胞混合型濾胞性リンパ腫を含むＢ
細胞リンパ腫を処置するのに特に有効でありうることがさらに認識される。Gaidonoら、
「Lymphomas」、CANCER：

PRINCIPLES

&

PRACTICE

OF

ONCOLOGY中、２巻：２１３１

〜２１４５頁（DeVitaら編、増補５版、１９９７年）を参照されたい。当業者には、これ
らのリンパ腫は、分類システムの変化のために異なる名称を有することが多く、異なる名
称の下に分類されたリンパ腫を有する患者もまた、本発明の組合せ治療レジメンから利益
を得ることが明らかなはずである。
【０２６２】
本発明はまた、良性腫瘍または前がん性腫瘍を提示する被験体の防止的処置または予防

20

的処置ももたらす。ＤＬＬ３関連障害以外の、任意の特定の種類の腫瘍または増殖性障害
を、本発明を使用する処置から除外すべきだとは考えられない。しかし、腫瘍細胞の種類
は、二次治療剤、特に、化学療法剤および標的化された抗がん剤と組み合わせた本発明の
使用と関与性でありうる。
【０２６３】
処置される「被験体」または「患者」は、ヒトであることが好ましいが、本明細書で使
用される用語は、全ての哺乳動物を含む任意の種を明白に含むと考えられる。したがって
、被験体／患者は、動物、哺乳動物、有胎盤哺乳動物、有袋動物（例えば、カンガルー、
ウォンバット）、単孔動物（例えば、カモノハシ）、齧歯動物（例えば、モルモット、ハ
ムスター、ラット、マウス）、ネズミ科動物（例えば、マウス）、ウサギ目動物（例えば

30

、ウサギ）、鳥類（例えば、トリ）、イヌ科動物（例えば、イヌ）、ネコ科動物（例えば
、ネコ）、ウマ科動物（例えば、ウマ）、ブタ（例えば、ブタ）、ヒツジ属動物（例えば
、ヒツジ）、ウシ属動物（例えば、ウシ）、霊長動物、真猿類（例えば、サルまたは類人
猿）、サル（例えば、マーモセット、ヒヒ）、類人猿（例えば、ゴリラ、チンパンジー、
オランウータン、テナガザル）、またはヒトでありうる。
【０２６４】
ＶＩＩ．診断およびスクリーニング
１．診断
本発明は、増殖性障害を検出、診断またはモニタリングするためのｉｎ
よびｉｎ

ｖｉｔｒｏお

ｖｉｖｏ方法、ならびに患者由来の細胞をスクリーニングして、腫瘍形成性細

40

胞を含む腫瘍細胞を同定する方法を提供する。このような方法は、がんを有する個体を、
がん進行の処置またはモニタリングのために同定するステップを含み、このステップは、
患者または患者から得られる試料（ｉｎ

ｖｉｖｏまたはｉｎ

ｖｉｔｒｏのいずれか）

を本明細書に記載されている抗体と接触させるステップと、試料中の結合または遊離標的
分子への抗体の会合の存在または非存在またはレベルを検出するステップを含む。一部の
実施形態において、抗体は、本明細書に記載されている検出可能な標識またはレポーター
分子とを含む。
【０２６５】
一部の実施形態において、試料中の特定の細胞と抗体との会合は、試料が、腫瘍形成性
細胞を含有し得ることを表わすことができ、これにより、がんを有する個体を本明細書に
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記載されている抗体により有効に処置し得ることを示すことができる。
【０２６６】
試料は、多数のアッセイ、例えば、ラジオイムノアッセイ、酵素イムノアッセイ（例え
ば、ＥＬＩＳＡ）、競合的結合アッセイ、蛍光イムノアッセイ、イムノブロットアッセイ
、ウエスタンブロット解析およびフローサイトメトリーアッセイにより解析することがで
きる。適合性のｉｎ

ｖｉｖｏセラグノスティックアッセイまたは診断アッセイは、当技

術分野において認識されているイメージングまたはモニタリング技法、例えば、当業者に
公知の磁気共鳴画像法、コンピュータ断層撮影（例えば、ＣＡＴスキャン）、ポジトロン
断層撮影（例えば、ＰＥＴスキャン）、Ｘ線検査、超音波などを含むことができる。
10

【０２６７】
特に好ましい実施形態において、本発明の抗体を使用して、患者試料（例えば、血漿ま
たは血液）における特定の決定基（例えば、ＳＥＺ６、ＤＬＬ３またはＣＤ３２４）のレ
ベルを検出および定量することができ、続いてこれを使用して、関連する決定基に関連す
る増殖性障害を検出、診断またはモニタリングすることができる。関係する実施形態にお
いて、本発明の抗体を使用して、ｉｎ

ｖｉｖｏまたはｉｎ

ｖｉｔｒｏのいずれかで循

環腫瘍細胞を検出、モニタリングおよび／または定量することができる（ＷＯ２０１２／
０１２８８０１）。さらに他の実施形態において、循環腫瘍細胞は、腫瘍形成性細胞を含
むことができる。
【０２６８】
本発明のある特定の実施形態において、被験体または被験体由来の試料における腫瘍形

20

成性細胞は、治療法またはレジメンに先立ち開示されている抗体を使用して評価または特
徴付けて、ベースラインを確立することができる。他の例において、腫瘍形成性細胞は、
処置された被験体に由来する試料から評価することができる。
【０２６９】
２．スクリーニング
ある特定の実施形態において、決定基と相互作用することにより腫瘍細胞の機能または
活性を変化させる化合物または薬剤（例えば、増殖性疾患の処置のための薬物）を同定す
るために、抗体を使用して、試料をスクリーニングすることができる。一実施形態におい
て、系または方法は、ある特定の決定基（例えば、ＳＥＺ６、ＤＬＬ３またはＣＤ３２４
）を発現する腫瘍細胞および化合物または薬剤（例えば、薬物）を含み、該細胞および化

30

合物または薬剤は、互いに接触している。このような実施形態において、対象細胞は、開
示されている抗体を使用して同定、モニタリングおよび／または富化されていてよい。
【０２７０】
さらに別の実施形態において、方法は、腫瘍細胞を被験薬剤または化合物と直接的にま
たは間接的に接触させるステップと、被験薬剤または化合物が、決定基関連腫瘍細胞の活
性または機能をモジュレートするか、例えば、細胞形態もしくは生存率、マーカーの発現
、分化もしくは脱分化、細胞呼吸、ミトコンドリア活性、膜完全性、成熟、増殖、生存率
、アポトーシスまたは細胞死を変化させるかを決定するステップとを含む。直接的相互作
用の一例は、物理的相互作用であり、一方、間接的相互作用は、例えば、中間分子におけ
る組成物の作用を含み、これは続いて参照される実体（例えば、細胞または細胞培養物）

40

に作用する。
【０２７１】
スクリーニング方法は、任意選択で所定の位置に、例えば、培養皿、チューブ、フラス
コ、ローラーボトルまたはプレートに配置したかまたは入れた細胞のアレイ（例えば、マ
イクロアレイ）を含むことができる、ハイスループットスクリーニングを含む。ハイスル
ープットロボットまたは手動取り扱い方法は、化学的相互作用を探索し、短期間で多くの
遺伝子の発現レベルを決定することができる。例えば、フルオロフォアまたはマイクロア
レイおよび非常に急な速度で情報を処理する自動解析により、分子シグナルを利用する技
法が開発された。スクリーニングすることができるライブラリーは、例えば、低分子ライ
ブラリー、ファージディスプレイライブラリー、完全ヒト型抗体酵母ディスプレイライブ
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ラリー（Ａｄｉｍａｂ、ＬＬＣ）、ｓｉＲＮＡライブラリーおよびアデノウイルストラン
スフェクションベクターを含む。
【０２７２】
ＶＩＩＩ．製品
また、１つまたは複数の容器を含む医薬パックおよび医薬キットであって、１回または
複数回の投与分の部位特異的ＡＤＣを含むパックおよびキットもまた提供される。ある特
定の実施形態では、１種または複数のさらなる薬剤を有するかまたは伴わずに、例えば、
抗ＤＬＬ３コンジュゲートを含む所定量の組成物を含有する、単位投与量が提供される。
他の実施形態では、このような単位投与量は、単回使用用の注射用プレフィルドシリンジ
で供給される。また他の実施形態では、単位投与量中に含有される組成物は、食塩液、ス

10

クロースなど、ホスフェートなどの緩衝剤などを含む場合もあり、かつ／または安定で有
効なｐＨ範囲内で製剤化される場合もある。代替的に、ある特定の実施形態では、コンジ
ュゲート組成物を、適切な液体、例えば、滅菌水または食塩液を添加すると再構成されう
る凍結乾燥粉末として提供することもできる。ある特定の好ましい実施形態では、組成物
は、タンパク質の凝集を阻害する１種または複数の物質であって、スクロースおよびアル
ギニンを含むがこれらに限定されない物質を含む。容器（複数可）上の任意の表示、また
は容器（複数可）と関連する任意の表示は、封入されたコンジュゲート組成物が、えり抜
きの新生物性疾患状態を処置するのに使用されることを示す。
【０２７３】
本発明はまた、単回投与用投与単位または複数回投与用投与単位の部位特異的コンジュ

20

ゲート、および、任意選択で、１種または複数の抗がん剤を作製するためのキットも提供
する。キットは、容器および容器上にあるかまたは容器と関連する表示または添付文書を
含む。適切な容器は、例えば、ボトル、バイアル、シリンジなどを含む。容器は、ガラス
またはプラスチックなどの様々な材料から形成することができ、薬学的有効量の、開示さ
れるコンジュゲートを、コンジュゲート形態または非コンジュゲート形態で含有しうる。
他の好ましい実施形態では、容器（複数可）は、滅菌アクセスポートを含む（例えば、容
器は、静脈内溶液バッグ（intravenous

solution

bag）の場合もあり、皮下注射用注射

針で穿刺可能な止栓を有するバイアルの場合もある）。このようなキットは一般に、適切
な容器内に、操作されたコンジュゲートの、薬学的に許容される製剤と、任意選択で、同
じまたは異なる容器内に、１種または複数の抗がん剤とを含有する。キットはまた、診断

30

用または組合せ療法用の、他の薬学的に許容される製剤も含有しうる。例えば、本発明の
ＤＬＬ３コンジュゲートに加えて、このようなキットは、化学療法薬または放射線療法薬
などの、ある範囲の抗がん剤；抗脈管形成剤；抗転移剤；標的化された抗がん剤；細胞傷
害剤；および／または他の抗がん剤のうちの任意の１種または複数を含有しうる。
【０２７４】
より具体的に述べると、キットは、さらなる成分を伴うかまたは伴わずに、開示される
ＡＤＣを含有する単一の容器を有する場合もあり、各所望される薬剤のための、別個の容
器を有する場合もある。コンジュゲーションのために組み合わされた治療剤を提供する場
合、単一の溶液を、モル当量の組合せであらかじめ混合することもでき、１つの成分を他
の成分に対して過剰としてあらかじめ混合することもできる。代替的に、キットのコンジ

40

ュゲートおよびいずれか任意選択の抗がん剤は、別個の容器内で個別に維持してから、患
者に投与することもできる。キットはまた、注射用静菌水（ＢＷＦＩ）、リン酸緩衝食塩
液（ＰＢＳ）、リンゲル液、およびデキストロース溶液など、滅菌の薬学的に許容される
緩衝液または他の希釈剤を含有する第２／第３の格納手段も含みうる。
【０２７５】
キットの構成要素を１種または複数の液体溶液により提供する場合、液体溶液は水溶液
であることが好ましく、滅菌水溶液または滅菌食塩液であることが特に好ましい。しかし
、キットの構成要素は、乾燥粉末（複数可）として提供することもできる。試薬または構
成要素を乾燥粉末として提供する場合は、適切な溶媒を添加することにより粉末を再構成
することができる。溶媒はまた、別の容器で提供されうることも想定される。
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【０２７６】
上記で簡略に示された通り、キットはまた、抗体コンジュゲートおよび任意選択の構成
要素を動物または患者に投与するための手段、例えば、１つまたは複数の注射針、Ｉ．Ｖ
．バッグ、もしくはシリンジ、なおまたは点眼器、ピペット、もしくは他のこのような器
具であって、それにより製剤を動物に注入もしくは導入するか、または身体の疾患領域に
適用し得る器具も含有しうる。本発明のキットはまた、バイアルなどおよび他の構成要素
を、市販のために、例えば、射出成形または吹込み成形されたプラスチック容器であり、
所望のバイアルおよび他の器具をそれらの中に入れて保持するプラスチック容器などを密
封して閉じ込めて含有するための手段も含むことが典型的である。任意の表示または添付
文書により、操作されたコンジュゲート組成物が、がん、例えば、小細胞肺がんを処置す

10

るのに使用されることが示される。
【０２７７】
他の好ましい実施形態では、本発明のコンジュゲートは、増殖性障害の防止または処置
において有用な診断デバイスまたは治療デバイスと共に使用する場合もあり、これらを含
む場合もある。例えば、好ましい実施形態では、本発明の化合物および組成物は、増殖性
障害の病因または発現に関与する細胞またはマーカー化合物を、検出、モニタリング、定
量、またはプロファイリングするのに使用されうる、ある特定の診断デバイスまたは測定
器と組み合わせることができる。選択された実施形態では、マーカー化合物は、ＮＳＥ、
ＣＤ５６、シナプトフィシン、クロモグラニンＡ、およびＰＧＰ９．５を含みうる。
20

【０２７８】
特に好ましい実施形態では、デバイスを使用して、ｉｎ

ｖｉｖｏまたはｉｎ

ｖｉｔ

ｒｏにおいて循環腫瘍細胞を検出、モニタリング、および／または定量する（例えば、参
照により本明細書に組み込まれる、ＷＯ２０１２／０１２８８０１を参照されたい）こと
ができる。また他の好ましい実施形態では、かつ、上記で論じた通り、循環腫瘍細胞は、
がん幹細胞を含みうる。
【０２７９】
ＩＸ．その他
本明細書でそうでないことが規定されない限り、本発明との関連で使用される科学用語
および技術用語は、当業者により一般的に理解される意味を有するものとする。さらに、
文脈によりそうでないことが要求されない限り、単数形の用語は、複数形を含むものとし

30

、複数形の用語は、単数形を含むものとする。より具体的に述べると、本明細書および添
付の特許請求の範囲で使用される通り、文脈によりそうでないことが明確に指定されない
限り、単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、および「その」は、複数形の指
示対象を含む。したがって、例えば、「タンパク質（a
タンパク質を含み、「細胞（a

protein）」への言及は、複数の

cell）」への言及は、細胞の混合物を含むなどである。

加えて、本明細書および添付の特許請求の範囲で提示される範囲は、端点および端点の間
の全ての点の両方を含む。したがって、２．０〜３．０の範囲は、２．０、３．０、およ
び２．０と３．０との間の全ての点を含む。
【０２８０】
一般的に、本明細書で記載される、細胞および組織の培養、分子生物学、免疫学、微生

40

物学、遺伝学、ならびにタンパク質および核酸の化学およびハイブリダイゼーションとの
関連で使用される用語法ならびにこれらの技法は、周知の用語法および技法であり、当技
術分野で一般に使用されている。そうでないことが示されない限り、本発明の方法および
技法は一般に、当技術分野において周知であり、多様で一般的な参考文献および多様でよ
り特殊な参考文献であって、本明細書を通して引用され、論じられている、参考文献にお
いて記載されている、従来の方法に従い実施される。例えば、Abbasら、Cellular
Molecular

Immunology、６版、W.B.
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c.（２００３年）を参照されたい。酵素反応および精製技法は、当技術分野において一般
に達成される通り、または本明細書で記載される通り、製造業者の仕様に従い実施する。
本明細書で記載される分析化学、有機合成化学、ならびに医薬品化学および製薬化学の実
験手順および実験技法との関連で使用される用語法は、周知であり、当技術分野で一般に
使用される用語法である。さらに、本明細書で使用される任意の節見出しは、構成上の目
的のためだけのものであり、記載される対象物を限定するとは解釈されるべきではない。

10

【０２８１】
本明細書で使用される腫瘍細胞型は、以下：腺癌（Ａｄｅｎｏ）、副腎がん（ＡＤ）、
乳がん（ＢＲ）、エストロゲン受容体陽性乳がん（ＢＲ−ＥＲ＋）、エストロゲン受容体
陰性乳がん（ＢＲ−ＥＲ−）、プロゲステロン受容体陽性乳がん（ＢＲ−ＰＲ＋）、プロ
ゲステロン受容体陰性乳がん（ＢＲ−ＰＲ−）、ＥＲｂ２／Ｎｅｕ陽性乳がん（ＢＲ−Ｅ
ＲＢ２／Ｎｅｕ＋）、Ｈｅｒ２陽性乳がん（ＢＲ−Ｈｅｒ２＋）、クローディン−低乳が
ん（ＢＲ−ＣＬＤＮ−ｌｏ）、トリプルネガティブ乳がん（ＢＲ−ＴＮＢＣ）、結腸直腸
腫瘍（ＣＲ）、子宮内膜腫瘍（ＥＭ）、胃腫瘍（ＧＡ）、頭頸部腫瘍（ＨＮ）、腎臓腫瘍
（ＫＤＹ）、大細胞性神経内分泌腫瘍（ＬＣＮＥＣ）、肝臓腫瘍（ＬＩＶ）、リンパ節腫
瘍（ＬＮ）、肺腫瘍（ＬＵ）、肺カルチノイド腫瘍（ＬＵ−ＣＡＲ）、肺紡錘細胞腫瘍（

20

ＬＵ−ＳＰＣ）、黒色腫（ＭＥＬ）、非小細胞肺腫瘍（ＮＳＣＬＣ）、卵巣腫瘍（ＯＶ）
、漿液性卵巣腫瘍（ＯＶ−Ｓ）、漿液性乳頭状卵巣腫瘍（ＯＶ−ＰＳ）、卵巣性悪性混合
型中胚葉性腫瘍（ＯＶ−ＭＭＭＴ）、粘液性卵巣腫瘍（ＯＶ−ＭＵＣ）、卵巣明細胞腫瘍
（ＯＶ−ＣＣ）、神経内分泌腫瘍（ＮＥＴ）、膵臓腫瘍（ＰＡ）、前立腺腫瘍（ＰＲ）、
扁平上皮腫瘍（ＳＣＣ）、小細胞肺腫瘍（ＳＣＬＣ）、および皮膚由来の腫瘍（ＳＫ）の
通りに略記される。
【０２８２】
Ｘ．参考文献
本明細書で引用される、全ての特許、特許出願、および刊行物、ならびに電子的に入手
可能な材料（例えば、ＧｅｎＢａｎｋおよびＲｅｆＳｅｑにおける、ヌクレオチド配列の

30

寄託、ならびに、例えば、ＳｗｉｓｓＰｒｏｔ、ＰＩＲ、ＰＲＦ、ＰＢＤにおけるアミノ
酸配列の寄託、ならびにＧｅｎＢａｎｋおよびＲｅｆＳｅｑにおける、注釈を付けたコー
ド領域からの翻訳を含む）についての完全な開示は、特定の参考文献との関連で「参照に
より組み込まれる」という語句が使用されているのかいないのかに関わらず、参照により
組み込まれる。上記の詳細な記載および後続の実施例は、理解の明確さのためだけに与え
られる。そこから不要な限定がなされるわけではないものと理解されたい。本発明は、示
され、記載される、正確な詳細に限定されるわけではない。特許請求の範囲により定義さ
れる本発明には、当業者に明白な変形も含まれる。本明細書で使用される任意の節見出し
は、構成上の目的のためだけのものであり、記載される対象物を限定するとは解釈される
べきではない。
【０２８３】
ＸＩ．配列表の概要
本出願には、多数の核酸配列およびアミノ酸配列を含む配列表が添付されている。以下
の表４は、含まれる配列についての概要を提示する。
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【表４−３】
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【表４−４】
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【表４−５】
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【表４−６】
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【実施例】
【０２８４】
このように一般的に記載された本発明は、例示を目的として提示されるものであり、本

50

(77)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

発明を限定することを意図されるものではない、以下の実施例を参照することにより、よ
りたやすく理解される。実施例は、下記の実験が、実施される全ての実験または唯一の実
験であることを表すように意図されるものではない。
【０２８５】
（実施例１）
抗ＤＬＬ３抗体の作製
抗ＤＬＬ３マウス抗体は、以下の通りに生成した。第１の免疫戦略では、３匹のマウス
（以下の系統：Ｂａｌｂ／ｃ、ＣＤ−１、ＦＶＢの各々から１匹ずつ）に、等体積のＴｉ
ｔｅｒＭａｘ（登録商標）またはアラムアジュバント（alum

adjuvant）で乳化した、ヒ

トＤＬＬ３−ｆｃタンパク質（ｈＤＬＬ３−Ｆｃ）を接種した。ｈＤＬＬ３−Ｆｃ融合構
築物は、Ａｄｉｐｏｇｅｎ

10

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（型番ＡＧ−４０Ａ−０１１３

）から購入した。初期免疫は、マウス１匹当たりＴｉｔｅｒＭａｘ中の１０μｇのｈＤＬ
Ｌ３−Ｆｃのエマルジョンにより実施した。次いで、マウスには、毎週２回、マウス１匹
当たりアラムアジュバント中の５μｇのｈＤＬＬ３−Ｆｃを追加投与した。融合前の最後
の注射では、マウス１匹当たりＰＢＳ中の５μｇのｈＤＬＬ３−Ｆｃを施した。
【０２８６】
第２の免疫戦略では、６匹のマウス（以下の系統：Ｂａｌｂ／ｃ、ＣＤ−１、ＦＶＢの
各々２匹ずつ）に、等体積のＴｉｔｅｒＭａｘ（登録商標）またはアラムアジュバントで
乳化した、ヒトＤＬＬ３−Ｈｉｓタンパク質（ｈＤＬＬ３−Ｈｉｓ）を接種した。組換え
ｈＤＬＬ３−Ｈｉｓタンパク質は、ｈＤＬＬ３−Ｈｉｓを過剰発現するように操作したＣ

20

ＨＯ−Ｓ細胞の上清から精製した。初期免疫では、マウス１匹当たりＴｉｔｅｒＭａｘ中
の１０μｇのｈＤＬＬ３−Ｈｉｓのエマルジョンを施した。次いで、マウスには、毎週２
回、マウス１匹当たりアラムアジュバント中の５μｇのｈＤＬＬ３−Ｈｉｓを追加投与し
た。最後の注射では、ｈＤＬＬ３を過剰発現するように操作した、ＨＥＫ−２９３Ｔ細胞
２×１０５個を施した。
【０２８７】
固相ＥＬＩＳＡアッセイを使用して、マウス血清を、ヒトＤＬＬ３に特異的なマウスＩ
ｇＧ抗体についてスクリーニングした。バックグラウンドを上回る陽性シグナルは、ＤＬ
Ｌ３に特異的な抗体を示した。略述すると、９６ウェルプレート（ＶＷＲ

Ｉｎｔｅｒｎ

ａｔｉｏｎａｌ、型番６１０７４４）を、ＥＬＩＳＡコーティング緩衝液中０．５μｇ／

30

ｍｌの組換えＤＬＬ３−Ｈｉｓで、一晩にわたりコーティングした。０．０２％（ｖ／ｖ
）のＴｗｅｅｎ

２０を含有するＰＢＳで洗浄した後、ウェルを、ＰＢＳ中３％（ｗ／ｖ

）のＢＳＡ、２００μＬ／ウェルにより、室温（ＲＴ）で１時間にわたりブロッキングし
た。マウス血清を用量設定し（１：１００、１：２００、１：４００、および１：８００
）、ＤＬＬ３でコーティングされたプレートに、５０μＬ／ウェル添加し、ＲＴで１時間
にわたりインキュベートした。プレートを洗浄し、次いで、３％のＢＳＡ−ＰＢＳまたは
ＰＢＳ中２％のＦＣＳで１：１０，０００に希釈した、ＨＲＰ標識ヤギ抗マウスＩｇＧ、
５０μＬ／ウェルと共に、ＲＴで１時間にわたりインキュベートした。再度プレートを洗
浄し、ＴＭＢ基質溶液（Ｔｈｅｒｍｏ

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ；３４０２８）４０μＬ／

ウェルを、ＲＴで１５分間にわたり添加した。発色させた後、等体積の２Ｎ

Ｈ２ＳＯ４

40

を添加して、基質の発色を停止させ、プレートを、分光光度計により、ＯＤ４５０で解析
した。
【０２８８】
血清陽性免疫マウスを屠殺し、流入領域リンパ節（膝窩、鼠径、および内側腸骨）を切
除し、抗体産生細胞のための供給源として使用した。Ｂ細胞（ｈＤＬＬ３−Ｆｃで免疫さ
れたマウスに由来する細胞約２２９×１０６個、およびｈＤＬＬ３−Ｈｉｓで免疫された
マウスに由来する細胞５１０×１０６個）の細胞懸濁液を、非分泌性Ｐ３ｘ６３Ａｇ８．
６５３骨髄腫細胞と、ＢＴＸ
ａｒｄ

Ｈｙｂｒｉｍｍｕｎｅ

Ｓｙｓｔｅｍ（ＢＴＸ

Ｈａｒｖ

Ａｐｐａｒａｔｕｓ）モデルを使用するエレクトロセルフュージョンにより、１

：１の比で融合させた。細胞を、アザセリン、１５％の胎児クローンＩ血清、１０％のＢ
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Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）、１ｍＭの非

必須アミノ酸、１ｍＭのＨＥＰＥＳ、１００ＩＵのペニシリン−ストレプトマイシン、お
よび５０μＭの２−メルカプトエタノールを補充したＤＭＥＭ培地からなるハイブリドー
マ選択培地中に再懸濁させ、４つのＴ２２５フラスコ内の、フラスコ当たり１００ｍＬず
つの選択培地中で培養した。フラスコを、５％のＣＯ２および９５％の空気を含有する、
加湿された３７℃のインキュベーター内に、６〜７日間にわたり入れた。
【０２８９】
融合後６日目または７日目において、ハイブリドーマライブラリー細胞をフラスコから
回収し、補充されたハイブリドーマ選択培地（上記で記載された）２００μＬ中にウェル
当たりの細胞１個で、６４枚のＦａｌｃｏｎ
ｒｉａ

９６ウェルプレートに播種し（ＦＡＣＳＡ

10

Ｉ細胞分取器を使用して）、４８枚の９６ウェルプレートは、ｈＤＬＬ３−Ｈｉ

ｓによる免疫戦略のためのプレートとした。ライブラリーの残りの部分は、液体窒素中で
保存した。
【０２９０】
ハイブリドーマは、１０日間にわたり培養し、以下の通りに実施されるフローサイトメ
トリーを使用して、上清を、ｈＤＬＬ３に対して特異的な抗体についてスクリーニングし
た。ヒトＤＬＬ３、マウスＤＬＬ３（色素であらかじめ染色された）、またはカニクイザ
ルＤＬＬ３（Ｄｙｌｉｇｈｔ８００であらかじめ染色された）を過剰発現するように操作
した、ＨＥＫ−２９３Ｔ細胞をウェル当たり１×１０５個、２５μＬのハイブリドーマ上
清と共に、３０分間にわたりインキュベートした。細胞を、ＰＢＳ／２％のＦＣＳで洗浄

20

し、次いで、試料当たり２５μＬずつの、ＰＢＳ／２％ＦＣＳ中１：３００に希釈した、
ＤｙｅＬｉｇｈｔ

６４９標識ヤギ抗マウスＩｇＧ、Ｆｃ断片特異的二次抗体と共にイン

キュベートした。１５分のインキュベーション後に、細胞を、ＰＢＳ／２％ＦＣＳで２回
にわたり洗浄し、ＤＡＰＩを伴うＰＢＳ／２％ＦＣＳ中に再懸濁させ、フローサイトメト
リーにより、アイソタイプの対照抗体で染色された細胞の蛍光を上回る蛍光について解析
した。残りの、使用されなかったハイブリドーマライブラリー細胞は、将来のライブラリ
ー試験およびライブラリースクリーニングのために、液体窒素中で凍結させた。
【０２９１】
ｈＤＬＬ３−Ｈｉｓによる免疫戦略により、約５０のマウス抗ｈＤＬＬ３抗体がもたら
され、およびｈＤＬＬ３−Ｆｃによる免疫戦略により、約９０のマウス抗ｈＤＬＬ３抗体

30

がもたらされた。
【０２９２】
（実施例２）
抗ＤＬＬ３抗体の配列決定
上記に基づき、多数の、例示的な、別個のモノクローナル抗体であって、固定化された
ヒトＤＬＬ３またはｈ２９３−ｈＤＬＬ３細胞に見かけ上の高親和性で結合するモノクロ
ーナル抗体を、配列決定およびさらなる解析のために選択した。選択された、実施例１で
作製されたモノクローナル抗体に由来する軽鎖可変領域および重鎖可変領域についての配
列解析により、多くの抗体が、新規の相補性決定領域を有し、しばしば、新規のＶＤＪ配
40

置を提示することが確認された。
【０２９３】
所望の抗体を発現する、初期に選択されたハイブリドーマ細胞を、Ｔｒｉｚｏｌ（登録
商標）試薬（Ｔｒｉｚｏｌ（登録商標）Ｐｌｕｓ
Ｓｙｓｔｅｍ、Ｌｉｆｅ

ＲＮＡ

Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）中で溶解させて、抗体をコードす

るＲＮＡを調製した。１０４〜１０５個の間の細胞を、１ｍＬのＴｒｉｚｏｌ中に再懸濁
させ、２００μＬのクロロホルムを添加した後で強く振とうした。次いで、試料を、４℃
で１０分間にわたり遠心分離し、水性相を、新しい微量遠心管に移し、等体積の７０％エ
タノールを添加した。試料を、２ｍＬの回収用試験管を取り付けた、ＲＮｅａｓｙ

Ｍｉ

ｎｉスピンカラムにロードし、製造業者の指示に従い処理した。全ＲＮＡは、スピンカラ
ム膜に対して１００μＬのＲＮａｓｅ非含有水を直接用いて、溶出により抽出した。ＲＮ
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Ａ調製物の品質を、１％のアガロースゲル中で３μＬを分画することにより決定してから
、使用するまで、−８０℃で保存した。
【０２９４】
各ハイブリドーマのＩｇ重鎖の可変領域を、全てのマウスＩｇアイソタイプに特異的な
、３

マウスＣγプライマーと組み合わせて、完全なマウスＶＨレパートリーを標的化す

るように設計された、３２個のマウス特異的リーダー配列プライマーを含む、５

プライ

マーミックスを使用して増幅した。同様に、カッパ軽鎖を増幅および配列決定するために
、Ｖκマウスファミリーの各々を増幅するように設計された、３２個の５

Ｖκリーダー

配列を含有するプライマーミックスを、マウスカッパ定常領域に対して特異的な単一のリ
バースプライマーと組み合わせて使用した。ラムダ軽鎖を含有する抗体では、増幅は、３
つの５

10

ＶＬリーダー配列を、マウスラムダ定常領域に対して特異的な１つのリバースプ

ライマーと組み合わせて使用して実施した。ＶＨ転写物およびＶＬ転写物は、１００ｎｇ
の全ＲＮＡから、以下の通りに、Ｑｉａｇｅｎ

Ｏｎｅ

Ｓｔｅｐ

ＲＴ−ＰＣＲキット

を使用して増幅した。各ハイブリドーマについて、４回はＶκ軽鎖についてであり、４回
はＶγ重鎖についてである、のべ８回にわたるＲＴ−ＰＣＲ反応を実行した。ＰＣＲ反応
混合物は、３μＬのＲＮＡ、１００μＭの重鎖プライマーまたはカッパ軽鎖プライマーの
いずれかを０．５μＬ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

Ｄａｔａ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓに

より特注で合成された）、５倍濃度のＲＴ−ＰＣＲ緩衝液５μＬ、１μＬのｄＮＴＰ、逆
転写酵素およびＤＮＡポリメラーゼを含有する酵素ミックス１μＬ、ならびにリボヌクレ
アーゼ阻害剤であるＲＮａｓｉｎ０．４μＬ（１単位）を含んだ。サーマルサイクラープ

20

ログラムは、５０℃で３０分間、９５℃で１５分間のＲＴステップに続いて、（９５℃で
３０秒間、４８℃で３０秒間、７２℃で１分間）による３０サイクルであった。次いで、
７２℃で１０分間にわたる最終インキュベーションが施された。
【０２９５】
抽出されたＰＣＲ産物は、上記のように、可変領域を増幅するためのプライマーと同じ
特異的可変領域プライマーを使用して配列決定した。直接的なＤＮＡ配列決定のためのＰ
ＣＲ産物を調製するために、製造業者のプロトコールに従い、ＱＩＡｑｕｉｃｋ（商標）
ＰＣＲ

Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｋｉｔ（Ｑｉａｇｅｎ）を使用して精製した。ＤＮ

Ａは、５０μＬの滅菌水を使用して、それらをスピンカラムから溶出させ、次いで、両方
30

の鎖から直接配列決定した（ＭＣＬＡＢ）。
【０２９６】
選択されたヌクレオチド配列は、最高度の配列相同性を有する、生殖細胞系列のＶ遺伝
子、Ｄ遺伝子、およびＪ遺伝子のメンバーを同定するのに、ＩＭＧＴ配列解析ツール（ht
tp://www.imgt.org/IMGTmedical/sequence̲analysis.html）を使用して解析した。これら
の得られた配列を、特許権のある（proprietary）抗体配列データベースを使用する、Ｖ
Ｈ遺伝子およびＶＬ遺伝子の、マウス生殖細胞系列データベースに対するアライメントに

より、公知の生殖細胞系列のＩｇ

Ｖ領域およびＩｇ

Ｊ領域のＤＮＡ配列と比較した。

【０２９７】
マウス重鎖可変領域およびマウス軽鎖可変領域について得られた配列を、添付の配列表
に提示するが、注釈を付けた形式では、このような配列に関して、参照により本明細書に

40

組み込まれる、ＰＣＴ／ＵＳ１４／１７８１０にも提示されている。
【０２９８】
（実施例３）
ヒト化抗ＤＬＬ３抗体の作製
実施例１の通りに作製された、ある特定のマウス抗体（ＳＣ１６．１３、ＳＣ１６．１
５、ＳＣ１６．２５、ＳＣ１６．３４、およびＳＣ１６．５６と称する）を使用して、ヒ
トアクセプター抗体へのマウスＣＤＲグラフト化を含む、ヒト化抗体を得た。好ましい実
施形態では、下記で記載される通り、本実施例で記載される、ヒト化重鎖可変領域および
ヒト化軽鎖可変領域を、開示される、部位特異的コンジュゲート内に組み込むことができ
る。
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【０２９９】
これに関しては、以下の通りに、特許権のあるコンピュータ支援型ＣＤＲグラフティン
グ法（Ａｂｙｓｉｓ

Ｄａｔａｂａｓｅ、ＵＣＬ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）、および標準的な

分子操作技法の一助により、マウス抗体をヒト化した。全ＲＮＡを、ハイブリドーマから
抽出し、実施例２で示した通りに増幅した。マウス抗体のＶＨ鎖およびＶＬ鎖のＶ遺伝子
セグメント、Ｄ遺伝子セグメント、およびＪ遺伝子セグメントに関するデータは、得られ
た核酸配列から得た。ヒトフレームワーク領域は、ヒト生殖細胞系列の抗体配列の、フレ
ームワーク配列およびＣＤＲのカノニカル構造と、選択されたマウス抗体のフレームワー
ク配列およびＣＤＲとの間の最高度の相同性に基づき、選択および／または設計した。解
析を目的として、アミノ酸の、ＣＤＲドメインの各々への割当ては、Ｋａｂａｔらによる

10

番号付けに従って行った。ヒト受容体可変領域のフレームワークを選択し、マウスＣＤＲ
と組み合わせてから、合成により（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

ＤＮＡ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ

ｉｅｓ）、適切な制限部位を含む、統合型の重鎖可変領域配列および軽鎖可変領域配列を
作製した。
【０３００】
次いで、ヒト化可変領域を、操作された全長重鎖および全長軽鎖の構成要素として発現
させて、本明細書で記載される、部位特異的抗体をもたらした。より具体的に述べると、
ヒト化抗ＤＬＬ３操作抗体は、当技術分野で認識された技法を使用して、以下の通りに作
製した。抗体のＶＨ鎖およびＶＬ鎖のリーダー配列に対して特異的なプライマーセットは
、以下の制限部位：ＶＨ断片のためのＡｇｅＩおよびＸｈｏＩ、ならびにＶＬ断片のため

20

のＸｍａＩおよびＤｒａＩＩＩを使用して設計した。ＰＣＲ産物は、Ｑｉａｑｕｉｃｋ
ＰＣＲ精製キット（Ｑｉａｇｅｎ）で精製した後、制限酵素であるＶＨ断片のためのＡｇ
ｅＩおよびＸｈｏＩ、ならびにＶＬ断片のためのＸｍａＩおよびＤｒａＩＩＩで消化した
。ＶＨおよびＶＬの消化ＰＣＲ産物を精製し、それぞれ、ヒトＩｇＧ１重鎖定常領域の発
現ベクターまたはカッパＣＬヒト軽鎖定常領域の発現ベクターにライゲーションした。下
記で詳細に論じられる通り、重鎖および／または軽鎖定常領域は、アセンブルされた抗体
上で、部位特異的コンジュゲーション部位を提示するように操作することができる。
【０３０１】
ライゲーション反応は、２００ＵのＴ４−ＤＮＡ
ｎｄ

Ｌｉｇａｓｅ（Ｎｅｗ

Ｅｎｇｌａ

Ｂｉｏｌａｂｓ）、７．５μＬの、消化および精製された遺伝子特異的ＰＣＲ産物

30

、ならびに２５ｎｇの線状化ベクターＤＮＡを有する総体積１０μＬ中で、以下の通りに
実施した。コンピテントのＥ．ｃｏｌｉ

ＤＨ１０Ｂ細菌（Ｌｉｆｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｉｅｓ）を、４２℃の熱ショックを介して、３μＬのライゲーション産物で形質転換し
、アンピシリンプレートに、１００μｇ／ｍＬの濃度で播種した。増幅されたライゲーシ
ョン産物の精製および消化の後、ＶＨ断片を、ｐＥＥ６．４ＨｕＩｇＧ１発現ベクター（
Ｌｏｎｚａ）のＡｇｅＩ−ＸｈｏＩ制限部位にクローニングし、ＶＬ断片を、ｐＥＥ１２
．４Ｈｕ−Ｋａｐｐａ発現ベクター（Ｌｏｎｚａ）のＸｍａＩ−ＤｒａＩＩＩ制限部位に
クローニングするが、ここで、ＨｕＩｇＧ１発現ベクターおよび／またはＨｕ−Ｋａｐｐ
ａ発現ベクターは、天然の定常領域または操作された定常領域のいずれかを含みうる。
【０３０２】

40

ヒト化抗体は、ＨＥＫ−２９３Ｔ細胞への、ｐＥＥ６．４ＨｕＩｇＧ１発現ベクターお
よびｐＥＥ１２．４Ｈｕ−Ｋａｐｐａ発現ベクターの共トランスフェクションにより発現
させた。トランスフェクションの前に、ＨＥＫ−２９３Ｔ細胞を、１５０ｍｍプレート内
の、１０％の熱不活化ＦＣＳ、１００μｇ／ｍＬのストレプトマイシン、および１００Ｕ
／ｍＬのペニシリンＧを補充したダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）中の標準的条
件下で培養した。一過性トランスフェクションのため、細胞を、８０％のコンフルエンシ
ーまで成長させた。ｐＥＥ６．４ＨｕＩｇＧ１ベクターＤＮＡおよびｐＥＥ１２．４Ｈｕ
−ＫａｐｐａベクターＤＮＡの各々１２．５μｇずつを、１．５ｍＬのＯｐｔｉ−ＭＥＭ
中５０μＬのＨＥＫ−２９３Ｔトランスフェクション試薬に添加した。ミックスを、室温
で３０分間にわたりインキュベートし、播種した。上清は、トランスフェクションの３〜
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６日後に採取した。８００×ｇで１０分間にわたる遠心分離により細胞片を除去して、組
換えヒト化抗体を含有する培養物上清を、４℃で保存した。組換えヒト化抗体は、Ｍａｂ
Ｓｅｌｅｃｔ
ｅ

ＳｕＲｅ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ａ親和性クロマトグラフィー（ＧＥ

Ｌｉｆ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）で精製した。大スケールの抗体発現のためには、ＣＨＯ−Ｓ細胞

を、１Ｌの体積中に一過性でトランスフェクトし、１ｍＬ当たりの細胞２．２×１０６個
で播種した。ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）を、トランスフェクション試薬として使用し
た。抗体発現の７〜１０日後、遠心分離により細胞片を除去して、組換え抗体を含有する
培養物上清を、ＭａｂＳｅｌｅｃｔ

ＳｕＲｅ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ａ親和性クロマトグラ

フィーで精製した。
10

【０３０３】
選択されたヒトアクセプター可変領域についての遺伝子組成を、ヒト化ＤＬＬ３抗体の
各々について、すぐ下の表５に示す。表５に表示される配列は、対象クローンについて、
図２Ａおよび２Ｂで示された、注釈を付けた重鎖配列および軽鎖配列に対応する。図２Ａ
および２Ｂで示された、相補性決定領域およびフレームワーク領域は、Ａｂｙｓｉｓデー
タベース（Ａｂｙｓｉｓ

Ｄａｔａｂａｓｅ、ＵＣＬ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）の特許権のあ

るバージョンを使用して、Kabatら（上掲）に従って定義されることに注意されたい。
【０３０４】
より具体的に述べると、下記の表５のエントリーは、配列番号５１９および５２４（ｈ
ＳＣ１６．１３）、配列番号５２０および５２５（ｈＳＣ１６．１５）、配列番号５２１
および５２６（ｈＳＣ１６．２５）、配列番号５２２および５２７（ｈＳＣ１６．３４）

20

、および配列番号５２３および５２８（ｈＳＣ１６．５６）に示される連続的な可変領域
配列に対応する。遺伝子組成のほか、表５は、これらの選択された実施形態では、選択さ
れた抗体の好適な結合特性を維持するのに、フレームワークの変化も、復帰変異も必要で
はなかったことも示す。当然ながら、他のＣＤＲグラフト化構築物内では、このようなフ
レームワークの変化または復帰変異が所望される可能性があり、それ自体、本発明の範囲
内にあるものとして、明白に意図されることが認識される。
【表５】

30

40

【０３０５】
フレームワーク領域内では、残基を変化させなかったが、ヒト化クローンのうちの１つ
（ｈＳＣ１６．１３）では、安定性の懸案事項に対処するために、変異を、重鎖ＣＤＲ２
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に導入した。修飾されたＣＤＲを有する抗体の結合親和性を評価して、対応するマウス抗
体のいずれとも同等であることを確認した。
【０３０６】
ＣＤＲグラフティングによるあらゆる選択された抗体のヒト化に続き、結果として得ら
れた軽鎖可変領域アミノ酸配列および重鎖可変領域アミノ酸配列を解析して、マウスドナ
ーおよびヒトアクセプターの軽鎖可変領域および重鎖可変領域に関するその相同性を決定
した。直ぐ下の表６に示す結果は、ヒト化構築物が、マウスドナー配列よりもヒトアクセ
プター配列に関してより高い相同性を一貫して提示したことを明らかにする。より特定す
ると、マウス重鎖可変領域およびマウス軽鎖可変領域は、ヒト化抗体およびドナーハイブ
リドーマタンパク質配列との相同性（７４％〜８３％）と比較して、ヒト生殖細胞系列遺

10

伝子による最も厳密なマッチと同様の全体的相同性の百分率（８５％〜９３％）を示す。
【表６】

20

30

【０３０７】
試験により、得られたヒト化構築物のそれぞれは、マウス親抗体によって示される結合
特徴とほぼ同等な、好適な結合特徴を示した。
【０３０８】
（実施例４）
抗ＳＥＺ６抗体の作製およびヒト化
標準分子技法を使用してヒトＳＥＺ６タンパク質のＥＣＤ部分をヒトＩｇＧ２

Ｆｃド

メインに融合させることにより、ＳＥＺ６抗原を作製した。ＳＥＺ６抗原の産生のより詳

40

細な記載は、これに関して参照により本明細書に組み込まれるＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０
０２７３９１に提供されている。６匹の雌マウスの接種後に、実質的に実施例１に示され
ている通りに、抗体産生ハイブリドーマを作製した。先に論じた通りにハイブリドーマを
スクリーニングし、目的のハイブリドーマから遺伝子材料を得た。実質的に実施例２に示
されている通りに、抗ＳＥＺ６抗体の重鎖可変領域および軽鎖可変領域の配列を決定した
。
【０３０９】
先の実施例に記載されている技法と同様の技法を使用して、いくつかの抗ＳＥＺ６マウ
ス抗体をヒト化した。機能的ヒト生殖細胞系列遺伝子に関する配列および構造類似性に基
づき、重鎖および軽鎖のヒトフレームワークを選択した。この点に関して、Chothiaら（
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上記参照）に記載されている通り、同じカノニカル構造を有するヒト候補に対しマウスカ
ノニカルＣＤＲ構造を比較することにより、構造的類似性を評価した。
【０３１０】
より特定すると、コンピュータ支援ＣＤＲグラフティング解析（Ａｂｙｓｉｓ
ａｂａｓｅ、ＵＣＬ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

Ｄａｔ

Ｐｌｃ．）および標準的な分子操作技法の補助

により、１１種のマウス抗体、ＳＣ１７．１６、ＳＣ１７．１７、ＳＣ１７．２４、ＳＣ
１７．２８、ＳＣ１７．３４、ＳＣ１７．４６、ＳＣ１７．１５１、ＳＣ１７．１５５、
ＳＣ１７．１５６、ＳＣ１７．１６１およびＳＣ１７．２００をヒト化して、ｈＳＣ１７
．１６、ｈＳＣ１７．１７、ｈＳＣ１７．２４、ｈＳＣ１７．２８、ｈＳＣ１７．３４、
ｈＳＣ１７．４６、ｈＳＣ１７．１５１、ｈＳＣ１７．１５５、ｈＳＣ１７．１５６、ｈ

10

ＳＣ１７．１６１およびｈＳＣ１７．２００モジュレーターをもたらした。対象マウスフ
レームワーク配列に対するその最高配列相同性およびそのカノニカル構造に基づき、可変
領域のヒトフレームワーク領域を選択した。ヒト化解析の目的のため、ＣＤＲドメインの
それぞれへのアミノ酸の割り当ては、Ｋａｂａｔらの番号付け（上記参照）に従う。
【０３１１】
ヌクレオチド配列情報から、対象マウス抗体の重鎖および軽鎖のＶ、ＤおよびＪ遺伝子
セグメントに関するデータを得た。組換えモノクローナル抗体のクローニングのために、
配列データに基づき、抗体のＩｇ

ＶＨおよびＶＫ軽鎖のリーダー配列に特異的な新たな

プライマーセットを設計した。その後、Ｖ−（Ｄ）−Ｊ配列をマウスＩｇ生殖細胞系列配
列と整列させた。１１種のヒト化構築物それぞれの、結果として得られた遺伝子配置を直

20

ぐ下の表７に示す。
【表７】

30

40

【０３１２】
表７に列挙されているヒト化抗体は、図３Ａおよび図３Ｂに示されている注釈を付けた
軽鎖可変領域配列および重鎖可変領域配列（配列番号１７０〜１９９）に相当する。軽鎖
可変領域および重鎖可変領域の相当する核酸配列は、添付の配列表に示されている。表７
は、ごく僅かなフレームワーク変化が、結合モジュレーターの都合よい特性の維持に必要
であったことをさらに実証する。この点において、フレームワーク変化または復帰変異は
、重鎖可変領域のうち３個においてのみ為され、軽鎖可変領域において２個のフレームワ

50

(84)

JP 2016‑531915 A 2016.10.13

ーク修飾のみが行われた。
【０３１３】
一部のヒト化軽鎖可変領域およびヒト化重鎖可変領域（例えば、ｈＳＣ１７．２００、
ｈＳＣ１７．１５５およびｈＳＣ１７．１６１）に関して、抗原結合を維持しながら安定
性に関する懸念に取り組むために、ＣＤＲに保存的アミノ酸変異が導入されたことに留意
されたい。各々の場合、修飾ＣＤＲを有する抗体の結合親和性は、相当するキメラ抗体ま
たはマウス抗体のいずれかに等しいと判明した。図３Ａおよび図３Ｂの終わりに９種の例
示的なヒト化変異体鎖（軽鎖および重鎖）の配列（配列番号１９２〜１９９）を列挙し、
これらは、変化させたことを示す表示法によるヒト化親鎖の命名を保持する（例えば、ｈ
ＳＣ１７．２００ｖＬ１、ｈＳＣ１７．１５５ｖＨ１−６およびｈＳＣ１７．１６１ｖＨ
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１）。
【０３１４】
ＣＤＲグラフティングによるあらゆる選択された抗体のヒト化に続き、結果として得ら
れた軽鎖可変領域アミノ酸配列および重鎖可変領域アミノ酸配列を解析して、マウスドナ
ーおよびヒトアクセプターの軽鎖可変領域および重鎖可変領域に関するその相同性を決定
した。下の表８に示す結果は、ヒト化構築物が、マウスドナー配列よりもヒトアクセプタ
ー配列に対してより高い相同性を一貫して提示したことを明らかにする。より具体的には
、ヒト化重鎖可変領域およびヒト化軽鎖可変領域は、ヒト化可変領域配列およびドナーハ
イブリドーマタンパク質配列の相同性（７４％〜８９％）と比較して、ヒト生殖細胞系列
遺伝子による最も厳密なマッチに対しより高い相同性の百分率（８４％〜９５％）を全般
的に示す。
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【表８】
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【０３１５】
検査により、ヒト化構築物のそれぞれは、マウス親抗体によって示される結合特徴とほ
ぼ同等な、好適な結合特徴を示した（データは示していない）。
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【０３１６】
（実施例５）
ヒト化抗ＣＤ３２４抗体の作製
実質的に上の実施例１〜３に示されている通りに、抗ＣＤ３２４ヒト化抗体を作製した
。ＣＤ３２４抗原および相当する抗体の産生のより詳細な記載は、これに関して参照によ
り本明細書に組み込まれるＰＣＴ／ＵＳ２０１３／２５３５６に提供されている。６匹の
雌マウスの接種後に、実質的に実施例１に示されている通りに、抗体産生ハイブリドーマ
を作製した。先に論じた通りにハイブリドーマをスクリーニングし、目的のハイブリドー
マから遺伝子材料を得た。実質的に実施例２に示されている通りに、抗ＳＥＺ６抗体の重
鎖可変領域および軽鎖可変領域の配列を決定した。
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【０３１７】
図４は、例示的な抗ＣＤ３２４マウス抗体、ＳＣ１０．１７の軽鎖可変領域（配列番号
５２９）および重鎖可変領域（配列番号５３０）の連続アミノ酸配列を示す。マウス重鎖
およびマウス軽鎖に相当する核酸配列を本願添付の配列表に提示する（配列番号５３１お
よび５３２）。ＳＣ１０．１７および抗ＣＤ３２４抗体由来の他の適合性軽鎖可変領域お
よび重鎖可変領域の配列は、これらの配列に関して本明細書に組み込まれるＰＣＴ／ＵＳ
２０１３／２５３５６に示されている。
【０３１８】
実質的に上の実施例３に示されている通りに、標準分子操作技法を使用して、ＳＣ１０
．１７抗ＣＤ３２４マウス抗体をヒト化した。Ｋａｂａｔ番号付けを使用して、図４は、
Ａｂｙｓｉｓ
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Ｄａｔａｂａｓｅを使用して決定される、マウス親抗体および誘導された

ヒト化構築物の重鎖および軽鎖のＣＤＲ領域およびフレームワーク領域を表示する。図４
の概説は、マウス重鎖ＣＤＲおよびマウス軽鎖ＣＤＲが、ＣＤＲにごく僅かな変化を加え
つつ、ヒトアクセプター分子に移入されたことを示す。より特定すると、図４は、ｈＳＣ
１０．１７と命名された例示的なヒト化抗ＣＤ３２４抗体の軽鎖（配列番号５３１）およ
び重鎖（配列番号５３２）のアミノ酸配列を示す。親マウス抗体と同様に、相当する核酸
配列を添付の配列表に示す（配列番号５３５および５３６）。ｈＳＣ１０．１７の軽鎖可
変領域および重鎖可変領域は、マウスドナー配列と比較して、ヒトアクセプター配列の軽
鎖可変領域および重鎖可変領域とより高い相同性を提示した（データは示していない）。
【０３１９】

20

（実施例６）
部位特異的抗ＤＬＬ３抗体の作製
４つの操作されたヒトＩｇＧ１／カッパ抗ＤＬＬ３部位特異的抗体を構築した。４つの
操作された抗体のうちの２つは、天然の軽鎖定常領域を含み、重鎖内の変異であって、軽
鎖内のシステイン２１４と鎖間ジスルフィド結合を形成する、重鎖の上部ヒンジ領域内の
システイン２２０（Ｃ２２０）を、セリンで置換する（Ｃ２２０Ｓ）か、または除去する
（Ｃ２２０Δ）変異を有した。残りの２つの操作された抗体は、天然の重鎖定常領域と、
変異させた軽鎖であって、軽鎖のシステイン２１４を、セリンで置換する（Ｃ２１４Ｓ）
か、または除去した（Ｃ２１４Δ）軽鎖とを含んだ。アセンブルされると、重鎖と軽鎖と
は、治療剤へのコンジュゲーションに適する、２つの遊離システインを含む抗体を形成す
る。例示的なｈＳＣ１６．５６構築物の各々について、抗体重鎖および抗体軽鎖のアミノ
酸配列は、図５Ａおよび５Ｂに示すが、すぐ下の表９では、変化についてまとめる。図５
Ａおよび５Ｂに関して述べると、反応性システイン（または遊離システイン）に、重鎖に
ついては２２０位において、軽鎖については２１４位において変異させた残基（ｓｓ１内
およびｓｓ４内の）と同様に下線を付す。そうでないことが注記されない限りにおいて、
定常領域残基の全ての番号付けは、Kabatらにおいて示されるＥＵ番号付けスキームに従
う。
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【表９】

10

【０３２０】
20

操作された抗体は、以下の通りに作製した。
【０３２１】
実施例３で示した通りに得られるヒト化抗ＤＬＬ３抗体であるｈＳＣ１６．５６の軽鎖
（配列番号５０７）または重鎖（配列番号５０８）をコードする発現ベクターを、ＰＣＲ
増幅および部位特異的変異誘発のための鋳型として使用した。部位特異的変異誘発は、製
造業者の指示に従い、Ｑｕｉｃｋ−ｃｈａｎｇｅ（登録商標）システム（Ａｇｉｌｅｎｔ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を使用して実施した。
【０３２２】
２つの重鎖変異体については、ｈＳＣ１６．５６の変異体であるＣ２２０Ｓ重鎖または
Ｃ２２０Δ重鎖をコードするベクターを、ｈＳＣ１６．５６の天然のＩｇＧ１カッパ軽鎖
と共に、ＣＨＯ−Ｓ細胞に共トランスフェクトし、哺乳動物一過性発現系を使用して発現

30

させた。Ｃ２２０Ｓ変異体またはＣ２２０Δ変異体を含有する、操作された抗ＤＬＬ３部
位特異的抗体を、それぞれ、ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１（配列番号５０９および５０７）ま
たはｈＳＣ１６．５６ｓｓ２（配列番号５１０および５０７）と称した。
【０３２３】
２つの軽鎖変異体については、ｈＳＣ１６．５６の変異体であるＣ２１４Ｓ軽鎖または
Ｃ２１４Δ軽鎖をコードするベクターを、ｈＳＣ１６．５６の天然のＩｇＧ１重鎖と共に
、ＣＨＯ−Ｓ細胞に共トランスフェクトし、哺乳動物一過性発現系を使用して発現させた
。操作された抗体は、プロテインＡクロマトグラフィー（ＭａｂＳｅｌｅｃｔ

ＳｕＲｅ

）を使用して精製し、適切な緩衝液中で保存した。Ｃ２１４Ｓ変異体またはＣ２１４Δ変
異体を含有する、操作された抗ＤＬＬ３部位特異的抗体を、それぞれ、ｈＳＣ１６．５６
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ｓｓ３（配列番号５０８および５１１）またはｈＳＣ１６．５６ｓｓ４（配列番号５０８
および５１２）と称した。
【０３２４】
操作された抗ＤＬＬ３抗体は、ＳＤＳ−ＰＡＧＥにより特徴づけて、適正な変異体が作
製されたことを確認した。ＳＤＳ−ＰＡＧＥは、Ｌｉｆｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ製

の、あらかじめ成型された、１０％のトリス−グリシンミニゲル上で、ＤＴＴ（ジチオト
レイトール）など、還元剤の存在下および非存在下で実行した。電気泳動の後、ゲルを、
コロイド状クマシー溶液で染色した（データは示さず）。
【０３２５】
２つの重鎖（ＨＣ）変異体である、ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１（Ｃ２２０Ｓ）およびｈＳ
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Ｃ１６．５６ｓｓ２（Ｃ２２０Δ）、ならびに２つの軽鎖（ＬＣ）変異体である、ｈＳＣ
１６．５６ｓｓ３（Ｃ２１４Ｓ）およびｈＳＣ１６．５６ｓｓ４（Ｃ２１４Δ）のバンド
パターンを観察した。還元条件下では、各抗体について、遊離ＬＣおよび遊離ＨＣに対応
する２つのバンドが観察された。このパターンは、還元条件下のＩｇＧ分子に典型的であ
る。非還元条件下では、４つの操作された抗体（ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１−ｈＳＣ１６．
５６ｓｓ４）は、天然のＩｇＧ分子と異なるバンドパターンを呈示したことから、ＨＣと
ＬＣとの間のジスルフィド結合の非存在が示された。４つの変異体全ては、ＨＣ−ＨＣ二
量体に対応する９８ｋＤあたりのバンドを呈示した。ＬＣ上の欠失または変異を有する変
異体（ｈＳＣ１６．５６ｓｓ３、およびｈＳＣ１６．５６ｓｓ４）は、遊離ＬＣに対応す
る２４ｋＤあたりの単一のバンドを呈示した。重鎖上に欠失または変異を含有する操作さ
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れた抗体（ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１、およびｈＳＣ１６．５６ｓｓ２）は、遊離ＬＣに対
応する微弱なバンドと、ＬＣ−ＬＣ二量体に対応する４８ｋＤ近傍における主要なバンド
とを有した。ｓｓ１構築物およびｓｓ２構築物については、各軽鎖のＣ末端上の遊離シス
テインに起因して、いくらかの量のＬＣ−ＬＣ種の形成が予測される。
【０３２６】
（実施例７）
部位特異的抗ＳＥＺ６抗体の製作
実質的に実施例６に示されている通りに、出発点としてヒト化抗体ｈＳＣ１７．２００
を使用して、４種の操作されたヒトＩｇＧ１／カッパ抗ＳＥＺ６部位特異的抗体を構築し
た。４種の操作された抗体のうち２種は、天然の軽鎖定常領域を含み、重鎖に変異を有し

20

ており、軽鎖のシステイン２１４と鎖間ジスルフィド結合を形成する重鎖の上部ヒンジ領
域におけるシステイン２２０（Ｃ２２０）が、セリンに置換されていた（Ｃ２２０Ｓ）、
あるいは除去されていた（Ｃ２２０Δ）。残る２種の操作された抗体は、天然の重鎖定常
領域および変異した軽鎖を含み、軽鎖のシステイン２１４が、セリンに置換されていた（
Ｃ２１４Ｓ）、あるいは除去されていた（Ｃ２１４Δ）。集合させると、重鎖および軽鎖
は、治療剤とのコンジュゲーションに適した２つの遊離システインを含む抗体を形成する
。例示的なｈＳＣ１７．２００構築物それぞれについての抗体の重鎖および軽鎖のアミノ
酸配列を図６Ａおよび図６Ｂに示す一方、直ぐ下の表１０は、変化を纏める。図６Ａおよ
び図６Ｂに関して、重鎖の２２０位のおよび軽鎖の２１４位における変異した残基（ｓｓ
１およびｓｓ４における）のように、反応性システインに下線を引く。他に断りがなけれ
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ば、定常領域残基のあらゆる番号付けは、Kabatらに示されているＥＵ番号付けスキーム
に従う。
【表１０】
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【０３２７】
部位特異的な操作されたｈＳＣ１７．２００抗体の重鎖および軽鎖を含む発現ベクター
をＣＨＯ細胞または２９３細胞に導入し、次にこれを使用して、本明細書に記載されてい
る部位特異的抗体を産生した。
【０３２８】
ｈＳＣ１７．２００に加えて、実質的に同じ様式で部位特異的抗体ｈＳＣ１７．１７抗
体を産生および発現させることができる。例示的なｈＳＣ１７．１７部位特異的抗体は、
直ぐ下に示されている表１１に要約されている通りのものであり、全長重鎖アミノ酸配列
および全長軽鎖アミノ酸配列は、示されている添付の配列表に含まれる。
【表１１】

10

20

【０３２９】
（実施例８）
部位特異的抗ＣＤ３２４抗体の製作
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４種の操作されたヒトＩｇＧ１／カッパ抗ＣＤ３２４部位特異的抗体を構築した。４種
の操作された抗体のうち２種は、天然の軽鎖を含み、重鎖に変異を有し、軽鎖のシステイ
ン２１４と鎖間ジスルフィド結合を形成する重鎖の上部ヒンジ領域におけるシステイン２
２０（Ｃ２２０）が、セリンに置換されていた（Ｃ２２０Ｓ）、あるいは除去されていた
（Ｃ２２０Δ）。残る２種の操作された抗体は、天然の重鎖および変異した軽鎖を含み、
軽鎖のシステイン２１４が、セリンに置換されていた（Ｃ２１４Ｓ、図７を参照）、ある
いは除去されていた（Ｃ２１４Δ）。次の通りに操作された抗体を作製した。
【０３３０】
適切な可変領域を含むヒト化抗ＣＤ３２４

ｈＳＣ１７．１０抗体軽鎖または重鎖をコ

ードする発現ベクター（配列番号５３１および５３２）を、ＰＣＲ増幅および部位特異的
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変異誘発のための鋳型として使用した。Ｑｕｉｃｋ−ｃｈａｎｇｅ（登録商標）システム
（Ａｇｉｌｅｎｔ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）を製造業者の指示に従って使用して、部

位特異的変異誘発を行った。
【０３３１】
この２種の重鎖変異体のために、ｈＳＣ１０．１７の変異体Ｃ２２０ＳまたはＣ２２０
Δ重鎖をコードするベクターを、ＣＨＯ−Ｓ細胞においてｈＳＣ１０．１７の天然のＩｇ
Ｇ１カッパ軽鎖と共トランスフェクトし、哺乳動物一過性発現系を使用して発現させた。
Ｃ２２０ＳまたはＣ２２０Δ変異体を含有する操作された抗ＣＤ３２４部位特異的抗体を
、それぞれＳＣ１０．１７ｓｓ１またはＳＣ１０．１７ｓｓ２と命名した。
【０３３２】
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この２種の軽鎖変異体のために、ｈＳＣ１０．１７の変異体Ｃ２１４ＳまたはＣ２１４
Δ軽鎖をコードするベクターを、ＣＨＯ−Ｓ細胞においてｈＳＣ１０．１７の天然のＩｇ
Ｇ１重鎖と共トランスフェクトし、哺乳動物一過性発現系を使用して発現させた。プロテ
インＡクロマトグラフィー（ＭａｂＳｅｌｅｃｔＳｕｒｅプロテインＡ樹脂）を使用して
操作された抗体を精製し、適切な緩衝液中に貯蔵した。Ｃ２１４ＳまたはＣ２１４Δ変異
体を含有する操作された抗ＣＤ３２４部位特異的抗体を、それぞれＳＣ１０．１７ｓｓ３
またはＳＣ１０．１７ｓｓ４と命名した。
【０３３３】
ｈＳＣ１０．１７ｓｓ３の天然の重鎖全体のアミノ酸配列を図７に配列番号５４３とし
て示す一方、操作された軽鎖全体のアミノ酸配列を同じ図中に配列番号５４４として示す
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。重鎖の２２０位（Ｋａｂａｔ番号付けのＥＵインデックス）における遊離システインの
ように、カッパ軽鎖におけるＣ２１４Ｓ位（Ｋａｂａｔ番号付け）を＊で表示する。
【０３３４】
（実施例９）
部位特異的構築物は、結合特徴を保持する
先の実施例に示されている通りに製作された部位特異的抗ＤＬＬ３抗体を、ＥＬＩＳＡ
アッセイによってスクリーニングして、これがＤＬＬ３精製タンパク質に結合するか決定
した。親の天然抗体を対照として使用し、部位特異的抗ＤＬＬ３抗体と並行して実験した
。ヒトＩｇＧ１分子上に存在するエピトープに結合する、西洋ワサビペルオキシダーゼ（
ＨＲＰ）にコンジュゲートされたモノクローナル抗体（ｍＡｂ）レポーター抗体（Ｓｏｕ
ｔｈｅｒｎ

20

Ｂｉｏｔｅｃｈ、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＳＢ９０５２−０５）により、ＤＬＬ３へ

の抗体の結合を検出した。ＨＲＰは、その基質テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）と反応
する。加水分解されたＴＭＢの量は、ＤＬＬ３に結合された被験抗体の量に正比例する。
【０３３５】
ＰＢＳ中１μｇ／ｍｌの精製ＤＬＬ３でＥＬＩＳＡプレートをコーティングし、終夜４
℃でインキュベートした。洗浄により過剰なタンパク質を除去し、０．０５％ｔｗｅｅｎ
２０を含有するＰＢＳ（ＰＢＳＴ）中２％（ｗ／ｖ）ＢＳＡ、２００μＬ／ウェルで１時
間室温にてウェルをブロッキングした。洗浄後、ＰＢＳＴ中１００μＬ／ウェルの系列希
釈した抗体またはＡＤＣを１時間室温で添加した。プレートを再度洗浄し、ＰＢＳＴ中０
．５ｕｇ／ｍｌの１００μＬ／ウェルの適切なレポーター抗体を１時間室温で添加した。
さらなる洗浄後、１００μＬ／ウェルのＴＭＢ基質溶液（Ｔｈｅｒｍｏ

30

Ｓｃｉｅｎｔｉ

ｆｉｃ）の添加によりプレートを１５分間室温で発色させた。等体積の２Ｍ

Ｈ２ＳＯ４

を添加して、基質発色を停止させた。次に、分光光度計によりＯＤ４５０で試料を解析し
た。
【０３３６】
ＥＬＩＳＡの結果を結合曲線として図８に示す。データの精査は、軽鎖定常領域に遊離
システインをもたらすための重鎖ＣＨ１ドメインの操作が、標的抗原への抗体の結合に有
害な影響を与えなかったことを実証する。様々な部位特異的構築物により行った同様のア
ッセイ（データは示していない）は、遊離システインをもたらすための軽鎖定常領域また
はＣＨ１領域の操作が、結果として得られた抗体またはＡＤＣの結合特徴に殆ど影響を与

40

えないことを示す。
【０３３７】
（実施例１０）
部位特異的抗ＳＥＺ６

ＡＤＣのコンジュゲーション

実施例７に記載されている抗体など、操作された抗ＳＥＺ６抗体が、ｖａｌ

ｃｉｔリ

ンカーを介してチオール反応性モノメチルアウリスタチンＥ（ｖｃＭＭＡＥ、例えば、Ｕ
．Ｓ．Ｐ．Ｎ．７６５９２４１を参照）にコンジュゲートされる、部位特異的抗体コンジ
ュゲーションを行った。部位特異的コンジュゲーションは、種の不均質性および複雑性が
低下したＡＤＣの集団を生じる。上で論じた通り、均質な組成物を含むＡＤＣの相同集団
は、安定性、薬物動態、凝集および最終的には安全性プロファイルに都合よい影響を有す
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ることができる。
【０３３８】
より具体的には、軽鎖と鎖間ジスルフィド結合を形成する重鎖の上部ヒンジ領域におけ
るシステイン（Ｃ２２０）がセリンに置換され（Ｃ２２０Ｓ）、細胞毒素をコンジュゲー
トすることができる２つの不対合システインを有する抗体（ｈＳＣ１７．２００ｓｓ１）
を生じる、操作されたヒトＩｇＧ１／カッパ抗ＳＥＺ６抗体を構築した。操作された重鎖
全体のアミノ酸配列を図６Ａに配列番号５１５として示す一方、軽鎖全体のアミノ酸配列
を同じ図中に配列番号５１３として示す。カッパ軽鎖の２１４位（Ｋａｂａｔに従う番号
付け）における遊離システインのように、重鎖におけるＣ２２０Ｓ位（ＫａｂａｔのＥＵ
インデックスに従う）を太字で下線を引いて表示する。

10

【０３３９】
別個の３段階で、ｈＳＣ１７．２００ＳをｖｃＭＭＡＥとコンジュゲートした；還元ス
テップ、再酸化ステップおよびコンジュゲーションステップ。このプロセスの模式図は、
図９に見出すことができる。
【０３４０】
水中１０ｍＭのＤＴＴの４０モル当量添加により、ｈＳＣ１７．２００Ｓを完全に還元
した。還元反応を終夜（＞１２時間）室温で進めた。次に、３０ｋｄ膜（Ｍｉｌｌｉｐｏ
ｒｅ

Ａｍｉｃｏｎ

Ｕｌｔｒａ）および１０ダイアボリューム（diavolume）当量の緩

衝液交換を使用して、還元された抗体をＴｒｉｓ

ｐＨ７．５緩衝液へと緩衝液交換した

。次に、還元されたｈＳＣ１７．２００Ｓを、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）中１０ｍ

20

Ｍのデヒドロアスコルビン酸（ＤＨＡＡ）の４．５モル当量添加のいずれかにより再酸化
させた。再酸化反応を室温で６０分間進めた。次に、ＤＭＡ中のｖｃＭＭＡＥの１０ｍＭ
ストックから、遊離チオール１モル当たり１．２モルのｖｃＭＭＡＥの添加により、再酸
化された抗体をコンジュゲートした。反応混合物におけるＤＭＡの最終濃度が、およそ６
％ｖ／ｖとなるように、コンジュゲーションに先立ち追加のＤＭＡを添加した。コンジュ
ゲーションを最小で３０分間進め、その後、水に調製した１０ｍＭ原液からの１．２モル
過剰なＮ−アセチルシステイン（ＮＡＣ）の添加により、反応をクエンチした。２０分間
の最小クエンチ時間の後、４％ｖ／ｖの０．５Ｍ酢酸の添加により、ｐＨを５．５±０．
３に調整した。滅菌濾過および最終製剤化に先立ち、１０ｋＤａ膜および総計１０ダイア
ボリュームの緩衝液交換を使用した定容ダイアフィルトレーションにより、コンジュゲー

30

トされたｈＳＣ１７．２００ＳｖｃＭＭＡＥを２０ｍＭヒスチジンクロリドｐＨ６．０へ
とダイアろ過した（diafiltered）。結果として得られたＡＤＣは、コンジュゲートされ
た天然のＳＣ１７．２００抗体の結合性に匹敵するＳＥＺ６抗原への結合性と、相対的に
高い百分率のＤＡＲ＝２化合物を提示した。
【０３４１】
（実施例１１）
部位特異的抗体のコンジュゲーション
部位特異的コンジュゲーションを実証するために、ｖｃＭＭＡＥを含むリンカー−薬物
とのコンジュゲーションに先立ち、上の実施例６および７に示されている通りに製作され
た部位特異的抗体（ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１およびｈＳＣ１７．２００ｓｓ１）を、ＤＴ

40

Ｔを使用して完全に還元した、あるいはＴＣＥＰ（ｔｒｉｓ（２−カルボキシエチル）ホ
スフィン）を使用して部分的に還元した。
【０３４２】
重ねて、このプロセスの模式図は、図９に見出すことができる。この構築物の標的コン
ジュゲーション部位は、各軽鎖定常領域における不対合システイン（Ｃ２１４）である。
コンジュゲーション効率（オンターゲットコンジュゲーションおよびオフターゲットコン
ジュゲーション）は、軽鎖におけるオンターゲットコンジュゲーションを、重鎖における
オフターゲットコンジュゲーションと対比して追跡することができる、逆相ＨＰＬＣ（Ｒ
Ｐ−ＨＰＬＣ）アッセイを使用してモニタリングすることができる。疎水性相互作用クロ
マトグラフィー（ＨＩＣ）アッセイを使用して、薬物対抗体比（ＤＡＲ）種の分布をモニ
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タリングすることができる。本実施例において、所望の産物は、逆相クロマトグラフィー
によって決定される軽鎖に最大にコンジュゲートされた（オンターゲット）ＡＤＣと、Ｄ
ＡＲ＝２の種を最大化しつつ過剰コンジュゲートされた（ＤＡＲ＞２）種を最小化するＡ
ＤＣである。
【０３４３】
ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１またはｈＳＣ１７．２００ｓｓ１の異なる調製物を、１０ｍＭ
ＤＴＴの４０モル当量添加により完全に還元した、あるいは１０ｍＭ

ＴＣＥＰの２．

６モル当量添加により部分的に還元した。
【０３４４】
１０ｍＭ

ＤＴＴにより還元される試料は終夜（＞１２時間）室温で還元し、その後、

３０ｋＤａ膜（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ

Ａｍｉｃｏｎ

10

Ｕｌｔｒａ）および１０ダイアボリ

ューム（diavolume）に相当する緩衝液交換を使用してＴｒｉｓ

ｐＨ７．５緩衝液に緩

衝液交換した。次に、結果として得られた完全に還元された調製物を、ジメチルアセトア
ミド（ＤＭＡ）中１０ｍＭのデヒドロアスコルビン酸（ＤＨＡＡ）の４．０モル当量添加
により再酸化した。試料の遊離チオール濃度（エルマンの方法によって測定される、抗体
当たりの遊離チオールの数）が、１．９〜２．３の間であった場合、最小３０分間室温で
マレイミドリンカーを介して抗体の遊離システインをＭＭＡＥ細胞毒素にコンジュゲート
した。次に、水に調製された１０ｍＭ原液を使用した１．２モル過剰なＮ−アセチル−シ
ステイン（ＮＡＣ）の添加により、反応をクエンチした。２０分間の最小クエンチ時間の
後、０．５Ｍ酢酸の添加により、ｐＨを６．０に調整した。次に、３０ｋＤａ膜を使用し

20

たダイアフィルトレーションにより、抗体−ＭＭＡＥの様々なコンジュゲートされた調製
物を２０ｍＭヒスチジンクロリド（histidine

chloride）ｐＨ６．０に緩衝液交換した

。
【０３４５】
１０ｍＭ

ＴＣＥＰにより部分的に還元される試料は、最小で９０分間室温にて還元し

た。試料の遊離チオール濃度が、１．９〜２．３の間であった場合、最小で３０分間室温
にて、部分的に還元された抗体を、再度（again）マレイミドリンカーを介してＭＭＡＥ
にコンジュゲートした。次に、水に調製された１０ｍＭ原液からの１．２モル過剰なＮＡ
Ｃの添加により、反応をクエンチした。２０分間の最小クエンチ時間の後、０．５Ｍ酢酸
の添加により、ｐＨを６．０に調整した。次に、３０ｋＤａ膜を使用したダイアフィルト

30

レーションにより、コンジュゲートされた抗体−ＭＭＡＥの調製物を２０ｍＭヒスチジン
クロリドｐＨ６．０に緩衝液交換した。
【０３４６】
ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１−ＭＭＡＥ（図１０Ａ）またはｈＳＣ１７．２００ｓｓ１−Ｍ
ＭＡＥ（図１０Ｂ）のオンターゲット軽鎖コンジュゲーションの百分率を決定するために
、ＲＰ−ＨＰＬＣを使用して最終抗体薬物調製物（ＤＴＴ還元およびＴＣＥＰ還元の両方
）を解析して、重鎖コンジュゲーション部位を軽鎖コンジュゲーション部位と対比して定
量した。解析は、移動相Ａとしての水中０．１％ｖ／ｖ
９０％ｖ／ｖアセトニトリル中０．１％ｖ／ｖ
ＲＥ

３．６μｍ

ＴＦＡおよび移動相Ｂとしての

ＴＦＡによるＡｅｒｉｓ

ＷＩＤＥＰＯ

Ｃ４カラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ）を用いた。解析に先立ち、試料

40

をＤＴＴにより完全に還元し、続いて、３０〜５０％移動相Ｂの勾配を１０分間かけて適
用したカラムに注入した。２１４ｎｍにおけるＵＶシグナルを収集し、続いて重鎖および
軽鎖コンジュゲーションの程度の計算に使用した。
【０３４７】
より特定すると、ＤＴＴおよびＴＣＥＰを使用してコンジュゲートされたｈＳＣ１６．
５６ｓｓ１−ＭＭＡＥおよびｈＳＣ１７．２００ｓｓ１−ＭＭＡＥにおける重鎖と軽鎖と
の間のペイロードの分布を図１０Ａおよび図１０Ｂに示す。重鎖および軽鎖におけるパー
セントコンジュゲーションは、先に確立されたピーク（軽鎖、軽鎖＋１薬物、重鎖、重鎖
＋１薬物、重鎖＋２薬物など）のＲＰ−ＨＰＬＣ曲線下面積を積分し、鎖毎の％コンジュ
ゲートを別々に計算することにより得られた。本明細書を通して論じられている通り、本
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発明の選択された実施形態は、軽鎖におけるペイロードの配置に好適なコンジュゲーショ
ン手順を含む。
【０３４８】
同じ調製物を、ＨＩＣも使用して解析して、ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１−ＭＭＡＥ（図１
１Ａ）およびｈＳＣ１７．２００ｓｓ１−ＭＭＡＥ（図１１Ｂ）について望ましくないＤ
ＡＲ＞２の種と比べたＤＡＲ＝２の種の量を決定した。この点に関して、移動相Ａとして
水中１．５Ｍ硫酸アンモニウムおよび２５ｍＭリン酸カリウムならびに移動相Ｂとして水
中０．２５％ｗ／ｖ
ＹＬ

Ａ

ＣＨＡＰＳおよび２５ｍＭリン酸カリウムによるＰｏｌｙＰＲＯＰ

３μｍカラム（ＰｏｌｙＬＣ）を使用して、ＨＩＣを行った。０〜１００％移

動相Ｂの勾配を１５分間かけて適用したカラムに、試料を直接注入した。コンジュゲート

10

されていない抗体およびより高いＤＡＲ種のために、２８０ｎｍにおけるＵＶシグナルを
収集し、クロマトグラムを解析した。先に確立されたピーク（ＤＡＲ＝０、ＤＡＲ＝１、
ＤＡＲ＝２、ＤＡＲ＝４など）のＨＩＣ曲線下面積を積分し、各ピークの％を計算するこ
とにより、ＤＡＲ計算を行った。ＤＴＴおよびＴＣＥＰを使用してコンジュゲートされた
ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１−ＭＭＡＥおよびｈＳＣ１７．２００ｓｓ１−ＭＭＡＥにおける
、結果として得られたＤＡＲ分布をそれぞれ図１１Ａおよび図１１Ｂに示す。
【０３４９】
ｈＳＣ１６部位特異的コンジュゲート調製物のＨＩＣによって決定されるＤＡＲ分布は
、ＤＴＴ／ＤＨＡＡ完全還元および再酸化方法が、約６０％のＤＡＲ＝２の種をもたらす
一方、典型的な部分的ＴＣＥＰ還元方法が、約５０％のＤＡＲ＝２をもたらすことを示す

20

。完全還元および再酸化方法は、また、より高い望ましくないＤＡＲ＞２の種（２０〜２
５％）をもたらすが、部分的ＴＣＥＰ還元方法は、１０〜１５％ＤＡＲ＞２をもたらす（
図１１Ａおよび図１１Ｂ）。ＴＣＥＰ部分的還元は、より低レベルのＤＡＲ＞２の種を有
したが、ＤＡＲ＝２の百分率が僅か５０％であることに留意されたい。ＴＣＥＰシステム
における％ＤＡＲ＝２の種を押し上げることにより、望ましくないＤＡＲ＞２の種の相当
する増加がもたらされる。ＤＴＴ／ＤＨＡＡ完全還元試料の高ＤＡＲ種の増加は、ＲＰ−
ＨＰＬＣによって示される通り、重鎖におけるより高いオフターゲットコンジュゲーショ
ンに起因し得（図１０Ａおよび図１０Ｂ）、これは、還元のための駆動力が増加したこと
によるヒンジ領域システイン残基の非特異的還元によるものである。よって、開示されて
いる部位特異的構築物は、天然の抗体と比べて改善されたＤＡＲおよびより少ない望まし
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くないより高いＤＡＲの不純物をもたらすが、従来の還元方法は、企図される操作された
部位とは異なるシステイン残基に細胞傷害剤を含む少なくとも一部の非特異的コンジュゲ
ートを作製する。
【０３５０】
（実施例１２）
操作された抗体のコンジュゲーション
選択的還元プロセスの使用
コンジュゲーションの特異性および最終産物の均質性をさらに改善するために、ＭＭＡ
Ｅを含むリンカー−薬物とのコンジュゲーションに先立ち、安定化剤（例えば、Ｌ−アル
ギニン）および穏やかな還元剤（例えば、グルタチオン）を含む新規プロセスを使用して

40

、実施例６および７に示されている通りに製作された部位特異的抗体を選択的に還元した
。上で論じた通り、選択的コンジュゲーションは、遊離システインに細胞毒素を優先的に
コンジュゲートさせ、非特異的コンジュゲーションは僅かである。
【０３５１】
実施例６および７により、ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１構築物の標的コンジュゲーション部
位は、各軽鎖における不対合システインである。これらの操作された部位へとコンジュゲ
ーションを導くために、１Ｍ
５ｍＭ

Ｌ−アルギニン／５ｍＭグルタチオン、還元（ＧＳＨ）／

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．０を含有する緩衝液において、最小で１時間室温にてｈＳＣ

１６．５６ｓｓ１およびｈＳＣ１７．２００ｓｓ１の調製物を部分的に還元した。その上
、対照として、１Ｍ

Ｌ−アルギニン／５ｍＭ

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．０および２０ｍＭ
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ＧＳＨ、ｐＨ８．２緩衝液において１時間ま

たはそれより長く、各抗体調製物を別々にインキュベートした。次に、３０ｋＤａ膜（Ｍ
ｉｌｌｉｐｏｒｅ
２ｍＭ

Ａｍｉｃｏｎ

Ｕｌｔｒａ）を使用して、２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ／３．

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．２緩衝液へと全調製物を緩衝液交換した。結果として得られ

た部分的に還元された調製物（アルギニンと共にグルタチオン中でインキュベートされた
試料について）は、１．９〜２．３の間の遊離チオール濃度を有し、次に、全調製物を、
最小で３０分間室温にて、マレイミドリンカーを介してＭＭＡＥにコンジュゲートした。
続いて、水において調製した１０ｍＭ原液を使用した１．２モル過剰なＮＡＣの添加によ
り、反応をクエンチした。２０分間の最小クエンチ時間の後、０．５Ｍ酢酸の添加により
、ｐＨを６．０に調整した。次に、３０ｋＤａ膜を使用したダイアフィルトレーションに

10

より、抗体−ＭＭＡＥの様々なコンジュゲートされた調製物を２０ｍＭヒスチジンクロリ
ド、ｐＨ６．０へとダイアろ過した。
【０３５２】
オンターゲット軽鎖コンジュゲーションの百分率を決定するために、先に論じた通りに
ＲＰ−ＨＰＬＣを使用して、最終抗体−薬物調製物を解析して、重鎖コンジュゲーション
部位を軽鎖コンジュゲーション部位と対比して定量した（図１２Ａおよび図１２Ｂ）。試
料はまた、疎水性相互作用クロマトグラフィーを使用して解析して、望ましくないＤＡＲ
＞２の種と比べたＤＡＲ＝２の種の量を決定した（図１３Ａおよび図１３Ｂ）。比較目的
のため、先の実施例において得られた結果は、ＤＴＴ／ＤＨＡＡおよびＴＣＥＰ還元試料
に関して図１２および図１３に含まれる。ＥＤＴＡ／ＧＳＨ対照のＨＩＣ解析を図１４Ａ

20

および図１４Ｂに提示し、これらを選択的に還元された試料の隣に示す。
【０３５３】
図１２および図１３は、標準の完全または部分的還元プロセス（実施例１０および１１
に記載）と比較した、選択的還元プロセスを使用して還元された抗体のＨＩＣ

ＤＡＲ分

布および％コンジュゲート軽鎖を要約する。操作された構築物と組み合わせた選択的コン
ジュゲーション方法の利益は、容易に明らかであり、所望の軽鎖コンジュゲーション部位
の優れた選択性をもたらし（図１２Ａおよび図１２Ｂ）、望ましくないＤＡＲ＞２の種を
１０％未満に維持しつつ、６０〜７５％の平均ＤＡＲ＝２レベルをもたらす（図１３Ａお
よび図１３Ｂ）。図１２および図１３に示す結果は、選択的還元が、標準部分的または完
全還元手順よりも高レベルのＤＡＲ＝２および低い望まないＤＡＲ＞２の種をもたらすた

30

めの反応を駆動することを実証する。図１４Ａおよび図１４Ｂに示す対照手順は、穏やか
な還元剤（例えば、ＧＳＨ）が、安定化剤（例えば、Ｌ−アルギニン）の非存在下で所望
のコンジュゲーションをもたらすことができないことを実証する。
【０３５４】
これらのデータは、選択的還元が、従来の部分的および完全還元コンジュゲーション方
法を上回る利点をもたらすことを実証する。これは、新規選択的還元手順が、不対合（ま
たは遊離）システイン残基を生じるように操作された抗体と併せて使用される場合に特に
あてはまる。安定化剤と組み合わせた穏やかな還元（すなわち、選択的還元）は、様々な
リンカー−薬物に容易にコンジュゲートされた安定な遊離チオールを産生した一方、ＤＨ
ＡＡ再酸化は、時間的制約があり、ＴＣＥＰ還元は、特に、本明細書に記載されている操

40

作された構築物に関して成功とまではいかなかった。
【０３５５】
（実施例１３）
異なる系による選択的還元
安定化剤および還元剤の様々な組合せを使用した選択的還元の利点をさらに実証するた
め、コンジュゲーションに先立ち、異なる穏やかな還元剤（例えば、Ｎ−アセチル−シス
テインまたはＮＡＣ）と組み合わせた異なる安定化剤（例えば、Ｌ−リシン）を使用して
、ｈＳＣ１６．５６ｓｓ１を選択的に還元した。
【０３５６】
それぞれｈＳＣ１６．５６ｓｓ１の３種の調製物を、３種の異なる緩衝液系を使用して
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Ｌ−アルギニン／６ｍＭ

ｐＨ８．０、（２）１Ｍ

Ｌ−アルギニン／１０ｍＭ

８．０および（３）１Ｍ

Ｌ−リシン／５ｍＭ

。その上、対照として、２０ｍＭ
Ｈ８．０および２０ｍＭ

ＧＳＨ／５ｍＭ

ＮＡＣ／５ｍＭ

ＧＳＨ／５ｍＭ

Ｔｒｉｓ／５ｍＭ

Ｔｒｉｓ／３．２ｍＭ

ＥＤＴＡ、

ＥＤＴＡ、ｐＨ

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．０

ＥＤＴＡ／１０ｍＭ

ＥＤＴＡ／５ｍＭ

ＮＡＣ、ｐ

ＧＳＨ、ｐＨ８．

２緩衝液において抗体調製物を別々にインキュベートした。全調製物を最小で１時間室温
にてインキュベートし、次に３０ｋＤａ膜（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ
ｒａ）を使用したダイアフィルトレーションにより、２０ｍＭ

Ａｍｉｃｏｎ

Ｕｌｔ

Ｔｒｉｓ／３．２ｍＭ

ＥＤＴＡ、ｐＨ８．２緩衝液へと緩衝液交換した。１．７〜２．４の間の遊離チオール濃
度を有することが判明した、結果として得られた選択的に還元された調製物を、続いて、

10

マレイミドリンカーを介してＭＭＡＥにコンジュゲートした。コンジュゲーション反応を
最小で３０分間室温にて進めた後、１０ｍＭ原液を使用した１．２モル過剰なＮＡＣの添
加により、反応をクエンチした。２０分間の最小クエンチ時間に続き、０．５Ｍ酢酸の添
加により、ｐＨを６．０に調整した。次に、３０ｋＤａ膜を使用したダイアフィルトレー
ションにより、抗体−ＭＭＡＥの様々なコンジュゲート調製物を２０ｍＭヒスチジンクロ
リドｐＨ６．０へと緩衝液交換した。次に、疎水性相互作用クロマトグラフィーを使用し
て、最終抗体−薬物調製物を解析して、ＤＡＲ分布を決定した（図１５）。
【０３５７】
ＨＩＣによって決定されたＤＡＲ分布は、用いた３種の異なる選択的還元系（Ａｒｇ／
ＧＳＨ、Ｌｙｓ／ＧＳＨおよびＡｒｇ／ＮＡＣ）に対して同様の結果を示す。より特定す

20

ると、ＤＡＲ＝２レベルは、異なる調製物で６０〜６５％であり、高ＤＡＲの種（ＤＡＲ
＞２）は、全選択的還元系およびリンカー−薬物組合せで２０％未満に維持され、軽鎖の
定常領域における操作されたシステイン残基に対する高い選択性を示す。重ねて、先の実
施例１２に示す通り、穏やかな還元剤単独（例えば、ＧＳＨまたはＮＡＣ）は、十分なコ
ンジュゲーション選択性をもたらさなかったが、安定化剤の添加は、有意な改善をもたら
している。
【０３５８】
（実施例１４）
部位特異的コンジュゲートは、結合特徴を保持する
先の実施例に示されている通りに調製された部位特異的抗ＤＬＬ３

ＡＤＣをスクリー

30

ニングして、ＤＬＬ３精製タンパク質に結合するか決定する。代表的なスクリーニングア
ッセイは、本質的に下記の通りに行われるＥＬＩＳＡアッセイである。ＥＬＩＳＡを使用
して、結合特徴を保持する操作された抗体を選択する。
【０３５９】
コンジュゲート形態および非コンジュゲート形態で、対照として親非操作抗体を使用し
て、部位特異的抗ＤＬＬ３抗体および抗ＤＬＬ３抗体薬物コンジュゲートと並行して実験
する。ＤＬＬ３への抗体の結合は、ヒトＩｇＧ１分子上に存在するエピトープに結合する
、西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）にコンジュゲートされたモノクローナル抗体（
ｍＡｂ）レポーター抗体（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ

Ｂｉｏｔｅｃｈ、Ｃａｔ．Ｎｏ．ＳＢ９０

５２−０５）により検出される。ＤＬＬ３へのＡＤＣ（部位特異的または従来の）の結合

40

は、ＡＤＣにおける薬物または薬物リンカーに結合する、西洋ワサビペルオキシダーゼ（
ＨＲＰ）にコンジュゲートされた抗体を使用して検出される。ＨＲＰは、その基質テトラ
メチルベンジジン（ＴＭＢ）と反応する。加水分解されたＴＭＢの量は、ＤＬＬ３に結合
された被験物の量に正比例する。
【０３６０】
ＰＢＳ中１μｇ／ｍｌの精製ＤＬＬ３でＥＬＩＳＡプレートをコーティングし、終夜４
℃でインキュベートする。洗浄によって過剰なタンパク質を除去し、０．０５％ｔｗｅｅ
ｎ２０を含有するＰＢＳ（ＰＢＳＴ）中２％（ｗ／ｖ）のＢＳＡ、２００μＬ／ウェルで
ウェルを１時間室温にてブロッキングする。洗浄後、１００μＬ／ウェルの系列希釈した
抗体またはＡＤＣをＰＢＳＴ中で、１時間室温で添加する。プレートを再度洗浄し、０．
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５ｕｇ／ｍｌの１００μＬ／ウェルの適切なレポーター抗体をＰＢＳＴ中で、１時間室温
で添加する。さらなる洗浄後に、１００μＬ／ウェルのＴＭＢ基質溶液（Ｔｈｅｒｍｏ
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）の添加により、プレートを１５分間室温にて発色させる。等体積
の２Ｍ

Ｈ２ＳＯ４を添加して、基質発色を停止させる。次に、ＯＤ４５０における分光

光度計により試料を解析する。
【０３６１】
（実施例１５）
部位特異的コンジュゲートのＩｎ
アッセイを行って、ｉｎ

Ｖｉｔｒｏ細胞傷害性

ｖｉｔｒｏでヒトＤＬＬ３抗原を発現する細胞を有効に殺滅

する部位特異的コンジュゲートの能力を実証する。例えば、アッセイを使用して、ヒトＤ

10

ＬＬ３を発現するように操作されたＨＥＫ２９３Ｔ細胞を殺滅する抗ＤＬＬ３部位特異的
コンジュゲートの能力を測定することができる。このアッセイにおいて、殺滅は、細胞表
面におけるそのＤＬＬ３標的へのＡＤＣ（部位特異的または対照）の結合と、続くＡＤＣ
の内部移行を必要とする。内部移行により、リンカー（例えば、上記のＶａｌ−Ａｌａプ
ロテアーゼ切断可能リンカー）が切断され、細胞内部に細胞毒素を放出し、細胞死をもた
らす。細胞死は、細胞生存率の代替としてＡＴＰ含量を測定するＣｅｌｌＴｉｔｅｒ−Ｇ
ｌｏ試薬を使用して測定される。
【０３６２】
代表的なアッセイは、本質的に次の通りに行われる。抗体薬物コンジュゲート添加の１
日前に、１０％ウシ胎仔血清およびペニシリン／ストレプトマイシンを補充したＤＭＥＭ

20

（ＤＭＥＭ完全培地）においてウェル当たり５００個の細胞で、９６ウェル組織培養処理
プレートに細胞をプレーティングする。プレーティング２４時間後に、ＤＭＥＭ完全培地
における系列希釈したＳＣＡｂ−細胞毒素対照またはＳＣＡｂｓｓ１−細胞毒素で細胞を
処理する。処理後９６時間細胞を培養し、その後、Ｃｅｌｌ

Ｔｉｔｅｒ

Ｇｌｏ（登録

商標）（Ｐｒｏｍｅｇａ）を使用して製造業者の指示に従って生存細胞数を数える。
【０３６３】
（実施例１６）
血清中での部位特異的コンジュゲートの安定性
本発明の部位特異的コンジュゲートによってもたらされる改善された安定性を実証する
ために、選択されたコンジュゲートを、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで長期間ヒト血清に曝露する。

30

ＡＤＣの分解が経時的に測定される。例えば、代表的なアッセイは、本質的に次の通りに
行われる。
【０３６４】
それぞれ同じ細胞毒素を含むＳＣＡｂ

ＡＤＣおよびＳＣＡｂｓｓ１

ＡＤＣを、市販

のヒト血清（Ｂｉｏｒｅｃｌａｍａｔｉｏｎ）に添加し、３７℃、５％ＣＯ２で長期間イ
ンキュベートする。添加０、２４、４８、９６および１６８時間後に試料を収集し、総抗
体含量およびＡＤＣレベルの両方を測定するためのサンドイッチＥＬＩＳＡを使用して安
定性を測定する。
【０３６５】
総抗体含量の測定に関して、ＥＬＩＳＡは、コンジュゲートされたおよびコンジュゲー

40

トされていないＳＣＡｂまたはＳＣＡｂｓｓ１抗体の両方を検出するように構成されてい
る。このアッセイは、コンジュゲートされた細胞毒素ありまたはなしのＳＣＡｂおよびＳ
ＣＡｂｓｓ１を特異的に捕捉および検出する、一対の抗イディオタイプ抗体を用いる。ア
ッセイは、感度および直線性を増加させるために電気化学発光を使用するＭＳＤ
ｈｎｏｌｏｇｙ

Ｐｌａｔｆｏｒｍ（Ｍｅｓｏ

Ｓｃａｌｅ

Ｔｅｃ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ、

ＬＬＣ）を使用して機械的に行う。
【０３６６】
この目的のため、ＭＳＤ高結合プレートは、２ｕｇ／ｍＬ捕捉抗イディオタイプ（ＩＤ
−１６）抗体により終夜４℃でコーティングされる。翌日、プレートをＰＢＳＴ（ＰＢＳ
＋０．０５％Ｔｗｅｅｎ２０）で洗浄し、１５０ｕＬのＰＢＳＴ中３％のＢＳＡでブロッ
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キングする。ＡＤＣ検量線と共に、２５ｕＬ血清試料をプレートに添加し、２時間室温で
インキュベートする。インキュベーション後に、プレートをＰＢＳＴで洗浄し、２５ｕＬ
のスルホタグ付けした検出用抗イディオタイプ（ＩＤ−３６）抗体０．５ｕｇ／ｍＬを各
ウェルに添加し、１時間室温でインキュベートする。次に、プレートを洗浄し、ウェル当
たり１５０ｕＬの１×ＭＳＤリード緩衝液を添加し、ＭＳＤリーダーにより読み取る。ヒ
ト血清に最初に添加した総ＡＤＣの百分率として、データをグラフ化する。
【０３６７】
総抗体濃度のモニタリングに加えて、収集された試料においてＥＬＩＳＡアッセイを行
って、残っている抗体薬物コンジュゲートのレベルを決定する。すなわち、本アッセイは
、直ぐ上に全般的に記載されているＥＬＩＳＡ方法論を使用して、インタクトなＳＣＡｂ

10

−細胞毒素およびＳＣＡｂｓｓ１−細胞毒素のレベルを測定する。しかし、先のＥＬＩＳ
Ａアッセイとは異なり、このＥＬＩＳＡは、１個または複数の細胞毒素分子にコンジュゲ
ートされたＳＣＡｂまたはＳＣＡｂｓｓ１抗体を定量するが、検出されたＡＤＣ上に実際
に存在する細胞毒素分子の数を決定することができない。総抗体アッセイとは異なり、こ
のアッセイは、抗イディオタイプｍＡｂおよび抗細胞毒素特異的ｍＡｂの組合せを使用し
、コンジュゲートされていないＳＣＡｂ抗体を検出しない。
【０３６８】
このＥＬＩＳＡアッセイは、ＭＳＤ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｐｌａｔｆｏｒｍを使用

してデータを作成し、代表的なアッセイは、本質的に次の通りに行われる。ＭＳＤ標準結
合プレートを、４ｕｇ／ｍＬ抗細胞毒素特異的ｍＡｂにより終夜４℃でコーティングする

20

。翌日、プレートをＰＢＳＴ（ＰＢＳ＋０．０５％Ｔｗｅｅｎ２０）で洗浄し、１５０ｕ
ＬのＰＢＳＴ中３％のＢＳＡでブロッキングする。ＡＤＣ検量線およびＱＣ試料と共に、
２５ｕＬの血清試料をプレートに添加し、２時間室温でインキュベートする。インキュベ
ーション後に、プレートをＰＢＳＴで洗浄し、２５ｕＬのスルホタグ付けされた検出用抗
イディオタイプ抗体（ＩＤ−３６）０．５ｕｇ／ｍＬを各ウェルに添加し、１時間室温で
インキュベートする。次に、プレートを洗浄し、ウェル当たり１５０ｕＬの１×ＭＳＤリ
ード緩衝液を添加し、ＭＳＤリーダーにより読み取る。データを解析して、遊離した細胞
毒素に起因する非特異的な毒性および相当する治療指数低下を回避するために、最小のＡ
ＤＣ分解を示すＡＤＣを選択する。
30

【０３６９】
（実施例１７）
血清中での部位特異的コンジュゲートのアルブミンへの移動
従来のＡＤＣでは、血清中のアルブミンが、コンジュゲートされた細胞毒素を滲出させ
、これにより、非特異的細胞傷害性を増加させ得ることに留意されてきた。アルブミンへ
の移動によって媒介される部位特異的ＡＤＣ分解の量を決定するために、ＥＬＩＳＡアッ
セイを開発して、ＳＣＡｂ−細胞毒素およびＳＣＡｂｓｓ１−細胞毒素に曝露された血清
中のアルブミン−細胞毒素（ｈＡｌｂ−細胞毒素）の量を測定した。このＥＬＩＳＡは、
抗細胞毒素特異的ｍＡｂを使用してｈＡｌｂ−細胞毒素を捕捉し、検出抗体として抗ヒト
アルブミンｍＡｂを使用する。遊離ＡＤＣは、ｈＡｌｂ−細胞毒素と競合するため、血清
試料は、試験に先立ちＡＤＣを枯渇させる。定量は、ｈＡｌｂ−細胞毒素検量線から外挿
される。先の実施例と共に、本アッセイは、ＭＳＤ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

40

Ｐｌａｔｆ

ｏｒｍを使用して、データを作成する。代表的なアッセイは、本質的に次の通りに行われ
る。
【０３７０】
最初に、血清試料に、関連する対照と共に、最終濃度１０μｇとなるようＳＣＡｂ−細
胞毒素またはＳＣＡｂｓｓ１−細胞毒素を接種する。先の実施例と同様に、添加０、２４
、４８、９６および１６８時間後に試料を採取する。ＭＳＤ標準結合プレートを、４ｕｇ
／ｍＬ抗細胞毒素特異的ｍＡｂにより終夜４℃でコーティングする。翌日、プレートをＰ
ＢＳＴ（ＰＢＳ＋０．０５％Ｔｗｅｅｎ２０）で洗浄し、２５ｕＬのＭＳＤ希釈液２＋０
．０５％Ｔｗｅｅｎ−２０で３０分間室温にてブロッキングする。血清試料をＭＳＤ希釈
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液２＋０．１％Ｔｗｅｅｎ−２０において１：１０希釈し（１０ｕＬ血清＋９０ｕＬ希釈
液）、２０ｕＬのＧＥのＭａｂＳｅｌｅｃｔ

ＳｕＲｅプロテインＡ樹脂と共に１時間ボ

ルテックス振盪機においてインキュベートする。抗イディオタイプ抗体によるインタクト
なＳＣＡｂ−細胞毒素またはＳＣＡｂｓｓ１−細胞毒素の枯渇後に、９６ウェル３Ｍフィ
ルタープレートを使用して、試料を樹脂から分離する。次に、２５ｕＬの枯渇された血清
試料を、ｈＡｌｂ−６．５検量線と共にブロッキングされたプレートに添加し、１時間室
温でインキュベートする。インキュベーション後に、プレートをＰＢＳＴで洗浄し、ＭＳ
Ｄ希釈液３＋０．０５％Ｔｗｅｅｎ−２０において希釈した２５ｕＬの１ｕｇ／ｍＬスル
ホタグ付けされた抗ヒトアルブミンｍＡｂ（Ａｂｃａｍ

ａｂ１０２４１）を添加する。

次に、プレートを１時間インキュベートし、ＰＢＳＴで洗浄し、１５０ｕＬの１×ＭＳＤ

10

リード緩衝液により読み取る。データを解析して、最小のアルブミンへの移動率を示すＡ
ＤＣを選択する。
【０３７１】
（実施例１８）
部位特異的構築物は、Ｉｎ
Ｉｎ

Ｖｉｖｏ有効性を実証する

ｖｉｖｏ実験を行って、本明細書に記載されている部位特異的構築物の細胞殺滅

能力を確認する。この目的のため、先の実施例に示されている通りに調製された部位特異
的ＤＬＬ３

ＡＤＣを、本質的に次の通りに、皮下の患者由来異種移植片（ＰＤＸ）小細

胞肺がん（ＳＣＬＣ）腫瘍を有する免疫無防備状態のＮＯＤＳＣＩＤマウスにおけるｉｎ
ｖｉｖｏ治療効果に関して試験する。抗ＤＬＬ３−細胞毒素コンジュゲート（ＳＣＡｂ

20

−ＡＤＣ）、ＨＩＣ精製抗ＤＬＬ３−細胞毒素コンジュゲート（ＳＣＡｂ−ＡＤＣＤ２）
およびＨＩＣ精製部位特異的抗ＤＬＬ３−細胞毒素コンジュゲート（ＳＣＡｂｓｓ１−Ａ
ＤＣＤ２）はそれぞれ、３種の異なるＳＣＬＣモデルにおいて試験する。
【０３７２】
ＳＣＬＣ−ＰＤＸ系である、ＬＵ１２９、ＬＵ６４およびＬＵ１１７はそれぞれ、乳房
脂肪体領域付近の皮下に解離細胞接種材料として注射され、カリパーにより毎週測定され
る（楕円体体積＝ａ×ｂ２／２、式中、ａは楕円の長径であり、ｂは短径である）。腫瘍
が、平均サイズ２００ｍｍ３（範囲、１００〜３００ｍｍ３）に成長した後に、マウスを
等しい腫瘍体積平均の処置群（群当たりｎ＝５マウス）に無作為化する。腹腔内注射によ
る単一用量（１００μＬ）のビヒクル（滅菌水中５％のグルコース）、対照ヒトＩｇＧ１

30

ＡＤＣ（ＩｇＧ−ＡＤＣ；１ｍｇ／ｋｇ）またはＳＣＡｂ−ＡＤＣ調製物（０．７５〜
１．５ｍｇ／ｋｇ）のいずれかでマウスを処置し、治療効果を毎週の腫瘍体積（上述の通
りカリパーで）および体重測定値によって評価する。個々のマウスまたは処置群の評価項
目の基準は、健康評価（任意の疾病の徴候）、体重の減少（研究開始からの２０％を超え
る体重の減少）および腫瘍負荷（腫瘍体積＞１０００ｍｍ３）を含む。群が、平均およそ
８００〜１０００ｍｍ３に達するまで、毎週の腫瘍体積測定（ｍｍ３）により有効性をモ
ニタリングする。処置群における全マウスに対して、平均値の標準誤差を伴う平均として
腫瘍体積を計算し、初回処置からの時間（日数）に対しプロットする。処置群当たり５匹
のマウスにおける平均値の標準誤差（ＳＥＭ）による平均腫瘍体積として、処置の結果を
40

描写する。
【０３７３】
従来の（ＳＣＡｂ−細胞毒素またはＳＣＡｂ−ＡＤＣＤ２）または抗体当たり２個の薬
物分子を含有する分子種のＨＩＣ精製（２種の調製物において）による部位特異的戦略（
ＳＣＡｂｓｓ１−ＡＤＣＤ２）のいずれかを使用してコンジュゲートされたＤＬＬ３結合
ＡＤＣを、ＳＣＬＣ

ＰＤＸ−ＬＵ１２９、ＰＤＸ−ＬＵ６４またはＰＤＸ−ＬＵ１１７

を有するマウスにおいて評価する。結果を解析して、治療効果におけるＤＬＬ３結合ＡＤ
ＣのＨＩＣ精製および／または部位特異的コンジュゲーションの効果を評価する。
【０３７４】
（実施例１９）
部位特異的コンジュゲートは、毒性低下を実証する
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開示されているコンジュゲート調製物の治療指数をさらに拡大するために、試験を行っ
て、その毒性プロファイルを実証する。特に、このような研究は、より良好に忍容される
（例えば、同じ投与回数でで死亡なし、皮膚毒性の発生率低下、骨髄毒性低下、リンパ系
組織所見による重症度低下など）抗ＤＬＬ３部位特異的コンジュゲートを選択するために
行われる。有意義なことに、毒性低下は、顕著なより高用量投与および腫瘍部位における
細胞毒素の対応するより高い局在濃度をもたらすという点において、治療指数を実質的に
増加させる。代表的なアッセイは、本質的に次の通りに行われる。
【０３７５】
ＤＡＲ２精製部位特異的ＡＤＣ（ＳＣＡｂｓｓ１−ＡＤＣＤ２）の毒性を、従来のコン
ジュゲート（ＳＣＡｂ−ＡＤＣ）またはそのＤＡＲ２精製バージョン（ＳＣＡｂ−ＡＤＣ

10

Ｄ２）の毒性と比較する。調製物のそれぞれは、同じ細胞毒素を含む。研究は、試験系と
してカニクイザルを使用して行われる。生存、臨床徴候、体重、食物摂取、臨床病変（血
液学、凝固、臨床化学および尿検査）、毒物動態、肉眼的剖検所見、臓器重量および病理
組織検査を記録および比較する。
【０３７６】
当業者であれば、その精神または中心的な属性から逸脱することなく、他の特異的な形
態で本発明を具体化できることをさらに認識する。本発明の上記の記載は、その例示的な
実施形態のみを開示することから、本発明の範囲内として他の変種が企図されることを理
解されたい。したがって、本発明は、本明細書において詳細に記載されてきた特定の実施
形態に限定されない。むしろ、本発明の範囲および内容を示すものとして添付の特許請求
の範囲を参照されたい。
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