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(57)【要約】
　本発明は、一般に、ヒト成長ホルモンの（ｈＧＨ）の生産、精製及び単離に関する。よ
り具体的には、本発明は、例えば、酵母、昆虫、哺乳動物及び細菌宿主細胞などの宿主細
胞又は細胞培地からの、実質的に精製されたｈＧＨの生産、精製及び単離に関する。本発
明の方法は、ポリマー又はその他の分子に連結されたｈＧＨの精製についても有用である
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを産生することが可能な組
換え宿主細胞を、増殖を好む条件下で、前記天然においてコードされていないアミノ酸を
含有する液体栄養培地中で培養すること、
　ｂ）前記細胞による、前記天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨの産
生を誘導すること、及び
　ｃ）前記細胞又は培地から、天然においてコードされていないアミノ酸を含む前記ｈＧ
Ｈを精製すること、
を含む方法。
【請求項２】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の添加が、細胞増殖中に
継続的に、誘導前の時点、誘導の時点又は誘導後の時点からなる群から選択される時点で
行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の添加が誘導と同時に行
なわれる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の添加が誘導の約１時間
前に行なわれる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
（ａ）請求項１の工程ｃ）から得た、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈ
ＧＨを、ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、陰イオン交換クロマトグ
ラフィーマトリックスと接触させる工程と、
（ｂ）マトリックスからｈＧＨを溶出及び収集する工程と、
（ｃ）工程ｂ）から得たｈＧＨを、ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で
、疎水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）マトリックスと接触させる工程と、及び
（ｄ）ＨＩＣマトリックスからｈＧＨを溶出し及び収集して、天然においてコードされて
いないアミノ酸を含む実質的に純粋なｈＧＨを提供する工程と、
を含む方法。
【請求項６】
　前記組換え宿主細胞が、原核細胞及び真核細胞からなる群から選択される、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記実質的に精製されたｈＧＨが、成熟ｈＧＨ、成熟ｈＧＨバリアント、ｈＧＨポリペ
プチド及びｈＧＨポリペプチドバリアントからなる群から選択される、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記方法が、工程ａ）の後に、ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、
陰イオン交換クロマトグラフィーから溶出されたｈＧＨをヒドロキシアパタイトクロマト
グラフィーマトリックスと接触させた後、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィーマト
リックスからｈＧＨを溶出し及び収集する追加工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
（ａ）ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を形成するのに十分な条件下で、天然においてコードされて
いないアミノ酸を含むｈＧＨを、誘導体化されたポリエチレングリコール（ＰＥＧ）と反
応させる工程と、及び
（ｂ）ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体
を陰イオン交換マトリックスと接触させた後、陰イオン交換クロマトグラフィーマトリッ
クスからｈＧＨを溶出し及び収集して、実質的に精製されたｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を提供
することにより、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離及び精製する工程と、
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を含む方法。
【請求項１０】
　ａ）天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを産生することが可能な組
換え宿主細胞を、増殖を好む条件下で、前記天然においてコードされていないアミノ酸を
含有する液体栄養培地中で培養する工程と、
　ｂ）前記細胞による、前記天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨの産
生を誘導する工程と、
　ｃ）工程ｂ）から得た、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを、ｈ
ＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、陰イオン交換クロマトグラフィーマ
トリックスと接触させた後、マトリックスからｈＧＨを溶出し及び収集する工程と、
　ｄ）ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、工程ｃ）の陰イオン交換ク
ロマトグラフィーから溶出されたｈＧＨをヒドロキシアパタイトクロマトグラフィーマト
リックスと接触させた後、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィーマトリックスからｈ
ＧＨを溶出し及び収集する工程と、
　ｅ）工程ｄ）から得たｈＧＨを、ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で
、疎水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）マトリックスと接触させた後、ＨＩＣマ
トリックスからｈＧＨを溶出し及び収集して、天然においてコードされていないアミノ酸
を含むｈＧＨを提供する工程と、
（ｆ）ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を形成するのに十分な条件下で、工程ｅ）から得られた、天
然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを、誘導体化されたポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）と反応させる工程と、及び
　ｇ）ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体
を陰イオン交換マトリックスと接触させた後、陰イオン交換クロマトグラフィーマトリッ
クスからｈＧＨを溶出し及び収集して、実質的に精製されたｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を提供
することにより、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離及び精製する工程と、
を含む、実質的に精製されたｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離する方法。
【請求項１１】
　ａ）天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを産生することが可能な組
換え宿主細胞を、増殖を好む条件下で、前記天然においてコードされていないアミノ酸を
含有する液体栄養培地中で培養する工程と、
　ｂ）前記細胞による、前記天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨの産
生を誘導する工程と、
　ｃ）工程ｂ）から得た、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを、ｈ
ＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、陰イオン交換クロマトグラフィーマ
トリックスと接触させた後、マトリックスからｈＧＨを溶出し及び収集する工程と、
　ｄ）工程ｄ）から得たｈＧＨを、ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で
、疎水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）マトリックスと接触させた後、ＨＩＣマ
トリックスからｈＧＨを溶出し及び収集して、天然においてコードされていないアミノ酸
を含むｈＧＨを提供する工程と、
　ｅ）ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を形成するのに十分な条件下で、工程ｄ）から得られた、天
然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを、誘導体化されたポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）と反応させる工程と、及び
　ｆ）ｈＧＨのマトリックスへの結合を可能とする条件下で、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体
を陰イオン交換マトリックスと接触させた後、陰イオン交換クロマトグラフィーマトリッ
クスからｈＧＨを溶出し及び収集して、実質的に精製されたｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を提供
することにより、前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離及び精製する工程と、
を含む、実質的に精製されたｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離する方法。
【請求項１２】
　ａ）天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを産生することが可能な組
換え宿主細胞を、増殖を好む条件下で、前記天然においてコードされていないアミノ酸を
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含有する液体栄養培地中で培養する工程と、
　ｂ）前記細胞による、前記天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨの産
生を誘導する工程と、
　ｃ）ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を形成するのに十分な条件下で、工程ｂ）から得られた、天
然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨを、誘導体化されたポリエチレング
リコール（ＰＥＧ）と反応させる工程と、及び
　ｄ）前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を精製する工程と、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２００４年１２月２２日に出願された米国仮特許出願６０／６３８，６１６号
、２００５年２月２３日に出願された米国仮特許出願６０／６５５，７４４号、２００５
年５月１３日に出願された米国仮特許出願６０／６８０，９７７号及び２００５年１０月
１７日に出願された米国仮特許出願６０／７２７，９６８号の優先権を主張し、これらの
明細書は、全体が本明細書中に組み込まれる。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、一般に、ヒト成長ホルモン（ｈＧＨ）の産生、精製及び単離に関する。より
具体的には、本発明は、実質的に精製されたｈＧＨの、組換え宿主からの産生、精製及び
単離に関する。
【背景技術】
【０００３】
　成長ホルモン（ＧＨ）スーパー遺伝子ファミリー（Ｂａｚａｎ，　Ｆ．　Ｉｍｍｕｎｏ
ｌｏｇｙ　Ｔｏｄａｙ　１１：３５０－３５４（１９９０）；Ｍｏｔｔ，　Ｈ．　Ｒ．　
ａｎｄ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ，　Ｉ．　Ｄ．　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　５：１１４－１２１（１９９５）；Ｓｉｌｖｅｎ
ｎｏｉｎｅｎ，　Ｏ．　ａｎｄ　Ｉｈｌｅ，　Ｊ．　Ｎ．（１９９６）　ＳＩＧＮＡＬＩ
ＮＧ　ＢＹ　ＴＨＥ　ＨＥＭＡＴＯＰＯＩＥＴＩＣ　ＣＹＴＯＫＩＮＥ　ＲＥＣＥＰＴＯ
ＲＳ）は、類似の構造的特徴を有するタンパク質の群を成す。タンパク質のこのファミリ
ーの各メンバーは、４ヘリックスバンドルを含む。なお同定されるべきファミリーのさら
なるメンバーがなお存在するが、ファミリーの幾つかのメンバーには、以下のもの：成長
ホルモン、プロラクチン、胎盤性ラクトゲン、エリスロポエチン（ＥＰＯ）、トロンボポ
エチン（ＴＰＯ）、インターロイキン－２（ＩＬ－２）、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－５
、ＩＬ－６、ＩＬ－７、ＩＬ－９、ＩＬ－１０、ＩＬ－１１、ＩＬ－１２（ｐ３５サブユ
ニット）、ＩＬ－１３、ＩＬ－１５、オンコスタチンＭ、毛様体神経栄養因子、白血病抑
制因子、αインターフェロン、βインターフェロン、γインターフェロン、ωインターフ
ェロン、τインターフェロン、εインターフェロン、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳ
Ｆ）、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）、マクロファージコロニ
ー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ）及びカルジオトロフィン－１（ＣＴ－１）（「ＧＨスーパー遺
伝子ファミリー」）が含まれる。一般に、アミノ酸又はＤＮＡ配列の制限された同一性を
有するという事実に関わらず、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのメンバーは、類似の二次
構造及び四次構造を有する。構造的特徴の共有により、遺伝子ファミリーの新規メンバー
は容易に同定することが可能である。
【０００４】
　ヒト成長ホルモンは、正常なヒトの成長及び発育の制御の多くに関わっている。天然に
存在するこの一本鎖下垂体ホルモンは１９１個のアミノ酸残基からなり、約２２ｋＤａの
分子量を有する。ｈＧＨは、とりわけ、線形成長（体発生（ｓｏｍａｔｏｇｅｎｅｓｉｓ
））、授乳、マクロファージの活性化並びにインシュリン様及び糖尿病誘発効果などの多
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数の生物学的効果を惹起する（Ｃｈａｗｌａ，　Ｒ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ａｎｎ．　Ｒｅ
ｖ．　Ｍｅｄ．　３４：５１９－５４７（１９８３）；Ｉｓａｋｓｓｏｎ，　Ｏ．，　ｅ
ｔ　ａｌ，　Ａｎｎ．　Ｒｅｖ．　Ｐｈｙｓｉｏｌ，　４７：４８３－４９９（１９８５
）；Ｈｕｇｈｅｓ，　Ｊ．　ａｎｄ　Ｆｒｉｅｓｅｎ，　Ｙｉ．，　Ａｎｎ．　Ｒｅｖ．
　Ｐｈｙｓｉｏｌ，　４７：４６９－４８２（１９８５））。ｈＧＨの構造は周知であり
（Ｇｏｅｄｄｅｌ，　Ｄ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｎａｔｕｒｅ　２８１：５４４－５４８（
１９７９））、ｈＧＨの三次元構造はＸ線結晶学によって解明されている（ｄｅ　Ｖｏｓ
，　Ａ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５５：３０６－３１２（１９９２））。
本タンパク質は、Ｎ末端から始まり、ループによって連結された、Ａ－Ｄと名付けられた
４つの両親媒性αヘリックス束を含むコンパクトな球状構造を有する。ｈＧＨは、２つの
分子内ジスルフィド結合（Ｃ５３はＣ１６５と対を成し、Ｃ１８２はＣ１８９と対を成す
。）に関与する４つのシステイン残基も含有する。本ホルモンはグリコシル化されず、Ｅ
．コリ中で、分泌された形態で発現される（Ｃｈａｎｇ，　Ｃ，　ｅｔ　ａｌ，　Ｇｅｎ
ｅ　５５：１８９－１９６（１９８７））。
【０００５】
　ｈＧＨの天然に存在する多数の変異体が同定されている。これらには、ｈＧＨ－Ｖ（Ｓ
ｅｅｂｕｒｇ，　ＤＮＡ　１：２３９（１９８２）；米国特許第４，４４６，２３５号、
第４，６７０，３９３号及び第４，６６５，１８０号、これらは参照により本明細書中に
組み込まれる。）及びｈＧＨの残基３２－４６の欠失を含有する２０－ｋＤａのｈＧＨが
含まれる（Ｋｏｓｔｙｏ　ｅｔ　ａｌ，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔ
ａ　９２５：３１４（１９８７）；Ｌｅｗｉｓ，　Ｕ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏ
ｌ．　Ｃｈｅｍ．，　２５３：２６７９－２６８７（１９７８））。さらに、転写後、翻
訳後、分泌、代謝的プロセッシング及びその他の生理的プロセスから生じる多数のｈＧＨ
バリアントが報告されている（Ｂａｕｍａｎｎ，　Ｇ．，　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ　Ｒｅｖ
ｉｅｗｓ　１２：４２４（１９９１））。ｈＧＨの生物学的効果は、特異的細胞受容体と
のｈＧＨの相互作用に由来する。本ホルモンは、胎盤性ラクトゲン及びプロラクチンを含
む相同なタンパク質のファミリーのメンバーである。しかしながら、ｈＧＨは、幅広い種
特異性を示し、及びクローニングされた体細胞起源（Ｌｅｕｎｇ，　Ｄ．，　ｅｔ　ａｌ
，　Ｎａｔｕｒｅ　３３０：５３７－５４３（１９８７））又はプロラクチン（Ｂｏｕｔ
ｉｎ，　Ｊ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｃｅｌｌ　５３：６９－７７（１９８８））受容体の何
れかに結合する点で、ファミリーメンバーの中で特異である。構造的及び生化学的研究に
基づいて、乳腺刺激性及び体細胞起源の結合ドメインに対する機能的マップが提案されて
いる（Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｂ．　ａｎｄ　Ｗｅｌｌｓ，　Ｊ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎ
ａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　８８：３４０７（１９９１））。ｈＧＨ受容体は、造
血性／サイトカイン／成長因子受容体ファミリーのメンバーであり、これらには、インタ
ーロイキン（ＩＬ）－３、－４及び－６受容体、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子
（ＧＭ－ＣＳＦ）受容体、エリスロポエチン（ＥＰＯ）受容体及びＧ－ＣＳＦ受容体など
の幾つかの他の成長因子受容体が含まれる。「Ｂａｚａｎ，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　
Ａｃａｄ．　Ｓｄ　ＵＳＡ　８７：６９３４－６９３８（１９９０）」を参照されたい。
サイトカイン受容体ファミリーのメンバーは、４つの保存されたシステイン残基と、及び
膜貫通領域のすぐ外側に位置するトリプトファン－セリン－Ｘ－トリプトファン－セリン
モチーフとを含有する。保存された配列は、タンパク質－タンパク質相互作用に関与して
いると考えられる。例えば、「Ｃｈｉｂａ　ｅｔ　ａｌ，　Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐ
ｈｙｓ．　Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍ．　１８４：４８５－４９０（１９９２）」を参照。ｈＧＨ
とその受容体（ｈＧＨｂｐ）の細胞外ドメイン間の相互作用は、最も深く理解されている
ホルモン－受容体相互作用の１つである。高解像度Ｘ線結晶学的データ（Ｃｕｎｎｉｎｇ
ｈａｍ，　Ｂ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２５４：８２１－８２５（１９９
１））は、ｈＧＨが２つの受容体結合部位を有しており、分子上の異なる部位を用いて、
順次、２つの受容体分子に結合することを示した。２つの受容体結合部位は、部位Ｉ及び
部位ＩＩと表される。部位Ｉには、ヘリックスＤのカルボキシ末端並びにヘリックスＡ及
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びＡ－Ｂループの一部が含まれるのに対して、部位ＩＩは、ヘリックスＡのアミノ末端領
域及びヘリックスＣの一部を包含する。ＧＨのＧＨ受容体への結合は順次生じ、まず部位
Ｉの結合が起こる。次いで、部位ＩＩが第二のＧＨ受容体を巻き込んで、受容体の二量体
化及び細胞内シグナル伝達経路の活性化をもたらし、これらがホルモンに対する細胞性応
答を引き起こす。Ｇ１２０Ｒ置換が部位ＩＩ中に導入されたｈＧＨ変異タンパク質は、単
一のｈＧＨ受容体に結合できるが、２つの受容体を二量体化することはできない。この変
異体は、おそらく、細胞内シグナル伝達経路を活性化せずに受容体部位を占拠することに
より、インビトロで、ｈＧＨアンタゴニストとして作用する（Ｆｕｈ，　Ｇ．，　ｅｔ　
ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５６：１６７７－１６８０（１９９２））。
【０００６】
　組換えｈＧＨは治療剤として使用されており、多数の適応症の治療に対して承認されて
いる。ｈＧＨの欠乏は小人症を引き起こすが、これは、例えば、ホルモンの外因性投与に
よって、１０年超にわたって首尾よく治療されてきた。ｈＧＨ欠乏症（ＧＨＤ）の形態に
は、小児ＧＨＤ、小児発症の成人ＧＨＤ及び成人発症の成人ＧＨＤが含まれる。ｈＧＨ欠
乏に加えて、ｈＧＨは、腎不全（小児）、ターナー症候群及びＡＩＤＳ患者における悪液
質の治療に対しても承認されている。最近、食品医薬局（ＦＤＡ）は、非ＧＨ依存性の小
人症の治療に対してｈＧＨを承認した。ｈＧＨは、現在、老化、高齢者における脆弱性、
短腸症候群及びうっ血性心不全の治療に対しても調査中である。ｈＧＨ治療に対する標的
集団には、特発性小人症（ＩＳＳ）を有する小児及びＧＨＤ様症候群を有する成人が含ま
れる。組換えｈＧＨは、現在、毎日注射可能な製品として販売されており、現在、Ｈｕｍ
ａｔｒｏｐｅＴＭ（Ｅｌｉ　Ｌｉｌｌｙ　＆　Ｃｏ．）、ＮｕｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｇｅｎ
ｅｎｔｅｃｈ）、ＮｏｒｄｉｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｎｏｖｏ－Ｎｏｒｄｉｓｋ）、Ｇｅｎｏ
ｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｐｆｉｚｅｒ）及びＳａｉｚｅｎ／ＳｅｒｏｓｔｉｍＴＭ（Ｓｅｒｏ
ｎｏ）という５つの主要な製品が販売されている。しかしながら、治療剤として成長ホル
モンを使用することに対する著しい困難は、本タンパク質が短いインビボ半減期を有して
おり、従って、最大の有効性のためには、毎日、皮下注射によって投与しなければならな
いということである（ＭａｃＧｉｌｌｉｖｒａｙ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｃｌｉｎ．
　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．　Ｍｅｔａｂ．　８１：１８０６－１８０９（１９９６））。
製造コストを低減し、患者に対する投与をより容易にし、効力及び安全性特性を向上させ
、並びに優位な利点を与えるその他の特性を作り出すことによって、ｈＧＨアゴニスト及
びアンタゴニストの投与を改善するための手段に対して、多大な努力が注力されている。
例えば、Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ及びＡｌｋｅｒｍｅｓは、小児成長ホルモン欠乏症に対する
ｈＧＨのデポー製剤であるＮｕｔｒｏｐｉｎ　ＤｅｐｏｔＴＭを以前に販売していた。本
デポー製剤は、より少ない頻度での投与（毎日１回ではなく、２－３週毎に１回）を可能
とするが、減少した生物利用可能性及び注射部位での痛みなどの望ましくない副作用も伴
い、２００４年に市場から撤収された。別の製品ＰｅｇｖｉｓｏｍａｎｔＴＭ（Ｐｆｉｚ
ｅｒ）も、最近、ＦＤＡによって承認された。ＰｅｇｖｉｓｏｍａｎｔＴＭは、末端肥大
症の治療を適応症とする高度に選択的な成長ホルモン受容体アンタゴニストとして機能す
る、ｈＧＨの遺伝的に改変された類縁体である（ｖａｎ　ｄｅｒ　ＬｅＩｙ，　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｔｈｅ　Ｌａｎｃｅｔ　３５８：１７５４－１７５９（２００１）。Ｐｅｇｖｉ
ｓｏｍａｎｔＴＭ中のアミノ酸残基の幾つかはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）ポリマ
ーで誘導体化されているが、本製品は、なお、毎日１回投与され、医薬特性が最適でない
ことを示唆する。ＰＥＧ化及びデポー製剤の他に、ｈＧＨの吸入される剤形及び経口剤形
など、他の投与経路が、初期段階の前臨床及び臨床開発中であり、ＦＤＡから未だ承認を
受けていない。従って、成長ホルモン活性を示すが、より長い血清半減期も提供し、従っ
て、より最適なｈＧＨの治療レベル及び増加した治療半減期を提供するポリペプチドに対
する必要性が存在する。
【０００７】
　最近、ｈＧＨなどのタンパク質の部位特異的な修飾に付随する制約の多くを克服するこ
とを約束する、タンパク質科学における全く新しい技術が報告された。具体的には、原核
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生物であるエシェリヒア・コリ（Ｅ．コリ）（例えば、Ｌ．　Ｗａｎｇ，　ｅｔ　ａｌ．
，（２００１），　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９２：４９８－５００）及び真核生物であるサッ
カロミセス・セレビシアエ（Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）（例えば、Ｊ．Ｃｈｉｎ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９２：４９８－５００）のタンパク質生合成装置に新しい
成分が付加され、これによって、遺伝的にコードされていないアミノ酸を、インビボでタ
ンパク質に取り込むことが可能となった。宿主細胞に提供される構築物は、天然において
コードされていないアミノ酸をＧＨポリペプチド中に置換するために、セレクターコドン
並びにオルソゴナルＲＮＡシンテターゼ及び／又はオルソゴナルｔＲＮＡを含むｈＧＨポ
リペプチドをコードするポリヌクレオチドを含有する。この方法を用いて、光親和性標識
及び光異性化可能なアミノ酸、光架橋アミノ酸（例えば、Ｃｈｉｎ，　Ｊ．　Ｗ．，　ｅ
ｔ　ａｌ．（２００２）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ　Ｕ．　Ｓ．　
Ａ．　９９：１１０２０－１１０２４；及びＣｈｉｎ，　Ｊ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，
（２００２）　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１２４：９０２６－９０２７参照
）、ケトアミノ酸、重原子含有アミノ酸及びグリコシル化されたアミノ酸など、新しい化
学的、物理的又は生物学的特性を有する多数の新規アミノ酸が、アンバーコドンＴＡＧに
応答して、Ｅ．コリ及び酵母中のタンパク質中に、効率的に及び高い精度で取り込まれて
いる。例えば、「Ｊ．　Ｗ．　Ｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２），　Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１２４：９
０２６－９０２７」；「Ｊ．　Ｗ．　Ｃｈｉｎ，　＆　Ｐ．　Ｇ．　Ｓｃｈｕｌｔｚ，（
２００２），　ＣｈｅｍＢｉｏＣｈｅｍ　３（１１）：１１３５－１１３７」；「Ｊ．Ｗ
．Ｃｈｉｎ，　ｅｔ　ａｌ．，（２００２），　ＰＮＡＳ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ
　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ　９９：１１０２０－１１０２４」；及び「Ｌ．　Ｗａｎｇ，　
＆　Ｐ．　Ｇ．　Ｓｃｈｕｌｔｚ，（２００２），　Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍ．，　１：１－
１１」を参照されたい。全ての参考文献は、それらの全内容が参照により本明細書中に組
み込まれる。これらの研究は、遺伝的にコードされた２０個の共通アミノ酸中に見出され
る官能基の全てに対して化学的に不活性である並びに効率的及び選択的に反応して安定な
共有結合を形成するために使用され得る化学的官能基を選択的及び日常的に導入し得るこ
とを示した。遺伝的にコードされていないアミノ酸をタンパク質中に取り込ませる能力に
よって、リジンのε－ＮＨ２、システインのスルフヒドリル－ＳＨ、ヒスチジンのイミノ
基などの、天然に存在する官能基に対する価値ある代替物を提供することができる化学的
官能基の導入が可能となる。ある種の化学的官能基は、遺伝的にコードされる２０の共通
アミノ酸中に見出される官能基に対して不活性であるが、明瞭且つ効率的に反応して安定
な結合を形成することが知られている。
【０００８】
　親水性ポリマーポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧと略される。）の共有結合は、タ
ンパク質、ペプチド及び特に疎水性分子を含む、多くの生物活性分子の水溶性を増加させ
、生物的利用可能性を増加させ、血清半減期を増加させ、治療半減期を増加させ、免疫原
性を調節し、生物学的活性を調節し、又は循環時間を延長する方法である。ＰＥＧは、医
薬中で、人工のインプラント上で、及び生体適合性、毒性の欠如及び免疫原性の欠如が重
要であるその他の用途において広く使用されてきた。ＰＥＧの所望される特性を最大化す
るために、生物活性分子に付着される１又は複数のＰＥＧポリマーの総分子量及び水和状
態は、親分子の生物活性に悪影響を与えずに、増加された水溶解度及び循環半減期などの
、ＰＥＧポリマーの付着に典型的に伴う有利な特性を付与するのに十分に高くなければな
らない。実際に所望する場合は、以下に限定されないが、要望どおり、約１００ダルトン
（Ｄａ）から１００，０００Ｄａ以上（以下に限定されないが、時には、０．１から５０
ｋＤａ又は１０から４０ｋＤａなど）など、ＰＥＧに対するあらゆる分子量を使用するこ
とができる。以下に限定されないが、各鎖が１から１００ｋＤａの範囲のＭＷを有する（
以下に限定されないが、１から５０ｋＤａ又は５から２０ｋＤａなど）ＰＥＧ分子を含む
分枝鎖ＰＥＧもまた使用することができる。
【０００９】
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　ＰＥＧ誘導体は、リジン、システイン及びヒスチジン残基、Ｎ末端及び炭水化物部分な
どの反応性の化学官能基を通じて、しばしば生物活性分子に連結される。タンパク質及び
他の分子は、しばしば、ポリマー付着に対して利用可能な反応性部位の限られた数を有す
る。しばしば、ポリマー付着を介した修飾に最も適した部位は、受容体結合において重要
な役割を果たし、分子の生物学的活性の保持に必要である。その結果、生物活性分子上の
このような反応性部位へのポリマー鎖の無差別な付着は、しばしば、ポリマー修飾された
分子の生物学的活性の著しい減少又は完全な喪失さえ引き起こす。「Ｒ．Ｃｌａｒｋ　ｅ
ｔ　ａｌ．，（１９９６），　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．，　２７１：２１９６９－
２１９７７」。標的分子に所望の利点を付与するのに十分なポリマー分子量を有する結合
体を形成するための従来のアプローチは、典型的には、分子への多数のポリマーアームを
ランダムに付着させることにより、親分子の生物活性の減少又は完全な喪失のリスクを増
加させる。
【００１０】
　タンパク質にＰＥＧ誘導体を付着させるための部位を形成する反応性部位は、タンパク
質の構造によって規定される。タンパク質（酵素を含む。）は、一般構造Ｈ２Ｎ－ＣＨＲ
－ＣＯＯＨを有するα－アミノ酸の様々な配列から構成される。１つのアミノ酸のαアミ
ノ部分（Ｈ２Ｎ－－）は、隣接するアミノ酸のカルボキシル部分（－－ＣＯＯＨ））に連
結してアミド結合を形成し、アミド結合は、－－（ＮＨ－－ＣＨＲ－－ＣＯ）ｎ－－（下
付き文字「ｎ」は、数百又は数千に等しくなり得る。）として表すことが可能である。Ｒ
によって表される断片は、タンパク質の生物活性のための及びＰＥＧ誘導体の付着のため
の反応性部位を含有することが可能である。
【００１１】
　例えば、アミノ酸リジンの場合には、ε位置及びα位置中に－－ＮＨ２部分が存在する
。ε－－ＮＨ２は、塩基性ｐＨの条件下で、反応に利用できる状態にある。ＰＥＧを用い
たタンパク質誘導体化の分野の技術の多くは、タンパク質中に存在するリジン残基のε－
ＮＨ２部分に付着させるためのＰＥＧ誘導体を開発することに向けられてきた。「“Ｐｏ
ｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ　ａｎｄ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｆｏｒ　Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　ＰＥＧｙｌａｔｉｏｎ”，　Ｎｅｋｔａｒ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃａｔａｌｏｇ，　２００３，　ｐｐ．１－１７」。しかしながら、
これらのＰＥＧ誘導体は全て、タンパク質の表面上に存在するしばしば多数のリジン残基
の中から選択的に取り付けることができないという共通の限界を有している。これは、タ
ンパク質活性にとってリジン残基が重要である事例（例えば、酵素活性部位中に存在する
。）において、又は受容体結合部位の場合のごとく、他の生物学的分子とのタンパク質の
相互作用を媒介する上でリジン残基が役割を果たす事例において著しい限界であり得る。
【００１２】
　タンパク質のＰＥＧ化のための既存の方法の等しく重要な第二の困難は、ＰＥＧ誘導体
が所望でない残基以外の残基と望ましくない副反応を引き起こし得るということである。
ヒスチジンは、構造的に－－Ｎ（Ｈ）－－として表される反応性イミノ部分を含有するが
、ε－－ＮＨ２と反応する多くの化学的に反応性の種も、－－Ｎ（Ｈ）－－と反応し得る
。同様に、アミノ酸システインの側鎖は、構造的に－ＳＨとして表される遊離のスルフヒ
ドリル基を有する。幾つかの事例では、リジンのε－ＮＨ２基に誘導されたＰＥＧ誘導体
も、システイン、ヒスチジン又はその他の残基と反応する。これは、ＰＥＧ誘導化された
生物活性分子の複雑で、不均一な混合物を与え、標的とされている生物活性分子の活性を
破壊するリスクをもたらし得る。化学的官能基をタンパク質内の単一分子に導入できるよ
うにした後、明確に確定され、且つ予測可能な、タンパク質上の特異的部位において、１
つ又はそれ以上のＰＥＧポリマーを生物活性分子に選択的に結合させることを可能とする
ＰＥＧ誘導体を開発することが望ましい。
【００１３】
　リジン残基に加えて、システイン、ヒスチジン及びＮ末端を含む他のアミノ酸側鎖を標
的とする活性化されたＰＥＧ試薬の開発に向けて、この分野では多大な努力が注力されて
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きた。例えば、米国特許第６，６１０，２８１号（参照により、本明細書中に組み込まれ
る。）及び「“Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ　ａｎｄ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖ
ｅｓ　ｆｏｒ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＰＥＧｙｌａｔｉｏｎ”，　Ｎｅｋｔａｒ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃａｔａｌｏｇ，　２００３，　ｐｐ．１－１７
」を参照されたい。システイン残基は、部位特異的変異誘発及び本分野において公知の他
の技術を用いて、タンパク質の構造中へ、部位選択的に導入することが可能であり、その
結果得られる遊離のスルフヒドリル部分は、チオール反応性官能基を有するＰＥＧ誘導体
と反応することが可能である。しかしながら、遊離のスルフヒドリル基の導入が、得られ
るタンパク質の発現、折り畳み及び安定性を複雑化し得るという点で、このアプローチは
複雑である。従って、タンパク質への、１つ又はそれ以上のＰＥＧポリマーの選択的カッ
プリングを可能にし、同時に、スルフヒドリル及びタンパク質中に通常見出される他の化
学的官能基に適合性である（すなわち、これらとの望ましくない副反応に関与しない。）
、生物活性分子中に化学的官能基を導入するための手段を有することが望ましい。
【００１４】
　この分野の抽出例から明らかなように、タンパク質の側鎖（特に、リジンのアミノ酸側
鎖上の－－ＮＨ２部分及びシステイン側鎖上のーＳＨ部分）へ付着させるために開発され
たこれらの誘導体の多くは、これらの合成及び使用に問題があることが判明している。あ
る場合には、加水分解が起こり、従って、水性環境中（血流中など）で分解し、損傷し、
又はその他不安定である、タンパク質との不安定な結合を形成する。ある場合には、より
安定な結合を形成するが、結合が形成される前に加水分解に供せられ、これは、タンパク
質が付着可能となる前にＰＥＧ誘導体上の反応性基が不活化され得ることを意味する。あ
る場合には、幾分毒性であり、従ってインビボでの使用には適していない。ある場合には
、反応が遅すぎて実用上有用ではない。ある場合には、タンパク質の活性に関わる部位に
付着することによって、タンパク質活性の喪失をもたらす。ある場合には、付着する部位
に特異的ではなく、これも、所望の活性の喪失及び結果の再現性の欠如をもたらし得る。
ポリ（エチレングリコール）部分でタンパク質を修飾することに伴う困難を克服するため
に、より安定であるか（例えば、米国特許第６，６０２，４９８号（参照により、本明細
書中に組み込まれる。））、又は分子及び表面上のチオール部分と選択的に反応するＰＥ
Ｇ誘導体（例えば、米国特許第６，６１０，２８１号（参照により、本明細書中に組み込
まれる。））が開発されている。安定な化学結合を形成するために選択的に反応するよう
に求められるまで、生理的環境中で化学的に不活性であるＰＥＧ誘導体に対する必要性が
本分野において明確に存在する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従って、ヒトでの治療的用途で使用するのに適した、実質的に純粋な形態でｈＧＨポリ
ペプチドを提供する未実現のニーズが現在存在する。さらに、極めて効率的且つコスト生
産性のある大規模生産に適した、医薬等級のｈＧＨポリペプチドを産生するための方法が
必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　発明の要旨
　本発明は、全般に、組換え宿主細胞又は培地からのｈＧＨポリペプチドの産生及び精製
に関する。より具体的には、本発明は、原核生物宿主、細菌宿主又はＥ．コリ宿主を含む
（これらに限定されない。）組換え宿主からの、実質的に精製されたｈＧＨポリペプチド
の産生及び精製に関する。
【００１７】
　一実施形態において、本発明は、（ａ）陰イオン交換クロマトグラフィー及び（ｂ）疎
水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）の工程を含む、実質的に精製されたｈＧＨポ
リペプチドを単離する方法を提供する。ＰＥＧ化されたｈＧＨポリペプチドの精製には、
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以下のさらなる工程：（ｃ）ｈＧＨポリペプチドをＰＥＧと反応させて、ｈＧＨ－ＰＥＧ
結合体を形成させること、及び（ｄ）陰イオン交換クロマトグラフィーによって前記ｈＧ
Ｈ－ＰＥＧ結合体を単離することを含む。
【００１８】
　別の実施形態において、本発明は、（ａ）陰イオン交換クロマトグラフィー、（ｂ）ヒ
ドロキシアパタイトクロマトグラフィー及び（ｃ）疎水性相互作用クロマトグラフィー（
ＨＩＣ）の工程を含む、実質的に精製されたｈＧＨポリペプチドを単離する方法を提供す
る。ＰＥＧ化されたｈＧＨポリペプチドの精製には、以下のさらなる工程：（ｄ）ｈＧＨ
ポリペプチドをＰＥＧと反応させて、ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を形成させること、及び（ｅ
）陰イオン交換クロマトグラフィーによって前記ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体を単離することを
含む。
【００１９】
　一実施形態において、組換え宿主は、原核細胞及び真核細胞からなる群から選択される
。一実施形態において、組換え宿主は、例えば、酵母細胞、哺乳動物細胞、昆虫細胞及び
例えば、Ｅ．コリなどの細菌細胞など、ｈＧＨポリペプチドを含む不溶性細胞内成分（封
入体など）を産生するあらゆる宿主細胞を含み得る。
【００２０】
　本発明の方法で使用するのに適した疎水性相互作用クロマトグラフィー材料には、以下
に限定されないが、アガロース、架橋アガロース、セファロース、セルロース、シリカ、
デキストラン、ポリスチレン、ポリ（メタクリラート）マトリクス及び混合形態の樹脂（
以下に限定されないが、ポリエチレンアミン樹脂又はブチルもしくはフェニル置換ポリ（
メタクリラート）マトリクスなど）を含む、アルキル又はアリール置換マトリクス、例え
ばブチル、ヘキシル、オクチル又はフェニル置換マトリクスなどが含まれ得る。特定の実
施形態において、疎水性相互作用クロマトグラフィー材料は、フェニルセファロース樹脂
を含み得る。
【００２１】
　一実施形態において、本明細書中に記載された方法によって単離された、実質的に精製
されたｈＧＨポリペプチドには、成熟ｈＧＨ、成熟ｈＧＨバリアント、ｈＧＨポリペプチ
ド、ｈＧＨポリペプチドバリアント及びポリ（エチレングリコール）に結合されたｈＧＨ
が含まれ得るが、これらに限定されない。
【００２２】
　さらに別の実施形態において、本発明の方法によって単離された、実質的に精製された
ｈＧＨポリペプチドは、成熟ｈＧＨの少なくとも１つの生物活性を生じ得る。
【００２３】
　さらに別の実施形態において、本発明の方法によって単離された、実質的に精製された
ｈＧＨポリペプチドは、哺乳動物のものであり得る。特定の実施形態において、本発明の
方法によって単離された、実質的に精製されたｈＧＨポリペプチドは、ヒトのものであり
得る。
【００２４】
　本発明の別の実施形態において、ＨＩＣ工程から得られたｈＧＨポリペプチドは、水溶
性ポリマーに共有結合されている。幾つかの実施形態において、水溶性ポリマーはポリ（
エチレングリコール）部分である。別の実施形態において、ｈＧＨポリペプチドは、１つ
以上の天然においてコードされていないアミノ酸(ｎｏｎ－ｎａｔｕｒａｌｌｙ　ｅｎｃ
ｏｄｅｄ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄ)を含む。
【００２５】
　天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドの発現及びＰＥＧ
化されたこれらの形態の精製は、治療用途のために部位特異的な様式で改変されたｈＧＨ
分子を提供する。ｈＧＨポリペプチドの天然にコードされたアミノ酸をＰＥＧ化すること
によって、ｈＧＨポリペプチドの望ましくない部位のＰＥＧ化及び／又は望ましくないポ
リペプチドのＰＥＧ化がもたらされる場合があり、これらは、夾雑物となり得る。ｈＧＨ
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ポリペプチドの部位特異的なＰＥＧ化のために天然においてコードされていないアミノ酸
を使用する方法は、このような精製工程を不要にする。
【００２６】
　別の実施形態において、１又は複数の天然に存在しないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプ
チドを、別の分子（ＰＥＧを含むが、これに限定されない。）に結合させることによって
、非天然アミノ酸への結合（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ）のために使用された一意的な化学的反
応のために、実質的に精製されたｈＧＨポリペプチドが得られる。１又は複数の天然にお
いてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドの、別の分子（ＰＥＧなど）
への結合は、実質的に純粋なｈＧＨポリペプチドを提供するための結合工程の前又は後に
行われる他の精製技術とともに行ってもよい。
【００２７】
　定義
　本発明は、本明細書に記載されている具体的な方法、プロトコール、細胞株、構築物及
び試薬に限定されるものではなく、従って、変化し得ることを理解すべきである。本明細
書で使用されている用語は、具体的な実施形態を記載するためのものにすぎず、本発明の
範囲を限定する意図ではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定さ
れることも理解すべきである。
【００２８】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用されている単数形（「ａ」、「ａｎ」及び「
ｔｈｅ」）には、文脈から別段の意味であることが明らかである場合を除き、複数表記も
含まれる。従って、例えば、「ｈＧＨ」という表記は、１つ以上のこのようなタンパク質
を表し、当業者に公知のこれらの均等物などを含む。
【００２９】
　別段の定義がなければ、本明細書に使用されている全ての技術的及び科学的用語は、本
発明が属する分野の当業者が一般的に理解する意味と同一の意味を有する。本発明の実施
又は検査において、本明細書に記載されているものと類似又は均等なあらゆる方法、装置
及び材料を使用でき、ここでは、好ましい方法、装置及び材料が記載されている。
【００３０】
　本明細書に挙げられている全ての公報及び特許は、例えば、公報中に記載された、本明
細書に記載されている発明に関連して使用され得る構築物及び方法を記載及び開示する目
的で、参照により本明細書に組み込まれる。本明細書に論述されている公報は、専ら、本
願の出願日より前に開示されていることについてのみ提供される。本明細書の記載は、以
前の発明に基づいて、又は何らかの理由によって、本発明者らがこのような開示の日付に
先行する権利を有しないと認めたものと解釈すべきではない。
【００３１】
　米国特許出願第１１／０４６，４３２号は、参照により、その全体が本明細書中に組み
込まれる。米国特許出願第１１／０４６，４３２号は、ｈＧＨの天然に存在するアミノ酸
配列、天然においてコードされていないアミノ酸を取り込むための部位選択、並びに天然
においてコードされていないアミノ酸、天然においてコードされていないアミノ酸のｈＧ
Ｈポリペプチド及び修飾された天然においてコードされていないアミノ酸のｈＧＨポリペ
プチドを作製し、精製し、性質決定し及び使用するための方法、組成物、技術及び戦略に
ついて記載している。
【００３２】
　本明細書において使用される「タンパク質」という用語は、アミノ酸のポリマー又はア
ミノ酸の様々なポリマーの複合体を含み、アミノ酸のポリマーの特定長を示唆しない。従
って、例えば、ペプチド、オリゴペプチド及びポリペプチドという用語は、組換え技術、
化学的若しくは酵素的合成を用いて作製されるか、又は天然に存在するかどうかを問わず
、タンパク質の定義中に含まれる。本用語は、グリコシル化、アセチル化、リン酸化など
によって、修飾又は誘導体化されたペプチド、オリゴペプチド及びポリペプチドも含む。
「タンパク質」という用語には、本明細書に定義されているバリアントを具体的に含む。
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「ポリペプチド」、「ペプチド」及び「タンパク質」という用語は、アミノ酸残基のポリ
マーを表すために、本明細書において互換的に使用される。すなわち、ポリペプチドに対
する記載は、ペプチドという記載及びタンパク質という記載に対しても等しく適用され、
逆も同様である。これらの用語は、天然に存在するアミノ酸ポリマー及び１又はそれ以上
のアミノ酸残基が天然においてコードされていないアミノ酸であるアミノ酸ポリマーに適
用される。本明細書で使用されるこれらの用語は、アミノ酸残基が共有ペプチド結合によ
って連結されている、あらゆる長さ（完全長のタンパク質を含む。）のアミノ酸鎖を包含
する。
【００３３】
　本明細書において使用される「成長ホルモン」又は「ＧＨ」には、ヒト成長ホルモンの
少なくとも１つの生物活性を有するポリペプチド及びタンパク質が含まれ、並びに、その
生物活性に関わらず、及び組換え（ｃＤＮＡ、ゲノムＤＮＡ、合成ＤＮＡ又は核酸の他の
形態から作製されるかどうかを問わない。）、インビトロ、インビボ、核酸分子のマイク
ロインジェクション、合成、トランスジェニック及び遺伝子活性化された方法など（これ
らに限定されない。）、その合成又は製造の方法に関わらず、ＧＨ類縁体、ＧＨイソフォ
ーム、ＧＨ模倣体、ＧＨ断片、ハイブリッドＧＨタンパク質、融合タンパク質、オリゴマ
ー及び多量体、相同体、グリコシル化パターンバリアント、バリアント、スプライスバリ
アント及び変異タンパク質が含まれるものとする。「ｈＧＨポリペプチド」又は「ｈＧＨ
」という用語は、１つ以上のアミノ酸置換、付加又は欠失を含むｈＧＨポリペプチドを包
含する。「ｈＧＨポリペプチド」という用語には、アゴニスト活性を増加させ、プロテア
ーゼ耐性を増加させ、ポリペプチドをアンタゴニストへ変換する、免疫原性を調節する、
受容体結合を調節するなどの置換を含む天然に存在するｈＧＨ中の様々なアミノ酸位置に
おける典型的な置換が包含される。
【００３４】
　完全な完全長の天然に存在するＧＨアミノ酸配列並びに成熟した天然に存在するＧＨア
ミノ酸配列及び天然に存在する変異体については、本明細書中の配列番号１、配列番号２
及び配列番号３を参照。幾つかの実施形態において、本発明のｈＧＨポリペプチドは、配
列番号１若しくは配列番号２若しくは配列番号３と、又は成長ホルモンポリペプチドの他
の何れかの配列と実質的に同一である。ｈＧＨの天然に存在する多数の変異体が同定され
ている。これらには、ｈＧＨ－Ｖ（Ｓｅｅｂｕｒｇ，　ＤＮＡ　１：２３９（１９８２）
；米国特許第４，４４６，２３５号、第４，６７０，３９３号及び第４，６６５，１８０
号、これらは参照により本明細書中に組み込まれる。）及びｈＧＨの残基３２－４６の欠
失を含有する２０－ｋＤａのｈＧＨが含まれる（Ｋｏｓｔｙｏ　ｅｔ　ａｌ，　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　９２５：３１４（１９８７）；Ｌｅｗｉｓ，　
Ｕ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．，　２５３：２６７９－２６８７
（１９７８））。胎盤の成長ホルモンは、「Ｉｇｏｕｔ，　Ａ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎ
ｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１７（１０）：３９９８（１９８９）」に記載され
ている。さらに、転写後、翻訳後、分泌、代謝的プロセッシング及びその他の生理的プロ
セスから生じる多数のｈＧＨバリアント（タンパク分解によって切断された又は２鎖バリ
アントを含む。）が報告されている（Ｂａｕｍａｎｎ，　Ｇ．，　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ　
Ｒｅｖｉｅｗｓ　１２：４２４（１９９１））。ｈＧＨ変異体及び変異体ｈＧＨポリペプ
チドをコードする核酸分子が周知であり、米国特許第５，５３４，６１７号；第５，５８
０，７２３号；第５，６８８，６６６号；第５，７５０，３７３号；第５，８３４，２５
０号；第５，８３４，５９８号；第５，８４９，５３５号；第５，８５４，０２６号；第
５，９６２，４１１号；第５，９５５，３４６号；第６，０１３，４７８号；第６，０２
２，７１１号；第６，１３６，５６３号；第６，１４３，５２３号；第６，４２８，９５
４号；第６，４５１，５６１号；第６，７８０，６１３号；米国特許出願公開２００３／
０１５３００３号（参照により、明細書中に組み込まれる。）に開示されるものが含まれ
るが、これらに限定されない。「ａｈＧＨ」という用語は、天然においてコードされてい
ないアミノ酸の部位指定置換を有する組換えヒト成長ホルモンを表すためにも使用し得る
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。
【００３５】
　本明細書に記載されているｈＧＨ中のアミノ酸位置に対する全ての表記は、別段の記載
（すなわち、比較が配列番号１、３又はその他のｈＧＨ配列に基づいていると記載されて
いる場合）がなければ、配列番号２中の位置に基づいている。当業者であれば、配列番号
１、２、３又は他の何れかのＧＨ配列中の位置に対応するアミノ酸位置は、ｈＧＨ融合物
、バリアント、断片などの他の何れかのｈＧＨ分子中に容易に同定可能であることが自明
である。配列番号１、２、３又は他のＧＨ配列中の位置と対応する、タンパク質中の特定
の位置を整列及び同定するために、例えば、ＢＬＡＳＴなどの配列整列プログラムを使用
することが可能である。配列番号１、２、３又は他のＧＨ配列に関して本明細書に記載さ
れているアミノ酸の置換、欠失又は付加は、本明細書に記載され又は本分野で公知のＧＨ
融合物、バリアント、断片などの対応する位置の置換、欠失又は付加も表すものとして、
本発明によって明示的に包含される。
【００３６】
　ｈＧＨの市販の調製物が、ＨｕｍａｔｒｏｐＴＭ（Ｅｌｉ　Ｌｉｌｌｙ　＆　Ｃｏ．）
、ＮｕｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）、ＮｏｒｄｉｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｎｏｖ
ｏ－Ｎｏｒｄｉｓｋ）、ＧｅｎｏｔｒｏｐｉｎＴＭ（Ｐｆｉｚｅｒ）及びＳａｉｚｅｎ／
ＳｅｒｏｓｔｉｍＴＭ（Ｓｅｒｏｎｏ）という名称で販売されている。
【００３７】
　「ｈＧＨポリペプチド」という用語には、天然に存在するｈＧＨの、医薬として許容さ
れる塩及びプロドラッグ、並びに前記塩のプロドラッグ、多形体、水和物、溶媒和物、生
物学的に活性な断片、生物学的に活性なバリアント及び立体異性体並びに天然に存在する
ｈＧＨのアゴニスト、模倣体及びアンタゴニストバリアント及びそのポリペプチド融合物
も含まれる。アミノ末端、カルボキシル末端又は両方に追加のアミノ酸を含む融合物は、
「ｈＧＨポリペプチド」という用語に包含される。典型的な融合物には、例えば、組換え
発現から得られたｈＧＨのＮ末端にメチオニンが連結されたメチオニル成長ホルモン、精
製のための融合物（ポリヒスチジン又はアフィニティーエピトープが含まれるが、これら
に限定されない。）、血清アルブミン結合ペプチドとの融合物及び血清アルブミンなどの
血清タンパク質との融合物が含まれるが、これらに限定されない。参照により本明細書に
組み込まれる米国特許第５，７５０，３７３号は、成長ホルモン及びそれらの各受容体分
子に対する変化した結合特性を有する抗体断片バリアントなどの新規タンパク質を選択す
るための方法を記載している。本方法は、線状ファージＭ１３の遺伝子ＩＩＩコートタン
パク質のカルボキシ末端ドメインに、目的のタンパク質をコードする遺伝子を融合するこ
とが含まれる。
【００３８】
　様々な参考文献が、ポリマー結合又はグリコシル化によるポリペプチドの修飾を開示し
ている。「ｈＧＨポリペプチド」という用語には、ＰＥＧなどのポリマーに結合されたポ
リペプチドが含まれ、システイン、リジン又は他の残基の１つ以上の追加の誘導体化から
構成され得る。さらに、ｈＧＨポリペプチドは、リンカー又はポリマーが結合しているア
ミノ酸が本発明の非天然アミノ酸であり得るか、又はリジン若しくはシステインへの結合
など、本分野で公知の技術を用いて天然にコードされるアミノ酸へ結合され得るリンカー
又はポリマーを含み得る。
【００３９】
　本発明は、他の物質（以下に限定されないが、標識、色素、ポリマー、水溶性ポリマー
、ポリエチレングリコールの誘導体、光架橋リンカー、放射性核種、細胞毒性化合物、薬
物、親和性標識、光親和性標識、反応性化合物、レジン、第二のタンパク質もしくはポリ
ペプチドもしくはポリペプチド類似体、抗体もしくは抗体断片、金属キレート剤、補因子
、脂肪酸、炭水化物、ポリヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ及びアンチセンスポリヌクレオ
チド、糖、水溶性デンドリマー、シクロデキストリン、阻害的リボ核酸、生体材料、ナノ
粒子、スピンラベル、フルオロフォア、金属含有部分、放射性部分、新規官能基、他の分
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子と共有結合又は非共有結合により相互作用する基、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅ
ｄ）部分、光異性化可能部分、ビオチン、ビオチン誘導体、ビオチン類似体、重原子を組
み込む部分、化学的切断可能な基、光切断可能な基、伸長された側鎖、炭素結合型糖、酸
化還元活性剤、アミノチオ酸、毒性部分、同位体標識部分、生物物理学的プローブ、リン
光性の基、化学発光基、高電子密度基、磁性の基、インターカレート基、発色団、エネル
ギー転移剤、生物活性剤、検出可能標識、小分子、量子ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌ
クレオチド、放射性伝達物質、ニュートロン捕捉剤又は上記のあらゆる組み合わせ又は他
のあらゆる望ましい化合物若しくは物質など）とともに、多様な官能基、置換基又は部分
を有するｈＧＨポリペプチドの結合体（ｃｏｎｊｕａｔｅ）を提供する。
【００４０】
　ｈＧＨポリペプチドのポリマー結合が報告されている。例えば、米国特許第５，８４９
，５３５号、第６，１３６，５６３号及び６，６０８，１８３号（参照により、本明細書
中に組み込まれる。）を参照されたい。米国特許第４，９０４，５８４号は、少なくとも
１つのリジン残基が欠失され、又は他の何れかのアミノ酸残基で置換されている、ＰＥＧ
化された、リジン除去されたポリペプチドを開示している。ＷＯ９９／６７２９１号は、
タンパク質上の少なくとも１つのアミノ酸残基が欠失されており、及び該タンパク質がタ
ンパク質への結合を達成するのに十分な条件下でＰＥＧと接触される、タンパク質にＰＥ
Ｇを結合させる方法を開示している。ＷＯ９９／０３８８７号は、システイン残基がポリ
ペプチドの指定された領域中に位置する非必須アミノ酸残基で置換されている、成長ホル
モンスーパーファミリーに属するポリペプチドのＰＥＧ化されたバリアントを開示してい
る。ＷＯ００／２６３５４号は、対応する親ポリペプチドと比べて、少なくとも１つの追
加のグリコシル化部位を含む、アレルギー誘発性が低減された、グリコシル化されたポリ
ペプチドバリアントを製造する方法を開示している。米国特許第５，２１８，０９２号は
、固有ポリペプチドに比べて、少なくとも１つの追加の炭水化物鎖を導入するために、顆
粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）及び他のポリペプチドを修飾することを開示してい
る。
【００４１】
　「ｈＧＨポリペプチド」という用語は、１つ以上のアミノ酸置換、付加又は欠失を含む
ｈＧＨポリペプチドを包含する。本発明のｈＧＨポリペプチドは、１又は複数の非天然ア
ミノ酸修飾とともに、１又は複数の天然アミノ酸を用いた修飾から構成され得る。アゴニ
スト活性を増加する置換、ポリペプチドの溶解度を増加する置換、ポリペプチドをアンタ
ゴニストに変換する置換、プロテアーゼ感受性を減少するなどの（これらに限定されない
。）、ｈＧＨポリペプチドの生物活性の１つ以上を調節する置換など（これらに限定され
ない。）、天然に存在するｈＧＨポリペプチド中の様々なアミノ酸位置における典型的な
置換が記載されており、「ｈＧＨポリペプチド」という用語によって包含される。幾つか
の実施形態において、ｈＧＨポリペプチドは、ｈＧＨポリペプチドの生物活性を調節する
付加、置換又は欠失をさらに含む。例えば、付加、置換又は欠失は、ｈＧＨポリペプチド
受容体に対する親和性を調節し、受容体の二量体化を調節し（増加又は減少させることを
含むが、これらに限定されない。）、受容体の二量体を安定化し、循環半減期を調節し、
治療半減期を調節し、ポリペプチドの安定性を調節し、プロテアーゼによる切断を調節し
、用量を調節し、放出若しくは生物学的利用可能性を調節し、精製を促進し、又は投与の
具体的経路を改善若しくは改変し得る。
【００４２】
　同様に、ｈＧＨポリペプチドは、本ポリペプチドの検出（ＧＦＰを含むが、これに限定
されない。）、精製又は他の形質を改善する、プロテアーゼ切断配列、反応性の基、抗体
結合ドメイン（ＦＬＡＧ又はポリ－Ｈｉｓを含むが、これらに限定されない。）又はアフ
ィニティーを基礎とした他の配列（ＦＬＡＧ、ポリ－Ｈｉｓ、ＧＳＴなどを含むが、これ
らに限定されない。）又は連結された分子（ビオチンを含むが、これに限定されない。）
を含み得る。ｈＧＨポリペプチドは、分泌シグナル配列を含み得る。分泌シグナル配列の
例としては、以下に限定されないが、原核生物分泌シグナル配列、真核生物分泌シグナル
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配列、細菌発現のために５’－最適化された真核生物分泌シグナル配列、新規分泌シグナ
ル配列、ペクチン酸リアーゼ分泌シグナル配列、Ｏｍｐ　Ａ分泌シグナル配列及びファー
ジ分泌シグナル配列が挙げられる。分泌シグナル配列の例としては、以下に限定されない
が、ＳＴＩＩ（原核生物）、Ｆｄ　ＧＩＩＩ及びＭ１３（ファージ）、Ｂｇｌ２（酵母）
及びトランスポゾン由来のシグナル配列ｂｌａが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４３】
　「ｈＧＨポリペプチド」という用語には、天然においてコードされていないアミノ酸の
側鎖を介して、同一若しくは別異の天然においてコードされていないアミノ酸の側鎖に、
天然にコードされているアミノ酸側鎖に直接的に連結されたもの又はリンカーを介して間
接的に連結されたものなど（これらに限定されない。）、連結されたホモ二量体、ヘテロ
二量体、ホモ多量体及びヘテロ多量体も包含される。Ｃｙｓ－Ｃｙｓジスルフィド結合を
介して直接連結されたｈＧＨ二量体が、「Ｌｅｗｉｓ，　Ｕ．　Ｊ．，　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２５２：３６９７－３７０２（１９７７）；Ｂｒｏｓ
ｔｅｄｔ，　Ｐ．　ａｎｄ　Ｒｏｏｓ，　Ｐ．，　Ｐｒｅｐ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　１９
：２１７－２２９（１９８９）」に記載されている。典型的なリンカーには、ポリ（エチ
レングリコール）又はポリデキストランなどの水溶性ポリマー又は様々な長さのポリペプ
チドが含まれるが、これらに限定されない。
【００４４】
　「ｈＧＨポリペプチド」という用語には、何れかのアミノ酸位置がグリコシル化された
ポリペプチド、ポリペプチドのＮ－結合型又はＯ－結合型グリコシル化形態などのグリコ
シル化されたｈＧＨも含まれるが、これらに限定されない。単一のヌクレオチド変化を含
有するバリアントも、ｈＧＨポリペプチドの生物学的に活性なバリアントとして考えられ
る。さらに、スプライスバリアントも含まれる。「ｈＧＨポリペプチド」という用語には
、化学的手段によって連結された、又は融合タンパク質として発現された、１つ以上の何
れかのｈＧＨポリペプチド又は他のあらゆるポリペプチド、タンパク質、炭水化物、ポリ
マー、小分子、リンカー、リガンド又はあらゆる種類の他の生物活性分子のｈＧＨポリペ
プチドヘテロ二量体、ホモ二量体、ヘテロ多量体又はホモ多量体が含まれ、及び例えば、
特異的な欠失又は他の修飾を含有するが、生物活性をなお維持するポリペプチド類縁体も
含まれる。
【００４５】
　当業者であれば、特定のｈＧＨ配列中の位置に対応するアミノ酸位置は、ｈＧＨ融合物
、バリアント、断片などの他の何れかのｈＧＨ分子中に容易に同定可能であることが自明
である。特定のＧＨ配列中の位置と対応する、タンパク質中の特定の位置を整列及び同定
するために、例えば、ＢＬＡＳＴなどの配列整列プログラムを使用することが可能である
。
【００４６】
　本明細書において使用される「ネイティブｈＧＨ」は、適切に折りたたまれ、及び正し
いジスルフィド結合のみを含有するｈＧＨ（天然に存在するｈＧＨ、その類縁体及びバリ
アントを含む。）として定義される。ｈＧＨは、２つの分子内ジスルフィド結合（Ｃ５３
はＣ１６５と対を成し、Ｃ１８２はＣ１８９（又はｈＧＨの類縁体及びバリアント中のア
ミノ酸残基の相同体）と対を成す。）に関与する４つのシステイン残基も含有する。ネイ
ティブｈＧＨは、生物学的に活性である。
【００４７】
　「不溶性ｈＧＨ」とは、組換え宿主細胞によって産生されるか、又はその他組換え宿主
細胞に付随する沈殿した又は凝集したｈＧＨを表し、存在し得る不適切な又は未形成のジ
スルフィド結合を有する生物学的に不活性な高次構造を採り得る。不溶性ｈＧＨは、封入
体又は屈折体中に含有され得る。すなわち、不溶性ｈＧＨは、位相差顕微鏡下で見ること
ができ、又は見ることができない。不溶性ｈＧＨは、当業者に公知の何れかの方法により
、可溶性ｈＧＨを不溶性にすることによって産生され得る。
【００４８】
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　「不適切に折りたたまれたｈＧＨ」とは、不適切な又は未形成のジスルフィド結合を有
する、生物学的により低い活性の高次構造にあるｈＧＨを表す。不適切に折りたたまれた
ｈＧＨは、不溶性であり得るが、不溶性である必要はない。
【００４９】
　本明細書において使用される「ｈＧＨバリアント」という用語は、成熟したｈＧＨ及び
ｈＧＨポリペプチドのバリアントが含まれる。「ｈＧＨバリアント」は、例えば、成熟タ
ンパク質中の１つ若しくはそれ以上の部位に１つ若しくはそれ以上のアミノ酸を欠失若し
くは付加することによって、成熟タンパク質のＮ末端及び／又はＣ末端に１つ若しくはそ
れ以上のアミノ酸を欠失若しくは付加することによって、及び／又は成熟タンパク質中の
１つ若しくはそれ以上の部位に１つ若しくはそれ以上のアミノ酸を置換することによって
作製することができ、成熟タンパク質中の１つ若しくはそれ以上の部位に１つ若しくはそ
れ以上のアミノ酸を欠失若しくは付加すること、成熟タンパク質のＮ末端及び／又はＣ末
端に１つ若しくはそれ以上のアミノ酸を欠失若しくは付加すること、及び／又は成熟タン
パク質中の１つ若しくはそれ以上の部位に１つ若しくはそれ以上のアミノ酸を置換するこ
とを含む。例えば、少なくとも１０個のアミノ酸、少なくとも５個のアミノ酸、少なくと
も３個のアミノ酸又は少なくとも１個のアミノ酸を付加又は欠失させることによって、ｈ
ＧＨバリアントを作製し得る。ｈＧＨバリアントには、グリコシル化、アセチル化、リン
酸化などを含む（これらに限定されない。）翻訳後修飾も含まれ得る。「ｈＧＨバリアン
ト」という用語には、具体的に、成熟ｈＧＨ配列の、変異体、対立遺伝子バリアント、相
同体及び融合物が含まれるが、これらに限定されない。ｈＧＨバリアントには、ペプチド
模倣体又は「ペプトイド」も含まれるが、これらに限定されない。ＷＯ９１／０４２８２
を参照。
【００５０】
　「実質的に精製された」という用語は、天然に存在する環境中に、すなわち野生型細胞
中又は組換え的に産生されたｈＧＨポリペプチドの場合には宿主細胞中に見出されるタン
パク質に伴われている又は該タンパク質と相互作用する成分を実質的に又は本質的に含み
得ないｈＧＨポリペプチドを表す。細胞物質を実質的に含まないことができるｈＧＨには
、莢雑タンパク質が約３０％未満、約２５％未満、約２０％未満、約１５％未満、約１０
％未満、約５％未満、約４％未満、約３％未満、約２％未満又は約１％未満（乾燥重量に
対して）を有するタンパク質の調製物が含まれる。ｈＧＨポリペプチド又はそのバリアン
トが宿主細胞によって組換え的に産生される場合には、該タンパク質は、細胞の乾燥重量
の、約３０％、約２５％、約２０％、約１５％、約１０％、約５％、約４％、約３％、約
２％又は約１％若しくは１％未満で存在し得る。ｈＧＨポリペプチド又はそのバリアント
が宿主細胞によって組換え的に産生される場合には、該タンパク質は、細胞の乾燥重量の
、約５ｇ／Ｌ、約４ｇ／Ｌ、約３ｇ／Ｌ、約２ｇ／Ｌ、約１ｇ／Ｌ、約７５０ｍｇ／Ｌ、
約５００ｍｇ／Ｌ、約２５０ｍｇ／Ｌ、約１００ｍｇ／Ｌ、約５０ｍｇ／Ｌ、約１０ｍｇ
／Ｌ又は約１ｍｇ／Ｌ若しくは約１ｍｇ／Ｌ未満で、培地中に存在し得る。従って、本発
明の方法によって作製された「実質的に精製された」ｈＧＨポリペプチドは、ＳＤＳ／Ｐ
ＡＧＥ分析、ＲＰ－ＨＰＬＣ、ＳＥＣ及びキャピラリー電気泳動（これらに限定されない
。）などの適切な方法によって測定された場合に、少なくとも約３０％、少なくとも約３
５％、少なくとも約４０％、少なくとも約４５％、少なくとも約５０％、少なくとも約５
５％、少なくとも約６０％、少なくとも約６５％、少なくとも約７０％の純度レベル、具
体的には、少なくとも約７５％、８０％、８５％以上及びそれ以上の純度レベル、より具
体的には、少なくとも約９０％の純度レベル、少なくとも約９５％の純度レベル、少なく
とも約９９％又はそれ以上の純度レベルを有し得る。
【００５１】
　「組換え宿主細胞」又は「宿主細胞」とは、挿入のために使用される方法（例えば、直
接取り込み、形質導入、ｆ－接合又は組換え宿主細胞を作製するための本分野で公知の他
の方法）にかかわらず、外来ポリヌクレオチドを含む細胞を表す。外来ポリヌクレオチド
は、組み込まれていないベクター、例えばプラスミドとして維持されることができ、ある
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いは宿主ゲノム中に組み込まれ得る。
【００５２】
　本明細書中で使用する「培地（ｍｅｄｉｕｍ）」又は「培地（ｍｅｄｉａ）」という用
語は、細菌宿主細胞、真核生物宿主細胞、哺乳動物宿主細胞、酵母宿主細胞、昆虫宿主細
胞、植物宿主細胞、ＣＨＯ細胞、原核生物宿主細胞、Ｅ．コリ又はシュードモナス（Ｐｓ
ｅｕｄｏｍｏｎａｓ）宿主細胞及び細胞含有物を含む何らかの宿主細胞を支持し得るか、
又は含有し得る、あらゆる培養用培地、溶液、固体、半固体又は強固な支持体を含む。こ
のため、本用語は、宿主細胞をその中で増殖させている培地、例えば、ｈＧＨポリペプチ
ドがその中に分泌されている培地（増殖工程前又は後の培地を含む。）を包含し得る。本
用語は、ｈＧＨポリペプチドが細胞内で産生され、ｈＧＨポリペプチドを放出するために
宿主細胞が溶解又は破壊される場合など、宿主細胞可溶化液を含有する緩衝液又は試薬も
包含し得る。
【００５３】
　タンパク質の再折りたたみに関して本明細書で使用される「還元剤」は、スルフヒドリ
ル基を還元状態に保ち、分子内又は分子間ジスルフィド結合を還元する任意の化合物又は
物質として定義される。適切な還元剤には、ジチオスレイトール（ＤＴＴ）、２－メルカ
プトエタノール、ジチオエリスリトール、システイン、システアミン、（２－アミノエタ
ンチオール）及び還元されたグルタチオンが含まれるが、これらに限定されない。様々な
還元剤が本発明の方法における使用に適していることが、当業者に自明である。
【００５４】
　タンパク質の再折りたたみに関して本明細書で使用される「酸化剤」は、酸化される化
合物から電子を除去することができる任意の化合物又は物質として定義される。適切な酸
化剤には、酸化されたグルタチオン、シスチン、シスタミン、酸化されたジチオスレイト
ール、酸化されたエリスリトール及び酸素が含まれるが、これらに限定されない。様々な
酸化剤が本発明の方法における使用に適していることが、当業者に自明である。
【００５５】
　「変性試薬」又は「変性剤」とは、本明細書中で使用する場合、タンパク質の可逆的な
折り畳み解除を引き起こす、あらゆる化合物又は物質として定義される。変性試薬又は変
性剤の強度は、具体的な変性試薬又は変性剤の特性及び濃度の両方によって決定される。
適切な変性試薬又は変性剤は、カオトロプ、界面活性剤、有機溶媒、水混和性溶媒、リン
脂質又は２つ又はそれ以上のこのような薬剤の組み合わせであり得る。適切なカオトロプ
には、尿素、グアニジン及びチオシアン酸ナトリウムが含まれるが、これらに限定されな
い。有用な界面活性剤には、ドデシル硫酸ナトリウム、又はポリオキシエチレンエーテル
（例えば、Ｔｗｅｅｎ又はＴｒｉｔｏｎ界面活性剤）、Ｓａｒｋｏｓｙｌなどの強い界面
活性剤、穏やかな非イオン性界面活性剤（例えば、ジギトニン）、Ｎ－２，３－（ジオレ
イオキシ）－プロピル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニウムなどの穏やかな陽イオン性
界面活性剤、穏やかなイオン性界面活性剤（例えば、コール酸ナトリウム又はデオキシコ
ール酸ナトリウム）又はスルホベテイン（Ｚｗｉｔｔｅｒｇｅｎｔ）、３－（３－クロル
アミドプロピル）ジメチルアンモニオ－１－プロパンサルファート（ＣＨＡＰＳ）及び３
－（３－クルルアミドプロピル）ジメチルアンモニオ－２－ヒドロキシ－１－プロパンス
ルホナート（ＣＨＡＰＳＯ）を含む（これらに限定されない。）双性イオン界面活性剤が
含まれ得るが、これらに限定されない。アセトニトリル、低級アルカノール（特に、エタ
ノール又はイソプロパノールなどのＣ２－Ｃ４アルカノール）、又は低級アルカンジオー
ル（特に、エチレングリコールなどのＣ２－Ｃ４アルカンジオール）などの水混和性有機
溶媒は、界面活性剤として使用され得る。本発明において有用なリン脂質は、ホスファチ
ジルエタノールアミン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルセリン及びホスファチジ
ルイノシトールなどの天然リン脂質又はジヘキサノイルホスファチジルコリン又はジヘプ
タノイルホスファチジルコリンなどの合成リン脂質誘導体若しくはバリアントであり得る
。
【００５６】
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　本明細書において使用される「再折り畳み」は、ジスルフィド結合含有ポリペプチドを
、不適切に折りたたまれ、又は折り畳み解除された状態から、ジスルフィド結合に関して
固有の高次構造又は適切に折りたたまれた高次構造へと転換する任意のプロセス、反応又
は方法を記載する。
【００５７】
　本明細書において使用される「同時折り畳み」とは、互いに相互作用して、折り畳み解
除されたポリペプチド又は不適切に折り畳まれたポリペプチドを、適切に折り畳まれた固
有のポリペプチドに変換させる少なくとも２つのポリペプチドを使用する再折り畳みプロ
セス、反応又は方法を具体的に表す。
【００５８】
　「天然においてコードされていないアミノ酸」とは、２０の共通アミノ酸うちの一つ又
はパイロリジン（ｐｙｒｏｌｙｓｉｎｅ）又はセレノシステインでないアミノ酸を表す。
「天然においてコードされていないアミノ酸」という用語と同義的に使用され得る他の用
語は、「非天然アミノ酸」、「不天然アミノ酸」、「天然に存在しないアミノ酸」、並び
に様々にハイフンが付されたそのバージョン及びハイフンが付されていないそのバージョ
ンである。「天然においてコードされていないアミノ酸」という用語には、天然にコード
されているアミノ酸（２０の共通アミノ酸又はパイロリジン及びセレノシステインを含む
が、これらに限定されない。）の修飾（例えば、翻訳後修飾）によって生じ、それ自体は
、成長しているポリペプチド鎖中に翻訳複合体によって本来取り込まれないアミノ酸も含
まれるが、これに限定されない。このような天然に存在しないアミノ酸の例には、Ｎ－ア
セチルグルコサミニル－Ｌ－セリン、Ｎ－アセチルグルコサミニル－Ｌ－スレオニン及び
Ｏ－ホスホチロシンが含まれるが、これらに限定されない。
【００５９】
　本明細書中で使用する場合、「水溶性ポリマー」という用語は、水性溶媒中で可溶性で
あるあらゆるポリマーを指す。ｈＧＨポリペプチドへの水溶性ポリマーの結合は、非修飾
形態に比べて、増加若しくは調節された血清半減期、又は増加若しくは調節された治療半
減期、調節された免疫原性、凝集及び多量体の形成、改変された受容体結合及び改変され
た受容体二量体化又は多量体化などの調節された物理的会合特性を含む（これらに限定さ
れない。）、変化をもたらすことが可能である。水溶性ポリマーは、それ自身の生物活性
を有していても有していなくてもよく、以下に限定されないが、１もしくはそれ以上のｈ
ＧＨポリペプチド又は１もしくはそれ以上の生物活性分子などの他の物質へｈＧＨを付着
させるためのリンカーとして利用され得る。適切なポリマーとしては、以下に限定されな
いが、ポリエチレングリコール、ポリエチレングリコールプロピオンアルデヒド、モノＣ

１－Ｃ１０アルコキシ又はそれらのアリールオキシ誘導体（米国特許第５，２５２，７１
４号に記載（参照により本明細書中に組み込む。）。）、モノメトキシ－ポリエチレング
リコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアミノ酸、ジビニルエー
テル無水マレイン酸、Ｎ－（２－ヒドロキシプロピル）－メタクリルアミド、デキストラ
ン、硫酸デキストランを含むデキストラン誘導体、ポリプロピレングリコール、ポリプロ
ピレンオキシド／エチレンオキシドコポリマー、ポリオキシエチル化ポリオール、ヘパリ
ン、ヘパリン断片、多糖類、オリゴ糖、グリカン、セルロース及びセルロース誘導体（以
下に限定されないが、メチルセルロース及びカルボキシメチルセルロースを含む。）、デ
ンプン及びデンプン誘導体、ポリペプチド、ポリアルキレングリコール及びそれらの誘導
体、ポリアルキレングリコールとそれらの誘導体とのコポリマー、ポリビニルエチルエー
テル及びα－β－ポリ［（２－ヒドロキシエチル）－ＤＬ－アスパルタミドなど又はそれ
らの混合物が挙げられる。このような水溶性ポリマーの例には、ポリエチレングリコール
及び血清アルブミンが含まれるが、これらに限定されない。
【００６０】
　「アミノ末端修飾基」は、ポリペプチドのアミノ末端に付着させることが可能なあらゆ
る分子を表す。同様に、「カルボキシ末端修飾基」とは、ポリペプチドのカルボキシ末端
に付着させることが可能な任意の分子を表す。末端修飾基には、様々な水溶性ポリマー、
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血清アルブミンなどのペプチド若しくはタンパク質又はペプチドの血清半減期を増加させ
るその他の部分が含まれるが、これらに限定されない。
【００６１】
　本明細書において使用される「ポリアルキレングリコール」又は「ポリ（アルケングリ
コール）」という用語は、ポリエチレングリコール（ポリ（エチレングリコール））、ポ
リプロピレングリコール、ポリブチレングリコール及びそれらの誘導体を指す。「ポリア
ルキレングリコール」という用語は、直鎖及び分岐ポリマーの両方、並びに０．１ｋＤａ
ないし１００ｋＤａの平均分子量を包含する。他の例示的な実施形態は、例えば、Ｓｈｅ
ａｒｗａｔｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのカタログ「“Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇ
ｌｙｃｏｌ　ａｎｄ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎｓ”（２００１）」など、供給業者のカタログに列記されている。
【００６２】
　「官能基」、「活性部分」、「活性化基」、「脱離基」、「反応性部位」、「化学的反
応基」及び「化学的反応部分」という用語は、明確な、確定可能な部分又は単位を表すた
めに、本分野及び本明細書において使用されている。前記用語は、化学の分野においてあ
る程度同義的であり、何らかの機能又は活性を発揮し、他の分子と反応する分子の部分を
表すために本明細書に使用される。
【００６３】
　本明細書において「結合」又は「リンカー」という用語は、化学反応の結果として通常
形成される基又は結合を表すために使用され、典型的には、共有結合である。加水分解に
対して安定な結合とは、該結合が水中で実質的に安定であり、生理的条件下を含む（これ
に限定されない。）有用なｐＨ値で、長期にわたって、おそらくは永久に水と反応しない
結合を意味する。加水分解に対して不安定な結合又は分解可能な結合とは、該結合が、水
又は例えば、血液などの水溶液中で分解可能であることを意味する。酵素的に不安定な結
合又は分解可能な結合とは、該結合が１つ以上の酵素によって分解可能であることを意味
する。本分野で理解されているように、ＰＥＧ及び関連ポリマーは、ポリマー骨格中に、
又はポリマー骨格とポリマー分子の末端官能基の一又は複数との間のリンカー基中に分解
可能な結合を含み得る。例えば、ＰＥＧカルボン酸又は活性化されたＰＥＧカルボン酸の
、生物活性因子上のアルコール基との反応によって形成されたエステル結合は、一般に、
生理的条件下で加水分解されて、前記因子を放出する。加水分解によって分解可能な他の
結合には、カルボナート結合；アミンとアルデヒドの反応から得られたイミン結合；アル
コールとホスファート基との反応によって形成されたリン酸エステル結合；ヒドラジドと
アルデヒドの反応産物であるヒドラゾン結合；アルデヒドとアルコールの反応産物である
アセタール結合；ギ酸塩とアルコールの反応産物であるオルトエステル結合；アミン基（
ＰＥＧなどのポリマーの末端に位置するものを含むが、これに限定されない。）とペプチ
ドのカルボキシ基によって形成されるペプチド結合；及びホスホルアミダイト基（ポリマ
ーの末端に位置するものを含むが、これに限定されない。）とオリゴヌクレオチドの５’
ヒドロキシル基によって形成されるオリゴヌクレオチド結合が含まれるが、これらに限定
されない。
【００６４】
　「生物活性分子」、「生物活性部分」又は「生物活性因子」という用語は、本明細書中
で使用する場合、以下に限定されないが、ウイルス、細菌、バクテリオファージ、トラン
スポゾン、プリオン、昆虫、真菌、植物、動物及びヒトを含む、生物系、生物に関連する
、経路、分子もしくは相互作用の何らかの身体的又は生化学的特性に影響を与え得るあら
ゆる物質を意味する。特に、本明細書中で使用する場合、生物活性分子には、以下に限定
されないが、ヒトもしくは動物における疾患の、診断、治療、緩和、処置もしくは予防の
ための、又は、ヒトもしくは動物の身体的もしくは精神的健康を促進するためのあらゆる
物質が含まれる。生物活性分子の例には、以下に限定されないが、ペプチド、タンパク質
、酵素、小分子薬物、ハードドラッグ、ソフトドラッグ、炭水化物、無機原子又は分子、
色素、脂質、ヌクレオシド、放射性核種、オリゴヌクレオチド、毒素、細胞、ウイルス、



(20) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

リポソーム、微小粒子及びミセルが含まれる。本発明とともに使用するのに適した生物活
性因子のクラスには、以下に限定されないが、薬物、プロドラッグ、放射性核種、造影剤
、ポリマー、抗生物質、抗真菌剤、抗ウイルス剤、抗炎症剤、抗腫瘍剤、心血管作動薬、
抗不安薬、ホルモン、増殖因子、ステロイド剤、微生物由来毒素などが含まれる。
【００６５】
　「二官能性ポリマー」とは、他の部分（アミノ酸側鎖基を含むが、これに限定されない
。）と特異的に反応して、共有又は非共有結合を形成することができる２つの別個の官能
基を含むポリマーを表す。第一の生物活性成分と、二官能性リンカーと、及び第二の生物
活性成分とを含む結合体を形成するために、ある生物活性成分上の基と反応する１つの官
能基と、第二の生物成分上の基と反応する別の基とを有する二官能性リンカーを使用する
ことができる。ペプチドに様々な化合物を付着するための数多くの手順及びリンカー分子
が公知である。例えば、欧州特許出願第１８８，２５６号、米国特許第４，６７１，９５
８号、第４，６５９，８３９号、第４，４１４，１４８号、第４，６９９，７８４号；第
４，６８０，３３８号及び第４，５６９，７８９号（これらは、参照により、本明細書に
組み込まれる。）を参照されたい。「多官能性ポリマー」とは、他の部分（アミノ酸側鎖
基を含むが、これに限定されない。）と特異的に反応して、共有又は非共有結合を形成す
ることができる２つ以上の別個の官能基を含むポリマーを表す。二官能性ポリマー又は多
官能性ポリマーは、あらゆる所望の分子長又は分子量であってもよく、ｈＧＨに連結され
た１つ以上の分子の間に特定の所望されるスペース又は立体構造を提供するように選択さ
れ得る。
【００６６】
　置換基が、左から右へ書かれた慣用の化学式によって特定されている場合、それらは、
右から左へ構造を書くことによって得られる化学的に同一の置換基を等しく包含し、例え
ば、構造－ＣＨ２Ｏ－は、構造－ＯＣＨ２－と等価である。
【００６７】
　本明細書において使用される、「調節された血清半減期」という用語は、修飾されてい
ない形態に比した、修飾されたｈＧＨの循環半減期の正又は負の変化を意味する。血清半
減期は、ｈＧＨの投与後の様々な時点に血液試料を採取し、各試料中のその分子の濃度を
決定することによって測定される。血清濃度と時間の相関関係は、血清半減期の計算を可
能とする。望ましくは、増加された血清半減期は、少なくとも約２倍を有するが、それよ
り小幅な増加も有用であり得、例えば、これにより、満足のいく投与計画を可能とするか
、又は毒性の影響を避けることができる。幾つかの実施形態では、増加は、少なくとも約
３倍、少なくとも約５倍又は少なくとも約１０倍である。
【００６８】
　「調節された治療半減期」という用語は、本明細書中で使用する場合、その非修飾形態
と比較して、ｈＧＨポリペプチドの治療的有効量の半減期が正又は負に変化することを意
味する。治療半減期は、投与後に、様々な時点で分子の薬物動態及び／又は薬物動力学特
性を測定することにより決定される。増加された治療的半減期は、望ましくは、特定の有
益な投薬治療、特定の有益な総投薬を可能とし、又は所望でない効果を回避する。幾つか
の実施形態において、効力の増強、その標的に対する修飾された分子の結合の増加又は減
少、プロテアーゼなどの酵素による分子の増加若しくは減少した分解、又は非修飾分子の
別のパラメータもしくは作用機構の増加若しくは減少の結果、治療半減期が延びる。
【００６９】
　「単離された」という用語は、核酸又はタンパク質に対して適用される場合、核酸若し
くはタンパク質が自然の状態で随伴している他の細胞成分の少なくとも幾つかを、該核酸
若しくはタンパク質が含まないことを表し、又はそのインビボ若しくはインビトロ産生の
濃度より大きなレベルまで該核酸若しくはタンパク質が濃縮されていることを表す。これ
は、均質な状態であり得る。単離された物質は、乾燥若しくは半乾燥状態又は溶液（水溶
液を含むが、これに限定されない。）とすることができる。単離された物質は、さらなる
医薬として許容される担体及び／又は賦形剤を含む医薬組成物の成分であり得る。純度及
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び均質性は、通常、ポリアクリルアミドゲル電気泳動又は高性能液体クロマトグラフィー
などの分析的化学技術を用いて測定される。調製物中に存在する主な種であるタンパク質
は、実質的に精製さていれる。特に、単離された遺伝子は、該遺伝子に隣接し、対象遺伝
子とは別のタンパク質をコードする読み取り枠から分離されている。「精製された」とい
う用語は、核酸又はタンパク質が電気泳動ゲル中で実質的に一つのバンドを生じることを
表す。特に、「精製された」という用語は、核酸又はタンパク質が、少なくとも８５％純
粋、少なくとも９０％純粋、少なくとも９５％純粋、少なくとも９９％又はそれ以上純粋
であることを意味し得る。
【００７０】
　「核酸」という用語は、一本鎖又は二本鎖形態の、デオキシリボヌクレオチド、デオキ
シリボヌクレオシド、リボヌクレオシド又はリボヌクレオチド及びこれらのポリマーを表
す。別段の制限がなければ、この用語は、基準核酸と同様の結合特性を有し、天然ヌクレ
オチドに類似する様式で代謝される天然ヌクレオチドの公知の類縁体を含有する核酸を包
含する。別段の制限がなければ、本用語は、ＰＮＡ（ペプチド核酸）、アンチセンス技術
で使用されるＤＮＡの類縁体（ホスホロチオアート、ホスホロアミダートなど）を含む、
オリゴヌクレオチド類縁体も表す。別段の記載がなければ、ある核酸配列は、保存的に修
飾されたそのバリアント（縮重コドン置換を含むが、これに限定されない。）及び相補的
配列並びに明示的に記されている配列も黙示的に包含する。具体的には、縮重コドン置換
は、選択された一又は複数（又は全て）のコドンの三番目の位置が混合された塩基及び／
又はデオキシイノシン残基で置換された配列を生成することによって達成され得る（Ｂａ
ｔｚｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓ．　１９：　５０８１（
１９９１）；Ｏｈｔｓｕｋａ　ｅｔａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６０：
　２６０５－２６０８（１９８５）；ａｎｄ　Ｃａｓｓｏｌ　ｅｔ　ａｌ．（１９９２）
；Ｒｏｓｓｏｌｉｎｉ　ｅｔａｌ．，　Ｍｏｌ．　Ｃｅｌｌ．　Ｐｒｏｂｅｓ　８：　９
１－９８（１９９４））。
【００７１】
　「アミノ酸」という用語は、天然に存在する及び天然に存在しないアミノ酸並びに天然
アミノ酸と同様の様式で機能するアミノ酸類縁体及びアミノ酸模倣体を表す。天然にコー
ドされるアミノ酸は、２０の共通アミノ酸（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、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、スレオニ
ン、トリプトファン、チロシン及びバリン）並びにパイロリジン及びセレノシステインで
ある。アミノ酸類縁体は、天然に存在するアミノ酸と同一の基本的化学構造（すなわち、
水素、カルボキシル基、アミノ基及びＲ基に結合しているα炭素）を有する化合物を表し
、例えばホモセリン、ノルロイシン、メチオニンスルホキシド、メチオニンメチルスルホ
ニウムなどを表す。このような類縁体は、修飾されたＲ基（ノルロイシンなど）又は修飾
されたペプチド骨格を有するが、天然に存在するアミノ酸と同一の基礎的化学構造を保持
している。
【００７２】
　本明細書では、アミノ酸は、一般に知られている三文字記号によって、又はＩＵＰＡＣ
－ＩＵＢ生化学命名法委員会によって推奨されている一文字記号の何れかによって表記し
得る。同様に、ヌクレオチドは、一般的に受容されている一文字コードによって表記し得
る。
【００７３】
　「保存的に修飾されたバリアント」は、アミノ酸配列及び核酸配列の両方について適用
される。ある核酸配列に関して、「保存的に修飾されたバリアント」は、同一若しくは実
質的に同一のアミノ酸配列をコードする核酸を表し、又は核酸がアミノ酸配列をコードし
ていない場合には、実質的に同一の配列を表す。遺伝コードの縮重のため、機能的に同一
の多数の核酸が任意の与えられたタンパク質をコードする。例えば、コドンＧＣＡ、ＧＣ
Ｃ、ＧＣＧ及びＧＣＵは全て、アミノ酸アラニンをコードする。このように、アラニンが
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コドンによって指定されている全ての場所で、該コドンは、コードされているポリペプチ
ドを変化させずに、任意の対応する記載されているコドンへと変化させることができる。
このような核酸の変化は、保存的に修飾された変異の一種である「サイレント変異」であ
る。この明細書において、ポリペプチドをコードする全ての核酸配列は、該核酸の全ての
可能なサイレント変異も記載する。当業者であれば、核酸中の各コドン（通常、メチオニ
ンに対する唯一のコドンであるＡＵＧ及び通常トリプトファンに対する唯一のコドンであ
るＴＧＧを除く。）は、修飾して、機能的に同一の分子を得ることが可能であることを認
識できる。このように、ポリペプチドをコードする核酸の各サイレント変異は、各記載さ
れた配列に言わずとも含まれる。
【００７４】
　アミノ酸配列について、当業者は、コードされている配列中の単一アミノ酸又はアミノ
酸の僅かな割合を変化し、付加し又は欠失する、核酸、ペプチド、ポリペプチド又はタン
パク質配列への各置換、欠失又は付加は、変化がアミノ酸の欠失、アミノ酸の付加又は化
学的に類似するアミノ酸へのアミノ酸の置換をもたらすとき、「保存的に修飾されたバリ
アント」であることを理解する。機能的に類似のアミノ酸を与える保存的置換の表が、当
業者に周知である。このような保存的に修飾されたバリアントは、さらに、本発明の多型
バリアント、種間相同体、及び対立遺伝子であり、これらを除外するものではない。
【００７５】
　機能的に類似のアミノ酸を与える保存的置換の表が、当業者に公知である。以下の８つ
の群は、それぞれ、互いに保存的な置換であるアミノ酸を含有する。
【００７６】
　１）アラニン（Ａ）、グリシン（Ｇ）；
　２）アスパラギン酸（Ｄ）、グルタミン酸（Ｅ）；
　３）アスパラギン（Ｎ）、グルタミン（Ｑ）；
　４）アルギニン（Ｒ）、リジン（Ｋ）；
　５）イソロイシン（Ｉ）、ロイシン（Ｌ）、メチオニン（Ｍ）、バリン（Ｖ）；
　６）フェニルアラニン（Ｆ）、チロシン（Ｙ）、トリプトファン（Ｗ）；
　７）セリン（Ｓ）、トレオニン（Ｔ）；及び
　８）システイン（Ｃ）、メチオニン（Ｍ）
（例えば、Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ（Ｗ　Ｈ　Ｆｒｅｅｍａｎ　＆　Ｃｏ．；２
ｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ（Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１９９３）参照）。
【００７７】
　「同一」又はパーセント「同一」という用語は、２又はそれ以上の核酸又はポリペプチ
ド配列に関して、同じである２又はそれ以上の配列又はサブ配列を指す。以下の配列比較
アルゴリズム（又は当業者が利用可能なその他のアルゴリズム）の一つを用いて、又は手
で整列し、目で調べることによって測定された場合に、比較ウィンドウ又は指定された領
域にわたり、最大の一致度を比較し、並列したときに、当該配列が、同一であるアミノ酸
残基又はヌクレオチドの一定パーセント（すなわち、指定された領域にわたって、約６０
％の同一性、約６５％、約７０％、約７５％、約８０％、約８５％、約９０％又は約９５
％の同一性）を有すれば、配列は「実質的に同一」である。この定義は、試験配列の相補
物も表す。同一性は、少なくとも約５０アミノ酸若しくはヌクレオチド長である領域にわ
たって、又は７５ないし１００アミノ酸若しくはヌクレオチド長である領域にわたって存
在し、又は、明記されていない場合には、ポリヌクレオチド若しくはポリペプチドの配列
全体わたって存在することが可能である。
【００７８】
　配列比較のため、通常、ある配列が基準配列としての役割をし、この配列に対して試験
配列が比較される。配列比較アルゴリズムを使用する場合、試験配列及び基準配列をコン
ピュータに入力し、必要であれば、サブ配列座標を指定し、及び配列アルゴリズムプログ
ラムパラメータを指定する。初期設定プログラムパラメータを使用することが可能であり
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、又は別のパラメータを指定することが可能である。次いで、配列比較アルゴリズムは、
プログラムパラメータに基づいて、基準配列に対する試験配列のパーセント配列同一性を
計算する。
【００７９】
　本明細書において使用される「比較ウィンドウ」は、２０から６００まで、通常約５０
から２００まで、より一般に約１００から１５０までからなる群から選択される連続する
位置の数の任意の一つのセグメントを表し、比較ウィンドウの中で、２つの配列が最適に
配列された後に、これら配列は連続位置の同じ番号の基準配列について比較され得る。比
較のための配列の整列方法は、当業者に公知である。以下に限定されないが、Ｓｍｉｔｈ
及びＷａｔｅｒｍａｎ（１９７０）Ａｄｖ．Ａｐｐｌ．Ｍａｔｈ．２：４８２ｃの局所相
同性アルゴリズム、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ及びＷｕｎｓｃｈ（１９７０）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉ
ｏｌ．４８：４４３の相同性アラインメントアルゴリズム、Ｐｅａｒｓｏｎ及びＬｉｐｍ
ａｎ（１９８８）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８５：２４４４の
類似法の検索、これらのアルゴリズムのコンピュータ化された実装（Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ
　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｐａｃｋａｇｅ，Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ　Ｇｒｏｕｐ，５７５　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｄｒ．，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）にお
ける、ＧＡＰ、ＢＥＳＴＦＩＴ、ＦＡＳＴＡ及びＴＦＡＳＴＡ）又は手動でのアラインメ
ント及び目視（例えば、Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌｏ．，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（１９９５、付録）を含む方法
により、比較のための配列の最適アラインメントを行うことができる。
【００８０】
　パーセント配列同一性及び配列同一性を決定するのに適したアルゴリズムの一例は、そ
れぞれ、「Ａｌｔｓｃｈｕｌ　ｅｔ　ａｌ．（１９７７）　Ｎｕｃ．　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ．　２５：　３３８９－３４０２」及び「Ａｌｔｓｃｈｕｌ　ｅｔ　ａｌ．（１９９０
）　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．　２１５：　４０３－４１０」に記載されているＢＬＡ
ＳＴ及びＢＬＡＳＴ２．０アルゴリズムである。ＢＬＡＳＴ分析を実行するためのソフト
ウェアは、「Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を通じて、公に頒布されている。ＢＬＡＳＴアルゴリズムパラ
メータＷ、Ｔ及びＸは、整列の感度と速度を決定する。ＢＬＡＳＴＮプログラム（ヌクレ
オチド配列用）は、１１のワード長（Ｗ；ｗｏｒｄｌｅｎｇｔｈ）、１０の予測値（Ｅ；
ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ）、Ｍ＝５、Ｎ＝－４及び両鎖の比較を初期設定として使用する
。アミノ酸配列の場合、ＢＬＡＳＴＰプログラムは、初期設定として、３のワード長、及
び１０の期待値（Ｅ）及び５０のＢＬＯＳＵＭ６２採点マトリクス（Ｈｅｎｉｋｏｆｆ及
びＨｅｎｉｋｏｆｆ（１９９２）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８９
：１０９１５）アラインメント（Ｂ）、１０の期待値（Ｅ）、Ｍ＝５、Ｎ＝－４及び両鎖
の比較を使用する。ＢＬＡＳＴアルゴリズムは、通常、「低複雑度」のフィルターをオフ
にして行う。
【００８１】
　ＢＬＡＳＴアルゴリズムはまた、２つの配列間の類似性の統計解析も行う（例えば、Ｋ
ａｒｌｉｎ及びＡｌｔｓｃｈｕｌ（１９９３）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　
ＵＳＡ　９０：５８７３－５７８７を参照。）。ＢＬＡＳＴアルゴリズムによって提供さ
れる類似性の一指標は、最少合計確率（Ｐ（Ｎ））であり、これは、２つのヌクレオチド
又はアミノ酸配列間で一致が偶発的に生じ得る確率の指標を与える。例えば、基準核酸に
対して試験核酸を比較した場合に、最少合計確率が約０．２未満、約０．０１未満、又は
約０．００１未満であれば、核酸は基準配列と類似していると考えられる。
【００８２】
　「選択的に（又は特異的に）ハイブリダイズする」という用語は、その配列が複雑な混
合物中（全細胞又はライブラリーＤＮＡ若しくはＲＮＡを含むが、これらに限定されない
。）に存在する場合には、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件下で、分子が
、あるヌクレオチド配列のみに結合し、二重鎖を形成し、又はハイブリダイズすることを
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表す。
【００８３】
　「ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件」という用語は、本分野で公知であ
るように、低いイオン強度と高い温度の条件下での、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＰＮＡ若しくはそ
の他の核酸模倣体の配列又はこれらの組み合わせのハイブリダイーゼションを表す。典型
的に、ストリンジェントな条件下では、プローブは、核酸の複雑な混合物（全細胞又はラ
イブラリーＤＮＡ若しくはＲＮＡが含まれるが、これらに限定されない。）中の標的サブ
配列にハイブリダイズするが、複雑な混合物中の他の配列にはハイブリダイズしない。ス
トリンジェントな条件は配列依存性であり、異なる状況では異なる。より長い配列は、よ
り高い温度で特異的にハイブリダイズする。核酸のハイブリダイゼーションについての詳
しい手引きは、「Ｔｉｊｓｓｅｎ，　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｉ
ｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ－－Ｈｙ
ｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ｐｒｏｂｅｓ，　“Ｏｖｅｒｖｉ
ｅｗ　ｏｆ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈ
ｅ　ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｏｆ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄ　ａｓｓａｙｓ”（１９９３）
」に見出される。一般に、ストリンジェントな条件は、所定のイオン強度ｐＨで、特異的
な配列に対する熱融解点（Ｔｍ）より約５ないし１０℃低いように選択される。Ｔｍとは
、（標的配列は過剰に存在し、Ｔｍにおいて、プローブの５０％が平衡状態で占有される
ので）標的に対して相補的なプローブの５０％が平衡状態で標的配列にハイブリダイズす
る（所定のイオン強度、ｐＨ及び核酸濃度下での）温度である。ストリンジェントな条件
は、塩濃度が、ｐＨ７．０ないし８．３で、約１．０Ｍ未満のナトリウムイオン、典型的
に約０．０１ないし１．０Ｍのナトリウムイオン濃度（又は他の塩）であり、短いプロー
ブ（１０ないし５０ヌクレオチドを含むが、これらに限定されない。）の場合、温度が少
なくとも約３０℃、長いプローブの場合（５０ヌクレオチド超を含むが、これらに限定さ
れない。）の場合、温度が少なくとも約６０℃である条件であり得る。ストリンジェント
な条件は、ホルムアミドなどの不安定化剤の添加によっても達成され得る。選択的又は特
異的なハイブリダイゼーションの場合、陽性信号は、バックグラウンドの少なくとも２倍
、場合によりバックグラウンドハイブリダイゼーションの１０倍であり得る。典型的なス
トリンジェントなハイブリダイゼーション条件は、以下のようにすることができる。４２
℃でインキュベートする５０％ホルムアミド、５×ＳＳＣ及び１％ＳＤＳ又は６５℃でイ
ンキュベートする５×ＳＳＣ、１％ＳＤＳ、０．２×ＳＳＣ中で洗浄し、及び６５℃の０
．１％ＳＤＳ中で洗浄する。このような洗浄は、５、１５、３０、６０、１２０分又はそ
れ以上行うことが可能である。
【００８４】
　本明細書において使用される、「真核生物」という用語は、動物（哺乳動物、昆虫、爬
虫類、鳥類などを含むが、これらに限定されない。）、繊毛虫類、植物（単子葉植物、双
子葉植物、藻類などを含むが、これらに限定されない。）、真菌、酵母、鞭毛虫、微胞子
虫、原生生物などの系統発生学的ドメインで真核生物（Ｅｕｃａｒｙａ）に属する生物を
表す。
【００８５】
　本明細書中で使用する場合、「非真核生物」という用語は、非真核の生物を指す。例え
ば、非真核生物は、真正細菌（以下に限定されないが、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅ
ｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、サームス・サーモフィルス（Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｔｈｅｒｍｏ
ｐｈｉｌｕｓ）、バシラス・ステロサーモフィルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔ
ｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）、シュードモナス・フルオレセンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ
　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）、シュードモナス・エルギノーサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ
　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、シュードモナス・プチダ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔ
ｉｄａ）などが含まれる。）系統発生ドメイン、又は古細菌（以下に限定されないが、メ
タノコッカス・ジャナシ（Ｍｅｔｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ）、メタ
ノバクテリウム・サーモオートトロフィカム（Ｍｅｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｈ
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ｅｒｍｏａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃｕｍ）、［ハロフェラクス・ボルカニ（Ｈａｌｏｆｅｒ
ａｘ　ｖｏｌｃａｎｉｉ）及びハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）種ＮＲ
Ｃ－１などの］ハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、アルケログロブス・
フルギドゥス（Ａｒｃｈａｅｏｇｌｏｂｕｓ　ｆｕｌｇｉｄｕｓ）、ピロコッカス・フリ
オサス（Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆｕｒｉｏｓｕｓ）、ピロコッカス・ホリコシ（Ｐｙｒ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ）、ユーロピルム・ペルニクス（Ａｅｕｒｏｐｙ
ｒｕｍ　ｐｅｒｎｉｘ）系統発生ドメインなどを含む。）に属し得る。
【００８６】
　本明細書において使用される「対象」という用語は、治療、観察又は実験の対象である
動物、幾つかの実施形態において哺乳動物及び別の実施形態においてヒトを表す。
【００８７】
　本明細書において使用される「有効量」という用語は、治療されている、疾病、症状又
は疾患の症候の１つ又はそれ以上をある程度緩和する、投与されている非天然アミノ酸ポ
リペプチドの量を指す。本明細書に記載されている非天然アミノ酸ポリペプチドを含有す
る組成物は、予防的、強化的及び／又は治療的処置のために投与することが可能である。
【００８８】
　「強化する」又は「強化すること」という用語は、所望の効果の強度又は持続時間の何
れかを増加又は延長させることを意味する。従って、治療薬の効果を促進するということ
に関して、「強化すること」という用語は、系において他の治療薬の強度又は持続時間、
効果を増大又は延長させる能力を表す。本明細書において使用される「強化有効量」とは
、所望の系において、別の治療剤の効果を強化するのに十分な量を表す。患者に使用され
る場合、この使用に対して有効な量は、疾病、疾患又は症状の重度及び経過、以前の治療
、患者の健康状態及び薬物に対する応答、並びに担当医の判断に依存する。
【００８９】
　本明細書において使用される「修飾された」という用語は、ポリペプチドの長さ、アミ
ノ酸配列、アミノ酸組成、化学的構造に対する変化、ポリペプチドの翻訳時修飾又は翻訳
後修飾など、あるポリペプチドに対して施された任意の変化を表す。「（修飾された）」
形態という用語は、論述されているポリペプチドが場合によって修飾されていること、す
なわち、論述されているポリペプチドは修飾されてもよく、又は修飾されなくてもよいこ
とを意味する。
【００９０】
　「翻訳後修飾された」という用語は、天然又は非天然アミノ酸がポリペプチド鎖に組み
込まれた後、このようなアミノ酸に起こる、天然又は非天然アミノ酸のあらゆる修飾を指
す。この用語は、一例に過ぎないが、インビボ翻訳時修飾、インビトロ翻訳時修飾（無細
胞翻訳系など）、インビボ翻訳後修飾及びインビトロ翻訳後修飾を包含する。
【００９１】
　予防的な適用において、非天然アミノ酸ポリペプチドを含有する組成物は、ある疾病、
疾患又は症状が発生しやすい、又はそうでなければこれら疾病、疾患又は症状に対してリ
スクがある患者に投与される。このような量は、「予防的有効量」であると定義される。
この使用において、正確な量は、患者の健康状態、体重などにも依存する。このような予
防的有効量を定型的な実験作業（例えば、用量漸増臨床試験）によって決定することは、
当業者の能力の範囲内に十分属すると考えられる。
【００９２】
　「保護された」という用語は、ある一定の反応条件下で、化学的に反応性のある官能基
の反応を妨げる「保護基」又は部分の存在を指す。保護基は、保護されている化学的に反
応性のある反応基のタイプにより異なる。例えば、化学的に反応性のある基がアミン又は
ヒドラジドである場合、ｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニル（ｔ－Ｂｏｃ）及び９－フル
オレニルメトキシカルボニル（Ｆｍｏｃ）の群から保護基を選択することができる。化学
的に反応性のある基がチオールである場合、保護基は、オルトピリジルジスルフィドであ
り得る。化学的に反応性のある基が酪酸もしくはプロピオン酸などのカルボン酸又はヒド
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ロキシル基である場合、保護基は、ベンジル又はアルキル基（メチル、エチル又はｔｅｒ
ｔ－ブチルなど）であり得る。本分野において公知の他の保護基も、本明細書に記載され
ている方法及び組成物中で又は本明細書に記載されている方法及び組成物とともに使用す
ることができ、Ｎｖｏｃ及びＭｅＮｖｏｃなどの光解離性の基が含まれる。本技術分野で
公知のその他の保護基もまた、本明細書に記載されている方法及び組成物において、また
は本明細書に記載されている方法及び組成物とともに使用し得る。
【００９３】
　例として、ブロッキイング／保護基は、以下から選択され得る。
【００９４】
【化１】

【００９５】
　他の保護基は、「Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏ
ｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　３ｒｄ　Ｅｄ．，　Ｊｏｈｎ　
Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　ＮＹ，　１９９９」に記載されてお
り、その内容全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
【００９６】
　治療的な適用において、（修飾された）非天然アミノ酸ポリペプチドを含有する組成物
は、疾病、症状又は疾患に既に罹患している患者に、該疾病、疾患又は症状の症候を治癒
し又は少なくとも部分的に停止させるのに十分な量で投与される。このような量は、「治
療的有効量」であると定義され、疾病、疾患又は症状の重度及び経過、以前の治療、患者
の健康状態及び薬物に対する応答、並びに担当医の判断に依存する。このような治療的有
効量を定型的な実験作業（例えば、用量漸増臨床試験）によって決定することは、当業者
の能力の範囲内に十分属すると考えられる。
【００９７】
　「治療する」という用語は、予防的及び／又は治療的処置の何れかを表すために使用さ
れる。
【００９８】
　本明細書に記載されている天然においてコードされていないアミノ酸ポリペプチドには
、天然に通常見出される原子量又は質量数とは異なる原子量又は質量数を有する原子によ
って置換された１つ又はそれ以上の原子で同位体標識された化合物が含まれ得る。本発明
の化合物中に取り込まれ得る同位体の例には、それぞれ、２Ｈ、３Ｈ、１３Ｃ、１４Ｃ、
１５Ｎ、１８Ｏ、１７Ｏ、３５Ｓ、８Ｆ、３６Ｃｌなど、水素、炭素、窒素、酸素、フッ
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素及び塩素などの同位体が含まれる。本明細書中に記載されている同位体標識されたある
種の化合物、例えば、その中に３Ｈ及び１４Ｃなどの放射性同位体が取り込まれている化
合物は、薬物及び／又は基質の組織分布アッセイにおいて有用であり得る。さらに、重水
素、すなわち、２Ｈなどの同位体での置換は、より大きな代謝安定性、例えば、増加した
インビボ半減期又は減少した投薬の必要性に起因するある種の治療的な利点を与えること
ができる。
【００９９】
　ジアステレオマー、鏡像異性体及びこれらの混合物を含む（これらに限定されない。）
全ての異性体が、本明細書中に記載されている組成物の一部と考えられる。追加の又はさ
らなる実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸ポリペプチドは、必
要とする生物に投与した際に代謝され、所望の効果（所望の治療効果を含む。）を生じさ
せるためにその後使用される代謝物を産生する。さらなる又は追加の実施形態において、
天然においてコードされていないアミノ酸ポリペプチドの活性な代謝物である。
【０１００】
　幾つかの状況において、天然においてコードされていないアミノ酸ポリペプチドは、互
変異性体として存在し得る。さらに、本明細書中に記載されている天然においてコードさ
れていないアミノ酸ポリペプチドは、溶媒和されていない形態で、及び水、エタノールな
どの医薬として許容される溶媒で溶媒和された形態で存在することが可能である。溶媒和
された形態も、本明細書に開示されていると考えられる。当業者は、本明細書中の化合物
の幾つかが数個の互変異性形態で存在できることを認める。このような互変異性体形態の
全てが、本明細書中に記載された組成物の一部と考えられる。
【０１０１】
　詳細な説明
　Ｉ．序論
　本発明において、少なくとも１つの非天然アミノ酸を含むｈＧＨ分子が提供される。本
発明のある種の実施形態において、少なくとも１つの非天然アミノ酸を有するｈＧＨポリ
ペプチドは、少なくとも１つの翻訳後修飾を含む。一実施形態において、少なくとも１つ
の翻訳後修飾は、特定の反応基に対して適切であることが当業者に公知である化学の方法
を利用した、標識、色素、ポリマー、水溶性ポリマー、ポリエチレングリコールの誘導体
、光架橋リンカー、放射性核種、細胞毒性化合物、薬物、親和性標識、光親和性標識、反
応性化合物、レジン、第二のタンパク質又はポリペプチドもしくはポリペプチド類縁体、
抗体もしくは抗体断片、金属キレート剤、補因子、脂肪酸、炭水化物、ポリヌクレオチド
、ＤＮＡ、ＲＮＡ、アンチセンスポリヌクレオチド、水溶性デンドリマー、シクロデキス
トリン、阻害性リボ核酸、生体材料、ナノ粒子、スピンラベル、フルオロフォア、金属含
有部分、放射性部分、新規官能基、他の分子と共有結合又は非共有結合により相互作用す
る基、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅｄ）部分、光異性化可能部分、ビオチン、ビオ
チンの誘導体、ビオチン類似体、重原子を組み込む部分、化学的切断可能な基、光切断可
能な基、伸長側鎖、炭素結合型糖、酸化還元活性剤、アミノチオ酸、毒性部分、同位体標
識部分、生物物理学的プローブ、リン光性の基、化学発光基、高電子密度基、磁性の基、
インターカレートする基、発色団、エネルギー転移剤、生物活性剤、検出可能標識、小分
子、量子ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌクレオチド、放射性伝達物質、ニュートロン捕
捉剤又は上記のあらゆる組み合わせその他の何らかの所望の化合物もしくは物質のあらゆ
る組合せなどの（これらに限定されない。）、第二の反応性基を含む分子を、第一の反応
性基を含む少なくとも１つの非天然アミノ酸へ付着することを含む。本発明の修飾された
ＧＨポリペプチドのある種の実施形態では、少なくとも一つの翻訳後修飾を含む少なくと
も一つの非天然アミノ酸（ケト官能基を含有する非天然アミノ酸を含むが、これに限定さ
れない。）が使用され、この場合、少なくとも一つの翻訳後修飾は糖質部分を含む。ある
種の実施形態では、翻訳後修飾は、真核細胞又は非真核細胞中、インビボで行われる。
【０１０２】
　ある一定の実施形態において、タンパク質は、ある宿主細胞によりインビボで為された
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少なくとも１つの翻訳後修飾を含み、この翻訳後修飾は、別の宿主細胞種によっては通常
行われない。ある一定の実施形態において、タンパク質は、ある真核細胞によりインビボ
で為された少なくとも１つの翻訳後修飾を含み、この翻訳後修飾は、非真核細胞によって
は通常行われない。翻訳後修飾の例には、以下に限定されないが、グリコシル化、アセチ
ル化、アシル化、脂質修飾、パルミトイル化、パルミタート付加、リン酸化、糖脂質結合
修飾、グリコシル化などが含まれる。ある実施形態において、翻訳後修飾は、ＧｌｃＮＡ
ｃ－アスパラギン結合によるオリゴ糖（オリゴ糖は（ＧｌｃＮＡｃ－Ｍａｎ）２－Ｍａｎ
－ＧｌｃＮＡｃ－ＧｌｃＮＡｃ）などを含むが、これに限定されない。）のアスパラギン
への付着を含む。別の実施形態において、翻訳後修飾は、ＧａｌＮＡｃ－セリン、Ｇａｌ
ＮＡｃ－スレオニン、ＧｌｃＮＡｃ－セリン又はＧｌｃＮＡｃ－スレオニン結合による、
オリゴ糖（以下に限定されないが、Ｇａｌ－ＧａｌＮＡｃ、Ｇａｌ－ＧｌｃＮＡｃなどを
含む。）の、セリン又はスレオニンへの結合を含む。ある一定の実施形態において、本発
明のタンパク質又はポリペプチドは、分泌又は局在化配列、エピトープタグ、ＦＬＡＧタ
グ、ポリヒスチジンタグ、ＧＳＴ融合などを含むことができる。分泌シグナル配列の例と
しては、以下に限定されないが、原核生物分泌シグナル配列、真核生物分泌シグナル配列
、細菌発現のために５’－最適化された真核生物分泌シグナル配列、新規分泌シグナル配
列、ペクチン酸リアーゼ分泌シグナル配列、Ｏｍｐ　Ａ分泌シグナル配列及びファージ分
泌シグナル配列が挙げられる。分泌シグナル配列の例としては、以下に限定されないが、
ＳＴＩＩ（原核生物）、Ｆｄ　ＧＩＩＩ及びＭ１３（ファージ）、Ｂｇｌ２（酵母）及び
トランスポゾン由来のシグナル配列ｂｌａが挙げられる。
【０１０３】
　目的のタンパク質又はポリペプチドは、少なくとも１つの、少なくとも２つの、少なく
とも３つの、少なくとも４つの、少なくとも５つの、少なくとも６つの、少なくとも７つ
の、少なくとも８つの、少なくとも９つの又は１０若しくはそれ以上の非天然アミノ酸を
含有することが可能である。非天然アミノ酸は、同一又は別異とすることが可能であり、
例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上の異なる非天然アミノ
酸を含むタンパク質中に、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上の異
なる部位が存在することが可能である。ある種の実施形態において、タンパク質の天然に
存在する様式中に存在する、少なくとも１つ、但し、全部より少ないアミノ酸が、非天然
アミノ酸で置換される。
【０１０４】
　本発明は、天然においてコードされていない少なくとも１つのアミノ酸を含む、成長ホ
ルモン、特にｈＧＨを基礎とする方法及び組成物を提供する。ｈＧＨ中に天然においてコ
ードされていない少なくとも１つのアミノ酸を導入することによって、１つ以上の天然に
おいてコードされていないアミノ酸など（これに限定されない。）との特異的化学反応を
伴うが、一般に存在する２０アミノ酸とは反応しない結合（ｃｏｎｊｕｇａｔｉｏｎ）化
学の適用が可能となる。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないア
ミノ酸を含むｈＧＨは、天然においてコードされていないアミノ酸の側鎖を介して、ポリ
エチレングリコール（ＰＥＧ）などの水溶性ポリマーに連結又は結合されている。本発明
は、ケトン部分など（これに限定されない。）、天然において取り込まれている２０個の
アミノ酸中には見出されない官能基又は置換基を含有するアミノ酸など（これらに限定さ
れない。）、遺伝的にコードされていないアミノ酸を、セレクターコドンに応答してタン
パク質中に、選択的に取り込み、これらのアミノ酸を、適切に反応性を有するＰＥＧ誘導
体でその後修飾することを含む、ＰＥＧ誘導体を用いてタンパク質を選択的に修飾する極
めて効率的な方法を提供する。一旦取り込まれれば、次いで、このアミノ酸側鎖は、天然
においてコードされていないアミノ酸中に存在する官能基又は置換基に適していることが
当業者に公知の化学方法を使用することによって修飾することができる。多様な公知の化
学方法が、水溶性ポリマーをタンパク質中に取り込むために本発明において使用するのに
適している。
【０１０５】



(29) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

　本発明は、他の物質（以下に限定されないが、標識、色素、ポリマー、水溶性ポリマー
、ポリエチレングリコールの誘導体；光架橋リンカー、放射性核種、細胞毒性化合物、薬
物、親和性標識、光親和性標識、反応性化合物、レジン、第二のタンパク質もしくはポリ
ペプチドもしくはポリペプチド類似体、抗体もしくは抗体断片、金属キレート剤、補因子
、脂肪酸、炭水化物、ポリヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、アンチセンスポリヌクレオチ
ド、糖類、水溶性デンドリマー、シクロデキストリン、阻害的リボ核酸、生体材料、ナノ
粒子、スピンラベル、フルオロフォア、金属含有部分、放射性部分、新規官能基、他の分
子と共有結合又は非共有結合により相互作用する基、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅ
ｄ）部分、光異性化可能部分、ビオチン、ビオチン誘導体、ビオチン類似体、重原子を組
み込む部分、化学的切断可能な基、光切断可能な基、伸長側鎖、炭素結合型糖、酸化還元
活性剤、アミノチオ酸、毒性部分、同位体標識部分、生物物理学的プローブ、リン光性の
基、化学発光基、高電子密度基、磁性の基、インターカレート基、発色団、エネルギー転
移剤、生物活性剤、検出可能標識、小分子、量子ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌクレオ
チド、放射性伝達物質、ニュートロン捕捉剤又は上記のあらゆる組み合わせ又は他のあら
ゆる望ましい化合物若しくは物質などを含むが、これらに限定されない。）との、多様な
官能基、置換基又は部分を有するｈＧＨポリペプチドの結合体を提供する。
【０１０６】
　ＰＥＧは、生物材料の表面を修飾するために使用できることが本分野では十分に確立さ
れている（例えば、米国特許第６，６１０，２８１号、Ｍｅｈｖａｒ，　Ｒ．，　Ｊ．　
Ｐｈａｒｍ　Ｐｈａｒｍ　Ｓｃｉ，　３（１）：１２５－１３６（２０００）参照、これ
らは、参照により本明細書に組み込まれる。）。ＰＥＧ誘導体は、反応性部分を介して、
ポリマーへ直接結合させることが可能である。あるいは、ＰＥＧ誘導体は、得られたポリ
マーがその末端に反応性部分を有するように、一つの末端に反応性部分を有する連結剤を
、活性化された慣用ポリマーに付着させることによって調製することが可能である。ある
いは、少なくとも一つの活性な求核又は求電子部分を有する水溶性ポリマーは、ＰＥＧポ
リマーと連結剤の間に共有結合が形成され、および反応性基がポリマーの末端に位置する
ように、一つの末端に反応性基を有する連結剤と反応を行う。アミン、チオール、ヒドラ
ジド、ヒドラジン、アルコール、カルボキシラート、アルデヒド、ケトン、チオエステル
などの求核及び求電子部分は、当業者に周知である。ＰＥＧ誘導体は、生体適合性、安定
性、溶解度及び免疫原性の欠如が重要である、一方、同時に、本分野で既に公知であるタ
ンパク質にＰＥＧ誘導体を付着するさらに選択的な手段を与えながら、表面及び分子の特
性を修飾するために使用することが可能である。
【０１０７】
　ＩＩ．成長ホルモンスーパー遺伝子ファミリー
　以下のタンパク質には、成長ホルモン（ＧＨ）スーパー遺伝子ファミリーの遺伝子によ
ってコードされるタンパク質（Ｂａｚａｎ，　Ｆ．，　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｔｏｄａ
ｙ　１１：３５０－３５４（１９９０）；Ｂａｚａｎ，　Ｊ．　Ｆ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２５７：４１０－４１３（１９９２）；Ｍｏｔｔ，　Ｈ．　Ｒ．　ａｎｄ　Ｃａｍｐｂｅ
ｌｌ，　Ｉ．　Ｄ．，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ
　Ｂｉｏｌｏｇｙ　５：１１４－１２１（１９９５）；Ｓｉｌｖｅｎｎｏｉｎｅｎ，　Ｏ
．　ａｎｄ　ＩｈＩｅ，　Ｊ．　Ｎ．，　ＳＩＧＮＡＬＬＩＮＧ　ＢＹ　ＴＨＥ　ＨＥＭ
ＡＴＯＰＯＩＥＴＩＣ　ＣＹＴＯＫＩＮＥ　ＲＥＣＥＰＴＯＲＳ（１９９６））：成長ホ
ルモン、プロラクチン、胎盤性ラクトゲン、エリスロポエチン（ＥＰＯ）、トロンボポエ
チン（ＴＰＯ）、インターロイキン－２（ＩＬ－２）、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－５、
ＩＬ－６、ＩＬ－７、ＩＬ－９、ＩＬ－１０、ＩＬ－１１、ＩＬ－１２（ｐ３５サブユニ
ット）、ＩＬ－１３、ＩＬ－１５、オンコスタチンＭ、毛様体神経栄養因子（ＣＮＴＦ）
、白血病抑制因子（ＬＩＦ）、αインターフェロン、βインターフェロン、εインターフ
ェロン、γインターフェロン、ωインターフェロン、τインターフェロン、顆粒球コロニ
ー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）、顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭ－ＣＳＦ）、
マクロファージコロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ）及びカルジオトロフィン－１（ＣＴ－１
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）（「ＧＨスーパー遺伝子ファミリー」）など、が含まれる。本遺伝子ファミリーのさら
なるメンバーが、遺伝子クローニング及び配列決定を通じて、将来同定されることが理解
される。ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのメンバーは、一般に、限定的なアミノ酸又はＤ
ＮＡ配列の同一性を有するという事実に関わらず、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのメン
バーは、類似の二次構造及び四次構造を有する。共有された構造的特徴によって、遺伝子
ファミリーの新たなメンバーを容易に同定することが可能となり、本明細書に記載されて
いる非天然アミノ酸方法及び組成物が同様に当てはまる。ＧＨスーパー遺伝子ファミリー
のメンバーの間の構造的相同性の程度に鑑みれば、天然においてコードされていないアミ
ノ酸は、本発明を用いて、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのあらゆるメンバー中に取り込
まれ得る。タンパク質の本ファミリーの各メンバーは、４ヘリックスバンドルを含む。
【０１０８】
　Ｇ－ＣＳＦ（Ｚｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．，　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．３１４：４３５（１９
９２）；Ｚｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３３：８４５３（１９
９４）；Ｈｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ　Ｕ
ＳＡ　９０：５１６７（１９９３））、ＧＭ－ＣＳＦ（Ｄｉｅｄｅｒｉｃｈｓ，　Ｋ．，
　ｅｔ　ａｌ．Ｓｃｉｅｎｃｅ　１５４：１７７９－１７８２（１９９１）；Ｗａｌｔｅ
ｒ　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　ＭｏＩ．　Ｂｉｏｌ．　２２４：１０７５－１０８５（１９９
２））、ＩＬ－２（Ｂａｚａｎ，　Ｊ．　Ｆ．　ａｎｄ　ＭｃＫａｙ，　Ｄ．　Ｂ．　Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ　２５７：４１０－４１３（１９９２）、ＩＬ－４（Ｒｅｄｆｉｅｌｄ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３０：１１０２９－１１０３５（１９９１）
；Ｐｏｗｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５６：１６７３－１６７７（１９９
２））及びＩＬ－５（Ｍｉｌｂｕｒｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ　３６３：１７２
－１７６（１９９３））を含む多数のサイトカインの構造が、Ｘ線回折及びＮＭＲ研究に
よって決定されており、著しい一次構造相同性の欠如にも関わらず、ＧＨ構造との顕著な
保存を示している。ＩＦＮは、モデリング及び他の研究に基づいて、このファミリーのメ
ンバーであると考えられている（Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｎ
　Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　Ｒｅｓ．１５：３４１（１９９５）；Ｍｕｒｇｏｌｏ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　１７：６２（１９９３）；Ｒａｄｈａｋｒｉｓｈｎａｎ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　４：１４５３（１９９６）；Ｋｌａｕｓ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｊ．　ＭｏＩ．　Ｂｉｏｌ．　２７４：６６１（１９９７））。ＥＰＯは、モデリ
ング及び変異誘発研究に基づいて、このファミリーのメンバーであると考えられている（
Ｂｏｉｓｓｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６８：１５９８３
－１５９９３（１９９３）；Ｗｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　
２６９：２２８３９－２２８４６（１９９４））。現在では、上記サイトカイン及び成長
因子の全てが、１つの巨大な遺伝子ファミリーを含むと考えられている。
【０１０９】
　類似の二次構造及び四次構造を共有していることに加え、本ファミリーのメンバーは、
細胞内シグナル伝達経路を活性化するために細胞表面受容体をオリゴマー化しなければな
らないという特性を共有している。ＧＨ及びＥＰＯを含む（これらに限定されない。）幾
つかのＧＨファミリーメンバーは、受容体の単一種類を結合させ、これをホモ二量体とす
る。ＩＬ－２、ＩＬ－４及びＩＬ－６を含む（これらに限定されない。）他のファミリー
メンバーは、受容体の２種類以上を結合し、受容体に、ヘテロ二量体又はこれより高次の
凝集物を形成させる（Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９３），　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２
６０：１８０５－１８０８；Ｐａｏｎｅｓｓａ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９５），　ＥＭＢ
Ｏ　Ｊ．　１４：１９４２－１９５１；Ｍｏｔｔ　ａｎｄ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ，　Ｃｕｒ
ｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　５：１１４
－１２１（１９９５））。変異誘発研究は、ＧＨのように、これらの他のサイトカイン及
び成長因子が、複数の（通例、２個の）受容体結合部位を含有し、それらのコグネート受
容体に順次結合する（Ｍｏｔｔ　ａｎｄ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉ
ｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　５：１１４－１２１（１９９
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５）；Ｍａｔｔｈｅｗｓ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９６）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃ
ａｄ．　ＳｃＬ　ＵＳＡ　９３：９４７１－９４７６））。ＧＨ同様に、これらの他のフ
ァミリーメンバーに対する一次受容体結合部位は、主に、４つのαヘリックス及びＡ－Ｂ
ループ中に存在する。受容体結合に関与するヘリックスバンドル中の具体的アミノ酸は、
ファミリーメンバーの間で異なる。ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのメンバーと相互作用
する細胞表面受容体の多くは、構造的に関連しており、第二の巨大マルチ遺伝子ファミリ
ーを構成する。例えば、米国特許第６，６０８，１８３号（参照により、本明細書中に組
み込まれる。）を参照されたい。
【０１１０】
　ＧＨスーパー遺伝子ファミリーの様々なメンバーの変異研究から到達される一般的な結
論は、αヘリックスを連結しているループは、一般に、受容体結合に関与していない傾向
があるということである。特に、短いＢ－Ｃループは、全てではないとしても、ほとんど
のファミリーメンバーにおいて、受容体結合に対して不可欠でないように見受けられる。
この理由のため、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのメンバーにおいて本明細書中に記載さ
れているように、Ｂ－Ｃループは、天然においてコードされていないアミノ酸で置換され
得る。Ａ－Ｂループ、Ｃ－Ｄループ（及びＧＨスーパーファミリーのインターフェロン／
ＩＬ－１０様メンバーのＤ－Ｅループ）も、天然に存在しないアミノ酸で置換され得る。
ヘリックスＡに対して近位にあり、及び最終ヘリックスに対して遠位にあるアミノ酸も、
受容体結合に関与していない傾向があり、天然に存在しないアミノ酸を導入するための部
位であり得る。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸は
、Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ｄ又はＤ－Ｅループの最初の１、２、３、４、５、６、７個又は
これより多いアミノ酸など（これらに限定されない。）、ループ構造中のあらゆる位置に
おいて置換される。幾つかの実施形態において、天然にコードされていない１つ又はそれ
以上のアミノ酸は、Ａ－Ｂ、Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ｄ又はＤ－Ｅループの最後の１、２、３、４、
５、６、７個又はこれより多いアミノ酸内で置換される。
【０１１１】
　ＥＰＯ、ＩＬ－２、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－６、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＴＰ
Ｏ、ＩＬ－１０、ＩＬ－１２、ｐ３５、ＩＬ－１３、ＩＬ－１５及びβインターフェロン
など（これらに限定されない。）、ＧＨファミリーのある種のメンバーは、Ｎ結合型及び
／又はＯ結合型の糖を含有する。タンパク質中のグリコシル化部位は、ほとんど専ら、ル
ープ領域中に存在し、αヘリックスバンドル中には存在しない。このループ領域は、一般
に、受容体結合に関与しないので、及びこのループ領域は、糖基の共有付着のための部位
であるので、これらは、天然に存在しないアミノ酸置換をタンパク質中に導入するための
有用な部位であり得る。タンパク質中のＮ－結合型及びＯ－結合型グリコシル化部位を含
むアミノ酸は表面に露出されているので、天然に存在しないアミノ酸置換に対する部位で
あり得る。従って、天然のタンパク質は、これらの部位においてタンパク質に付着された
嵩高い糖基を許容することが可能であり、このグリコシル化部位は、受容体結合部位から
離れて位置する傾向がある。
【０１１２】
　ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのさらなるメンバーが、将来発見される可能性がある。
ＧＨスーパー遺伝子の新規メンバーは、予測されるタンパク質配列のコンピュータ補助さ
れた二次及び四次構造解析を通じて、並びに特定の標的に結合する分子を同定するように
設計された選択技術によって同定することが可能である。ＧＨスーパー遺伝子ファミリー
のメンバーは、典型的には、非ヘリックスアミノ酸（ループ領域）によって結合された４
つ又は５つの両親媒性ヘリックスを有する。これらタンパク質は、細胞からの分泌を促進
するために、これらのＮ末端に疎水性シグナル配列を含有し得る。ＧＨスーパー遺伝子フ
ァミリーのこのような後に発見されるメンバーも、本発明に含まれる。関連出願は、２０
０５年８月１８日に、ＷＯ０５／０７４６５０号として公開され、「Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　
Ｆｏｕｒ　Ｈｅｌｉｃａｌ　Ｂｕｎｄｌｅ　Ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅ
ｉｒ　Ｕｓｅｓ」と題された国際特許出願である。
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【０１１３】
　このように、ｈＧＨの記述は、例示のために及び一例として提供されているものであり
、本明細書に記載されている方法、組成物、戦略及び技術の範囲に対して限定するもので
はない。さらに、本出願におけるｈＧＨポリペプチドという表記は、あらゆる成長ホルモ
ンの例として総称を使用することが意図される。従って、ｈＧＨポリペプチド又はタンパ
ク質に関して本明細書に記載されている修飾及び化学は、本明細書に具体的に列記されて
いるものを含む、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーのあらゆるメンバーに対して等しく適用
できることが理解される。
【０１１４】
　ＩＩＩ．セレクターコドン
　本発明のセレクターコドンは、タンパク質生合成機構の遺伝子コドンフレームワークを
広げる。例えば、セレクターコドンには、以下に限定されないが、ユニークな３個の塩基
コドン、ナンセンスコドン、例えば、停止コドン（以下に限定されないが、アンバーコド
ン（ＵＡＧ）、オーカーコドン又はオパールコドン（ＵＧＡ）などを含む。）、非天然コ
ドン、４又はそれ以上の塩基コドン、レアコドンなどが含まれる。当業者にとって当然の
ことながら、少なくともｈＧＨポリペプチドの一部をコードする１つのポリヌクレオチド
中に、以下に限定されないが、１つ又はそれ以上、２又はそれ以上、３又はそれ以上、４
、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上など、所望する遺伝子又はポリヌクレオチド中
に導入することができる、セレクターコドンの様々な数が存在する。
【０１１５】
　ある実施形態において、本方法は、インビボで１つ又はそれ以上の非天然アミノ酸を取
り込むための停止コドンであるセレクターコドンの使用を含む。例えば、以下に限定され
ないが、ＵＡＧを含む停止コドンを認識するＯ－ｔＲＮＡを作製し、所望する非天然アミ
ノ酸を用いてＯ－ＲＳによりアミノアシル化する。このＯ－ｔＲＮＡは、天然に存在する
宿主のアミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼにより認識されない。以下に限定されないが
ＴＡＧを含む停止コドンを関心のあるポリペプチドの関心のある部位に導入するために、
従来の部位特異的変異誘発法を使用することができる。例えば、Ｓａｙｅｒｓ，Ｊ．Ｒ．
　ｅｔ　ａｌ．，（１９８８）、５’，３’Ｅｘｏｎｕｃｌｅａｓｅ　ｉｎ　ｐｈｏｓｐ
ｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ－ｂａｓｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔ
ｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ、Ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．，７９１－８０
２を参照。Ｏ－ＲＳ、Ｏ－ｔＲＮＡ及び関心のあるポリヌクレオチドをコードする核酸を
インビボで組み合せる場合、非天然アミノ酸をＵＡＧコドンに反応して取り込み、特定の
位置に非天然アミノ酸を含有するポリペプチドを与える。
【０１１６】
　真核宿主細胞を顕著に混乱させることなく、インビボでの非天然アミノ酸の取り込みを
行うことができる。例えば、ＵＡＧコドンに対する抑制効率は、Ｏ－ｔＲＮＡ（以下に限
定されないが、アンバーサプレッサーｔＲＮＡを含む。）と真核放出因子（以下に限定さ
れないが、ｅＲＦを含む。）（これは、停止コドンに結合し、リボソームからの成長して
いるペプチドの放出を開始させる。）との間の競合に依存するので、以下に限定されない
が、Ｏ－ｔＲＮＡ及び／又はサプレッサーｔＲＮＡの発現レベルを向上させることなどに
より、抑制効率を調節することができる。
【０１１７】
　非天然アミノ酸は、レアコドンによってもコードされ得る。例えば、インビトロタンパ
ク質合成反応において、アルギニン濃度が減少すると、稀なアルギニンコドンＡＧＧは、
アラニンでアシル化された合成ｔＲＮＡによって、Ａｌａを挿入するのに効率的であるこ
とが判明している。例えば、「Ｍａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．３２：
７９３９（１９９３）」を参照のこと。この場合、合成ｔＲＮＡは、エシェリヒア・コリ
（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）中で微少な種として存在する、天然のｔＲＮＡ　
Ａｒｇと競合する。幾つかの生物は、全てのトリプレットコドンを使用するとは限らない
。ミクロコッカス・ルテウス中の割り当てられていないコドンＡＧＡは、インビトロ転写
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／翻訳抽出物中にアミノ酸を挿入するために使用されている。例えば、「Ｋｏｗａｌ　ａ
ｎｄ　Ｏｌｉｖｅｒ，　Ｎｕｃｌ　Ａｃｉｄ．　Ｒｅｓ．，　２５：４６８５（１９９７
）」を参照のこと。本発明の成分は、これらのレアコドンをインビボで使用するために生
成することができる。
【０１１８】
　セレクターコドンはまた、延長したコドン（以下に限定されないが、４又はそれ以上の
塩基コドン、例えば、４、５、６又はそれ以上の塩基コドンを含む。）も含有する。４塩
基コドンの例としては、以下に限定されないが、ＡＧＧＡ、ＣＵＡＧ、ＵＡＧＡ、ＣＣＣ
Ｕなどが挙げられる。５個の塩基コドンの例としては、以下に限定されないが、ＡＧＧＡ
Ｃ、ＣＣＣＣＵ、ＣＣＣＵＣ、ＣＵＡＧＡ、ＣＵＡＣＵ、ＵＡＧＧＣなどが挙げられる。
本発明の特性には、フレームシフト抑制に基づく、延長されたコドンを用いることが含ま
れる。４又はそれ以上の塩基コドンは、以下に限定されないが１又は複数の非天然アミノ
酸などを同じタンパク質に挿入することができる。例えば、以下に限定されないがアンチ
コドンループ（例えば少なくとも８－１０ｎｔのアンチコドンループ）を有する特別なフ
レームシフトサプレッサーｔＲＮＡを含む、変異されたＯ－ｔＲＮＡの存在下で、４又は
それ以上の塩基コドンを１個のアミノ酸として読む。他の実施形態において、以下に限定
されないが、少なくとも４塩基のコドン、少なくとも５塩基のコドン又は少なくとも６塩
基以上のコドンなどの、アンチコドンループを解読できる。２５６個の可能な四塩基コド
ンが存在するので、４又はそれ以上の塩基コドンを用いて、同じ細胞において複数の非天
然アミノ酸をコードすることができる。Ａｎｄｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）
Ｅｘｐｌｏｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｌｉｍｉｔｓ　ｏｆ　Ｃｏｄｏｎ　ａｎｄ　Ａｎｔｉｃｏ
ｄｏｎ　Ｓｉｚｅ，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，９：２３７－２４４
；Ｍａｇｌｉｅｒｙ，（２００１）Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｃｏ
ｄｅ：Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｓｕｐｐｒｅｓｓｏｒｓ　ｏｆ
　Ｆｏｕｒ－ｂａｓｅ　Ｃｏｄｏｎｓ　ａｎｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　
「Ｓｈｉｆｔｙ」Ｆｏｕｒ－ｂａｓｅ　Ｃｏｄｏｎｓ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｌｉｂｒａｒｙ　
Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｉｎ　Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．
３０７：７５５－７６９を参照のこと。
【０１１９】
　例えば、インビトロ生合成法を用いて非天然アミノ酸をタンパク質に取り込むために、
四塩基コドンが使用されてきた。例えば、Ｍａ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９３）Ｂｉｏｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ，３２：７９３９；及びＨｏｈｓａｋａ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９９）Ｊ
．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２１：３４を参照のこと。ＣＧＧＧ及びＡＧＧＵを使用し
て、２個の化学的にアシル化したフレームシフトサプレッサーｔＲＮＡを用いて、インビ
トロでストレプトアビジンに２－ナフチルアラニン及びリジンのＮＢＤ誘導体を同時に取
り込ませた。例えば、Ｈｏｈｓａｋａ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９９）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ
．Ｓｏｃ．１２１：１２１９４を参照のこと。インビボ実験において、Ｍｏｏｒｅらは、
ＮＵＣＡアンチコドンを伴うｔＲＮＡ　Ｌｅｕ誘導体がＵＡＧＮコドンを抑制する能力を
調べ（Ｎは、Ｕ、Ａ、Ｇ又はＣであり得る。）、０又は－１フレームでの解読がほとんど
なく、１３％から２６％の効率で、クアドルプレット（ｑｕａｄｒｕｐｌｅｔ）ＵＡＧＡ
が、ＵＣＵＡアンチコドンを伴うｔＲＮＡ　Ｌｅｕにより解読され得ることが分かった。
Ｍｏｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２０００）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．，２９８：１９５を参
照のこと。ある実施形態において、本発明にて、レアコドン又はナンセンスコドンに基づ
く延長コドンを使用することができ、他の不必要な部位で、ミスセンス、リードスルー及
びフレームシフト抑制を減少させることができる。
【０１２０】
　ある一定の系に関し、セレクターコドンはまた、天然の３塩基コドンのうち１個を含む
ことができ、この場合、内在性の系は、この天然塩基コドンを使用しない（又は稀にしか
使用しない。）。例えば、これには、天然の３塩基コドンを認識するｔＲＮＡを欠いてい
る系及び／又は３塩基コドンがレアコドンである系が含まれる。
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【０１２１】
　セレクターコドンは、場合によって非天然塩基対を含む。これらの非天然塩基対はさら
に、既存の遺伝子アルファベットを拡張する。１つの余分な塩基対により、６４から１２
５にトリプレットコドン数が増加する。第三の塩基対の特性には、安定で、選択的な塩基
対形成、ポリメラーゼによるＤＮＡへの高忠実度の効率的な酵素的取り込み及び新生非天
然塩基対の合成後の効率的な連続したプライマー伸長が含まれる。方法及び組成物に対し
て適応させることができる非天然塩基対の記述としては、例えば、「Ｈｉｒａｏ　ｅｔ　
ａｌ．，（２００２）　Ａｎ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ｂａｓｅ　ｐａｉｒ　ｆｏｒ　ｉｎ
ｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄ　ａｎａｌｏｇｕｅｓ　ｉｎｔｏ　ｐｒ
ｏｔｅｉｎ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０：１７７－１８２」が挙
げられる。「Ｗｕ，Ｙ．，　ｅｔ　ａ．，（２００２）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１
２４：１４６２６－１４６３０も参照。他の関連する刊行物は、下記に列記されている。
【０１２２】
　インビボでの使用のために、非天然ヌクレオシドは膜透過性であり、リン酸化されて対
応するトリホスファートを形成する。さらに、増加した遺伝情報は安定であり、細胞性酵
素により破壊されない。Ｂｅｎｎｅｒら及びその他による以前の研究は、標準的なＷａｔ
ｓｏｎ－Ｃｒｉｃｋペアにおけるものとは異なる水素結合パターンを利用しており、最も
価値ある例は、ｉｓｏ－Ｃ：ｉｓｏ－Ｇペアである。例えば、Ｓｗｉｔｚｅｒ　ｅｔ　ａ
ｌ．，（１９８９）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１１：８３２２；及びＰｉｃｃｉｒ
ｉｌｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９０）Ｎａｔｕｒｅ，３４３：３３；Ｋｏｏｌ，（２０
００）Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．，４：６０２を参照のこと。これらの
塩基は通常、ある程度天然塩基と誤対合し、酵素的に複製することはできない。Ｋｏｏｌ
及び共同研究者らは、塩基間の疎水性パッキング相互作用が水素結合を置換して、塩基対
の形成を推進できることを明らかにした。Ｋｏｏｌ（２０００）Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃ
ｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．，４：６０２；及びＧｕｃｋｉａｎ及びＫｏｏｌ、（１９９８）Ａｎ
ｇｅｗＣｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．３６，２８２５を参照のこと。上記の要求全
てを満足させる非天然塩基対を開発する目的で、Ｓｃｈｕｌｔｚ、Ｒｏｍｅｓｂｅｒｇ及
び共同研究者らは、一連の非天然疎水性塩基を体系的に合成し、研究を行った。ＰＩＣＳ
：ＰＩＣＳ自己対合が、天然塩基対よりも安定で、Ｅ．コリ　ＤＮＡポリメラーゼＩ（Ｋ
Ｆ）のＫｌｅｎｏｗ断片により、ＤＮＡに効率的に取り込まれ得ることが分かっている。
例えば、ＭｃＭｉｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９９）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１２
１：１１５８６；及びＯｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ．，（２０００）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓ
ｏｃ，１２２：３２７４を参照のこと。ＫＦにより、生物機能に十分効率的かつ選択的に
、３ＭＮ：３ＭＮ自己対合を合成することができる。例えば、Ｏｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ．
，（２０００）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１２２：８８０３を参照のこと。しかし、
両塩基とも、さらなる複製に対して連鎖停止剤として作用する。変異ＤＮＡポリメラーゼ
は最近、ＰＩＣＳ自己対合を複製するために使用できることが分かった。さらに、７ＡＩ
対合を複製することができる。例えば、Ｔａｅ　ｅｔ　ａｌ．，（２００１）　Ｊ．　Ａ
ｍ．　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ，　１２３：７４３９を参照されたい。Ｃｕ（ＩＩ）を結合した
際に安定なペアを形成する、新規メタロ塩基対、Ｄｉｐｉｃ：Ｐｙもまた開発されている
。Ｍｅｇｇｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ．，（２０００）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１２２：
１０７１４を参照のこと。延長コドン及び非天然コドンは、天然コドンに対して本質的に
オルソゴナルなので、本発明の方法は、それらに対するオルソゴナルｔＲＮＡを生成させ
るためにこの特性の長所を利用することができる。
【０１２３】
　所望するポリペプチド中に非天然アミノ酸を取り込むために、翻訳回避系を使用するこ
ともできる。翻訳回避系では、大きな配列を遺伝子中に取り込むが、タンパク質に翻訳さ
れない。この配列は、リボソームがその配列を跳び越すよう誘発し、挿入の下流で翻訳を
開始するきっかけとして働く構造を含有する。
【０１２４】
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　ある一定の実施形態において、本発明の方法及び／又は組成物における関心のあるタン
パク質又はポリペプチド（又はその一部）は核酸によりコードされる。典型的には、核酸
は、少なくとも１個のセレクターコドン、少なくとも２個のセレクターコドン、少なくと
も３個のセレクターコドン、少なくとも４個のセレクターコドン、少なくとも５個のセレ
クターコドン、少なくとも６個のセレクターコドン、少なくとも７個のセレクターコドン
、少なくとも８個のセレクターコドン、少なくとも９個のセレクターコドン、１０個又は
それ以上のセレクターコドンを含有する。
【０１２５】
　当業者にとって周知であり、本明細書中に記載の方法を用いて、関心のあるタンパク質
又はポリペプチドをコードする遺伝子に対して変異誘発を行い、例えば、非天然アミノ酸
の取り込みのための１つ又はそれ以上のセレクターコドンを含むようにすることができる
。例えば、関心のあるタンパク質に対する核酸に対して変異誘発を行い、１又は複数のセ
レクターコドンを含むようにし、それにより１又は複数の非天然アミノ酸が取り込まれる
ようにする。本発明は、あらゆるこのようなバリアント（以下に限定されないが、変異体
、例えば少なくとも１個の非天然アミノ酸を含むあらゆるタンパク質の型など）を含む。
同様に、本発明はまた、対応する核酸、即ち、１又は複数の非天然アミノ酸をコードする
１又は複数のセレクターコドンを有する何らかの核酸も含む。
【０１２６】
　ｈＧＨポリペプチドなどの目的タンパク質をコードする核酸分子に対して容易に変異誘
発を行い、ポリペプチドの何れかの所望の位置にシステインを導入し得る。反応性分子、
水溶性ポリマー、タンパク質又は多岐にわたるその他の分子を関心のあるタンパク質に導
入するために、システインは広く使用されている。ポリペプチドの所望の位置にシステイ
ンを取り込むのに適切な方法は、米国特許第６，６０８，１８３号（参照により本明細書
中に組み込む。）に記載のもの及び標準的変異誘発技術など、当業者に周知である。
【０１２７】
　ＩＶ．天然においてコードされていないアミノ酸
　非常に多岐にわたる天然においてコードされていないアミノ酸が本発明における使用に
適切である。天然においてコードされていないアミノ酸のあらゆる数を、ｈＧＨポリペプ
チド中に導入することができる。一般に、導入された天然においてコードされていないア
ミノ酸は、２０種類の一般的な遺伝子コードアミノ酸（即ち、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、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、
セリン、スレオニン、トリプトファン、チロシン及びバリン）に対して実質的に化学的に
不活性である。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸は
、効率的かつ選択的に２０種類の一般的なアミノ酸では見られない官能基（以下に限定さ
れないが、アジド、ケトン、アルデヒド及びアミノオキシ基など）と反応し、安定な結合
体を形成する側鎖官能基を含む。
【０１２８】
　α－アミノ酸の一般構造を以下に示す（式Ｉ）。
【０１２９】
【化２】

【０１３０】
　天然においてコードされていないアミノ酸は、典型的に、上記で挙げた式（式中、Ｒ基
は、２０種類の天然アミノ酸で使用されるもの以外の何らかの置換基であり、本発明での
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使用に適切であり得る。）を有するあらゆる構造である。本発明の天然においてコードさ
れていないアミノ酸は、典型的に、側鎖の構造のみが天然アミノ酸と異なるので、天然に
おいてコードされていないアミノ酸は、天然に存在するポリペプチドにおいてアミド結合
が形成されるのと同様にして、以下に限定されないが天然又は非天然コードのものを含む
他のアミノ酸とアミド結合を形成する。しかし、天然においてコードされていないアミノ
酸は、天然アミノ酸と非天然アミノ酸とを区別する側鎖基を有する。例えば、Ｒは、場合
によって、アルキル－、アリール－、アシル－、ケト－、アジド－、ヒドロキシル－、ヒ
ドラジン、シアノ－、ハロ－、ヒドラジド、アルケニル、アルキニル、エーテル、チオー
ル、セレノ－、スルホニル－、ボラート、ボロナート、ホスホ、ホスホノ、ホスフィン、
複素環、エノン、イミン、アルデヒド、エステル、チオ酸、ヒドロキシルアミン、アミノ
基など又はこれらのあらゆる組合せを含む。本発明における使用に適切であり得る関心の
ある他の天然に存在しないアミノ酸には、以下に限定されないが、光活性化可能な架橋を
含むアミノ酸、スピン標識されたアミノ酸、蛍光アミノ酸、金属結合アミノ酸、金属含有
アミノ酸、放射性アミノ酸、新規官能基を有するアミノ酸、他の分子と共有又は非共有相
互作用するアミノ酸、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅｄ）及び／又は光異性化可能な
アミノ酸、ビオチン又はビオチン類似体を含むアミノ酸、糖置換されたセリンなどグリコ
シル化されたアミノ酸、他の炭水化物修飾アミノ酸、ケト含有アミノ酸、ポリエチレング
リコール又はポリエーテルを含むアミノ酸、重原子置換されたアミノ酸、化学切断可能及
び／又は光切断可能なアミノ酸、天然アミノ酸と比較して伸長された側鎖を有するアミノ
酸（以下に限定されないが、ポリエーテル又は、約５を超えるもしくは約１０炭素を超え
る（これらに限定されない。）長鎖炭化水素など）、炭素結合された糖含有アミノ酸、酸
化還元活性アミノ酸、アミノチオ酸含有アミノ酸及び１又は複数の毒性部分を含むアミノ
酸が含まれる。
【０１３１】
　本発明における使用に適切であり得、水溶性ポリマーとの反応に有用である天然におい
てコードされていないアミノ酸の例としては、以下に限定されないが、カルボニル、アミ
ノオキシ、ヒドラジン、ヒドラジド、セミカルバジド、アジド及びアルキン反応基を有す
るものが挙げられる。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミ
ノ酸は、糖部分を含む。このようなアミノ酸の例としては、Ｎ－アセチル－Ｌ－グルコサ
ミニル－Ｌ－セリン、Ｎ－アセチル－Ｌ－ガラクトサミニル－Ｌ－セリン、Ｎ－アセチル
－Ｌ－グルコサミニル－Ｌ－スレオニン、Ｎ－アセチル－Ｌ－グルコサミニル－Ｌ－アス
パラギン及びＯ－マンノサミニル－Ｌ－セリンが挙げられる。このようなアミノ酸の例と
しては、また、アミノ酸と糖との間の天然に存在するＮ－又はＯ－結合が、一般に天然で
は見られない共有結合（以下に限定されないが、アルケン、オキシム、チオエーテル、ア
ミドなどを含む。）により置換されている例が挙げられる。このようなアミノ酸の例とし
てはまた、天然に存在するタンパク質では一般に見られない糖、例えば、２－デオキシ－
グルコース、２－デオキシガラクトースなどが挙げられる。
【０１３２】
　本明細書中で与えられる天然においてコードされていないアミノ酸の多くは、例えば、
Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ，ＵＳＡ）、Ｎｏｖａｂｉｏｃｈ
ｅｍ（ＥＭＤ　ＢｉｏＳｃｉｅｎｃｅｓの部門、Ｄａｒｍｓｔａｄｔ，Ｇｅｒｍａｎｙ）
又はＰｅｐｔｅｃｈ（Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ，ＭＡ，ＵＳＡ）から市販されている。場合
によっては、本明細書中で与えるように、又は当業者にとって公知の標準的方法を用いて
、市販されていないものを合成する。有機合成技術に関しては、例えば、Ｆｅｓｓｅｄｏ
ｎ及びＦｅｓｓｅｄｏｎによるＯｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９８２、第二版
、Ｗｉｌｌａｒｄ　Ｇｒａｎｔ　Ｐｒｅｓｓ，Ｂｏｓｔｏｎ　Ｍａｓｓ．）；Ｍａｒｃｈ
によるＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（第三版、１９８５、Ｗ
ｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）；及びＣａｒｅｙ及びＳｕｎｂｅｒｇ
によるＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（第三版、パートＡ及び
Ｂ、１９９０、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）を参照のこと。また、米
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国特許出願公開２００３／００８２５７５及び２００３／０１０８８８５（参照により本
明細書中に組み込む。）も参照のこと。新規側鎖を含有する非天然アミノ酸に加えて、本
発明での使用に適切であり得る非天然アミノ酸もまた、場合によって、以下に限定されな
いが、式ＩＩ及びＩＩＩの構造で示されるような修飾された骨格構造を含む。
【０１３３】
【化３】

【０１３４】
　（式中、Ｚは、典型的には、ＯＨ、ＮＨ２、ＳＨ、ＮＨ－Ｒ’又はＳ－Ｒ’を含み、Ｘ
及びＹは、同じ又は異なり得、典型的には、Ｓ又はＯを含み、並びにＲ及びＲ’は、場合
によっては同じ又は異なり、典型的には、式Ｉを有する非天然アミノ酸に対して上記Ｒ基
に対する構成成分の同じ一覧ならびに水素から選択される。）例えば、本発明の非天然ア
ミノ酸は、場合によっては、式ＩＩ及びＩＩＩにより示されるように、アミノ又はカルボ
キシル基中に置換を含む。このタイプの非天然アミノ酸には、以下に限定されないが、α
－ヒドロキシ酸、α－チオ酸、α－アミノチオカルボキシラートが含まれ、以下に限定さ
れないが、一般的な２０種類の天然アミノ酸に対応する側鎖又は非天然側鎖などを有する
。さらに、α炭素における置換には、場合によっては、以下に限定されないが、Ｄ－グル
タメート、Ｄ－アラニン、Ｄ－メチル－Ｏ－チロシン、アミノ酪酸などの、Ｌ、Ｄ又はα
－α－２置換アミノ酸が含まれる。他の構造的代替物には、プロリン類似体ならびに、３
、４、６、７、８及び９員環のプロリン類似体などの環状アミノ酸、置換されたβ－アラ
ニン及びγ－アミノ酪酸などのβ及びγアミノ酸が含まれる。
【０１３５】
　多くの非天然アミノ酸は、チロシン、グルタミン、フェニルアラニンなどの天然アミノ
酸に基づいており、本発明での使用に適切である。チロシン類似体としては、以下に限定
されないが、パラ－置換されたチロシン、オルト－置換されたチロシン及びメタ置換され
たチロシンが挙げられ、置換されたチロシンとしては、以下に限定されないが、ケト基（
以下に限定されないが、アセチル基など）、ベンゾイル基、アミノ基、ヒドラジン、ヒド
ロキシアミン、チオール基、カルボキシ基、イソプロピル基、メチル基、Ｃ６－Ｃ２０直
鎖もしくは分枝炭化水素、飽和もしくは不飽和炭化水素、Ｏ－メチル基、ポリエーテル基
、ニトロ基、アルキニル基などが挙げられる。さらに、多置換されたアリール環も想定さ
れる。本発明での使用に適切であり得るグルタミン類似体としては、以下に限定されない
が、α－ヒドロキシ誘導体、γ－置換された誘導体、環状誘導体及びアミド置換されたグ
ルタミン誘導体が挙げられる。本発明での使用に適切であり得るフェニルアラニン類似体
の例としては、以下に限定されないが、パラ－置換されたフェニルアラニン、オルト－置
換されたフェニルアラニン及びメタ－置換されたフェニルアラニンが挙げられ、置換基と
しては、以下に限定されないが、ヒドロキシ基、メトキシ基、メチル基、アリル基、アル
デヒド、アジド、ヨード、ブロモ、ケト基（以下に限定されないがアセチル基を含む。）
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、ベンゾイル、アルキニル基などが挙げられる。本発明での使用に適切であり得る非天然
アミノ酸の具体例としては、以下に限定されないが、ｐ－アセチル－Ｌ－フェニルアラニ
ン、Ｏ－メチル－Ｌ－チロシン、Ｌ－３－（２－ナフチル）アラニン、３－メチル－フェ
ニルアラニン、Ｏ－４－アリル－Ｌ－チロシン、４－プロピル－Ｌ－チロシン、トリ－Ｏ
－アセチル－ＧｌｃＮＡｃβ－セリン、Ｌ－ドーパ、フッ素化されたフェニルアラニン、
イソプロピル－Ｌ－フェニルアラニン、ｐ－アジド－Ｌ－フェニルアラニ、ｐ－アシル－
Ｌ－フェニルアラニン、ｐ－ベンゾイル－Ｌ－フェニルアラニン、Ｌ－ホスホセリン、ホ
スホノセリン、ホスホノチロシン、ｐ－ヨード－フェニルアラニン、ｐ－ブロモフェニル
アラニン、ｐ－アミノ－Ｌ－フェニルアラニン、イソプロピル－Ｌ－フェニルアラニン及
びｐ－プロパルギルオキシ－フェニルアラニンなどが挙げられる。本発明での使用に適切
であり得る様々な非天然アミノ酸の構造の例は、例えば、「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｎｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ」と題されたＷ
Ｏ２００２／０８５９２３に記載されている。また、さらなるメチオニン類似体について
、Ｋｉｉｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｚｉ
ｄｅｓ　ｉｎｔｏ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｆｏｒ　ｃｈｅｍｏｓ
ｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｓｔａｕｄｉｎｇｅｒ　
ｌｉｇａｔｉｏｎ，ＰＮＡＳ　９９：１９－２４（参照により、本明細書中に組み込まれ
る。）も参照のこと。
【０１３６】
　ある実施形態において、非天然アミノ酸（ｐ－（プロパルギルオキシ）－フェニルアラ
ニンなど）を含むｈＧＨポリペプチドの組成物が提供される。ｐ－（プロパルギルオキシ
）－フェニルアラニン及び、以下に限定されないが、タンパク質及び／又は細胞などを含
む様々な組成物も提供される。ある態様において、ｐ－（プロパルギルオキシ）－フェニ
ルアラニン非天然アミノ酸を含む組成物は、さらにオルソゴナルｔＲＮＡを含む。以下に
限定されないが、オルソゴナルｔＲＮＡに対してアミノアシル結合を介して共有結合で、
オルソゴナルｔＲＮＡの末端リボース糖の３’ＯＨ又は２’ＯＨに対して共有結合で、な
ど、オルソゴナルｔＲＮＡに非天然アミノ酸を（以下に限定されないが、共有結合により
）結合させることができる。
【０１３７】
　タンパク質に取り込むことができる非天然アミノ酸を介した化学部分は、様々な長所を
提供し、タンパク質の様々な操作が可能となる。例えば、ケト官能基はユニークな反応性
を有するので、これによりヒドラジン又はヒドロキシルアミン含有試薬のあらゆる数を用
いて、タンパク質をインビトロ及びインビボで選択的に修飾することができるようになる
。重原子非天然アミノ酸は、例えば、Ｘ線構造データを位相整合するのに有用であり得る
。非天然アミノ酸を用いた重原子の部位特異的導入によっても、重原子の位置を選択的か
つ柔軟に選択できる。光反応性非天然アミノ酸（以下に限定されないが、ベンゾフェノン
及びアリールアジド（以下に限定されないがフェニルアジドなど）側鎖を有するアミノ酸
など）により、例えば、タンパク質の効率的なインビボ及びインビトロ光架橋連結が可能
になる。光反応性非天然アミノ酸の例としては、以下に限定されないが、ｐ－アジド－フ
ェニルアラニン及びｐ－ベンゾイル－フェニルアラニンが挙げられる。次に、光反応基を
与える時間的制御の励起により、光反応性非天然アミノ酸を有するタンパク質を随意に架
橋することができる。一つの例において、以下に限定されないが、核磁気共鳴及び振動分
光法などを使用した、局所構造及びダイナミクスのプローブとして、同位体標識したもの
（以下に限定されないがメチル基など）で、非天然アミノのメチル基を置換することがで
きる。アルキニル又はアジド官能基により、例えば、［３＋２］付加環化反応を介して、
分子を用いてタンパク質を選択的に修飾できるようになる。
【０１３８】
　アミノ末端でポリペプチドに組み込まれる非天然アミノ酸は、２０種類の天然アミノ酸
において使用されるもの以外の何れかの置換基であるＲ基及び、α－アミノ酸に通常存在
するＮＨ２基とは異なる第二の反応性基から構成され得る（式Ｉ参照。）。同様の非天然
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アミノ酸を、α－アミノ酸に通常存在するＣＯＯＨ基とは異なる第二の反応性基とともに
、カルボキシル末端で取り込むことができる（式Ｉ参照。）。
【０１３９】
　本発明の非天然アミノ酸は、２０個の天然アミノ酸で利用できないさらなる特徴を提供
するように選択又は設計され得る。例えば、非天然アミノ酸は、例えば、その中にそれら
が取り込まれるタンパク質の生物学的特性を修飾するように、場合によって設計又は選択
され得る。例えば、タンパク質中に非天然アミノ酸を取り込ませることにより、次の特性
：毒性、生体内分布、溶解度、安定性、例えば、熱的安定性、加水分解安定性、酸化的安
定性、酵素分解に対する耐性など、精製及び加工の促進、構造特性、化学及び／又は光化
学的特性、触媒活性、酸化還元電位、半減期、（例えば、共有又は非共有的に）他の分子
と反応する能力などを場合により修飾し得る。米国特許出願第１１／０４６，４３２号（
参照により、本明細書中に組み込まれる。）は、天然においてコードされていない多数の
異なるアミノ酸について論述している。
【０１４０】
　非天然アミノ酸の化学合成
　本発明での使用に適切な非天然アミノ酸の多くは、例えば、Ｓｉｇｍａ（ＵＳＡ）又は
Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，ＷＩ，ＵＳＡ）から市販されている。市販されて
いないものは、本明細書中に記載されているようにして、又は様々な刊行物に記載されて
いるようにして、又は当業者にとって公知の標準的方法を用いて、場合により合成される
。有機合成技術に関しては、例えば、Ｆｅｓｓｅｄｏｎ及びＦｅｓｓｅｄｏｎによるＯｒ
ｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９８２、第二版、Ｗｉｌｌａｒｄ　Ｇｒａｎｔ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｂｏｓｔｏｎ　Ｍａｓｓ．）；ＭａｒｃｈによるＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（第三版、１９８５、Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｎｅ
ｗ　Ｙｏｒｋ）；並びにＣａｒｅｙ及びＳｕｎｂｅｒｇによるＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（第三版、パートＡ及びＢ、１９９０、Ｐｌｅｎｕｍ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）を参照のこと。非天然アミノ酸の合成について述べている
さらなる刊行物としては、例えば、ＷＯ２００２／０８５９２３（題名「Ｉｎ　ｖｉｖｏ
　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ」
；Ｍａｔｓｏｕｋａ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９５）Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，３８，４６
６０－４６６９；Ｋｉｎｇ，Ｆ．Ｅ．及びＫｉｄｄ，Ｄ．Ａ．Ａ．（１９４９）Ａ　Ｎｅ
ｗ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｇｌｕｔａｍｉｎｅ　ａｎｄ　ｏｆ　γ－Ｄｉｐｅｐｔ
ｉｄｅｓ　ｏｆ　Ｇｌｕｔａｍｉｃ　Ａｃｉｄ　ｆｒｏｍ　Ｐｈｔｈｙｌａｔｅｄ　Ｉｎ
ｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｓ．Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，３３１５－３３１９；Ｆｒｉｅｄｍ
ａｎ，Ｏ．Ｍ．及びＣｈａｔｔｅｒｒｊｉ，Ｒ．（１９５９）Ｓｙｎｔｅｈｓｉｓ　ｏｆ
　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｏｆ　Ｇｌｕｔａｍｉｎｅ　ａｓ　Ｍｏｄｅｌ　Ｓｕｂｓｔ
ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉ－Ｔｕｍｏｒ　Ａｇｅｎｔｓ．Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏ
ｃ．８１，３７５０－３７５２；Ｃｒａｉｇ，Ｊ．Ｃ．　ｅｔ　ａｌ．，（１９８８）Ａ
ｂｓｏｌｕｔｅ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｓ
　ｏｆ　７－Ｃｈｌｏｒｏ－４［［４－（ｄｉｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ）－１－ｍｅｔｈｙ
ｌｂｕｔｙｌ］ａｍｉｎｏ］ｑｕｉｎｏｌｉｎｅ（Ｃｈｌｏｒｏｑｕｉｎｅ）．Ｊ．Ｏｒ
ｇ．Ｃｈｅｍ．５３、１１６７－１１７０；Ａｚｏｕｌａｙ，Ｍ．，Ｖｉｌｍｏｎｔ，Ｍ
．及びＦｒａｐｐｉｅｒ，Ｆ．（１９９１）Ｇｌｕｔａｍｉｎｅ　ａｎａｌｏｇｕｅｓ　
ａｓ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ａｎｔｉｍａｌａｒｉａｌｓ，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅ
ｍ．２６，２０１－５；Ｋｏｓｋｉｎｅｎ，Ａ．Ｍ．Ｐ．及びＲａｐｏｐｏｒｔ，Ｈ．（
１９８９）Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　４－Ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄ　Ｐｒｏｌｉｎｅｓ
　ａｓ　Ｃｏｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｌｌｙ　Ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ　Ａｍｉｎｏ　ａ
ｃｉｄｓ　Ａｎａｌｏｇｕｅｓ．Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．５４、１８５９－１８６６；Ｃ
ｈｒｉｓｔｉｅ，Ｂ．Ｄ．及びＲａｐｏｐｏｒｔ，Ｈ．（１９８５）Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ
　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｐｕｒｅ　Ｐｉｐｅｃｏｌａｔｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｌ－Ａｓ
ｐａｒａｇｉｎｅ．Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｔｏｔａｌ　Ｓｙｎｔｈｅ
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ｓｉｓ　ｏｆ（＋）－Ａｐｏｖｉｎｃａｍｉｎｅ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉ
ｄｓ　Ｄｅｃａｒｂｏｎｙｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｍｉｎｉｕｍ　Ｉｏｎ　Ｃｙｃｌｉ
ｚａｔｉｏｎ．Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．５０：１２３９－１２４６；Ｂａｒｔｏｎ　ｅｔ
　ａｌ．，（１９８７）Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｎｏｖｅｌ　ａｌｐｈａ－Ａｍｉｎ
ｏ－Ａｃｉｄｓ　ａｎｄ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒａｄｉｃａｌ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ：Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｌ－ａｎｄ　Ｄ－ａｌｐｈａ－Ａｍｉｎｏ
－Ａｄｉｐｉｃ　Ａｃｉｄｓ，Ｌ－ａｌｐｈａ－ａｍｉｎｏｐｉｍｅｌｉｃ　Ａｃｉｄ　
ａｎｄ　Ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ　Ｕｎｓａｔｕｒａｔｅｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ．
Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　４３：４２９７－４３０８；及びＳｕｂａｓｉｎｇｈｅ　ｅｔ
　ａｌ．，（１９９２）Ｑｕｉｓｑｕａｌｉｃ　ａｃｉｄ　ａｎａｌｏｇｕｅｓ：ｓｙｎ
ｔｅｈｓｉｓ　ｏｆ　ｂｅｔａ－ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　２－ａｍｉｎｏｐｒｏｐａ
ｎｏｉｃ　ａｃｉｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ａｃｔｉｖｉｔｙ
　ａｔ　ａ　ｎｏｖｅｌ　ｑｕｉｓｑｕａｌａｔｅ－ｓｅｎｓｉｔｉｚｅｄ　ｓｉｔｅ．
Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．３５：４６０２－７が含まれる。また、「Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａｒ
ｒａｙｓ」と題された米国特許公開２００４／０１９８６３７（参照により、本明細書に
組み込まれる。）も参照のこと。
【０１４１】
　例えば、ｐ－アセチル－（＋／－）－フェニルアラニン及びｍ－アセチル－（＋／－）
－フェニルアラニンの合成は、Ｚｈａｎｇ，Ｚ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ　４２：６７３５－６７４６（２００３）に記載されている（参照により本明細書中
に組み込まれる。）。当業者は、その他のカルボニル含有アミノ酸を同様に調製すること
ができる。水溶液中で、穏やかな条件下にて、カルボニル官能基を選択的にヒドラジン－
、ヒドラジド－、ヒドロキシルアミン－又はセミカルバジド含有物質と反応させて、生理
的条件下で安定な、対応するヒドラゾン、オキシム又はセミカルバゾン結合をそれぞれ形
成させることができる。例えば、Ｊｅｎｃｋｓ，Ｗ．Ｐ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．８１，４７５－４８１（１９５９）；Ｓｈａｏ，Ｊ．及びＴａｍ，Ｊ．Ｐ．，Ｊ．Ａｍ
．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１７：３８９３－３８９９（１９９５）を参照のこと。さらに、
カルボニル基のユニークな反応性により、他のアミノ酸側鎖の存在下での選択的な修飾が
可能となる。例えば、Ｃｏｒｎｉｓｈ，Ｖ．Ｗ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
Ｓｏｃ．１１８：８１５０－８１５１（１９９６）；Ｇｅｏｇｈｅｇａｎ，Ｋ．Ｆ．及び
Ｓｔｒｏｈ，Ｊ．Ｇ．，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇ．Ｃｈｅｍ．３：１３８－１４６（１９９２
）；Ｍａｈａｌ，Ｌ．Ｋ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７６：１１２５－１１２
８（１９９７）を参照のこと。
【０１４２】
　非天然アミノ酸の生合成
　アミノ酸及び他の化合物の産生のための多くの生合成経路が細胞において既に存在する
。特定の非天然アミノ酸についての生合成法は天然には（以下に限定されないが、細胞に
おいてなど）存在し得ないが、本発明はそのような方法を提供する。例えば、新しい酵素
を添加するか又は既存の宿主経路を改変することにより、場合によっては非天然アミノ酸
についての生合成経路を宿主細胞において生じさせる。追加の新しい酵素は、場合によっ
て天然に存在する酵素又は人工的に生じさせた酵素である。例えば、ｐ－アミノフェニル
アラニンの生合成（ＷＯ２００２／０８５９２３、題名「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｉｎｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ」における実施例
に呈示されているように。）は、他の生物からの既知の酵素の組合せの添加に依存する。
これらの酵素の遺伝子を含むプラスミドを用いて細胞の形質転換を行うことによって、こ
れらの酵素の遺伝子を真核細胞中に導入することができる。細胞中で発現させる場合、こ
の遺伝子は、所望する化合物を合成するための酵素的経路を与える。場合によって添加さ
れる酵素のこのタイプの例は、下記の実施例で与える。例えばＧｅｎｂａｎｋにおいて、
さらなる酵素の配列が記載されている。人工的に生じさせた酵素もまた、場合によって同
様に細胞中に添加される。このようにして、細胞の機構及び細胞のリソースを操作して非
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天然アミノ酸を産生させる。
【０１４３】
　生合成経路での使用のために又は既存経路を発展させるために、新規酵素を産生させる
ための様々な方法を利用できる。例えば、以下に限定されないが、Ｍａｘｙｇｅｎ，Ｉｎ
ｃ．（ｍａｘｙｇｅｎ．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで入手可能）により開発
されたものなど、繰り返して用いられる組み換えを場合によって使用して、新規酵素及び
経路を開発する。例えば、Ｓｔｅｍｍｅｒ（１９９４）、Ｒａｐｉｄ　ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　ａ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｂｙ　ＤＮＡ　ｓｈｕｆｆｌｉｎｇ
，Ｎａｔｕｒｅ　３７０（４）：３８９－３９１；及びＳｔｅｍｍｅｒ（１９９４）、Ｄ
ＮＡ　ｓｈｕｆｆｌｉｎｇ　ｂｙ　ｒａｎｄｏｍ　ｆｒａｃｔｉｏｎａｔｉｏｎ　ａｎｄ
　ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ：Ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｍ
ｏｌｅｃｕｌａｒ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳ
Ａ．，９１：１０７４７－１０７５１を参照のこと。同様に、Ｇｅｎｅｎｃｏｒ（ｇｅｎ
ｅｎｃｏｒ．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで入手可能）により開発されたＤｅ
ｓｉｇｎＰａｔｈＴＭを、場合によって、以下に限定されないが、細胞中にＯ－メチル－
Ｌ－チロシンを生成させるために経路を操作することなど、代謝経路の人工処理のために
使用する。この技術により、以下に限定されないが機能的ゲノム科学並びに分子進化及び
設計などにより特定されたものなどの新しい遺伝子及び組合せを用いて、宿主生物におい
て既存の経路を再構築する。Ｄｉｖｅｒｓａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ｄｉｖｅｒｓａ
．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで入手可能）もまた、以下に限定されないが新
しい経路を作るためなど、遺伝子ライブラリ及び遺伝子経路の迅速なスクリーニングのた
めの技術を提供する。
【０１４４】
　通常、人工処理を行った本発明の生合成経路を用いて産生される非天然アミノ酸は、効
率的なタンパク質生合成に十分な濃度（以下に限定されないが、天然の細胞量など）であ
る一方、他のアミノ酸の濃度に影響を与えない又は細胞リソースを枯渇させない程度に産
生される。このようにしてインビボで産生される典型的な濃度は、約１０ｍＭから約０．
０５ｍＭである。特定の経路について所望される酵素を産生させるのに使用される遺伝子
を含むプラスミドを用いて細胞を形質転換し、非天然アミノ酸が生成されたら、リボソー
ムタンパク質合成及び細胞増殖の両方について非天然アミノ酸の産生をさらに最適化する
ために、インビボ選択を場合によって使用する。
【０１４５】
　非天然アミノ酸の細胞内取り込み
　細胞による非天然アミノ酸取り込みは、以下に限定されないが、タンパク質への取り込
みなど、非天然アミノ酸を設計し選択する際に通常考慮される１つの問題である。例えば
、α－アミノ酸の電荷密度は高いので、これらの化合物は細胞透過性である可能性は少な
いことが示唆される。天然アミノ酸は、タンパク質を利用した輸送系の収集を介して真核
細胞に取り込まれる。もしあれば、どの非天然アミノ酸が細胞により取り込まれるかを評
価するスクリーニングを迅速に行うことができる。例えば、「Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａｒｒａ
ｙｓ」と題された米国特許公開２００４／０１９８６３７号（参照により、本明細書中に
組み込まれる。）における毒性アッセイ；及びＬｉｕ，Ｄ．Ｒ．及びＳｃｈｕｌｔｚ，Ｐ
．Ｇ．（１９９９）Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｔｏｗａｒｄ　ｔｈｅ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ａｎ　ｏｒｇａｎｉｓｍ　ｗｉｔｈ　ａｎ　ｅｘｐａｎｄｅｄ　ｇｅｎｅｔｉｃ　ｃ
ｏｄｅ．ＰＮＡＳ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　９６：４７８０－４７８５を参照のこ
と。取り込みは様々なアッセイを用いて容易に分析できるが、細胞への取り込み経路に適
した非天然アミノ酸の設計に対する代替手段は、インビボでアミノ酸を生成させるための
生合成経路を提供することである。
【０１４６】
　Ｖ．非天然アミノ酸を有するポリペプチド
　非天然アミノ酸は、様々な目的のために、例えば、タンパク質構造及び／又は機能にお
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ける変化の適応化、サイズの、酸性度の、求核性の、水素結合の、疎水性の、プロテアー
ゼ標的部位の接近可能性の変更、部分（以下に限定されないが、タンパク質アレイに対し
てなど）への標的化、生物活性分子の付加、ポリマーの結合、放射性核種の結合、血清半
減期の調節、組織浸透性の調節（例えば腫瘍）、能動輸送の調節、組織、細胞又は器官特
異性又は分布の調節、免疫原性の調節、プロテアーゼ耐性の調節など（これらに限定され
ない。）のために、行うことができる。非天然アミノ酸を含むタンパク質は、増強された
特性又は完全に新しい触媒若しくは生物物理学的特性を有することが可能である。例えば
、タンパク質に非天然アミノ酸を取り込ませることにより、次の特性を場合によって変更
する：毒性、生体内分布、構造特性、分光学的特性、化学及び／又は光化学的特性、触媒
能、半減期（以下に限定されないが、血清半減期など）、他の分子との反応能（以下に限
定されないが、共有又は非共有的な反応など）など。少なくとも１個の非天然アミノ酸を
含むタンパク質を含む組成物は、以下に限定されないが、新規治療、診断、触媒酵素、工
業用酵素、結合タンパク質（以下に限定されないが、抗体など）及び、以下に限定されな
いが、タンパク質構造及び機能の研究などに有用である。例えば、Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ，
（２０００）Ｕｎｎａｔｕｒａｌ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉｄｓ　ａｓ　Ｐｒｏｂｅｓ　ｏｆ
　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ，Ｃｕｒｒｅｎｔ　
Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，４：６４５－６５２を参照
のこと。
【０１４７】
　本発明の一態様において、組成物は、少なくとも１個の、以下に限定されないが、少な
くとも２個、少なくとも３個、少なくとも４個、少なくとも５個、少なくとも６個、少な
くとも７個、少なくとも８個、少なくとも９個又は少なくとも１０若しくはそれ以上など
の非天然アミノ酸を有する少なくとも１個のタンパク質を含む。非天然アミノ酸は、１、
２、３、４、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上の異なる非天然のアミノ酸を含むタ
ンパク質中に、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上の異なる部位が
存在することが可能であるなど（これらに限定されない。）、同一又は別異とすることが
可能である。別の態様において、組成物は、少なくとも１個の、しかし、総数より少ない
、タンパク質に存在する特定のアミノ酸が非天然アミノ酸で置換されているタンパク質を
含む。２以上の非天然アミノ酸を有するある一定のタンパク質の場合、非天然アミノ酸は
、同じ又は異なるものであり得る（以下に限定されないが、タンパク質は、非天然アミノ
酸の２つ又はそれ以上の異なる型を含むか又は同じ非天然アミノ酸２個を含み得る。）。
３以上の非天然アミノ酸を有するある一定のタンパク質の場合、非天然アミノ酸は、同じ
もの異なるもの又は同じ種の複数の非天然アミノ酸と少なくとも１個の異なる非天然アミ
ノ酸との組合せであり得る。
【０１４８】
　少なくとも１個の非天然アミノ酸を有する目的のタンパク質又はポリペプチドは、本発
明の特徴である。本発明はまた、本発明の組成物及び方法を用いて産生された少なくとも
１個の非天然アミノ酸を有する、ポリペプチド又はタンパク質も含む。賦形剤（以下に限
定されないが、医薬として許容される賦形剤を含む。）もまた、タンパク質とともに存在
し得る。
【０１４９】
　真核生物細胞中において、少なくとも１つの非天然アミノ酸を有する目的のタンパク質
又はポリペプチドを生産することによって、タンパク質又はポリペプチドは、通常真核生
物の翻訳後修飾を含む。ある一定の実施形態において、タンパク質は、少なくとも１個の
非天然アミノ酸及び真核細胞によりインビボで為された少なくとも１つの翻訳後修飾を含
み、この翻訳後修飾は、原核生物細胞によっては行われない。例えば、翻訳後修飾には、
以下に限定されないが、アセチル化、アシル化、脂質修飾、パルミトイル化、パルミター
ト付加、リン酸化、糖脂質結合修飾、グリコシル化などが含まれる。ある態様において、
翻訳後修飾は、ＧｌｃＮＡｃ－アスパラギン結合によるオリゴ糖（以下に限定されないが
、（ＧｌｃＮＡｃ－Ｍａｎ）２－Ｍａｎ－ＧｌｃＮＡｃ－ＧｌｃＮＡｃ）など）のアスパ
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ラギンへの結合を含む。真核生物タンパク質のＮ結合型オリゴ糖の幾つかの例を列挙する
表１を参照（図示されていないさらなる残基も存在し得る。）。別の態様において、翻訳
後修飾は、ＧａｌＮＡｃ－セリン若しくはＧａｌＮＡｃ－スレオニン結合による又はＧｌ
ｃＮＡｃ－セリン若しくはＧｌｃＮＡｃ－スレオニン結合による、オリゴ糖（以下に限定
されないが、Ｇａｌ－ＧａｌＮＡｃ、Ｇａｌ－ＧｌｃＮＡｃなどを含む。）の、セリン又
はスレオニンへの結合を含む。
【０１５０】
【表１】

【０１５１】
　さらに別の態様において、翻訳後修飾は、前駆体のタンパク質分解プロセシング、マル
チサブユニットタンパク質へのアセンブリーもしくは巨大分子アセンブリー、細胞の別の
部位（以下に限定されないが、小胞体、ゴルジ装置、核、リソソーム、ペルオキシソーム
、ミトコンドリア、葉緑体、液胞などの細胞小器官へ、又は分泌経路を通じて、などを含
む。）への変換を含む。ある一定の実施形態において、タンパク質は、分泌又は局在化配
列、エピトープタグ、ＦＬＡＧタグ、ポリヒスチジンタグ、ＧＳＴ融合などを含む。米国
特許第４，９６３，４９５号及び第６，４３６，６７４号（参照により、本明細書中に組
み込まれる。）は、ｈＧＨポリペプチドの分泌を改善するように設計された構築物を詳述
している。
【０１５２】
　非天然アミノ酸の１つの長所は、これが、追加の分子を加えるために使用できる追加の
化学部分を与えることである。真核又は非真核細胞においてインビボで又はインビトロで
これらの修飾を行い得る。したがって、ある一定の実施形態において、翻訳後修飾は、非
天然アミノ酸によるものである。例えば、翻訳後修飾は、求核－求電子反応によるもので
あり得る。タンパク質の選択的修飾のために現在使用されている殆どの反応は、以下に限
定されないが、ヒスチジン又はシステイン側鎖とのα－ハロケトンの反応など、求核反応
パートナーと求電子反応パートナーとの間での共有結合形成を含む。これらの事例での選
択性は、タンパク質中の求核残基の数及び接近可能性により決定される。本発明のタンパ
ク質において、非天然ケト－アミノ酸とヒドラジド又はアミノオキシ化合物とのインビト
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ロ及びインビボでの反応など、より選択的な他の反応を使用することができる。例えば、
Ｃｏｒｎｉｓｈ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９６）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１１８：
８１５０－８１５１；Ｍａｈａｌ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９７）Ｓｃｉｅｎｃｅ，２７６
：１１２５－１１２８；Ｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，（２００１）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９２
：４９８－５００；Ｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．，１２４：９０２６－９０２７；Ｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）Ｐｒｏｃ．Ｎ
ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，９９：１１０２０－１１０２４；Ｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．
，（２００３）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ１００：５６－６１；Ｚｈａｎｇ
　ｅｔ　ａｌ．，（２００３）Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，４２：６７３５－６７４６；
及びＣｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，（２００３）Ｓｃｉｅｎｃｅ　３０１：９６４－７を参照
のこと（これらは全て、参照により、本明細書に組み込まれる。）。これにより、フルオ
ロフォア、架橋剤、糖誘導体及び細胞毒性分子を含む多数の試薬による、事実上あらゆる
タンパク質の選択的標識が可能となる。「Ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉ
ｓ」と題された米国特許第６，９２７，０４２号（参照により、本明細書中に組み込まれ
る。）も参照されたい。アジドアミノ酸を通じた（これを含むが、これに限定されない。
）翻訳後修飾は、Ｓｔａｕｄｉｎｇｅｒ連結（トリアリールホスフィン試薬を用いること
を含むが、これに限定されない。）を通じて行うことも可能である。例えば、「Ｋｉｉｃ
ｋ　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｚｉｄｅｓ　
ｉｎｔｏ　ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｆｏｒ　ｃｈｅｍｏｓｅｌｅｃ
ｔｉｖｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｓｔａｕｄｉｎｇｅｒ　ｌｉｇａ
ｔｉｏｎ，　ＰＮＡＳ　９９：１９－２４」を参照されたい。
【０１５３】
　本発明は、非天然アミノ酸の遺伝的取り込みを含む、タンパク質の選択的修飾のための
別の高度に効率的な方法を提供する。タンパク質に付加され得る分子には、以下に限定さ
れないが、色素、蛍光、架橋剤、糖誘導体、ポリマー（以下に限定されないが、ポリエチ
レングリコールの誘導体など）、光架橋リンカー、細胞毒性化合物、親和性標識、ビオチ
ンの誘導体、レジン、ビーズ、第二のタンパク質又はポリペプチド（又はさらなるもの。
）、ポリヌクレオチド（以下に限定されないが、ＤＮＡ、ＲＮＡなど）、金属キレート剤
、補因子、脂肪酸、炭水化物などが含まれる。一実施形態において、この方法は、さらに
、タンパク質中に非天然アミノ酸を取り込むことを含み（この非天然アミノ酸は、第一の
反応基を含む。）、並びに第二の反応性基を含む分子（以下に限定されないが、標識、色
素、ポリマー、水溶性ポリマー、ポリエチレングリコールの誘導体、光架橋リンカー、放
射性核種、細胞毒性化合物、薬物、親和性標識、光親和性標識、反応性化合物、レジン、
第二のタンパク質又はポリペプチドもしくはポリペプチド類似体、抗体もしくは抗体断片
、金属キレート剤、補因子、脂肪酸、炭水化物、ポリヌクレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ及び
アンチセンスポリヌクレオチド、水溶性デンドリマー、シクロデキストリン、阻害的リボ
核酸、生体材料、ナノ粒子、スピンラベル、フルオロフォア、金属含有部分、放射性部分
、新規官能基、他の分子と共有結合又は非共有結合により相互作用する基、フォトケージ
（ｐｈｏｔｏｃａｇｅｄ）部分、光異性化可能部分、ビオチン、ビオチン誘導体、ビオチ
ン誘導体、ビオチン類似体、重原子を組み込む部分、化学的切断可能な基、光切断可能な
基、伸長側鎖、炭素結合型糖、酸化還元活性剤、アミノチオ酸、毒性部分、同位体標識部
分、生物物理学的プローブ、リン光性の基、化学発光基、高電子密度基、磁性の基、イン
ターカレート基、発色団、エネルギー転移剤、生物活性剤、検出可能標識、小分子、量子
ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌクレオチド、放射性伝達物質、ニュートロン捕捉剤又は
上記のあらゆる組み合わせ又は第二の反応基を含む他のあらゆる望ましい化合物若しくは
物質を含む。）と、タンパク質を接触させることを含む。
【０１５４】
　ＶＩ．遺伝的にコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドのインビボ生成
　本発明のｈＧＨポリペプチドは、天然に存在する系ではコードされていないアミノ酸を
付加し又は置換するために修飾されたｔＲＮＡ及びｔＲＮＡシンテターゼを用いて、イン
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ビボで生成することが可能である。
【０１５５】
　天然に存在する系でコードされていないアミノ酸を使用する、ｔＲＮＡ及びｔＲＮＡシ
ンテターゼを生成させるための方法は、例えば、米国特許出願公開第２００３／００８２
５７５号（第１０／１２６，９２７号）及び同第２００３／０１０８８８５号（第１０／
１２６，９３１号）（これらを参照により本明細書中に組み込む。）で述べられている。
これらの方法は、翻訳系に対して内在性である、シンテターゼ及びｔＲＮＡとは独立に機
能する（したがって、「オルソゴナル」と呼ばれることがある。）翻訳機構を生成させる
ことを含む。通例、この翻訳系は、オルソゴナルｔＲＮＡ（Ｏ－ｔＲＮＡ）及びオルソゴ
ナルアミノアシルｔＲＮＡシンテターゼ（Ｏ－ＲＳ）を含む。通例、Ｏ－ＲＳは、翻訳系
中に少なくとも１個の天然に存在しないアミノ酸を有するＯ－ｔＲＮＡを優先的にアミノ
アシル化し、Ｏ－ｔＲＮＡは、この系において他のｔＲＮＡにより認識されない少なくと
も１個のセレクターコドンを認識する。したがって、この翻訳系は、コードされたセレク
ターコドンに反応して、この系で産生されたタンパク質に天然においてコードされていな
いアミノ酸を挿入し、それにより、コードされたポリペプチドの位置においてアミノ酸を
「置換」する。
【０１５６】
　特定の合成アミノ酸をポリペプチド中に挿入するために、多岐にわたるオルソゴナルｔ
ＲＮＡ及びアミノアシルｔＲＮＡシンテターゼが当技術分野で述べられており、これらは
一般に本発明での使用に適切である。例えば、ケト特異的Ｏ－ｔＲＮＡ／アミノアシル－
ｔＲＮＡシンテターゼが、Ｗａｎｇ，Ｌ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　１００：５６－６１（２００３）及びＺｈａｎｇ，Ｚ．　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍ．４２（２２）：６７３５－６７４６（２００３）で述べられてい
る。代表的なＯ－ＲＳ又はその一部は、ポリヌクレオチド配列によりコードされ、米国特
許第出願公開第２００３／００８２５７５号及び２００３／０１０８８８５号（それぞれ
、参照により本明細書中に組み込まれる）に開示されているアミノ酸配列を含む。Ｏ－Ｒ
Ｓとともに使用するための対応するＯ－ｔＲＮＡ分子もまた、米国特許願公開第２００３
／００８２５７５（第１０／１２６，９２７号）及び同第２００３／０１０８８８５号（
第１０／１２６，９３１号）（参照により本明細書中に組み込まれる。）に記載されてい
る。
【０１５７】
　アジド特異的Ｏ－ｔＲＮＡ／アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼ系の例は、Ｃｈｉｎ
，Ｊ．Ｗ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２４：９０２６－９０２７
（２００２）に記載されている。ｐ－アジド－Ｌ－Ｐｈｅに対するＯ－ＲＳ配列の代表例
としては、米国特許第出願公開第２００３／０１０８８８５（第１０／１２６，９３１号
）（参照により本明細書中に組み込む。）に開示されているように、以下に限定されない
が、ヌクレオチド配列、配列番号：１４から１６及び２９から３２、並びにアミノ酸配列
、配列番号：４６から４８及び６１から６４が挙げられる。本発明での使用に適切なＯ－
ｔＲＮＡ配列の代表例としては、米国特許第出願公開第２００３／０１０８８８５（第１
０／１２６，９３１号）（参照により本明細書中に組み込む。）に開示されているように
、以下に限定されないが、ヌクレオチド配列、配列番号：１から３が挙げられる。特定の
天然においてコードされていないアミノ酸に特異的なＯ－ｔＲＮＡ／アミノアシルＬ－ｔ
ＲＮＡシンテターゼペアのその他の例は、米国特許願公開第２００３／００８２５７５（
第１０／１２６，９２７号）（参照により本明細書中に組み込む。）で記載されている。
Ｓ．セレビシエにおいてケト及びアジド含有アミノ酸の両方を取り込む、Ｏ－ＲＳ及びＯ
－ｔＲＮＡは、Ｃｈｉｎ，Ｊ．Ｗ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　３０１：９６４－
９６７（２００３）に記載されている。
【０１５８】
　幾つかの他のオルソゴナル対が報告されている。Ｅ．コリ（Ｅ．　ｃｏｌｉ）中への非
天然アミノ酸の取り込みの可能性に関して、Ｓ．セレビシアエ（Ｓ．　ｃｅｒｅｖｉｓｉ
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ａｅ）ｔＲＮＡに由来するグルタミル（例えば、Ｌｉｕ，　Ｄ．　Ｒ．，　ａｎｄ　Ｓｃ
ｈｕｌｔｚ，　Ｐ．　Ｇ．（１９９９）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ
　Ｕ．　Ｓ．　Ａ．　９６：４７８０－４７８５参照）、アスパルチル（例えば、Ｐａｓ
ｔｒｎａｋ，　Ｍ．，　ｅｔ　ａｌ．，（２０００）　ＨｅＩｖ．　Ｃｈｉｍ．　Ａｃｔ
ａ　８３：２２７７－２２８６参照）及びチロシル（例えば、Ｏｈｎｏ，　Ｓ．，　ｅｔ
　ａｌ．，（１９９８）　Ｊ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．（Ｔｏｋｙｏ．　Ｊｐｎ．）　１２４
：１０６５－１０６８；及びＫｏｗａｌ，　Ａ．　Ｋ．，　ｅｔ　ａｌ．，（２００１）
　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ　Ｕ．　Ｓ．　Ａ．　９８：２２６８－
２２７３参照）系及びシンテターゼが記載されている。Ｅ．コリのグルタミル（例えば、
Ｋｏｗａｌ，　Ａ．　Ｋ．，　ｅｔ　ａｌ．，（２００１）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　
Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ　Ｕ．　Ｓ．　Ａ．　９８：２２６８－２２７３参照）及びチロシル
（例えば、Ｅｄｗａｒｄｓ，　Ｈ．，　ａｎｄ　Ｓｃｈｉｍｍｅｌ，　Ｐ．（１９９０）
　Ｍｏｌ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．　１０：１６３３－１６４１参照）シンテターゼに
由来する系が、Ｓ．セレビシアエでの使用について記載されている。哺乳動物細胞におけ
る、インビボでの３－ヨード－Ｌ－チロシンの取り込みのために、Ｅ．コリのチロシル系
が使用されている。「Ｓａｋａｍｏｔｏ，Ｋ．，　ｅｔ　ａｌ．，（２００２）Ｎｕｃｌ
ｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．３０：４６９２－４６９９」を参照されたい。
【０１５９】
　Ｏ－ｔＲＮＡ／アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼの使用は、天然においてコードさ
れていないアミノ酸をコードする特定のコドンの選択を含む。あらゆるコドンを使用でき
るが、一般に、Ｏ－ｔＲＮＡ／アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼが発現される細胞に
おいて殆ど使用されないか又は全く使用されないコドンを選択することが望ましい。例え
ば、代表的なコドンには、停止コドン（アンバー、オーカー及びオパール）などのナンセ
ンスコドン、４又はそれ以上の塩基のコドン及び殆ど使用されないか又は全く使用されな
いその他の天然の３塩基コドンが含まれる。
【０１６０】
　当技術分野で公知の変異誘発法（以下に限定されないが、部位特異的変異誘発法、カセ
ット変異誘発法、制限選択変異誘発法などを含む。）を用いて、配列をコードするｈＧＨ
ポリヌクレオチド中の適切な位置に特異的セレクターコドンを導入することができる。
【０１６１】
　天然においてコードされていないアミノ酸を取り込むために使用できる、Ｏ－ＲＳ、Ｏ
－ｔＲＮＡ及びオルソゴナルＯ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳペアなどのタンパク質生合成機構の
成分を生成させるための方法は、Ｗａｎｇ，Ｌ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９
２：４９８－５００（２００１）；Ｃｈｉｎ，Ｊ．Ｗ．　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｓｏｃ．１２４：９０２６－９０２７（２００２）；Ｚｈａｎｇ，Ｚ．　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４２：６７３５－６７４６（２００３）に記載されて
いる。天然においてコードされていないアミノ酸のインビボ取り込みのための方法及び組
成物は、米国特許出願公開第２００３／００８２５７５（第１０／１２６，９２７号）（
参照により本明細書中に組み込む。）に記載されている。生物のインビボ翻訳系での使用
のためのオルソゴナルｔＲＮＡ－ｔＲＮＡシンテターゼペアを選択する方法もまた、米国
特許出願公開第２００３／００８２５７５（第１０／１２６，９２７号）及び同第２００
３／０１０８８８５（第１０／１２６，９３１号）（参照により本明細書中に組み込む。
）に記載されている。「Ｓｉｔｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　Ｋｅｔｏ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉｄｓ　ｉｎｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ」と題されたＰＣ
Ｔ公報ＷＯ０４／０３５７４３号（その全体が、参照により、本明細書に組み込まれる。
）は、ケトアミノ酸を取り込むためのオルソゴナルＲＳ及びｔＲＮＡ対を記載している。
「Ｅｘｐａｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅｕｋａｒｙｏｔｉｃ　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｃｏｄｅ」と
題されたＰＣＴ公報ＷＯ０４／０９４５９３号（その全体が、参照により、本明細書に組
み込まれる。）は、真核生物の宿主細胞中に、天然においてコードされていないアミノ酸
を取り込むためのオルソゴナルＲＳ及びｔＲＮＡ対を記載している。
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【０１６２】
　少なくとも１つの組み換えオルソゴナルアミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼ（Ｏ－Ｒ
Ｓ）を作製する方法は、（ａ）以下に限定されないが、メタノコッカス・ジャナシ（Ｍｅ
ｔｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ）、メタノバクテリウム・サーモオート
トロフィカム（Ｍｅｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏａｕｔｏｔｏｒｏｐｈ
ｉｃｕｍ）、ハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、エシェリヒア・コリ（
Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、Ａ．フルギドゥス（Ａ．ｆｕｌｇｉｄｕｓ）、Ｐ
．フリオサス（Ｐ．ｆｕｒｉｏｓｕｓ）、Ｐ．ホリコシ（Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ）、
Ａ．ペルニクス（Ａ．ｐｅｒｎｉｘ）、Ｔ．サーモフィリス（Ｔ．ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌ
ｕｓ）などの原核生物又は真核生物などを含む、第一の生物から、少なくとも１つのアミ
ノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＲＳ）由来の（場合によっては変異体の）ＲＳのライ
ブラリを作製すること、（ｂ）天然においてコードされていないアミノ酸及び天然アミノ
酸の存在下で、オルソゴナルｔＲＮＡ（Ｏ－ｔＲＮＡ）をアミノアシル化するメンバーに
対してＲＳ（場合によっては変異体ＲＳ）のライブラリを選択（及び／又はスクリーニン
グ）し、それにより活性のある（場合によっては変異体）ＲＳのプールを提供することと
；及び／又は（ｃ）（場合によってはネガティブ選択によって）天然においてコードされ
ていないアミノ酸の非存在下でＯ－ｔＲＮＡを優先的にアミノアシル化する活性ＲＳ（以
下に限定されないが、変異体ＲＳを含む。）に対するプールを選択して、それにより少な
くとも１つの組み換えＯ－ＲＳを提供すること、を含み；少なくとも１つの組み換えＯ－
ＲＳが天然においてコードされていないアミノ酸を伴うＯ－ｔＲＮＡを優先的にアミノア
シル化する。
【０１６３】
　ある実施形態において、ＲＳは、不活性なＲＳである。活性ＲＳに対して変異誘発を行
うことにより、不活性ＲＳを生成させることができる。例えば、少なくとも約１、少なく
とも約２、少なくとも約３、少なくとも約４、少なくとも約５、少なくとも約６又は少な
くとも約１０若しくはそれ以上のアミノ酸について、以下に限定されないがアラニンなど
の、異なるアミノ酸へと変異誘発を行うことにより不活性ＲＳを生成させることができる
。
【０１６４】
　以下に限定されないが、タンパク質三次元ＲＳ構造に基づいた合理的設計又は、無作為
もしくは合理的設計技術でのＲＳヌクレオチドの変異誘発などの当技術分野で公知の様々
な技術を用いて、変異体ＲＳのライブラリを作製することができる。例えば、部位特異的
変異誘発、ランダム変異誘発、多様性を生成する組み換え変異誘発、キメラ構築、合理的
設計により、及び本明細書中に記載の又は当技術分野で公知のその他の方法により、変異
体ＲＳを生成させることができる。
【０１６５】
　ある実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸及び天然アミノ酸の
存在下でオルソゴナルｔＲＮＡ（Ｏ－ｔＲＮＡ）をアミノアシル化するもの（これに限定
されない。）など、活性のあるメンバーについてＲＳ（場合によっては変異体ＲＳ）のラ
イブラリを選択（及び／又はスクリーニング）することには、ポジティブ選択及びスクリ
ーニングマーカー（以下に限定されないが抗生物質耐性遺伝子など）、ＲＳ（場合によっ
ては変異体）のライブラリを複数の細胞に導入すること（ポジティブ選択及び／又はスク
リーニングマーカーは、少なくとも１個の、以下に限定されないがアンバー、オーカー又
はオパールコドンなどの、セレクターコドンを含む。）；選択物質の存在下で複数の細胞
を増殖させること；ポジティブ選択もしくはスクリーニングマーカーにおいて少なくとも
１個のセレクターコドンを抑制することにより選択及び／又はスクリーニング物質の存在
下で生存している（又は特異的反応を示す）細胞を同定すること（これにより、活性（場
合によっては変異体）ＲＳのプールを含有するポジティブに選択された細胞のサブセット
を提供する。）を含む。場合によっては、選択及び／又はスクリーニング物質の濃度を変
化させることができる。
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【０１６６】
　ある態様において、ポジティブ選択マーカーは、クロラムフェニコールアセチルトラン
スフェラーゼ（ＣＡＴ）遺伝子であり、セレクターコドンは、ＣＡＴ遺伝子におけるアン
バー停止コドンである。場合によって、ポジティブ選択マーカーは、β－ラクタマーゼ遺
伝子であり、セレクターコドンは、β－ラクタマーゼ遺伝子におけるアンバー停止コドン
である。別の態様において、正のスクリーニングマーカーは、蛍光又は発光性のスクリー
ニングマーカー又は親和性を利用したスクリーニングマーカー（以下に限定されないが、
細胞表面マーカーなど）を含む。
【０１６７】
　ある実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸の非存在下において
Ｏ－ｔＲＮＡを優先的にアミノアシル化する活性ＲＳ（場合によっては変異体）のプール
をネガティブに選択又はスクリーニングすることには、ネガティブ選択又はスクリーニン
グマーカーを、ポジティブ選択又はスクリーニングからの活性（場合によっては変異体）
ＲＳのプールを用いて、第二の生物の複数の細胞に導入すること（このネガティブ選択又
はスクリーニングマーカーは、少なくとも１個のセレクターコドンを含む（以下に限定さ
れないが抗生物質耐性遺伝子（以下に限定されないが、クロラムフェニコールアセチルト
ランスフェラーゼ（ＣＡＴ）遺伝子など）を含む。）。）；並びに天然においてコードさ
れていないアミノ酸及びスクリーニング又は選択物質を補充した第一の培地において生存
しているか又は特異的スクリーニング反応を示すが、天然においてコードされていないア
ミノ酸及び選択又はスクリーニング物質を補充しない第二の培地中で生存できないか又は
特異的反応を示さない細胞を同定すること、を含み、それにより、少なくとも１つの組み
換えＯ－ＲＳを伴う、生存細胞又はスクリーニングされた細胞を与える。例えば、適切な
Ｏ－ＲＳ組み換え体の決定において、ＣＡＴ同定プロトコールは、場合によって、ポジテ
ィブ選択及び／又はネガティブスクリーニングとして機能する。例えば、１又は複数の天
然においてコードされていないアミノ酸の存在下、又は非存在下の何れかで、場合によっ
て、ＣＡＴを含有する（少なくとも１個のセレクターコドンを含む）クローンのプールを
増殖プレート上に複製する。したがって、天然においてコードされていないアミノ酸を含
有するプレート上で専ら増殖するコロニーは、組み換えＯ－ＲＳを含有するとみなされる
。ある態様において、選択（及び／又はスクリーニング）物質の濃度が変化する。ある態
様において、第一及び第二の生物は異なる。したがって、第一及び／又は第二の生物には
、場合によっては、原核、真核、哺乳動物、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉ
ａ　ｃｏｌｉ）、真菌、酵母、古細菌、真正細菌、植物、昆虫、原生生物などが含まれる
。他の実施形態において、スクリーニングマーカーは、蛍光もしくは発光性スクリーニン
グマーカー又は親和性に基づくスクリーニングマーカーを含む。
【０１６８】
　別の実施形態において、活性（場合によっては変異体）ＲＳのプールをスクリーニング
又は選択（以下に限定されないが、ネガティブ選択など）することは、活性のある変異体
ＲＳのプールをポジティブ選択段階（ｂ）から単離すること；ネガティブ選択又はスクリ
ーニングマーカー（ネガティブ選択又はスクリーニングマーカーは、少なくとも１個のセ
レクターコドンを含有する（以下に限定されないが、毒性マーカー遺伝子（以下に限定さ
れないが、少なくとも１個のセレクターコドンを含む、リボヌクレアーゼバルナーゼ遺伝
子など）を含む。）。）及び活性のある（場合によっては変異体）ＲＳのプールを第二の
生物の複数の細胞に導入すること；並びに天然においてコードされていないアミノ酸が補
充されていない第一の培地中で生存しているか又は特異的スクリーニング反応を示すが、
非天然コードアミノが補充されている第二の培地中で生存できないか又は特異的スクリー
ニング反応を示さない細胞を同定すること、を含み、それにより、少なくとも１つの組み
換えＯ－ＲＳ（この少なくとも１つの組み換えＯ－ＲＳは、天然においてコードされてい
ないアミノ酸に対して特異的である。）を有する、生存細胞又はスクリーニングされた細
胞を提供する。ある態様において、少なくとも１個のセレクターコドンとは、約２又はそ
れ以上のセレクターコドンを含む。このような実施形態には、場合によって、少なくとも
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１個のセレクターコドンが２又はそれ以上のセレクターコドンを含む場合並びに第一及び
第二の生物が異なる（以下に限定されないが、各生物には、場合によって、原核、真核、
哺乳動物、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、真菌、酵母、古
細菌、真正細菌、植物、昆虫、原生生物などが含まれる。）場合が含まれ得る。また、い
くつかの態様には、ネガティブ選択マーカーが、（少なくとも１個のセレクターコドンを
含む）リボヌクレアーゼバルナーゼ遺伝子を含む場合も含まれる。他の態様には、スクリ
ーニングマーカーが、場合によっては、蛍光もしくは発光性スクリーニングマーカー又は
親和性に基づくスクリーニングマーカーを含む場合が含まれる。本明細書中の実施形態に
おいて、スクリーニング及び／又は選択には、場合によっては、スクリーニング及び／又
は選択ストリンジェンシーの変更が含まれる。
【０１６９】
　ある実施形態において、少なくとも１つの組み換えオルソゴナルアミノアシル－ｔＲＮ
Ａシンテターゼ（Ｏ－ＲＳ）を生成させるための方法はさらに、（ｄ）少なくとも１つの
組み換えＯ－ＲＳを単離すること；（ｅ）少なくとも１つの組み換えＯ－ＲＳ由来の第二
のＯ－ＲＳのセット（場合によっては変異された）を生成させること；並びに（ｆ）Ｏ－
ｔＲＮＡを優先的にアミノアシル化する能力を含む変異Ｏ－ＲＳが得られるまで段階（ｂ
）及び（ｃ）を繰り返すこと、を含み得る。場合によって、以下に限定されないが少なく
とも約２回など、段階（ｄ）－（ｆ）を繰り返す。ある態様において、以下に限定されな
いがランダム変異誘発、部位特異的変異誘発、組み換え又はこれらの組合せなどの、変異
誘発により、少なくとも１つの組み換えＯ－ＲＳ由来の第二の変異Ｏ－ＲＳのセットを生
成させることができる。
【０１７０】
　上述の方法における、以下に限定されないが、ポジティブ選択／スクリーニング段階（
ｂ）、ネガティブ選択／スクリーニング段階（ｃ）又はポジティブ及びネガティブ選択／
スクリーニング段階（ｂ）及び（ｃ）の両方などの、選択／スクリーニング段階のストリ
ンジェンシーは、場合によって、選択／スクリーニングストリンジェンシーを変更するこ
とを含む。別の実施形態において、ポジティブ選択／スクリーニング段階（ｂ）、ネガテ
ィブ選択／スクリーニング段階（ｃ）又はポジティブ及びネガティブ選択／スクリーニン
グ段階（ｂ）及び（ｃ）の両方は、レポーターを使用することを含み、この場合、蛍光活
性化細胞分類（ＦＡＣＳ）によりレポーターを検出するか又は発光によりレポーターを検
出する。場合によって、ファージディスプレイなどで、レポーターを細胞表面に提示し、
天然においてコードされていないアミノ酸又は類似体に関する親和性又は触媒活性に基づ
き、選択する。ある実施形態において、ファージディスプレイなどで、変異されたシンテ
ターゼを細胞表面に表示する。
【０１７１】
　組み換えオルソゴナルｔＲＮＡ（Ｏ－ｔＲＮＡ）を生成させるための方法は、（ａ）第
一の生物から、以下に限定されないがサプレッサーｔＲＮＡなどの少なくとも１つのｔＲ
ＮＡ由来の変異体ｔＲＮＡのライブラリを作製すること；（ｂ）第一の生物からのＲＳの
非存在下で、第二の生物由来のアミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＲＳ）によりアミ
ノアシル化される（場合によっては変異体）ｔＲＮＡのライブラリの、選択（以下に限定
されないが、ネガティブ選択など）又はスクリーニングを行うことと（これにより、ｔＲ
ＮＡ（場合によっては変異体）のプールが与えられる。）；並びに（ｃ）導入されたオル
ソゴナルＲＳ（Ｏ－ＲＳ）によりアミノアシル化されるメンバーについてｔＲＮＡ（場合
によっては変異体）のプールを選択又はスクリーニングすることと（これにより、少なく
とも１つの組み換えＯ－ｔＲＮＡが与えられる。）を含み；この少なくとも１つの組み換
えＯ－ｔＲＮＡは、セレクターコドンを認識し、第二の生物由来のＲＳにより効率的に認
識されず、Ｏ－ＲＳにより優先的にアミノアシル化される。ある実施形態において、少な
くとも１つのｔＲＮＡは、サプレッサーｔＲＮＡであり、及び／又は、天然及び／又は非
天然塩基のユニークな３塩基コドンを含むか又はナンセンスコドン、レアコドン、非天然
コドン、少なくとも４塩基を含むコドン、アンバーコドン、オーカーコドンもしくはオパ
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ール停止コドンである。ある実施形態において、組み換えＯ－ｔＲＮＡは、直行性が向上
している。当然のことながら、ある実施形態において、Ｏ－ｔＲＮＡは、改変の必要なく
、場合によっては、第二の生物から第一の生物に持ち込まれる。様々な実施形態において
、第一及び第二の生物は、同じであるか又は異なり、場合によって、以下に限定されない
が、原核生物（以下に限定されないが、メタノコッカス・ジャナシ（Ｍｅｔｈａｎｏｃｏ
ｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ）、メタノバクテリウム・サーモオートトロフィカム（
Ｍｅｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃｕｍ）、エシ
ェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、ハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂ
ａｃｔｅｒｉｕｍ）など）、真核生物、哺乳動物、真菌、酵母、古細菌、真正細菌、植物
、昆虫、原生生物などから選択される。さらに、組み換えｔＲＮＡは、場合によっては、
天然においてコードされていないアミノ酸によりアミノアシル化され、この場合、この天
然においてコードされていないアミノ酸は、天然に又は遺伝子操作によりインビボで生合
成される。天然においてコードされていないアミノ酸は、場合によって、少なくとも第一
又は第二の生物用の増殖培地に添加される。
【０１７２】
　ある態様において、アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼによりアミノアシル化される
（場合によっては変異体）ｔＲＮＡに対してライブラリの選択（以下に限定されないが、
ネガティブ選択を含む）又はスクリーニングを行うこと（段階（ｂ））は、第二の生物由
来の複数の細胞に毒性マーカー遺伝子（この場合、この毒性マーカー遺伝子は、セレクタ
ーコドンの少なくとも１つ（又は毒性もしくはスタティック（ｓｔａｔｉｃ）物質の産生
を導く遺伝子又は生物にとって必須の遺伝子（このようなマーカー遺伝子は少なくとも１
個のセレクターコドンを含む。））を含む。）及び（場合によっては変異体）ｔＲＮＡの
ライブラリを導入すること；生存細胞を選択すること（この場合、生存細胞は、少なくと
も１つのオルソゴナルｔＲＮＡ又は非機能的ｔＲＮＡを含む（場合によっては変異体）ｔ
ＲＮＡのプールを含有する。）を含む。例えば、比較比率細胞密度アッセイを用いて、生
存細胞を選択することができる。
【０１７３】
　別の態様において、毒性マーカー遺伝子は、２又はそれ以上のセレクターコドンを含み
得る。この方法の別の実施形態において、毒性マーカー遺伝子は、リボヌクレアーゼバル
ナーゼ遺伝子であり、このリボヌクレアーゼバルナーゼ遺伝子は、少なくとも１つのアン
バーコドンを含む。場合によって、リボヌクレアーゼバルナーゼ遺伝子は、２つ又はそれ
以上のアンバーコドンを含み得る。
【０１７４】
　ある実施形態において、導入されたオルソゴナルＲＳ（Ｏ－ＲＳ）によりアミノアシル
化されるメンバーについて（場合によっては変異体）ｔＲＮＡのプールを選択又はスクリ
ーニングすることは、ポジティブ選択又はスクリーニングマーカー遺伝子（この正のマー
カー遺伝子は、薬物耐性遺伝子（以下に限定されないが、Ｏ－ＲＳとともに、少なくとも
１つのアンバー停止コドンなどのセレクターコドンの少なくとも１つを含むβ－ラクタマ
ーゼ遺伝子など）又はその生物に必須の遺伝子又は毒性物質の解毒を導く遺伝子を含む。
）及び（場合によっては変異体）ｔＲＮＡのプールを第二の生物由来の複数の細胞に導入
することと；限定されないが抗生物質を含む、選択又はスクリーニング物質存在下で増殖
させた、生存している又はスクリーニングされた細胞を同定することと（これにより少な
くとも１つの組み換えｔＲＮＡを有する細胞のプールを与える。）を含み、この少なくと
も１つの組み換えｔＲＮＡは、Ｏ－ＲＳによりアミノアシル化され、少なくとも１個のセ
レクターコドンに応答して、正のマーカー遺伝子によりコードされる翻訳産物にアミノ酸
を挿入する。別の実施形態において、選択及び／又はスクリーニング物質の濃度が変更さ
れる。
【０１７５】
　特異的なＯ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳのペアを生成させるための方法が与えられる。方法は
、（ａ）第一の生物からの少なくとも１つのｔＲＮＡ由来の変異体ｔＲＮＡのライブラリ
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を作製することと；（ｂ）第一の生物由来のＲＳ非存在下で、第二の生物由来のアミノア
シル－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＲＳ）によりアミノアシル化される（場合によっては変異
体）ｔＲＮＡについてライブラリをネガティブに選択又はスクリーニングすることと（こ
れにより、（場合によっては変異体）ｔＲＮＡのプールが与えられる。）；（ｃ）導入さ
れたオルソゴナルＲＳ（Ｏ－ＲＳ）によりアミノアシル化されるメンバーについて（場合
によっては変異体）ｔＲＮＡのプールを選択又はスクリーニングすること（これにより、
少なくとも１つの組み換えＯ－ｔＲＮＡが与えられる。）を含む。少なくとも１つの組み
換えＯ－ｔＲＮＡは、セレクターコドンを認識し、第二の生物由来のＲＳにより効率的に
認識されず、Ｏ－ＲＳにより優先的にアミノアシル化される。この方法はまた、（ｄ）第
三の生物からの少なくとも１つのアミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＲＳ）由来の（
場合によっては変異体）ＲＳのライブラリを作製することと；（ｅ）天然においてコード
されていないアミノ酸及び天然アミノ酸の存在下で、少なくとも１つの組み換えＯ－ｔＲ
ＮＡを優先的にアミノアシル化するメンバーについて変異体ＲＳのライブラリを選択又は
スクリーニングすること（これにより、活性（場合によっては変異体）ＲＳのプールが与
えられる。）；（ｆ）天然においてコードされていないアミノ酸非存在下で、少なくとも
１つの組み換えＯ－ｔＲＮＡを優先的にアミノアシル化する活性な（場合によっては変異
体の）ＲＳについて前記プールをネガティブに選択又はスクリーニングすること（これに
より、少なくとも１つの特異的Ｏ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳペアが与えられる。）を含み、少
なくとも１つの特異的Ｏ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳペアは、天然においてコードされていない
アミノ酸に対して特異的な少なくとも１つの組み換えＯ－ＲＳ及び少なくとも１つの組み
換えＯ－ｔＲＮＡを含む。この方法により生成された特異的なＯ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳ対
が含まれる。例えば、特異的Ｏ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳペアには、以下に限定されないが、
ｍｕｔＲＮＡＴｙｒ－ｍｕｔＴｙｒＲＳペア、例えばｍｕｔＲＮＡＴｙｒ－ＳＳ１２Ｔｙ
ｒＲＳペア、ｍｕｔＲＮＡＬｅｕ－ｍｕｔＬｅｕＲＳペア、ｍｕｔＲＮＡＴｈｒ－ｍｕｔ
ＴｈｒＲＳペア、ｍｕｔＲＮＡＧｌｕ－ｍｕｔＧｌｕＲＳペアなどが含まれ得る。さらに
、このような方法は、第一及び第三の生物が同じである（以下に限定されないが、Ｍｅｔ
ｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ（メタノコッカス・ジャナシ）など）場合
を含む。
【０１７６】
　第二の生物のインビボでの翻訳系において使用するためのオルソゴナルｔＲＮＡ－ｔＲ
ＮＡシンテターゼペアを選択するための方法もまた本発明に含まれる。この方法は、マー
カー遺伝子、ｔＲＮＡ及び、第一の生物から単離された又はこれに由来するアミノアシル
－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＲＳ）を第二の生物由来の細胞の第一のセットに導入すること
；マーカー遺伝子及びｔＲＮＡを第二の生物由来の２つ組の細胞セットに導入すること；
２つ組の細胞セットにおいて生存できない第一のセットにおける生存細胞について選択を
行うか又は２つ組の細胞セットにおいてこのような反応を与えられない特異的なスクリー
ニング応答を示す細胞についてスクリーニングを行うこと、を含み、この場合、第一のセ
ット及び２つ組の細胞セットを選択又はスクリーニング物質存在下で増殖させ、生存細胞
又はスクリーニングされた細胞は、第二の生物のインビボでの翻訳系での使用のためのオ
ルソゴナルｔＲＮＡ－ｔＲＮＡシンテターゼペアを含む。ある実施形態において、比較及
び選択又はスクリーニングを行うことは、インビボ相補性アッセイを含む。選択又はスク
リーニング物質の濃度は変更することができる。
【０１７７】
　本発明の生物は、様々な生物及び様々な組合せを含む。例えば、本発明の方法の第一及
び第二の生物は、同じであるか又は異なり得る。ある実施形態において、この生物は、場
合により、メタノコッカス・ジャナシ（Ｍｅｔｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｊａｎｎａｓｃｈ
ｉｉ）、メタノバクテリウム・サーモオートトロフィカム（Ｍｅｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒ
ｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃｕｍ）、ハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂａ
ｃｔｅｒｉｕｍ）、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、Ａ．フル
ギドゥス（Ａ．　ｆｕｌｇｉｄｕｓ）、Ｐ．フリオサス（Ｐ．ｆｕｒｉｏｓｕｓ）、Ｐ．
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ホリコシ（Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ）、Ａ．ペルニクス（Ａ．ｐｅｒｎｉｘ）、Ｔ．サ
ーモフィラス（Ｔ．ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）などの（これらに限定されない。）原核
生物である。あるいは、この生物は、場合によって、植物（単子葉植物又は双子葉植物な
どの複雑な植物を含むが、これらに限定されない。）、藻類、原生生物、真菌（酵母など
を含むが、これに限定されない。）、動物（哺乳動物、昆虫、節足動物などを含むが、こ
れらに限定されない。）などを含む（これらに限定されない。）真核生物を含む。別の実
施形態において、第二の生物は、メタノコッカス・ジャナシ（Ｍｅｔｈａｎｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ）、メタノバクテリウム・サーモオートトロフィカム（Ｍｅｔ
ｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃｕｍ）、エシェリヒ
ア・コリ（Ｅｓｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、Ａ．フルギドゥス（Ａ．　ｆｕｌｇｉｄ
ｕｓ）、ハロバクテリウム（Ｈａｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、Ｐ．フリオサス（Ｐ．ｆｕ
ｒｉｏｓｕｓ）、Ｐ．ホリコシ（Ｐ．ｈｏｒｉｋｏｓｈｉｉ）、Ａ．ペルニクス（Ａ．ｐ
ｅｒｎｉｘ）、Ｔ．サーモフィラス（Ｔ．ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）などの（これらに
限定されない。）原核生物である。あるいは、第二の生物は、酵母、動物細胞、植物細胞
、真菌、哺乳動物細胞などを含む（これらに限定されない。）真核生物とすることが可能
である。様々な実施形態において、第一及び第二の生物は異なる。
【０１７８】
　ＶＩＩ．ｈＧＨポリペプチドにおける天然に存在しないアミノ酸の位置
　本発明は、１つ又はそれ以上の天然に存在しないアミノ酸の、ＧＨ、例えばｈＧＨポリ
ペプチド中への取り込みを想定する。ポリペプチドの活性を妨害しない特定の位置におい
て、１つ又はそれ以上の天然に存在しないアミノ酸が取り込まれ得る。「保存的」置換（
以下に限定されないが、疎水性アミノ酸の疎水性アミノ酸による置換、大きなアミノ酸の
大きなアミノ酸による置換、親水性アミノ酸の親水性アミノ酸による置換など）を行うこ
とにより、及び／又は活性に必要のない位置に、天然に存在しないアミノ酸を挿入するこ
とにより、これを遂行することができる。
【０１７９】
　ＧＨ、例えばｈＧＨの領域は、以下のように図示することが可能であり、ここにおいて
、ｈＧＨ中のアミノ酸位置は、真ん中の列に記されている（配列番号２）。
【０１８０】
【化４】

【０１８１】
　様々な生化学的及び構造的アプローチを利用して、天然においてコードされていないア
ミノ酸を用いた置換を行うための所望の部位を、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチド内に選
択することができる。当業者にとって当然のことながら、ポリペプチド鎖のあらゆる位置
が、天然においてコードされていないアミノ酸を取り込むための選択に適切であり、選択
は、合理的設計に基づくか、又は、何らかの所望の目的のための又は所望の目的なしの、
ランダム選択によるものであり得る。所望の部位の選択は、以下に限定されないが、アゴ
ニスト、スーパーアゴニスト、逆アゴニスト、アンタゴニスト、受容体結合調節物質、受
容体活性調節物質、二量体又は多量体形成などの、何らかの所望の特性又は活性を有する
が、ネイティブ分子と比較して活性又は特性に変化がないＧＨ、例えばｈＧＨ分子を産生
するためのもの、又は、溶解性、凝集又は安定性などのポリペプチドの何らかの物理的又
は化学的特性を操作するためのものであり得る。例えば、当技術分野で公知の点変異分析
、アラニンスキャニング又はホモローグスキャニング法を用いて、ＧＨ、例えばｈＧＨの
生物活性に必要とされるポリペプチド中の位置を同定することができる。例えば、「Ｃｕ
ｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｂ．　ａｎｄ　Ｗｅｌｌｓ，　Ｊ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２４４
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：１０８１－１０８５（１９８９）」（ＧＨ、例えばｈＧＨ生物活性に対して極めて重要
である１４個の残基を同定している。）及び「Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｂ．，　ｅｔ　
ａｌ．Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４３：１３３０－１３３６（１９８９）」（相同体スキャニン
グ変異誘発を用いて、抗体及び受容体エピトープを同定している。）を参照されたい。米
国特許第５，５８０，７２３号；第５，８３４，２５０号；第６，０１３，４７８号；第
６，４２８，９５４号；及び第６，４５１，５６１号（これらは、参照により、本明細書
中に組み込まれる。）は、標的物質との、ポリペプチドの活性に影響を与える活性ドメイ
ンを同定することによって、ｈＧＨなどのポリペプチドの構造及び機能を系統的に分析す
るための方法を記載している。アラニン又はホモローグスキャニング変異誘発により生物
活性に重要と同定されるもの以外の残基は、ポリペプチドに対して求められる所望の活性
に依存した天然においてコードされていないアミノ酸による置換に適切な候補であり得る
。あるいは、生物活性に重要と同定される部位もまた、ポリペプチドに対して求められる
所望の活性に依存した天然においてコードされていないアミノ酸による置換に適切な候補
であり得る。別の代替法は、ポリペプチド鎖の各位置において天然においてコードされて
いないアミノ酸で単純に連続した置換を行い、ポリペプチドの活性に対する影響を観察す
ることである。当業者にとって当然のことながら、何らかのポリペプチド中への非天然ア
ミノ酸による置換を行う位置を選択するための、あらゆる手段、技術又は方法が本発明で
の使用に適切である。
【０１８２】
　天然においてコードされていないアミノ酸による置換を許容する可能性があるタンパク
質の領域を決定するために、欠失を含有するｈＧＨポリペプチドの天然に存在する変異体
の構造及び活性を調べることも可能である。例えば、ｈＧＨについては、「Ｋｏｓｔｙｏ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ，　９２５：３１４
（１９８７）；Ｌｅｗｉｓ，　Ｕ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．，
　２５３：２６７９－２６８７（１９７８）」を参照されたい。同様に、プロテアーゼ消
化及びモノクローナル抗体は、ｈＧＨ受容体を結合するために必要とされるｈＧＨの領域
を同定するために使用することが可能である。例えば、「Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｂ．
，　ｅｔ　ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４３：１３３０－１３３６（１９８９）；Ｍｉｌｌ
ｓ，　Ｊ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌｏｇｙ，　１０７：３９１－３９
９（１９８０）；Ｌｉ，　Ｃ，　Ｍｏｌ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　４６：３
１－４１（１９８２）」（残基１３４－１４９間のアミノ酸は、活性を喪失させずに欠失
させることができることを示している。）を参照されたい。天然においてコードされてい
ないアミノ酸による置換基を許容できない可能性がある残基が一旦除去されれば、残りの
位置の各々における提案された置換の影響は、ｈＧＨ及びその結合タンパク質の三次元結
晶構造から調べることが可能である。ｈＧＨについては、「ｄｅ　Ｖｏｓ，　Ａ．，　ｅ
ｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２５５：３０６－３１２（１９９２）」を参照。ｈＧＨ
の全ての結晶構造は、タンパク質及び核酸の巨大分子の三次元構造データを含有する集中
管理されたデータベースであるＰｒｏｔｅｉｎ　Ｄａｔａ　Ｂａｎｋ（３ＨＨＲ、１ＡＸ
Ｉ及び１ＨＷＧを含む。）（ＰＤＢ，Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂにおいて、ｒｃｓｂ
．ｏｒｇで利用可能）において入手可能である。三次元構造データが利用できなければ、
ポリペプチドの二次及び四次構造を調査するモデルを作製し得る。従って、当業者は、天
然においてコードされていないアミノ酸で置換できるアミノ酸位置を容易に同定できる。
【０１８３】
　幾つかの実施形態において、本発明のＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドは、ポリペプチ
ドのヘリックス又はβシート二次構造を破壊しないタンパク質の領域中に位置する一つ又
はそれ以上の天然に存在しないアミノ酸を含む。
【０１８４】
　天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みの典型的な残基は、その受容体に
結合した又は結合していないｈＧＨポリペプチドの三次元結晶構造、二次、三次又は四次
構造によって予測されるように、受容体結合領域である可能性がある領域（部位Ｉ及び部
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位ＩＩを含むが、これらに限定されない。）から除外される残基であり得、完全に又は部
分的に溶媒曝露され得、近くの残基と最小限の水素結合相互作用又は非水素結合相互作用
を有し、近くの反応性残基へ最小限度で曝露され得、及び高度に柔軟であり（Ｃ－Ｄルー
プを含むが、これに限定されない。）、又は構造的に堅固である（Ｂヘリックスを含むが
、これに限定されない。）領域中に存在し得る。
【０１８５】
　幾つかの実施形態において、以下のように、天然にコードされていない一つ又はそれ以
上のアミノ酸は、ｈＧＨ中の二次構造に対応する以下の領域の一つ又はそれ以上の中の任
意の位置に取り込まれる。配列番号２から得られる１－５（Ｎ末端、６－３３（Ａヘリッ
クス、３４－７４（ＡヘリックスとＢヘリックスの間の領域、Ａ－Ｂループ）、７５－９
６（Ｂヘリックス）、９７－１０５（ＢヘリックスとＣヘリックスの間の領域、Ｂ－Ｃル
ープ）、１０６－１２９（Ｃヘリックス）、１３０－１５３（ＣヘリックスとＤヘリック
スの間の領域、Ｃ－Ｄループ）、１５４－１８３（Ｄヘリックス）、１８４－１９１（Ｃ
末端）に対応する位置。他の実施形態において、本発明のＧＨポリペプチド、例えばｈＧ
Ｈポリペプチドは、例えば、配列番号２のＮ末端（１－５）、Ａ－ＢループのＮ末端（３
２－４６）；Ｂ－Ｃループ（９７－１０５）、Ｃ－Ｄループ（１３２－１４９）及びＣ末
端（１８４－１９１）に対応する領域からなる群から選択されるＧＨ、例えばｈＧＨの少
なくとも一つの領域中に位置する少なくとも一つのアミノ酸に対して置換された天然に存
在しない少なくとも一つのアミノ酸を含む。幾つかの実施形態において、１つ又はそれ以
上の天然においてコードされていないアミノ酸は、配列番号２の位置１（すなわち、Ｎ末
端）の前、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６、１９、２２、２９、
３０、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４
４、４５、４６、４７、４８、４９、５２、５５、５７、５９、６５、６６、６９、７０
、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９７、９８、９９、１００、１０１、１
０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１１、１１２、１
１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１２２、１２３、１２６、１２７、１２９、１
３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１３８、１３９、１
４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１
５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５８、１５９、１６１、１
６８、１７２、１８３、１８４、１８５、１８６、１８７、１８８、１８９、１９０、１
９１、１９２（すなわち、タンパク質のカルボキシ末端）又は配列番号１若しくは３の対
応するアミノ酸に対応するＧＨ、例えばｈＧＨの位置の１つ又はそれ以上に取り込まれる
。
【０１８６】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みの典型的な部
位には、配列番号２から得られる２９、３０、３３、３４、３５、３７、３９、４０、４
９、５７、５９、６６、６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９８
、９９、１０１、１０３、１０７、１０８、１１１、１２２、１２６、１２９、１３０、
１３１、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１３９、１４０、１４１、１４２、
１４３、１４５、１４７、１５４、１５５、１５６、１５９、１８３、１８６及び１８７
に対応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番号１若しくは３の対応す
るアミノ酸が含まれる。
【０１８７】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのための典型
的な部位のサブセットには、配列番号２から得られる２９、３３、３５、３７、３９、４
９、５７、６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９８、９９、１０
１、１０３、１０７、１０８、１１１、１２９、１３０、１３１、１３３、１３４、１３
５、１３６、１３７、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４５、１４７、１５
４、１５５、１５６、１８６及び１８７に対応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合
わせ又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸が含まれる。ＧＨ、例えばｈＧＨの結
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晶構造の調査、及びＧＨ、例えばｈＧＨ受容体とのその相互作用は、これらのアミノ酸残
基の側鎖が完全に又は部分的に溶媒に接近可能であること、及び天然においてコードされ
ていないアミノ酸の側鎖はタンパク質表面から遠ざかり、溶媒中を向き得ることを示唆し
ている。
【０１８８】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのための典型
的な位置には、配列番号２から得られる３５、８８、９１、９２、９４、９５、９９、１
０１、１０３、１１１、１３１、１３３、１３４、１３５、１３６、１３９、１４０、１
４３、１４５及び１５５に対応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番
号１若しくは３の対応するアミノ酸が含まれる。ＧＨ、例えばｈＧＨの結晶構造の調査、
及びＧＨ、例えば、ｈＧＨ受容体とのその相互作用は、これらのアミノ酸残基の側鎖が完
全に溶媒に曝露されていること、及びネイティブ残基の側鎖は溶媒中を向いていることを
示唆している。
【０１８９】
　１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのための典型
的な部位のサブセットには、配列番号２から得られる３０、７４、１０３に対応する部位
若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸が含
まれる。１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのため
の典型的な部位の別のサブセットには、配列番号２から得られる３５、９２、１４３、１
４５に対応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番号１若しくは３の対
応するアミノ酸が含まれる。１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ
酸の取り込みのための典型的な部位のさらなるサブセットには、配列番号２から得られる
３５、９２、１３１、１３４、１４３、１４５に対応する部位若しくはこれらのあらゆる
組み合わせ又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸が含まれる。１つ又はそれ以上
の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのための典型的な部位のさらなる
サブセットには、配列番号２から得られる３０、３５、７４、９２、１０３、１４５に対
応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番号１若しくは３の対応するア
ミノ酸が含まれる。１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り
込みのための典型的な部位のさらなるサブセットには、配列番号２から得られる３５、９
２、１４３、１４５に対応する部位若しくはこれらのあらゆる組み合わせ又は配列番号１
若しくは３の対応するアミノ酸が含まれる。ある種の実施形態において、１つ又はそれ以
上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みのための部位には、配列番号２
から得られる３５に対応する部位又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸が含まれ
る。
【０１９０】
　幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる天然においてコード
されていないアミノ酸の少なくとも一つは、カルボニル基、例えばケトン基を含有する。
ある種の実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる天然においてコードさ
れていないアミノ酸の少なくとも一つは、ｐ－アセチルフェニルアラニンである。ＧＨ、
例えば、ｈＧＨが、天然においてコードされていないアミノ酸の複数を含有する幾つかの
実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる天然においてコードされていな
いアミノ酸の２以上が、ｐ－アセチルフェニルアラニンである。ＧＨ、例えばｈＧＨが、
天然においてコードされていないアミノ酸の複数を含有する幾つかの実施形態において、
ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる天然においてコードされていないアミノ酸の実質的
に全てが、ｐ－アセチルフェニルアラニンである。
【０１９１】
　幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸は、位置１（す
なわち、Ｎ末端）の前、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６、１９、
２２、２９、３０、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４
２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５２、５５、５７、５９、６５、６６
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、６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９７、９８、９９、１００
、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１１
、１１２、１１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１２２、１２３、１２６、１２７
、１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１３８
、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１４８
、１４９、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５８、１５９
、１６１、１６８、１７２、１８３、１８４、１８５、１８６、１８７、１８８、１８９
、１９０、１９１、１９２（すなわち、タンパク質のカルボキシ末端）（配列番号２又は
配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸に対応する。）に対応する位置など（これらに
限定されない。）において、水溶性ポリマーに連結される。幾つかの実施形態において、
天然に存在しないアミノ酸は、これらの位置：３０、３５、７４、９２、１０３、１４３
、１４５（配列番号２又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）の１つ又はそれ以
上に対応する位置を含む（これらに限定されない。）位置において、水溶性ポリマーに連
結される。幾つかの実施形態において、天然に存在しないアミノ酸は、これらの位置：３
５、９２、１４３、１４５（配列番号２又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）
の１つ又はそれ以上に対応する位置を含む（これらに限定されない。）位置において、水
溶性ポリマーに連結される。幾つかの実施形態において、天然に存在しないアミノ酸は、
配列番号２から得られるこれらの位置：３５、９２、１３１、１３４、１４３、１４５の
１つ又はそれ以上の位置に対応する位置若しくはこれらのあらゆる組み合わせを含む（こ
れらに限定されない。）位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸において、水
溶性ポリマーに連結される。幾つかの実施形態において、天然に存在しないアミノ酸は、
配列番号２から得られるこれらの位置：３０、３５、７４、９２、１０３、１４５の１つ
又はそれ以上の位置に対応する位置若しくはこれらのあらゆる組み合わせを含む（これら
に限定されない。）位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸において、水溶性
ポリマーに連結される。幾つかの実施形態において、天然に存在しないアミノ酸は、配列
番号２から得られるこれらの位置：３５、９２、１４３、１４５の１つ又はそれ以上の位
置に対応する位置若しくはこれらのあらゆる組み合わせを含む（これらに限定されない。
）位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸において、水溶性ポリマーに連結さ
れる。幾つかの実施形態において、天然に存在しないアミノ酸は、配列番号２から得られ
る位置３５（これに限定されない。）に対応する位置又は配列番号１若しくは３の対応す
るアミノ酸において、水溶性ポリマーに連結される。
【０１９２】
　幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨに連結される水溶性ポリマーには、１
つ又はそれ以上のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）が含まれる。ポリマー、例えばＰＥ
Ｇは、直鎖又は分岐であり得る。典型的に、本発明において使用される直鎖ポリマー、例
えばＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋＤａ又は約２０な
いし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有することが可能である。典型的に、本発
明において使用される分岐ポリマー、例えばＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約
３０ないし約５０ｋＤａ又は約４０ｋＤａの分子量を有することが可能である。ＰＥＧな
どのポリマーは、本明細書中にさらに記載されている。ある種の実施形態において、ＧＨ
、例えばｈＧＨと水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの間の結合は、オキシム結合である。
【０１９３】
　本発明のある種の実施形態は、オキシム結合である共有結合によって、少なくとも１つ
の水溶性ポリマーに連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含む組成物を包含する。幾つかの実
施形態において、水溶性ポリマーは、ＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧである。ＧＨ、例えばｈ
ＧＨへのオキシム結合によって連結された少なくとも１つの直鎖ＰＥＧを包含する幾つか
の実施形態において、ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋ
Ｄａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有することが可能である
。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含するある種
の実施形態において、ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへ
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のオキシム結合によって連結された少なくとも１つの分岐ＰＥＧを包含する幾つかの実施
形態において、ＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋＤａ又は
約４０ｋＤａの分子量を有することが可能である。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合
によって連結された分岐ＰＥＧを包含するある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０
ｋＤａの分子量を有する。幾つかの実施形態において、前記ＧＨはＧＨ、例えばｈＧＨで
あり、これらの実施形態のうち幾つかにおいて、ＧＨ、例えばｈＧＨは、配列番号２と少
なくとも約８０％同一である配列を有する。幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈ
ＧＨは、配列番号２の配列である配列を有する。幾つかの実施形態において、ＧＨ、例え
ば、ｈＧＨは、少なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有する。
これらの実施形態の幾つかにおいて、少なくとも１つのオキシム結合は、天然においてコ
ードされていないアミノ酸と少なくとも１つの水溶性ポリマーの間に存在する。幾つかの
実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸はケトン基などのカルボニ
ル基を含有する。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸
はｐ－アセチルフェニルアラニンである。幾つかの実施形態において、ｐ－アセチルフェ
ニルアラニンは、配列番号２の位置３５に対応する位置において置換される。
【０１９４】
　従って、幾つかの実施形態において、本発明は、オキシム結合である共有結合によって
、少なくとも１つの水溶性ポリマー、例えばＰＥＧに連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを提
供する。ある種の実施形態において、水溶性ポリマーはＰＥＧであり、ＰＥＧは直鎖ＰＥ
Ｇである。これらの実施形態においては、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ
又は約１ないし約６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を
有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含する
ある種の実施形態において、ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。ある種の実施形
態において、水溶性ポリマーは、分岐ＰＥＧであるＰＥＧである。これらの実施形態にお
いては、分岐ＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋＤａ又は約
４０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された
分岐ＰＥＧを包含するある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０ｋＤａの分子量を有
する。
【０１９５】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ＧＨ、例えばｈＧＨが、天然においてコードさ
れていないアミノ酸を含有し、ここに、ＧＨが、共有結合によって、少なくとも１つの水
溶性ポリマー、例えばＰＥＧに連結されており、及び共有結合が、天然においてコードさ
れていないアミノ酸と水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの間のオキシム結合である、ＧＨ、
例えばｈＧＨを提供する。幾つかの実施形態において、天然においてコードされていない
アミノ酸は、配列番号２の位置３５に対応する位置において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取
り込まれる。ある種の実施形態において、水溶性ポリマーはＰＥＧであり、ＰＥＧは直鎖
ＰＥＧである。これらの実施形態において、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤ
ａ又は約１ないし約６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量
を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含す
るある種の実施形態において、ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。水溶性ポリマ
ーがＰＥＧである、ある種の実施形態において、ＰＥＧは分岐ＰＥＧである。これらの実
施形態においては、分岐ＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋ
Ｄａ又は約４０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって
連結された分岐ＰＥＧを包含するある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０ｋＤａの
分子量を有する。
【０１９６】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ＧＨ、例えばｈＧＨが、天然にコードされてい
ないカルボニル含有アミノ酸である天然においてコードされていないアミノ酸を含有し、
ここに、ＧＨが、共有結合によって、少なくとも１つの水溶性ポリマー、例えばＰＥＧに
連結されており、及び共有結合が、天然にコードされていないカルボニル含有アミノ酸と
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水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの間のオキシム結合であるＧＨ、例えばｈＧＨを提供する
。幾つかの実施形態において、天然にコードされないカルボニル含有アミノ酸は、配列番
号２の位置３５に対応する位置において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる。水溶性
ポリマーがＰＥＧである、ある種の実施形態において、ＰＥＧは直鎖ＰＥＧである。これ
らの実施形態において、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１ないし約
６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例
えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含するある種の実施形態
において、ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。水溶性ポリマーがＰＥＧである、
ある種の実施形態において、ＰＥＧは分岐ＰＥＧである。これらの実施形態において、分
岐ＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋＤａ又は約４０ｋＤａ
の分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された分岐ＰＥＧ
を包含するある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０ｋＤａの分子量を有する。
【０１９７】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ＧＨ、例えばｈＧＨが、ケトン基を含む天然に
おいてコードされていないアミノ酸を含有し、ここに、ＧＨが、共有結合によって、少な
くとも１つの水溶性ポリマー、例えばＰＥＧに連結されており、及び共有結合が、ケトン
基を含有する天然においてコードされていないアミノ酸と水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ
の間のオキシム結合である、ＧＨ、例えばｈＧＨを提供する。幾つかの実施形態において
、ケトン基を含有する天然においてコードされていないアミノ酸は、配列番号２の位置３
５に対応する位置において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる。水溶性ポリマーがＰ
ＥＧである、ある種の実施形態において、ＰＥＧは直鎖ＰＥＧである。これらの実施形態
においては、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋＤａ
又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨ
へのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含するある種の実施形態において、
ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。水溶性ポリマーがＰＥＧである、ある種の実
施形態において、ＰＥＧは分岐ＰＥＧである。これらの実施形態において、分岐ＰＥＧは
、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋＤａ又は約４０ｋＤａの分子量を
有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された分岐ＰＥＧを包含する
ある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０ｋＤａの分子量を有する。
【０１９８】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ＧＨが、共有結合によって、少なくとも１つの
水溶性ポリマー、例えばＰＥＧに連結されており、及び共有結合が、ｐ－アセチルフェニ
ルアラニンと水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの間のオキシム結合である、ｐ－アセチルフ
ェニルアラニンである天然においてコードされていないアミノ酸を含有するＧＨ、例えば
ｈＧＨを提供する。幾つかの実施形態において、ｐ－アセチルフェニルアラニンは、配列
番号２の位置３５に対応する位置において、ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれている。
水溶性ポリマーがＰＥＧである、ある種の実施形態において、ＰＥＧは直鎖ＰＥＧである
。これらの実施形態においては、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１
ないし約６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有する。
ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された直鎖ＰＥＧを包含するある種の
実施形態において、ＰＥＧは、約３０ｋＤａの分子量を有する。水溶性ポリマーがＰＥＧ
である、ある種の実施形態において、ＰＥＧは分岐ＰＥＧである。これらの実施形態にお
いては、分岐ＰＥＧは、約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０ないし約５０ｋＤａ又は約
４０ｋＤａの分子量を有する。ＧＨ、例えばｈＧＨへのオキシム結合によって連結された
分岐ＰＥＧを包含するある種の実施形態において、ＰＥＧは、約４０ｋＤａの分子量を有
する。
【０１９９】
　ある種の実施形態において、本発明は、配列番号２を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配
列番号２の位置３５に対応する位置において、約３０ｋＤａの分子量の直鎖ＰＥＧへのオ
キシム結合によって連結されたｐ－アセチルフェニルアラニンで置換されているＧＨ、例
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えばｈＧＨを提供する。
【０２００】
　幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば、直鎖ＰＥＧ
へのオキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えば、ｈＧＨを含むホルモン組成物であり
、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、位
置１（すなわち、Ｎ末端）の前、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６
、１９、２２、２９、３０、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、
４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５２、５５、５７、５９、６
５、６６、６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９７、９８、９９
、１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９
、１１１、１１２、１１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１２２、１２３、１２６
、１２７、１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７
、１３８、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７
、１４８、１４９、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５８
、１５９、１６１、１６８、１７２、１８３、１８４、１８５、１８６、１８７、１８８
、１８９、１９０、１９１、１９２（すなわち、タンパク質のカルボキシ末端）（配列番
号２又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）に対応する位置を含む（これらに限
定されない。）１つ又はそれ以上の位置において置換された少なくとも１つの天然におい
てコードされていないアミノ酸を含有する、前記ホルモン組成物を提供する。幾つかの実
施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結
合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号２のア
ミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、３０、３５、７４、９２、１０３、１４３、
１４５（配列番号２又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）に対応する位置を含
む（これらに限定されない）１つ又はそれ以上の位置において置換された少なくとも１つ
の天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾つ
かの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキ
シム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号
２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、３５、９２、１４３、１４５（配列番
号２又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）に対応する位置を含む（これらに限
定されない。）１つ又はそれ以上の位置において置換された少なくとも１つの天然におい
てコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾つかの実施形態
において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結合を介
して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号２のアミノ酸
配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる位置３５、９２、１３１、
１３４、１４３、１４５若しくはこれらのあらゆる組み合わせに対応する位置（これらに
限定されない。）を含む１つもしくはそれ以上の位置又は配列番号１若しくは３の対応す
るアミノ酸において置換された少なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ
酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾つかの実施形態において、本発明は、少なく
とも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えば
ｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈ
ＧＨが、配列番号２から得られる３０、３５、７４、９２、１０３、１４５若しくはこれ
らのあらゆる組み合わせなど（これらに限定されない。）に対応する１つ若しくはそれ以
上の位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸において置換された少なくとも１
つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾
つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オ
キシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番
号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる３５、９２
、１４３、１４５若しくはこれらのあらゆる組み合わせに対応する位置などの（これらに
限定されない。）１つ若しくはそれ以上の位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミ
ノ酸において置換された少なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含
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有するホルモン組成物を提供する。幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１
つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨ
を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが
、配列番号２から得られる位置３５など（これらに限定されない。）に対応する１つ若し
くはそれ以上の位置又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸において置換された少
なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提
供する。ＰＥＧが直鎖ＰＥＧである実施形態において、ＰＥＧは、約０．１ないし約１０
０ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの
分子量を有することが可能である。
【０２０１】
　幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ
、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含むホルモン組成物であり、Ｇ
Ｈ、例えばｈＧＨが、配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、位置１
（すなわち、Ｎ末端）の前、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６、１
９、２２、２９、３０、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１
、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５２、５５、５７、５９、６５、
６６、６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９７、９８、９９、１
００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１
１１、１１２、１１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１２２、１２３、１２６、１
２７、１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１
３８、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１
４８、１４９、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５８、１
５９、１６１、１６８、１７２、１８３、１８４、１８５、１８６、１８７、１８８、１
８９、１９０、１９１、１９２（すなわち、タンパク質のカルボキシ末端）（配列番号２
又は配列番号１若しくは３の対応するアミノ酸）に対応する位置を含む（これらに限定さ
れない。）１つ又はそれ以上の位置において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンで
ある少なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有する、前記ホルモ
ン組成物を提供する。幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、
例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ
、例えばｈＧＨが配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、３０、３５
、７４、９２、１０３、１４３、１４５（配列番号２又は配列番号１若しくは３の対応す
るアミノ酸）に対応する位置などの（これらに限定されない。）１つ又はそれ以上の位置
において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンである少なくとも１つの天然において
コードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾つかの実施形態に
おいて、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキシム結合を介し
て連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号２のアミノ酸配
列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、３５、９２、１４３、１４５（配列番号２又は配列番
号１若しくは３の対応するアミノ酸）に対応する位置などの（これらに限定されない。）
１つ又はそれ以上の位置において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンである少なく
とも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供す
る。幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧ
へ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが
配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる３５
、９２、１３１、１３４、１４３、１４５若しくはこれらのあらゆる組み合わせに対応す
る位置などの（これらに限定されない。）１つ若しくはそれ以上の位置又は配列番号１若
しくは３の対応するアミノ酸において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンである少
なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提
供する。幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖Ｐ
ＥＧへ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧ
Ｈが配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる
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３０、３５、７４、９２、１０３、１４５若しくはこれらのあらゆる組み合わせに対応す
る位置などの（これらに限定されない。）１つ若しくはそれ以上の位置又は配列番号１若
しくは３の対応するアミノ酸において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンである少
なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提
供する。幾つかの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖Ｐ
ＥＧへ、オキシム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧ
Ｈが配列番号２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる
３５、９２、１４３、１４５若しくはこれらのあらゆる組み合わせに対応する位置などの
（これらに限定されない。）１つ若しくはそれ以上の位置又は配列番号１若しくは３の対
応するアミノ酸において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンである少なくとも１つ
の天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物を提供する。幾つ
かの実施形態において、本発明は、少なくとも１つのＰＥＧ、例えば直鎖ＰＥＧへ、オキ
シム結合を介して連結されたＧＨ、例えばｈＧＨを含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが配列番号
２のアミノ酸配列を含み、ＧＨ、例えばｈＧＨが、配列番号２から得られる位置３５に対
応する位置などの（これらに限定されない。）１つ若しくはそれ以上の位置又は配列番号
１若しくは３の対応するアミノ酸において置換されたｐ－アセチルフェニルアラニンであ
る少なくとも１つの天然においてコードされていないアミノ酸を含有するホルモン組成物
を提供する。ＰＥＧが直鎖ＰＥＧである実施形態において、ＰＥＧは、約０．１ないし約
１００ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋＤａ又は約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤ
ａの分子量を有することが可能である。
【０２０２】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ＧＨ，例えばｈＧＨが、少なくとも１つの天然
においてコードされていないアミノ酸を含有し、ここに、ＧＨが、共有結合によって、複
数の水溶性ポリマー、例えば複数のＰＥＧに連結されており、共有結合の１つ又はそれ以
上が、天然においてコードされていないアミノ酸の少なくとも１つと水溶性ポリマー、例
えばＰＥＧとの間のオキシム結合である、ＧＨ、例えばｈＧＨを提供する。ＧＨ、例えば
、ｈＧＨは、約２～１００個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約２～５０個の水溶
性ポリマー、例えば、ＰＥＧ、又は約２～２５個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は
約２～１０個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約２～５個の水溶性ポリマー、例え
ば、ＰＥＧ、又は約５～１００個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約５～５０個の
水溶性ポリマー、例えば、ＰＥＧ、又は約５～２５個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、
又は約５～１０個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約１０～１００個の水溶性ポリ
マー、例えばＰＥＧ、又は約１０～５０個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約１０
～２０個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約２０～１００個の水溶性ポリマー、例
えばＰＥＧ、又は約２０～５０個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ、又は約５０～１００
個の水溶性ポリマー、例えばＰＥＧに連結され得る。１つ又はそれ以上の天然においてコ
ードされていないアミノ酸は、本明細書に記載されている任意の位置において、ＧＨ、例
えば、ｈＧＨ中に取り込まれ得る。幾つかの実施形態において、少なくとも１つの天然に
おいてコードされていないアミノ酸は、配列番号２の位置３５に対応する位置において、
ＧＨ、例えばｈＧＨ中に取り込まれる。幾つかの実施形態において、天然においてコード
されていないアミノ酸は、天然にコードされないカルボニル含有アミノ酸、例えば、ｐ－
アセチルフェニルアラニンなどの天然にコードされないケトン含有アミノ酸である天然に
コードされない少なくとも１つのアミノ酸を含む。幾つかの実施形態において、ＧＨ、例
えば、ｈＧＨは、ｐ－アセチルフェニルアラニンを含む。幾つかの実施形態において、ｐ
－アセチルフェニルアラニンは、配列番号２の位置３５に対応する位置において、ＧＨ、
例えばｈＧＨ中に取り込まれ、ここに、ｐ－アセチルフェニルアラニンは、オキシム結合
によって、ポリマーの１つ、例えば、ＰＥＧの１つに連結される。幾つかの実施形態にお
いて、水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの少なくとも１つは、天然においてコードされてい
ないアミノ酸の少なくとも１つへの共有結合によって、ＧＨ、例えばｈＧＨへ連結される
。幾つかの実施形態において、共有結合はオキシム結合である。幾つかの実施形態におい
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て、水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの複数は、天然においてコードされていないアミノ酸
の複数への共有結合によって、ＧＨ、例えばｈＧＨへ連結される。幾つかの実施形態にお
いて、少なくとも１つの共有結合は、オキシム結合である。幾つかの実施形態において、
共有結合の複数がオキシム結合である。幾つかの実施形態において、結合の実質的に全部
がオキシム結合である。水溶性ポリマー、例えばＰＥＧの複数は、直鎖、分岐又はこれら
のあらゆる組み合わせであり得る。１つ又はそれ以上の直鎖ＰＥＧを取り込む実施形態に
おいて、直鎖ＰＥＧは、約０．１ないし約１００ｋＤａ又は約１ないし約６０ｋＤａ又は
約２０ないし約４０ｋＤａ又は約３０ｋＤａの分子量を有する。１つ又はそれ以上の分岐
ＰＥＧを取り込む実施形態において、分岐ＰＥＧは約１ないし約１００ｋＤａ又は約３０
ないし約５０ｋＤａ又は約４０ｋＤａの分子量を有する。水溶性ポリマー、例えばＰＥＧ
の複数を使用する実施形態は、一般に、単一のＰＥＧが使用される実施形態より少ない分
子量のこのようなポリマーを使用することが理解されるであろう。従って、幾つかの実施
形態において、ＰＥＧの複数の総分子量は、約０．１－５００ｋＤａ又は約０．１－２０
０ｋＤａ又は約０．１－１００ｋＤａ又は約１－１０００ｋＤａ又は約１－５００ｋＤａ
又は約１－２００ｋＤａ又は約１－１００ｋＤａ又は約１０－１０００ｋＤａ又は約１０
－５００ｋＤａ又は約１０－２００ｋＤａ又は約１０－１００ｋＤａ又は約１０－５０ｋ
Ｄａ又は約２０－１０００ｋＤａ又は約２０－５００ｋＤａ又は約２０－２００ｋＤａ又
は約２０－１００ｋＤａ又は約２０－８０ｋＤａ、約２０－６０ｋＤａ、約５－１０Ｏｋ
Ｄａ、約５－５０ｋＤａ又は約５－２０ｋＤａである。
【０２０３】
　ヒトＧＨアンタゴニストには、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６
、１９、２２、１０３、１０９、１１２、１１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１
２３及び１２７に置換若しくは位置１に（すなわち、Ｎ末端に）付加又はこれらのあらゆ
る組み合わせ（配列番号２又は配列番号１、３若しくは他の任意のＧＨ配列中の対応する
アミノ酸）を有するものが含まれるがこれらに限定されない。
【０２０４】
　天然にコードされない多様なアミノ酸が、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチド中の所定の
位置において置換され、又はｈＧＨポリペプチド中の所定の位置に取り込まれることが可
能である。一般に、具体的な天然においてコードされていないアミノ酸は、その受容体を
伴うＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドの三次元結晶構造の調査、保存的置換に対する選好
性（すなわち、Ｐｈｅ、Ｔｙｒ又はＴｒｐを置換するｐ－アセチルフェニルアラニン又は
Ｏ－プロパルギルチロシンなど、アリールをベースとした天然においてコードされていな
いアミノ酸）及びＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチド中への導入を希望する特異的な結合化
学（例えば、アルキン部分を有する水溶性ポリマーを用いたＨｕｉｓｇｅｎ［３＋２］環
化付加、又はアリールエステルを有し、続いて、ホスフィン部分を取り込む水溶性ポリマ
ーを用いたアミド結合形成を実施することを望む場合には、４－アジドフェニルアラニン
の導入）に基づいて、取り込みのために選択される。
【０２０５】
　ある実施形態において、本発明はさらに、タンパク質中に非天然アミノ酸を取り込むこ
と（この非天然アミノ酸は、第一の反応基を含む。）；及び第二の反応性基を含む分子（
以下に限定されないが、標識、色素、ポリマー、水溶性ポリマー、ポリエチレングリコー
ルの誘導体、光架橋リンカー、放射性核種、細胞毒性化合物、薬物、親和性標識、光親和
性標識、反応性化合物、レジン、第二のタンパク質又はポリペプチドもしくはポリペプチ
ド類似体、抗体もしくは抗体断片、金属キレート剤、補因子、脂肪酸、炭水化物、ポリヌ
クレオチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ及びアンチセンスポリヌクレオチド、水溶性デンドリマー、
シクロデキストリン、阻害的リボ核酸、生体材料、ナノ粒子、スピンラベル、フルオロフ
ォア、金属含有部分、放射性部分、新規官能基、他の分子と共有結合又は非共有結合によ
り相互作用する基、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅｄ）部分、光異性化可能部分、ビ
オチン、ビオチン誘導体、ビオチン誘導体、ビオチン類似体、重原子を組み込む部分、化
学的切断可能な基、光切断可能な基、伸長側鎖、炭素結合型糖、酸化還元活性剤、アミノ



(63) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

チオ酸、毒性部分、同位体標識部分、生物物理学的プローブ、リン光性の基、化学発光基
、高電子密度基、磁性の基、インターカレート基、発色団、エネルギー転移剤、生物活性
剤、検出可能標識、小分子、量子ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌクレオチド、放射性伝
達物質、ニュートロン捕捉剤又は上記のあらゆる組み合わせ又は他のあらゆる望ましい化
合物若しくは物質を含む。）と、タンパク質を接触させること、を含む。第一の反応性基
が第二の反応性基と反応して、［３＋２］付加環化を介して非天然アミノ酸に分子を付着
させる。ある実施形態において、第一の反応基は、アルキニル又はアジド部分であり、第
二の反応性基はアジド又はアルキニル部分である。例えば、第一の反応性基は、アルキニ
ル部分（以下に限定されないが、非天然アミノ酸、ｐ－プロパルギルオキシフェニルアラ
ニンにおいて、など）であり、第二の反応性基はアジド部分である。別の例において、第
一の反応性基はアジド部分（以下に限定されないが、非天然アミノ酸ｐ－アジド－Ｌ－フ
ェニルアラニンにおいて）であり、第二の反応性基はアルキニル部分である。
【０２０６】
　ある場合において、天然においてコードされていないアミノ酸置換は、ＧＨ、例えばｈ
ＧＨポリペプチド内の他の付加、置換又は欠失と組み合わされて、ＧＨ、例えばｈＧＨポ
リペプチドの他の生物学的特性に影響を与える。ある場合において、他の付加、置換又は
欠失により、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドの安定性（以下に限定されないが、タンパ
ク質分解性の分解に対する抵抗性など）が向上するか、又はＧＨ、例えばｈＧＨポリペプ
チド受容体に対するＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドの親和性が向上し得る。幾つかの実
施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドは、配列番号２中のＦ１０Ａ、Ｆ１０
Ｈ、Ｆ１０Ｉ；Ｍ１４Ｗ、Ｍ１４Ｑ、Ｍ１４Ｇ；Ｈ１８Ｄ；Ｈ２１Ｎ；Ｇ１２０Ａ；Ｒ１
６７Ｎ；Ｄ１７１Ｓ；Ｅ１７４Ｓ；Ｆ１７６Ｙ、Ｉ１７９Ｔ又はこれらのあらゆる組み合
わせからなる群から選択されるアミノ酸置換を含む。ある場合において、他の、付加、置
換又は欠失により、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドの溶解性（以下に限定されないが、
Ｅ．コリ又はその他の宿主細胞で発現させた場合など）が向上し得る。幾つかの実施形態
において、付加、置換又は欠失により、Ｅ．コリ又はその他の組み換え宿主細胞での発現
後、ポリペプチド溶解性が向上し得る。幾つかの実施形態において、Ｅ．コリ又はその他
の組み換え宿主細胞での発現後、ポリペプチド溶解性を増加させる非天然アミノ酸取り込
みのための別の部位に加えて、天然コードアミノ酸又は非天然アミノ酸での置換のための
部位を選択する。幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドは、ＧＨ
、例えばｈＧＨポリペプチド受容体に対する親和性を調節する、受容体二量体化を調節す
る（増加又は減少が含まれるが、これらに限定されない。）、受容体二量体を安定化する
、循環半減期を調節する、放出もしくは生物利用可能性を調節する、精製を促進するか、
又は特定の投与経路を改善するかもしくは変更する、別の付加、置換又は欠失を含む。例
えば、本明細書に記載されている１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないア
ミノ酸を導入することに加えて、ＧＨ、例えばｈＧＨバリアントの、その受容体に対する
親和性を増加させるために、以下の置換の１つ又はそれ以上：Ｆ１０Ａ、Ｆ１０Ｈ又はＦ
１０Ｉ；Ｍ１４Ｗ、Ｍ１４Ｑ又はＭ１４Ｇ；Ｈ１８Ｄ；Ｈ２１Ｎ；Ｒ１６７Ｎ；Ｄ１７１
Ｓ；Ｅ１７４Ｓ；Ｆ１７６Ｙ及びＩ１７９Ｔが導入される。同様に、ＧＨ、例えばｈＧＨ
ポリペプチドは、化学的又は酵素切断配列、プロテアーゼ切断配列、反応性基、抗原結合
ドメイン（以下に限定されないが、ＦＬＡＧ又はポリ－Ｈｉｓなど）又はその他の親和性
ベースの配列（以下に限定されないが、ＦＬＡＧ、ポリ－Ｈｉｓ、ＧＳＴなど）又は、検
出（以下に限定されないが、ＧＦＰなど）、精製、組織もしくは細胞膜を介した輸送、プ
ロドラッグ放出もしくは活性化、ｈＧＨサイズの縮小又はポリペプチドのその他の特性を
改善する連結分子（以下に限定されないが、ビオチンなど）を含み得る。
【０２０７】
　幾つかの実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸の置換は、ＧＨ
、例えばｈＧＨアンタゴニストを生成する。１つ又はそれ以上の天然においてコードされ
ていないアミノ酸の取り込みのための典型的な部位のサブセットには、１、２、３、４、
５、８、９、１１、１２、１５、１６、１９、２２、１０３、１０９、１１２、１１３、
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１１５、１１６、１１９、１２０、１２３、１２７又は位置１の前への付加（配列番号２
又は配列番号１、３若しくは他のあらゆるＧＨ配列中の対応するアミノ酸）が含まれる。
幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨアンタゴニストは、ＧＨをアンタゴニス
トとして作用させる、領域１－５（Ｎ末端）、６－３３（Ａヘリックス）、３４－７４（
ＡヘリックスとＢヘリックスの間の領域、Ａ－Ｂループ）、７５－９６（Ｂヘリックス）
、９７－１０５（ＢヘリックスとＣヘリックスの間の領域、Ｂ－Ｃループ）、１０６－１
２９（Ｃヘリックス）、１３０－１５３（ＣヘリックスとＤヘリックスの間の領域、Ｃ－
Ｄループ）、１５４－１８３（Ｄヘリックス）、１８４－１９１（Ｃ末端）中に少なくと
も１つの置換を含む。他の実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸
の取り込みの典型的部位には、ヘリックスＡのアミノ末端領域及びヘリックスＣの一部内
の残基が含まれる。別の実施形態において、ｐ－アジド－Ｌ－フェニルアラニン又はＯ－
プロパルギル－Ｌ－チロシンなどの天然においてコードされていないアミノ酸との、Ｇ１
２０の置換。他の実施形態において、上掲の置換は、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドを
、ＧＨ、例えばｈＧＨアンタゴニストにする他の置換と組み合わされる。例えば、天然に
おいてコードされていないアミノ酸は、本明細書中に同定された位置の１つにおいて置換
され、同時の置換がＧ１２０に導入される（例えば、Ｇ１２０Ｒ、Ｇ１２０Ｋ、Ｇ１２０
Ｗ、Ｇ１２０Ｙ、Ｇ１２０Ｆ又はＧ１２０Ｅ）。幾つかの実施形態において、ＧＨ、例え
ばｈＧＨアンタゴニストは、ＧＨ、例えばｈＧＨ分子の受容体結合領域中に存在する水溶
性ポリマーに連結された天然においてコードされていないアミノ酸を含む。
【０２０８】
　幾つかの事例において、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０又はそれ以上のア
ミノ酸が、１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸で置換される。
幾つかの事例において、ＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチドは、天然に存在するアミノ酸を
、１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の１、２、３、４、５、
６、７、８、９、１０又はそれ以上の置換をさらに含む。例えば、幾つかの実施形態にお
いて、ＧＨ、例えばｈＧＨの以下の領域中に存在する１つ又はそれ以上の残基は、１つ又
はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸：１－５（Ｎ末端）；３２－４６
（Ａ－ＢループのＮ末端）、９７－１０５（Ｂ－Ｃループ）；及び１３２－１４９（Ｃ－
Ｄループ）及び１８４－１９１（Ｃ末端）で置換される。幾つかの実施形態において、Ｇ
Ｈ、例えば、ｈＧＨの以下の領域：１－５（Ｎ末端、６－３３（Ａヘリックス、３４－７
４（ＡヘリックスとＢヘリックスの間の領域、Ａ－Ｂループ）、７５－９６（Ｂヘリック
ス）、９７－１０５（ＢヘリックスとＣヘリックスの間の領域、Ｂ－Ｃループ）、１０６
－１２９（Ｃヘリックス）、１３０－１５３（ＣヘリックスとＤヘリックスの間の領域、
Ｃ－Ｄループ）、１５４－１８３（Ｄヘリックス）、１８４－１９１（Ｃ末端）中の１つ
又はそれ以上の残基は、１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸で
置換される。幾つかの事例において、１つ又はそれ以上の天然にコードされていない残基
は、１つ又はそれ以上のより低分子量の直鎖又は分岐ＰＥＧ（約５～２０ｋＤａ又はこれ
未満の質量）に連結されることにより、より高分子量の単一のＰＥＧに付着された種に比
べて、結合親和性と同等の血清半減期を増大させる。
【０２０９】
　幾つかの実施形態において、ＧＨ、例えばｈＧＨの以下の残基の最大２つが、位置：２
９、３０、３３、３４、３５、３７、３９、４０、４９、５７、５９、６６、６９、７０
、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９８、９９、１０１、１０３、１０７、
１０８、１１１、１２２、１２６、１２９、１３０、１３１、１３３、１３４、１３５、
１３６、１３７、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４５、１４７、１５４、
１５５、１５６、１５９、１８３、１８６及び１８７において、１つ又はそれ以上の天然
においてコードされていないアミノ酸で置換される。幾つかの事例において、置換の以下
の対：Ｋ３８Ｘ＊及びＫ１４０Ｘ＊；Ｋ４１Ｘ＊及びＫ１４５Ｘ＊；Ｙ３５Ｘ＊及びＥ８
８Ｘ＊；Ｙ３５Ｘ＊及びＦ９２Ｘ＊；Ｙ３５Ｘ＊及びＹ１４３Ｘ＊；Ｆ９２Ｘ＊及びＹ１
４３Ｘ＊（Ｘ＊は、天然においてコードされていないアミノ酸を表す。）の何れかの置換
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が為される。２つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸の取り込みの
ための好ましい部位には、以下の残基：２９、３３、３５、３７、３９、４９、５７、６
９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９８、９９、１０１、１０３、
１０７、１０８、１１１、１２９、１３０、１３１、１３３、１３４、１３５、１３６、
１３７、１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４５、１４７、１５４、１５５、
１５６、１８６及び１８７の組み合わせが含まれる。２つ又はそれ以上の天然においてコ
ードされていないアミノ酸の取り込みのための特に好ましい部位には、以下の残基：３５
、８８、９１、９２、９４、９５、９９、１０１、１０３、１１１、１３１、１３３、１
３４、１３５、１３６、１３９、１４０、１４３、１４５及び１５５の組み合わせが含ま
れる。
【０２１０】
　２つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸のＧＨ、例えばｈＧＨ中
に取り込むための好ましい部位には、以下の残基：配列番号２から得られる位置１（すな
わち、Ｎ末端）の前、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１５、１６、１９、２
２、２９、３０、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２
、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５２、５５、５７、５９、６５、６６、
６９、７０、７１、７４、８８、９１、９２、９４、９５、９７、９８、９９、１００、
１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１１、
１１２、１１３、１１５、１１６、１１９、１２０、１２２、１２３、１２６、１２７、
１２９、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１３８、
１３９、１４０、１４１、１４２、１４３、１４４、１４５、１４６、１４７、１４８、
１４９、１５０、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１５８、１５９、
１６１、１６８、１７２、１８３、１８４、１８５、１８６、１８７、１８８、１８９、
１９０、１９１、１９２（すなわち、タンパク質のカルボキシ末端）又はこれらのあらゆ
る組み合わせが含まれる。
【０２１１】
　ＶＩＩＩ．ｈＧＨポリペプチド活性及びｈＧＨポリペプチド受容体に対するｈＧＨポリ
ペプチドの親和性の測定
　ｈＧＨの活性は、細胞結合アッセイ又はＩＭ９細胞に対するｐＳＴＡＴ５アッセイなど
の（これらに限定されない。）、本分野において公知の幾つかの技術の何れかを用いて測
定し得る。修飾されたｈＧＨポリペプチドの生物活性を測定するために、ｈＧＨとその受
容体間の相互作用をモニターするアッセイを使用し得る。例えば、ヒトＩＭ－９リンパ球
細胞（ＡＴＣＣ、Ｍａｎａｓｓａｓ、ＶＡ）中で、シグナル伝達物質及び転写ファミリー
メンバーＳＴＡＴ５の活性化物質のチロシンリン酸化を測定するアッセイを使用し得る。
例えば、「Ｓｉｌｖａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌ．　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．（１９９６
）１０（５）：５０８－５１８」を参照。ＩＭ－９細胞を、アッセイ培地（フェノール赤
を含まないＲＰＭＩ、１０ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、１％熱不活化木炭／デキストランで処理さ
れたＦＢＳ、ピルビン酸ナトリウム、ペニシリン及びストレプトマイシン）中で一晩飢餓
状態にした後、３７℃で１０分間、ｈＧＨポリペプチドの１２地点用量範囲で刺激した。
刺激された細胞を１％ホルムアルデヒドで固定した後、９０％氷冷メタノールにより氷上
で１時間透過処理した。ＳＴＡＴ５のリン酸化レベルを、一次ホスホ－ＳＴＡＴ５抗体（
Ｃｅｌｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｂｅｖｅｒｌｙ，　ＭＡ）で
、室温で３０分間の後、ＰＥ共役型二次抗体で細胞内染色することによって検出した。試
料の獲得を、Ｆｌｏｗｊｏソフトウェア（Ｔｒｅｅ　Ｓｔａｒ　Ｉｎｃ．，　Ａｓｈｌａ
ｎｄ，　ＯＲ）上で分析された獲得されたデータを使用して、ＦＡＣＳアレイ上で実施し
た。ＳｉｇｍａＰｌｏｔを利用するタンパク質濃度に対する平均蛍光強度（ＭＦＩ）でプ
ロットされた用量反応曲線からＥＣ５０値を得た。
【０２１２】
　あるいは、ＢｒｄＵを用いた増殖研究は、ラット成長ホルモン受容体を安定に形質移入
されたＢＡＦ３などの細胞株中で実施し得る。血清飢餓状態にしたラット成長ホルモン受
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容体ＧＨＲ、（Ｌ４３Ｒ）を発現するＢＡＦ３細胞株２Ｅ２－２Ｂ１２－Ｆ４を、９６ウ
ェルプレート中に、５×１０４細胞／ウェルの密度で播種した。ｈＧＨタンパク質の１２
点用量範囲で細胞を活性化し、５０μＭのＢｒｄＵ（Ｓｉｇｍａ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、Ｍ
Ｏ）で同時に標識した。培養から４８時間後に、３０分間、室温で、ＢＤ　ｃｙｔｏｆｉ
ｘ／ｃｙｔｏｐｅｒｍ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）の１００μ
Ｌにより細胞を固定化／透過化した。ＢｒｄＵエピトープを露出するために、３７℃で１
時間、ＤＮアーゼ（Ｓｉｇｍａ）の３０μｇ／ウェルで、固定化／透過化した細胞を処理
した。ＡＰＣ結合抗ＢｒｄＵ抗体（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）による免疫蛍光染色
によって、ＦＡＣＳ　Ａｒｒａｙ上での試料分析が可能となった。
【０２１３】
　ｈＧＨ受容体は、「ＭｃＦａｒｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２４５：
４９４－４９９（１９８９）　ａｎｄ　Ｌｅｕｎｇ，　Ｄ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｎａｔｕ
ｒｅ，　３３０：５３７－５４３（１９８７）」に記載されているように調製することが
可能である。ｈＧＨポリペプチド活性は、標準的な又は公知のインビトロ又はインビボア
ッセイを用いて測定することが可能である。例えば、ｈＧＨ受容体結合をモニターするた
めに、ｈＧＨの存在下で増殖する細胞株（例えば、ｈＧＨ受容体又は乳腺刺激受容体を発
現する細胞株）を使用することが可能である。例えば、Ｃｌａｒｋ，　Ｒ．，　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ　２７１（３６）：２１９６９（１９９６）；Ｗａｄ
ａ，　ｅｔ　ａｌ．，　ＭｏＩ．　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．　１２：１４６－１５６（１
９９８）；Ｇｏｕｔ，　Ｐ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．　４０，　
２４３３－２４３６（１９８０）；ＷＯ　９９／０３８８７を参照のこと。非天然アミノ
酸を含む非ＰＥＧ化又はＰＥＧ化ｈＧＨポリペプチドの場合、ホルモン受容体に対するホ
ルモンの親和性は、ＢＩＡｃｏｒｅＴＭバイオセンサー（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）
を用いることによって測定することが可能である。例えば、米国特許第５，８４９，５３
５号；Ｓｐｅｎｃｅｒ，　Ｓ．　Ａ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ，　
２６３：７８６２－７８６７（１９８８）を参照のこと。ｈＧＨ活性を検査するためのイ
ンビボ動物モデルには、例えば、「Ｃｌａｒｋ　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅ
ｍ　２７１（３６）：２１９６９－２１９７７（１９９６）」に記載されているものが含
まれる。１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリ
ペプチドの二量体化能力に対するアッセイは、「Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ，　Ｂ．，　ｅｔ
　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２５４：８２１－８２５（１９９１）　ａｎｄ　Ｆｕｈ，
　Ｇ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２５６：１６７７－１６８０（１９９２）
」に記載されているように実施することが可能である。引用する参考文献及び特許を全て
、参照により本明細書中に組み込む。アッセイ方法に関する参考文献の上記編集は網羅的
なものではなく、当業者であれば、所望される最終結果を検査するために有用な他のアッ
セイが自明である。
【０２１４】
　２００５年１月２８日に出願され、「Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｈｏｒｍｏｎ
ｅ　Ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｕｓｅｓ」と題された米国特許公
開第２００５／０１７０４０４号（参照により、本明細書中に組み込まれる。）は、１つ
又はそれ以上の、天然に存在しないアミノ酸、天然においてコードされていないアミノ酸
、オルソゴナルｔＲＮＡ、オルソゴナルアミノアシルｔＲＮＡシンテターゼを取り込むた
めのｈＧＨの残基及びｈＧＨを性質決定するための方法についてさらに詳述している。
【０２１５】
　ＩＸ．効力、機能的インビボ半減期及び薬物動態学的パラメータの測定
　本発明の重要な態様は、水溶性ポリマー部分へのポリペプチドの結合あり又は無しで、
ｈＧＨポリペプチドの構築により得られる生物学的半減期の延長である。ｈＧＨポリペプ
チド血清濃度が急激に減少することにより、結合及び非結合ｈＧＨポリペプチド及びそれ
らのバリアントを用いた治療に対する生物学的反応を評価することが重要となる。好まし
くは、本発明の、結合及び非結合ｈＧＨポリペプチドならびにそれらのバリアントは、皮
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下又は静脈内投与後にも延長された血清半減期を有することができ、これにより、例えば
ＥＬＩＳＡ法により、又は一次スクリーニングアッセイにより測定することが可能となる
。ＢｉｏＳｏｕｒｃｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｃａｍａｒｉｌｌｏ，　ＣＡ）又
はＤｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｗｅｂｓｔｅｒ
，　ＴＸ）から得られるＥＬＩＳＡ又はＲＩＡキットを使用し得る。インビボ生物学的半
減期の測定は、本明細書に記載されているとおりに実施される。
【０２１６】
　天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドの効力及び機能的
インビボ半減期は、「Ｃｌａｒｋ，　Ｒ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅ
ｍ．　２７１（３６）：２１９６９－２１９７７（１９９６）」に記載されているプロト
コールに従って決定することが可能である。
【０２１７】
　天然においてコードされていないアミノ酸を含むＧＬＰ－１ポリペプチドに対する薬物
動態学的パラメータは、正常なＳｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ雄ラット（Ｎ＝５動物／処
置群）において評価することが可能である。動物は、２５μｇ／ラット静脈内又は５０μ
ｇ／ラット皮下の単回投与の何れかを受け、予め確定された時間（一般に、水溶性ポリマ
ーに結合されていない、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプ
チドの場合には、約６時間、天然においてコードされていないアミノ酸を含み、水溶性ポ
リマーに結合されているｈＧＨポリペプチドの場合には、約４日に及ぶ。）に従って、約
５－７個の血液試料を採取する。ｈＧＨポリペプチドに対する薬物動態データは、幾つか
の種において詳しく研究されており、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈ
ＧＨポリペプチドについて得られたデータに対して直接比較することが可能である。ＧＨ
に関する研究については、「Ｍｏｒｄｅｎｔｉ　Ｊ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｈａｒｍ．
Ｒｅｓ．８（ｌｌ）：１３５１－５９（１９９１）」を参照されたい。
【０２１８】
　薬物動態学的パラメータは、霊長類、例えばカニクイザルにおいて評価することも可能
である。通常、単一の注射は、皮下又は静脈内の何れかで投与することができ、経時的に
、血清ＧＨレベルがモニターされる。
【０２１９】
　本発明のｈＧＨポリペプチドの比活性は、本分野において公知の様々なアッセイによっ
て測定することが可能である。本発明に従って取得及び精製されたｈＧＨポリペプチド変
異タンパク質又はその断片の生物学的活性は、本明細書に記載され若しくは参照された方
法によって、又は当業者に公知の方法によって検査することが可能である。
【０２２０】
　Ｘ．ｈＧＨポリペプチドの治療的使用
　ｈＧＨアゴニストポリペプチドの投与は、例えば、発育不全、免疫疾患を治療するのに
、及び心機能を刺激するのに有用であり得る。成長欠乏の個体には、例えば、ターナー症
候群を有する個体、ＧＨ欠乏の個体（子供を含む。）、成長板が閉じる約２－３年前の正
常な成長曲線に遅れ又は遅延を経験する子供（時折、「低身長の正常児（ｓｈｏｒｔ　ｎ
ｏｒｍａｌ　ｃｈｉｌｄｒｅｎ）」として知られる。）及びインシュリン様成長因子－Ｉ
（ＩＧＦ－Ｉ）のＧＨに対する応答が化学的に（すなわち、グルココルチコイド処理によ
って）又はＧＨに対するＩＧＦ－Ｉ応答が自然な状態で減少している成体患者におけるよ
うな正常状態によって遮断されている個体が含まれる。本発明のｈＧＨポリペプチドは、
以下の症状：小児成長ホルモン欠乏、突発性低身長症、小児期発生の成体成長ホルモン欠
乏、成体発生の成体成長ホルモン欠乏又は続発性成長ホルモン欠乏を有する個体を治療す
るのに有用であり得る。成体期に成長ホルモン欠乏を有すると診断された成体は、下垂体
腫瘍又は放射線被爆を有している場合があり得る。メタボリックシンドローム、頭部傷害
、肥満、骨粗鬆症又はうつ病を含む（これらに限定されない。）症状は、成体における成
長ホルモン欠乏様の症候をもたらし得る。
【０２２１】
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　アゴニストｈＧＨバリアントは、増加が抗体の媒介によるものであれ、又は細胞の媒介
によるものであれ、及び免疫系がｈＧＨポリペプチドで処理される宿主にとって内在性の
ものであれ、又はｈＧＨポリペプチドが与えられる宿主レシピエントにドナーから移植さ
れるものであれ（骨髄移植におけるように）、哺乳動物の免疫機能を増加させることによ
って、哺乳動物の免疫系を刺激するように作用し得る。「免疫疾患」には、個体の免疫系
が、抗原に対して正常より低下した抗体又は細胞応答を有するあらゆる症状が含まれ、薬
物（例えば、化学療法）治療のために低下した免疫を有する小さな脾臓を有する個体が含
まれる。免疫疾患を有する個体の例には、例えば、高齢の患者、化学療法又は放射線療法
を行っている個体、大病から回復した個体又は手術を行おうとしている個体、ＡＩＤＳを
有する個体、低ガンマグロブリン血症、一般的な多様な無ガンマグロブリン血症及び選択
的な免疫グロブリン欠乏（例えば、ＩｇＡ欠乏）などの先天性及び後天的Ｂ細胞欠乏を有
する患者、患者の免疫応答より短いインキュベーション時間で狂犬病などのウイルスに感
染した患者、及びディジョージ症候群などの遺伝性疾患を有する個体が含まれる。
【０２２２】
　ｈＧＨアンタゴニストポリペプチドは、巨人症及び末端肥大症状、糖尿病及び糖尿病に
起因する合併症（糖尿病性網膜症、糖尿病性神経症）、血管性眼疾患（例えば、増殖性新
血管形成を含む。）、神経症及びＧＨ反応性悪性腫瘍の治療にとって有用であり得る。血
管性眼疾患には、例えば、（例えば、未熟児又は鎌型赤血球貧血症によって引き起こされ
る）網膜症及び黄斑変性が含まれる。ＧＨ反応性悪性腫瘍には、例えば、ウィルムス腫瘍
、肉腫（例えば、骨原性肉腫）、乳癌、大腸癌、前立腺癌及び甲状腺癌並びにＧＨ受容体
ｍＲＮＡを発現する組織（すなわち、胎盤、胸腺、脳、唾液腺、前立腺、骨髄、骨格筋、
気管、脊髄、網膜、リンパ節及びバーキットリンパ腫、大腸直腸癌、肺癌、リンパ芽球性
白血病及び悪性黒色腫から得た組織）の癌が含まれる。
【０２２３】
　本発明のＧＨ、他とｈＧＨアゴニストポリペプチドは、例えば、慢性腎不全、慢性腎不
全（ＣＲＩ）に伴う成長不全、ターナー症候群に伴う低身長、小児性プラダーウィリ症候
群（ＰＷＳ）、消耗又は悪液質を有するＨＩＶ患者、不当軽量児（ＳＷＡ）として生まれ
た子供、肥満及び骨粗鬆症を治療するのに有用であり得る。
【０２２４】
　本発明のｈＧＨポリペプチド（ＰＥＧ化されたｈＧＨを含む。）は、タンパク質又はペ
プチドに適したあらゆる慣用経路（皮下若しくは静脈内又は注射若しくは注入の他のあら
ゆる形態を含む（これらに限定されない。）非経口（例えば、注射）を含むが、これに限
定されない。））によって投与し得る。ポリペプチド組成物は、経口、静脈内、腹腔内、
筋肉内、経皮、皮下、局所、舌下又は直腸手段を含む（これらに限定されない。）多数の
経路によって投与することが可能である。リポソームを介して修飾又は非修飾の非天然ア
ミノ酸ポリペプチドを含む組成物を投与することもできる。このような投与経路及び適切
な処方は通常、当業者にとって公知である。単独又は薬学的担体などのその他の適切な成
分と組み合わせて非天然アミノ酸を含むｈＧＨポリペプチド（ＰＥＧ化されたｈＧＨを含
む。）を使用し得る。
【０２２５】
　ｈＧＨの平均量は変動することができ、特に、資格を有する医師の推奨及び処方に基づ
くべきである。ｈＧＨの正確な量は、治療されている症状の正確な種類、治療されている
患者の状態及び組成物中の他の成分などの因子に従う好みの問題である。与えられるべき
量は、ｈＧＨを用いた治療に基づいて、当業者によって容易に決定され得る。
【０２２６】
　本発明の医薬組成物は、慣用の様式で製造し得る。
【０２２７】
　ＸＩ．本発明とともに使用するための一般的な組み換え核酸方法
　本発明の多くの実施形態において、関心のあるｈＧＨポリペプチドをコードする核酸を
単離し、クローニングし、多くの場合組み換え法を用いて変更を施す。以下に限定されな
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いが、タンパク質発現のために、又はバリアント、誘導体、発現カセットもしくはｈＧＨ
ポリペプチド由来のその他の配列の生成中などに、このような実施形態を使用する。幾つ
かの実施形態において、本発明のポリペプチドをコードする配列は異種プロモーターに作
用可能に連結される。ｈＧＨの単離及び宿主細胞中でのＧＨの産生は、例えば、米国特許
第４，６０１，９８０、第４，６０４，３５９号、第４，６３４，６７７号、第４，６５
８，０２１号、第４，８９８，８３０号、第５，４２４，１９９号、第５，７９５，７４
５号、第５，８５４，０２６号、第５，８４９，５３５号、第６，００４，９３１号、第
６，０２２，７１１号、第６，１４３，５２３号及び６，６０８，１８３号（参照により
、本明細書中に組み込まれる。）に記載されている。
【０２２８】
　親ポリペプチドのアミノ酸配列に基づき、次いで、適切なアミノ酸残基の導入（即ち取
り込み又は置換）又は除去（即ち欠失又は置換）が為されるようにヌクレオチド配列を変
化させて、天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドをコード
するヌクレオチド配列を合成し得る。従来の方法に従い、部位特異的変異誘発法により、
ヌクレオチド配列を都合よく修飾し得る。あるいは、以下に限定されないが、オリゴヌク
レオチド合成装置を用いることによるもの（所望するポリペプチドのアミノ酸配列に基づ
きオリゴヌクレオチドを設計し、好ましくは、組み換えポリペプチドを産生させる宿主細
胞において好適であるコドンを選択する。）を含む化学合成により、ヌクレオチド配列を
調製し得る。例えば、所望するポリペプチドの部分をコードするいくつかの小さなオリゴ
ヌクレオチドを合成し、ＰＣＲ、ライゲーション又はライゲーション連鎖反応により組み
立て得る。例えば、Ｂａｒａｎｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ　８８：１８９－１９３（１９９１）；米国特許第６，５２１，４２７号（これらを参
照により本明細書中に組み込む。）を参照のこと。
【０２２９】
　本発明は、遺伝子組み換えの分野での通常の技術を利用する。本発明で役立つ一般的方
法を開示する基礎的な教科書としては、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（第３版、２００１
）；Ｋｒｉｅｇｌｅｒ，Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ：
Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（１９９０）；及びＣｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ａｕｓｕｂｅｌら編、１９９
４）が挙げられる。
【０２３０】
　分子生物学技術を記載する一般的教科書としては、Ｂｅｒｇｅｒ及びＫｉｍｍｅｌ、Ｇ
ｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　ｖｏｌｕｍｅ　１５２　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ（Ｂｅｒｇｅｒ）；Ｓａｍｂｒｏｏｋ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ－Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａ
ｎｕａｌ（第２版）、Ｖｏｌ．１－３、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８９
（「Ｓａｍｂｒｏｏｋ」）及びＣｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｆ．Ｍ．Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，編、Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｇｒｅｅｎｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ
．ＩｎｃとＪｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．との合同出版（１９９９まで
補充あり。）（「Ａｕｓｂｅｌ」）が挙げられる。これらの教科書は、変異誘発法、ベク
ターの使用、プロモーター及び、以下に限定されないが、非天然アミノ酸、オルソゴナル
ｔＲＮＡ、オルソゴナルｔＲＮＡシンテターゼ及びそれらの組合せなどのタンパク質産生
のためのセレクターコドンを含む遺伝子又はポリヌクレオチドの生成など、多くのその他
の関連のある話題を記載している。
【０２３１】
　様々な目的のために（以下に限定されないが、新規シンテターゼ又はｔＲＮＡを作製す
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るため、ｔＲＮＡ分子を変異させるため、シンテターゼをコードするポリヌクレオチドを
変異させるため、ｔＲＮＡのライブラリを作成するため、シンテターゼのライブラリを作
製するため、セレクターコドンを作製するため、関心のあるタンパク質又はポリペプチド
中に非天然アミノ酸をコードするセレクターコドンを挿入するためなど）、様々なタイプ
の変異誘発法が本発明において使用される。これらには、以下に限定されないが、部位特
異的、ランダムポイント変異誘発法、相同的組み換え、ＤＮＡシャッフル又はその他の繰
り返し用いられる変異誘発法、キメラ構築、ウラシル含有テンプレートを用いた変異誘発
法、オリゴヌクレオチド特異的変異誘発法、ホスホロチオアート修飾ＤＮＡ変異誘発法、
ギャップのある二本鎖ＤＮＡなどを用いた変異誘発法又はこれらの何らかの組合せが含ま
れる。さらなる適切な方法としては、ポイントミスマッチ修復（ｐｏｉｎｔ　ｍｉｓｍａ
ｔｃｈ　ｒｅｐａｉｒ）、修復欠損宿主株を用いた変異誘発法、制限選択及び制限精製、
欠失変異誘発法、トータル遺伝子合成による変異誘発法、二本鎖切断修復などが挙げられ
る。以下に限定されないがキメラ構築を含むものなどの、変異誘発法もまた本発明に含ま
れる。一実施形態において、天然に存在する分子又は変更もしくは変異を施された天然に
存在する分子の公知の情報（以下に限定されないが配列、配列比較、物理特性、二次、三
次又は四次構造、結晶構造などを含む。）により、変異誘発を導くことができる。
【０２３２】
　本明細書中で見出される教科書及び例は、これらの手段を記載する。さらなる情報は、
以下の文献中で引用される次の刊行物及び参考文献において見出すことができる：Ｌｉｎ
ｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ　ｔｏ　ＤＮＡ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ：ａ
ｎ　ｏｖｅｒｖｉｅｗ，Ａｎａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．２５４（２）：１５７－１７８（１
９９７）；Ｄａｌｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅ
ｄ　ｒａｎｄｏｍ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏ
ｔｈｉｏａｔｅ　ｍｅｔｈｏｄ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．５７：３６９－３
７４（１９９６）；Ｓｍｉｔｈ，ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ａｎｎ．
Ｒｅｖ．Ｇｅｎｅｔ．１９：４２３－４６２（１９８５）；Ｂｏｔｓｔｅｉｎ及びＳｈｏ
ｒｔｌｅ，Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｉｎ　ｖ
ｉｔｒｏ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２２９：１１９３－１２０１（１
９８５）；Ｃａｒｔｅｒ，Ｓｉｔｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ｂｉ
ｏｃｈｅｍ．Ｊ．２３７：１－７（１９８６）；Ｋｕｎｋｅｌ，Ｔｈｅ　ｅｆｆｉｃｉｅ
ｎｃｙ　ｏｆ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅ
ｓｉｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄｓ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｅｃ
ｋｓｔｅｉｎ，Ｆ．及びＬｉｌｌｅｙ，Ｄ．Ｍ．Ｊ．編、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａ
ｇ，Ｂｅｒｌｉｎ）（１９８７）；Ｋｕｎｋｅｌ，Ｒａｐｉｄ　ａｎｄ　ｅｆｆｉｃｉｅ
ｎｔ　ｓｉｔｅ　ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｗｉｔｕｏｕｔ　ｐｈｅ
ｎｏｔｙｐｉｃ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ
　８２：４８８－４９２（１９８５）；Ｋｕｎｋｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｒａｐｉｄ　ａｎ
ｄ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｓｉｔｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｗｉ
ｔｈｏｕｔ　ｐｈｅｎｏｔｙｐｉｃ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎ
ｚｙｍｏｌ．１５４、３６７－３８２（１９８７）；Ｂａｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｕｔａ
ｎｔ　Ｔｒｐ　ｒｅｐｒｅｓｓｏｒ　ｗｉｔｈ　ｎｅｗ　ＤＮＡ－ｂｉｎｄｉｎｇ　ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃｉｔｉｅｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２：２４０－２４５（１９８８）；Ｚｏ
ｌｌｅｒ　＆　Ｓｍｉｔｈ，　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍ
ｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｍ１３－ｄｅｒｉｖｅｄ　ｖｅｃｔｏｒｓ：　ａｎ
　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ａｎｄ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ
　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｉｎｔ　ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａｎｙ　ＤＮ
Ａ　ｆｒａｇｍｅｎｔ，　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　１０：６４８７－６
５００　（１９８２）；　Ｚｏｌｌｅｒ　＆　Ｓｍｉｔｈ，　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｏｆ　ＤＮＡ　ｆｒａｇｍｅｎｔ
ｓ　ｃｌｏｎｅｄ　ｉｎｔｏ　Ｍ１３　ｖｅｃｔｏｒｓ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎ
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ｚｙｍｏｌ．１００：４６８－５００（１９８３）；　Ｚｏｌｌｅｒ　＆　Ｓｍｉｔｈ，
　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ：　ａ
　ｓｉｍｐｌｅ　ｍｅｔｈｏｄ　ｕｓｉｎｇ　ｔｗｏ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ
　ｐｒｉｍｅｒｓ　ａｎｄ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ－ｓｔｒａｎｄｅｄ　ＤＮＡ　ｔｅｍｐｌ
ａｔｅ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｖｍｏｌ．　１５４：３２９－３５０　（１９
８７）；Ｔａｙｌｏｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈ
ｉｏａｔｅ－ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＤＮＡ　ｉｎ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｅｎｚｙｍｅ
　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ｔｏ　ｐｒｅｐａｒｅ　ｎｉｃｋｅｄ　ＤＮＡ，Ｎｕｃｌ．Ａｃ
ｉｄｓ　Ｒｅｓ．１３：８７４９－８７６４（１９８５）；Ｔａｙｌｏｒ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｔｈｅ　ｒａｐｉｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ
－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ａｔ　ｈｉｇｈ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｓ
ｉｎｇ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ－ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＤＮＡ，Ｎｕｃｌ．Ａ
ｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１３：８７６５－８７８７（１９８５）；Ｎａｋａｍａｙｅ及びＥｃ
ｋｓｔｅｉｎ，Ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｅｎｄｏｎｕｃ
ｌｅａｓｅ　ＮｃｉＩ　ｃｌｅａｖａｇｅ　ｂｙ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ　
ｇｒｏｕｐｓ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅ
ｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ．１４：９６７９－９６９８（１９８６）；Ｓａｙｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ．，５’－３’
Ｅｘｏｎｕｃｌｅａｓｅｓ　ｉｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ－ｂａｓｅｄ　ｏ
ｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ、Ｎｕｃｌ
．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６：７９１－８０２（１９８８）；Ｓａｙｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｓｔｒａｎｄ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｃｌｅａｖａｇｅ　ｏｆ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔ
ｈｉｏａｔｅ－ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　ＤＮＡ　ｂｙ　ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　ｒ
ｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｅｎｄｏｎｕｃｌｅａｓｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ
　ｏｆ　ｅｔｈｉｄｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ，（１９８８）Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ．１６：８０３－８１４；Ｋｒａｍｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｅ　ｇａｐｐｅｄ　ｄｕ
ｐｌｅｘ　ＤＮＡ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒ
ｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｔｉｏｎ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓ．１２：９４４１－９４５６（１９８４）；Ｋｒａｍｅｒ及びＦｒｉｔｚ　Ｏｌｉｇ
ｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｕｔ
ａｔｉｏｎｓ　ｖｉａ　ｇａｐｐｅｄ　ｄｕｐｌｅｘ　ＤＮＡ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　
Ｅｎｚｙｍｏｌ．１５４：３５０－３６７（１９８７）；Ｋｒａｍｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｅｎｚｙｍａｔｉｃ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ｉｎ
　ｔｈｅ　ｇａｐｐｅｄ　ｄｕｐｌｅｘ　ＤＮＡ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｏｌｉｇｏ
ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｕｔａ
ｔｉｏｎｓ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６：７２０７（１９８８）；Ｆｒｉｔｚ
　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｕｔａｔｉｏｎｓ：ｇａｐｐｅｄ　ｄｕｐｌｅｘ　ＤＮＡ　ｐｒｏ
ｃｅｄｕｒｅ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｅｎｚｙｍａｔｉｃ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｖｉ
ｔｒｏ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１６：６９８７－６９９９（１９８８）；Ｋｒ
ａｍｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｂａｓｅ／ｂａｓｅ　ｍｉｓｍａｔｃｈ
ｅｓ　ａｒｅ　ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｅｆｆｉｃｉｅｎ
ｃｉｅｓ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｍｅｔｈｙｌ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ＤＮＡ　ｍｉｓｍａｔｃｈ
－ｒｅｐａｉｒ　ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｅ．ｃｏｌｉ，Ｃｅｌｌ　３８：８７９－８８７
（１９８４）；Ｃａｒｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅ
ｏｔｉｄｅ　ｓｉｔｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｍ１
３　ｖｅｃｔｏｒｓ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１３：４４３１－４４４３（１９
８５）；Ｃａｒｔｅｒ，Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅ
ｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｍ１３　ｖｅｃｔｏｒｓ，Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１５４：３８２－４０３（１９８７）；Ｅｇｈｔｅｄａｒ
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ｚａｄｅｈ及びＨｅｎｉｋｏｆｆ，Ｕｓｅ　ｏｆ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　
ｔｏ　ｇｅｎｅｒａｔｅ　ｌａｒｇｅ　ｄｅｌｅｔｉｏｎｓ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓ．１４：５１１５（１９８６）；Ｗｅｌｌｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ
　ｏｆ　ｈｙｄｒｏｇｅｎ－ｂｏｎｄ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｓｔａｂｉｌｉｚｉ
ｎｇ　ｔｈｅ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｓｕｂｔｉｌｉｓｉｎ，Ｐｈ
ｉｌ．Ｔｒａｎｓ．Ｒ．Ｓｏｃ．Ｌｏｎｄ．Ａ３１７：４１５－４２３（１９８６）；Ｎ
ａｍｂｉａｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｏｔａｌ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｃｌｏｎｉｎ
ｇ　ｏｆ　ａ　ｇｅｎｅ　ｃｏｄｉｎｇ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｒｉｂｏｎｕｃｌｅａｓｅ　
Ｓ　ｐｒｏｔｅｉｎ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２２３：１２９９－１３０１（１９８４）；Ｓａ
ｋｍａｒ及びＫｈｏｒａｎａ，Ｔｏｔａｌ　ｓｙｎｔｅｈｓｉｓ　ａｎｄ　ｅｘｐｒｅｓ
ｓｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｇｅｎｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ａｌｐｈａ－ｓｕｂｕｎｉｔ　ｏｆ　
ｂｏｖｉｎｅ　ｒｏｄ　ｏｕｔｅｒ　ｓｅｇｍｅｎｔ　ｇｕａｎｉｎｅ　ｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅ－ｂｉｎｄｉｎｇ　ｐｒｏｔｅｉｎ（ｔｒａｎｓｄｕｃｉｎ），Ｎｕｃｌ．Ａｃｉ
ｄｓ　Ｒｅｓ．１４：６３６１－６３７２（１９８８）；Ｗｅｌｌｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃ
ａｓｓｅｔｔｅ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ：ａｎ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｍｅｔｈｏｄ　
ｆｏｒ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ａｔ　
ｄｅｆｉｎｅｄ　ｓｉｔｅｓ，Ｇｅｎｅ　３４：３１５－３２３（１９８５）；Ｇｒｕｎ
ｄｓｔｏｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕ
ｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｂｙ　ｍｉｃｒｏｓｃａｌｅ　「ｓｈｏｔ－ｇｕｎ」ｇｅｎｅ　ｓ
ｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１３：３３０５－３３１６（１９８
５）；Ｍａｎｄｅｃｋｉ，Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｄｏｕ
ｂｌｅ－ｓｔｒａｎｄ　ｂｒｅａｋ　ｒｅｐａｉｒ　ｉｎ　ｐｌａｓｍｉｄｓ　ｏｆ　Ｅ
ｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ：ａ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ．８３
：７１７７－７１８１（１９８６）；Ａｒｎｏｌｄ，Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｅｎｇｉｎｅｅｒ
ｉｎｇ　ｆｏｒ　ｕｎｕｓｕａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉ
ｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　４：４５０－４５５（１９９３）；Ｓｉ
ｅｂｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１９：４５６－
４６０（２００１）；Ｗ．Ｐ．Ｃ．Ｓｔｅｍｍｅｒ，Ｎａｔｕｒｅ　３７０，３８９－９
１（１９９４）；及びＩ．Ａ．Ｌｏｒｉｍｅｒ，Ｉ．Ｐａｓｔａｎ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａ
ｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２３，３０６７－８（１９９５）。上記の方法の多くにおけるさらな
る詳細は、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　第１５４巻（これも、様々な
変異誘発法に伴うトラブルシューティング問題に対する有用なコントロールについて述べ
ている。）。で見出すことができる。
【０２３３】
　例えば、本発明の変異導入（例えば、シンテターゼのライブラリを変異させ、又はｔＲ
ＮＡを変化させる。）において使用するためのオリゴヌクレオチドは、通常、例えば、「
Ｎｅｅｄｈａｍ－ＶａｎＤｅｖａｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ
ｓ　Ｒｅｓ．，　１２：６１５９－６１６８（１９８４）」に記載されているような自動
化された合成装置を用いて、「Ｂｅａｕｃａｇｅ　ａｎｄ　Ｃａｒｕｔｈｅｒｓ，　Ｔｅ
ｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｓ．２２（２０）：１８５９－１８６２，（１９８１）」
によって記載された固相ホスホルアミダイトトリエステル法に従って化学的に合成される
。
【０２３４】
　本発明はまた、真核宿主細胞、非真核宿主細胞及びオルソゴナルｔＲＮＡ／ＲＳペアを
介した非天然アミノ酸のインビボ取り込みのための生物にも関する。宿主細胞は、本発明
のポリヌクレオチド又は、以下に限定されないが本発明のベクター（例えば、クローニン
グベクター又は発現ベクターであり得る。）などの、本発明のポリヌクレオチドを含むコ
ンストラクトを用いて遺伝子操作（以下に限定されないが、形質転換、形質導入又は形質
移入など）されている。例えば、オルソゴナルｔＲＮＡに対するコード領域、オルソゴナ
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ルｔＲＮＡシンテターゼ及び誘導体化されるべきタンパク質は、所望の宿主細胞中で機能
的である遺伝子発現調節要素に作用可能に連結される。ベクターは、例えば、プラスミド
、コスミド、ファージ、微生物、ウイルス、裸のポリヌクレオチド又は結合されたポリヌ
クレオチドの形態であり得る。エレクトロポレーション（Ｆｒｏｍｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８２、５８２４（１９８５））、ウイル
スベクターによる感染、小さなビーズもしくは粒子のマトリクス内又は表面上の何れかに
核酸を有する小粒子による高速弾丸貫入（Ｋｌｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　３
２７、７０－７３（１９８７））などを含む標準的方法により、細胞及び／又は微生物に
ベクターを導入する。
【０２３５】
　例えばスクリーニング段階、プロモーター活性化又は形質転換体の選択などの作業に対
して適切なように改変された従来の栄養培地中で、人口処理された宿主細胞を培養するこ
とができる。これらの細胞は、場合によっては、トランスジェニック生物中で培養するこ
とができる。その他の有用な参考文献としては（以下に限定されないが細胞単離及び培養
に関する（例えば続く核酸単離に関する。）ものなどを含む。）、Ｆｒｅｓｈｎｅｙ（１
９９４）Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｏｆ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌｓ，Ａ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　
Ｂａｓｉｃ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，第３版、Ｗｉｌｅｙ－Ｌｉｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ及
びそこで引用されている文献；Ｐａｙｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９２）Ｐｌａｎｔ　Ｃ
ｅｌｌ　ａｎｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ；Ｇａｍｂｏ
ｒｇ及びＰｈｉｌｌｉｐｓ（編）（１９９５）Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ，Ｔｉｓｓｕｅ　ａ
ｎｄ　Ｏｒｇａｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ；Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｓｐｒ
ｉｎｇｅｒ　Ｌａｂ　Ｍａｎｕａｌ，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ（Ｂｅｒｌｉｎ　
Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）ならびに、Ａｔｌａｓ及びＰａｒｋｓ（編）
Ｔｈｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ（１９
９３）ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ，ＦＬ．が挙げられる。
【０２３６】
　標的核酸を細胞に導入するいくつかの周知の方法を利用可能であり、そのいずれも本発
明で使用することができる。これらには、ＤＮＡを含有する細菌プロトプラストとのレシ
ピエント細胞の融合、エレクトロポレーション、発射体射撃法（ｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅ　
ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ）及びウイルスベクターによる感染（下記でさらに述べる。）な
どが含まれる。本発明のＤＮＡコンストラクトを含有するプラスミド数を増幅するために
、細菌細胞を使用することができる。対数増殖期まで細菌を増殖させ、細菌内のプラスミ
ドを当技術分野で公知の様々な方法により単離することができる（例えば、Ｓａｍｂｒｏ
ｏｋを参照のこと。）。さらに、細菌からのプラスミド精製のために、キットが市販され
ている（例えば、ＥａｓｙＰｒｅｐＴＭ、ＦｌｅｘｉＰｒｅｐＴＭ、両方とも、ＧＥ　Ｈ
ｅａｌｔｈｃａｒｅより；ＳｔｒａｔａｇｅｎｅからのＳｔｒａｔａＣｌｅａｎＴＭ；及
びＱｉａｇｅｎからのＱＩＡｐｒｅｐＴＭ）。次に、単離及び精製されたプラスミドをさ
らに操作して、他のプラスミドを生成させ、細胞を形質移入し、又は生物に感染させるた
めに関連ベクターに組み込むために使用する。典型的なベクターは、転写及び翻訳ターミ
ネーター、転写及び翻訳開始配列、ならびに、特定の標的核酸の発現制御に有用なプロモ
ーターを含有する。ベクターは、場合によっては、少なくとも１個の独立したターミネー
ター配列、真核もしくは原核細胞又は両方においてカセットの複製を可能にする配列（以
下に限定されないが、シャトルベクターを含む。）及び原核生物及び真核細胞系両方に対
する選択マーカーを含有する一般的発現カセットを含む。ベクターは、原核細胞、真核細
胞又はこの両方での複製及び組み込みに適切である。Ｇｉｌｌｍａｎ及びＳｍｉｔｈ，Ｇ
ｅｎｅ　８：８１（１９７９）；Ｒｏｂｅｒｔｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ，３２８
：７３１（１９８７）；Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ，Ｅ，　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅ
ｘｐｒ．Ｐｕｒｉｆ．６（１）１０－１４：１０（１９９５）；Ａｕｓｕｂｅｌ，Ｓａｍ
ｂｒｏｏｋ，Ｂｅｒｇｅｒ（全て先述）を参照のこと。クローニングに有用な、細菌及び
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バクテリオファージのカタログは、例えば、ＡＴＣＣにより与えられている（例えば、Ｔ
ｈｅ　ＡＴＣＣ　Ｃａｔａｌｏｇｕｅ　ｏｆ　Ｂａｃｔｅｒｉａ　ａｎｄ　Ｂａｃｔｅｒ
ｉｏｐｈａｇｅ（１９９２）Ｇｈｅｒｎａら（編）、ＡＴＣＣにより出版。）。配列決定
、クローニング及び分子生物学のその他の態様に対するさらなる基本的手段ならびに基礎
となる理論的考察はまた、Ｗａｔｓｏｎら（１９９２）Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ＤＮＡ
　第２版、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｏｏｋｓ，ＮＹにも見出すこと
ができる。さらに、基本的にあらゆる核酸（及び標準的又は非標準的であれ、実際にはあ
らゆる標識された核酸）を、Ｍｉｄｌａｎｄ　Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ　Ｒｅａｇｅｎｔ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＴＸ、ｍｃｒｃ．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅ
ｂで入手可能。）、Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
（Ｒａｍｏｎａ，ＣＡ、ｇｅｎｃｏ．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで入手可能
。）、ＥｘｐｒｅｓｓＧｅｎ　Ｉｎｃ．（Ｃｈｉｃａｇｏ，ＩＬ、ｅｘｐｒｅｓｓｇｅｎ
．ｃｏｍのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで入手可能。）、Ｏｐｅｒｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ．（Ａｌａｍｅｄａ，ＣＡ）及びその他の多くの業者などの、あら
ゆる様々な市販ソースから特別注文又は通常注文することができる。
【０２３７】
　ＸＩＩ．非真核生物及び真核生物における発現
　クローニングしたｈＧＨポリヌクレオチドの高レベル発現を得るために、通例、転写、
転写／翻訳ターミネーターを支配するための強力なプロモーターを含有し、タンパク質を
コードする核酸へのための場合は、翻訳開始のためのリボソーム結合部位を含有する発現
ベクター中に、本発明のｈＧＨポリペプチドをコードするポリヌクレオチドをサブクロー
ニングする。適切な細菌プロモーターは、当業者に公知であり、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏ
ｋら及びＡｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，に記載されている。
【０２３８】
　本発明のｈＧＨポリペプチドを発現させるための細菌発現系は、以下に限定されないが
、Ｅ．コリ、バチルス種、シュードモナス・フルオレセンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　
ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）、シュードモナス・アエルギノサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　
ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、シュードモナス・プチダ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔｉ
ｄａ）及びサルモネラなどにおいて利用可能である（Ｐａｌｖａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎ
ｅ　２２：２２９－２３５（１９８３）；Ｍｏｓｂａｃｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ
３０２：５４３－５４５（１９８３））。このような発現系のためのキットが市販されて
いる。哺乳動物細胞、酵母及び昆虫細胞のための真核発現系は当業者に公知であり、これ
も市販されている。オルソゴナルｔＲＮＡ及びアミノアシルｔＲＮＡシンテターゼを使用
して本発明のｈＧＨポリペプチドを発現させる場合、オルソゴナル成分を宿主細胞が使用
する能力に基づいて発現用の宿主細胞を選択する。代表的な宿主細胞としては、グラム陽
性細菌（以下に限定されないが、Ｂ．ブレビス（Ｂ．ｂｒｅｖｉｓ）、Ｂ．サブチリス（
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ）又はストレプトマイセス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）など）及
びグラム陰性細菌（Ｅ．コリ、シュードモナス・フルオレセンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａ
ｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）、シュードモナス・エアルギノサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａ
ｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）、シュードモナス・プチダ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕ
ｔｉｄａ）など）、ならびに酵母及び他の真核細胞が挙げられる。本明細書中に記載され
ているとおりに、Ｏ－ｔＲＮＡ／Ｏ－ＲＳペアを含む細胞を使用することができる。
【０２３９】
　本発明の真核宿主細胞又は非真核宿主細胞により、大量の有用な量で非天然アミノ酸を
含むタンパク質を合成することができるようになる。ある態様において、この組成物は、
場合によっては、以下に限定されないが、非天然アミノ酸を含有するタンパク質を少なく
とも１０マイクログラム、少なくとも５０マイクログラム、少なくとも７５マイクログラ
ム、少なくとも１００マイクログラム、少なくとも２００マイクログラム、少なくとも２
５０マイクログラム、少なくとも５００マイクログラム、少なくとも１ミリグラム、少な
くとも１０ミリグラム、少なくとも１００ミリグラム、少なくとも１グラム若しくはそれ
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以上含むか、又はインビボタンパク質産生方法により達成され得る量を含む（組み換えタ
ンパク質産生及び精製に対する詳細は本明細書中に記載されている。）。別の態様におい
て、このタンパク質は、場合によっては、以下に限定されないが、細胞可溶化液、緩衝液
、医薬緩衝液又は他の懸濁液などの中で（以下に限定されないが、約１ｎＬから約１００
Ｌ又はそれ以上などの何れかの体積で）、以下に限定されないが、１Ｌあたり少なくとも
タンパク質１０マイクログラム、１Ｌあたり少なくともタンパク質５０マイクログラム、
１Ｌあたり少なくともタンパク質７５マイクログラム、１Ｌあたり少なくともタンパク１
００マイクログラム、１Ｌあたり少なくともタンパク質２００マイクログラム、１Ｌあた
り少なくともタンパク質２５０マイクログラム、１Ｌあたり少なくともタンパク質５００
マイクログラム、１Ｌあたり少なくとも１ミリグラム又は１Ｌあたり少なくともタンパク
質１０ミリグラム又はそれ以上の濃度で、組成物中に存在する。少なくとも１個の非天然
アミノ酸を含む真核細胞又は非真核細胞でのタンパク質の大量産生（以下に限定されない
が、他の方法（以下に限定されないが、インビトロ翻訳など）で通常可能なものを超える
量など）は、本発明の特徴である。
【０２４０】
　本発明の真核宿主細胞又は非真核宿主細胞により、大量の有用な量で非天然アミノ酸を
含むタンパク質を生合成することができるようになる。例えば、細胞抽出液、細胞可溶化
液、培養液、緩衝液などの中で、以下に限定されないが、少なくとも、タンパク質１０μ
ｇ／リットル、少なくとも５０μｇ／リットル、少なくとも７５μｇ／リットル、少なく
とも１００μｇ／リットル、少なくとも２００μｇ／リットル、少なくとも２５０μｇ／
リットル又は少なくとも５００μｇ／リットル、少なくとも１ｍｇ／リットル、少なくと
も２ｍｇ／リットル、少なくとも３ｍｇ／リットル、少なくとも４ｍｇ／リットル、少な
くとも５ｍｇ／リットル、少なくとも６ｍｇ／リットル、少なくとも７ｍｇ／リットル、
少なくとも８ｍｇ／リットル、少なくとも９ｍｇ／リットル、少なくとも１０ｍｇ／リッ
トル、少なくとも２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、
３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００ｍｇ／リットル、１ｇ／リッ
トル、５ｇ／リットル、１０ｇ／リットル又はそれ以上などの濃度で、非天然アミノ酸を
含むタンパク質を産生させることができる。
【０２４１】
　発現系、培養及び単離
　例えば、酵母、昆虫細胞、哺乳動物細胞及び細菌を含む多くの適切な発現系においてｈ
ＧＨを発現させ得る。代表的な発現系の説明を下記で行う。
【０２４２】
　酵母
　本明細書中で使用する場合、「酵母」という用語は、ｈＧＨをコードする遺伝子を発現
することができるあらゆる様々な酵母を含む。このような酵母としては、以下に限定され
ないが、有子嚢酵母（Ｅｎｄｏｍｙｃｅｔａｌｅｓ、エンドミセタレス）、担子胞子酵母
及び、不完全菌類（ブラストミセテス（Ｂｌａｓｔｏｍｙｃｅｔｅｓ））に属する酵母が
挙げられる。有子嚢酵母は、スペルモフトラセア（Ｓｐｅｒｍｏｐｈｔｈｏｒａｃｅａｅ
）及びサッカロミセタセア（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｔａｃｅａｅ）の２種類の科に分
けられる。後者は、４種類の亜科、シゾサッカロミコイデ（Ｓｃｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒ
ｏｍｙｃｏｉｄａｅ）（例えばシゾサッカロミセス属）、ナドソニオイデ（Ｎａｄｓｏｎ
ｉｏｉｄｅａｅ）、リポミコイデア（Ｌｉｐｏｍｙｃｏｉｄｅａｅ）及びサッカロミコイ
デ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｏｉｄｅａｅ）（例えば、ピチア（Ｐｉｃｈｉａ）属、クリ
ベロミセス（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）属及びサッカロミセス（Ｓａｃｃｈａｒｏｍ
ｙｃｅｓ）属）からなる。担子胞子酵母は、ロイコスポリジウム（Ｌｅｕｃｏｓｐｏｒｉ
ｄｉｕｍ）、ロドスポリジウム（Ｒｈｏｄｏｓｐｏｒｉｄｉｕｍ）、スポリジオボルス（
Ｓｐｏｒｉｄｉｏｂｏｌｕｓ）、フィロバシディウム（Ｆｉｌｏｂａｓｉｄｉｕｍ）及び
フィロバシディエラ（Ｆｉｌｏｂａｓｉｄｉｅｌｌａ）属を含む。不完全菌類（ブラスト
ミセテス）に属する酵母は、スポロボロミセタセア（Ｓｐｏｒｏｂｏｌｏｍｙｃｅｔａｃ
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ｅａｅ）（例えば、スポロボロミセス（Ｓｐｏｒｏｂｏｌｏｍｙｃｅｓ）属及びブレラ（
Ｂｕｌｌｅｒａ）属）及びクリプトコッカセア（Ｃｒｙｐｔｏｃｏｃｃａｃｅａｅ）（例
えばカンジダ属）の２種類の科に分けられる。
【０２４３】
　本発明との使用に特に興味深いのは、ピチア属（Ｐｉｃｈｉａ）、クルイベロミセス属
（Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ）、サッカロミセス属（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）、
シゾサッカロミセス属（Ｓｃｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ）、ハンセヌラ属（Ｈ
ａｎｓｅｎｕｌａ）、トルロプシス属（Ｔｏｒｕｌｏｐｓｉｓ）及びカンジダ属（Ｃａｎ
ｄｉｄａ）（以下に限定されないが、Ｐ．パストリス（Ｐ．　ｐａｓｔｏｒｉｓ）、Ｐ．
グイレリモンディ（　Ｐ．　ｇｕｉｌｌｅｒｉｍｏｎｄｉｉ）、Ｓ．セレビシエ（Ｓ．　
ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）、Ｓ．カルルスベルゲンシス（Ｓ．　ｃａｒｌｓｂｅｒｇｅｎｓ
ｉｓ）、Ｓ．ディアスタチクス（Ｓ．　ｄｉａｓｔａｔｉｃｕｓ）、Ｓ．ダグラシ（Ｓ．
　ｄｏｕｇｌａｓｉｉ）、Ｓ．クリベリ（Ｓ．　ｋｌｕｙｖｅｒｉ）、Ｓ．ノルベンシス
（Ｓ，　ｎｏｒｂｅｎｓｉｓ）、Ｓ．オビフォルミス（Ｓ．　ｏｖｉｆｏｒｍｉｓ）、Ｋ
．ラクチス（Ｋ．　ｌａｃｔｉｓ）、Ｋ．フラギリス（Ｋ．　ｆｒａｇｉｌｉｓ）、Ｃ．
アルビカンス（Ｃ．　ａｌｂｉｃａｎｓ）、Ｃ．マルトーサ（Ｃ．　ｍａｌｔｏｓａ）及
びＨ．ポリモルファ（Ｈ．　ｐｏｌｙｍｏｒｐｈａ）など）に属する種である。
【０２４４】
　ｈＧＨの発現に適切な宿主細菌の選択は、当業者の技術の範疇に属する。発現のための
酵母宿主の選択において、適切な宿主は、例えば、優れた分泌能、低タンパク質分解活性
及び全体的な頑健性を有することを示すものを含み得る。酵母は通常、以下に限定されな
いが、Ｙｅａｓｔ　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｓｔｏｃｋ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ
　ｏｆ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｕｎｉｖｅ
ｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ）及びＡｍｅｒｉｃ
ａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（「ＡＴＣＣ」）（Ｍａｎａｓ
ｓａｓ、ＶＡ）などの様々なソースから入手可能である。
【０２４５】
　「酵母宿主」「酵母宿主細胞」という用語は、組み換えベクター又は他のトランスファ
ーＤＮＡのレシピエントとして使用することができる、又は使用されてきた酵母を含む。
この用語は、組み換えベクター又は他のトランスファーＤＮＡを受容した当初の酵母宿主
細胞の子孫を含む。偶然又は意図的な変異のために、１個の親細胞の子孫は、当初の親に
対して形態もしくはゲノムＤＮＡもしくは全体のＤＮＡ相補体が必ずしも完全に同一であ
る必要はない事を理解されたい。ｈＧＨをコードするヌクレオチド配列の存在など適切な
特性を特徴とする親と十分に類似している親細胞の子孫は、この定義により意図される子
孫に含まれる。
【０２４６】
　多くの酵母宿主への形質転換のために、染色体外レプリコン又は組み込みベクターを含
む発現及び形質転換ベクターが開発されてきた。例えば、Ｓ．セレビシエ（Ｓｉｋｏｒｓ
ｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅｔｉｃｓ（１９９８）１１２：１９；Ｉｔｏ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｊ．ＢＡＣＴＥＲＩＯＬ．（１９８３）１５３：１６３；Ｈｉｎｎｅｎ　ｅｔ　ａｌ
．，ＰＲＯＣ　ＮＡＴＬ．ＡＣＡＤ．ＳＣＩ．ＵＳＡ（１９７８）７５：１９２９）；Ｃ
．アルビカンス（Ｋｕｒｔｚ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬ．ＣＥＬＬ．ＢＩＯＬ．（１９８６
）６：１４２）；Ｃ．マルトーサ（Ｋｕｎｚｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＡＳＩＣ　ＭＩＣ
ＲＯＢＩＯＬ．（１９８５）２５：１４１）；Ｈ．ポリモルファ（Ｇｌｅｅｓｏｎ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｊ．ＧＥＮ．ＭＩＣＲＯＢＩＯＬ．（１９８６）１３２：３４５９；Ｒｏｇｇ
ｅｎｋａｍｐ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬ．　ＧＥＮＥＴＩＣＳ　ＡＮＤ　ＧＥＮＯＭＩＣＳ
（１９８６）２０２：３０２）；Ｋ．ｆｒａｇｉｌｉｓ（Ｄａｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂ
ＡＣＴＥＲＩＯＬ．（１９８４）１５８：１１６５）；Ｋ．ラクチス（Ｄｅ　Ｌｏｕｖｅ
ｎｃｏｕｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＡＣＴＥＲＩＯＬ．（１９８３）１５４：７３７；
Ｖａｎ　ｄｅｎ　Ｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯ／ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ（１９９０）
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８：１３５）；Ｐ．ギレリモンディ（Ｋｕｎｚｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＡＳＩＣ　ＭＩ
ＣＲＯＢＩＯＬ．（１９８５）２５：１４１）；Ｐ．パストリス（米国特許第５，３２４
，６３９号；同第４，９２９，５５５号；及び同第４，８３７，１４８号；Ｃｒｅｇｇ　
ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬ．ＣＥＬＬ．ＢＩＯＬ（１９８５）５：３３７６）；シゾサッカロ
ミセス・ポンベ（Ｓｃｈｉｚｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｐｏｍｂｅ）（Ｂｅａｃｈ
　ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ（１９８２）３００：７０６）；及びＹ．リポリティカ（
Ｙ．ｌｉｐｏｌｙｔｉｃａ）；Ａ．ニデュランス（Ａ．ｎｉｄｕｌａｎｓ）（Ｂａｌｌａ
ｎｃｅ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯＣＨＥＭ．ＢＩＯＰＨＹＳ．ＲＥＳ．ＣＯＭＭＵＮ．（１
９８３）１１２：２８４－８９；Ｔｉｌｂｕｒｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ（１９８３）
２６：２０５－２１１；及びＹｅｌｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＰＲＯＣ．ＮＡＴＬ．ＡＣＡ
Ｄ．ＳＣＩ．ＵＳＡ（１９８４）８１：１４７０－７４）；Ａ．ニガー（Ａ．ｎｉｇｅｒ
）（Ｋｅｌｌｙ及びＨｙｎｅｓ，ＥＭＢＯ　Ｊ．（１９８５）４：４７５４７９）；Ｔ．
レーシア（Ｔ．ｒｅｅｓｉａ）（ＥＰ０２４４２３４）；及び糸状菌、例えば、ニューロ
スポラ（Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ）、ペニシリウム属（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）、トリポ
クラディウム（Ｔｏｌｙｐｏｃｌａｄｉｕｍ）（ＷＯ９１／００３５７）など（それぞれ
参照により本明細書中に組み込む。）について発現ベクターが開発された。
【０２４７】
　酵母ベクターについての制御配列は当業者にとって公知であり、以下に限定されないが
、アルコールデヒドロゲナーゼ（ＡＤＨ）（ＥＰ０２８４０４４）；エノラーゼ；グルコ
キナーゼ；グルコース－６－リン酸イソメラーゼ；グリセルアルデヒド－３－リン酸－デ
ヒドロゲナーゼ（ＧＡＰ又はＧＡＰＤＨ）；ヘキソキナーゼ；ホスホフルクトキナーゼ；
３－ホスホグリセリン酸ムターゼ；及びピルビン酸キナーゼ（ＰｙＫ）（ＥＰ０３２９２
０３）などの遺伝子からのプロモーター領域が挙げられる。酸性ホスファターゼをコード
する酵母ＰＨＯ５遺伝子もまた、有用なプロモーター配列を提供し得る（Ｍｙａｎｏｈａ
ｒａ　ｅｔ　ａｌ．，ＰＲＯＣ．ＮＡＴＬ．ＡＣＡＤ．ＳＣＩ．ＵＳＡ（１９８３）８０
：１）。酵母宿主との使用に適切な他のプロモーター配列は、３－ホスホグリセリン酸キ
ナーゼのプロモーター（Ｈｉｔｚｅｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ．（
１９８０）２５５：２０７３）；及び他の解糖系酵素、例えばピルビン酸デカルボキシラ
ーゼ、トリオースリン酸イソメラーゼ及びホスホグルコースイソメラーゼ（Ｈｏｌｌａｎ
ｄ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（１９７８）１７：４９００；Ｈｅｓｓ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＡＤＶ．ＥＮＺＹＭＥ　ＲＥＧ．（１９６８）７：１４９）が挙げら
れる。増殖条件により調節される転写のさらなる長所を有する誘導型酵母プロモーターに
は、アルコールデヒドロゲナーゼ２；イソチトクロムＣ；酸性ホスファターゼ；メタロチ
オネイン；グリセルアルデヒド－３－リン酸デヒドロゲナーゼ；窒素代謝に関与する分解
酵素；並びにマルトース及びガラクトース利用に関与する酵素のプロモーター領域が含ま
れ得る。酵母発現での使用に適切なベクター及びプロモーターはさらにＥＰ００７３６５
７に記載されている。
【０２４８】
　酵母エンハンサーを酵母プロモーターと一緒に使用することもできる。さらに、合成プ
ロモーターも酵母プロモーターとして機能し得る。例えば、酵母プロモーターの上流活性
化配列（ＵＡＳ）を別の酵母プロモーターの転写活性領域と連結させることができ、これ
により合成ハイブリッドプロモーターを作製できる。このようなハイブリッドプロモータ
ーの例としては、ＧＡＰ転写活性化領域に連結させられたＡＤＨ制御配列が挙げられる。
米国特許第４，８８０，７３４号及び同第４，８７６，１９７号を参照。ハイブリッドプ
ロモーターの他の例としては、ＧＡＰ又はＰｙＫなどの解糖系酵素遺伝子の転写活性化領
域と組み合わせた、ＡＤＨ２、ＧＡＬ４、ＧＡＬ１０又はＰＨＯ５遺伝子の制御配列から
なるプロモーターが挙げられる。ＥＰ０１６４５５６号を参照のこと。さらに、酵母プロ
モーターは、酵母ＲＮＡポリメラーゼと結合して、転写を開始させる能力を有する非酵母
由来の天然に存在するプロモーターを含み得る。
【０２４９】
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　酵母発現ベクターの一部を含み得る他の制御エレメントには、ターミネーター、例えば
、ＧＡＰＤＨ又はエノラーゼ遺伝子由来のものが含まれる（Ｈｏｌｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｊ．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ．（１９８１）２５６：１３８５）。さらに、２μプラスミ
ドオリジンからの複製起点は、酵母に適切である。酵母での使用に適切な選択遺伝子は、
酵母プラスミドに存在するｔｒｐ１遺伝子である。Ｔｓｃｈｅｍｐｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，
ＧＥＮＥ（１９８０）１０：１５７；Ｋｉｎｇｓｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＧＥＮＥ（１９
７９）７：１４１を参照のこと。ｔｒｐ１遺伝子は、トリプトファン中での増殖能を欠く
酵母の変異株に対する選択マーカーを与える。同様に、Ｌｅｕ－２欠失酵母株（ＡＴＣＣ
２０，６２２又は３８，６２６）は、Ｌｅｕ２遺伝子を有する公知のプラスミドにより補
完される。
【０２５０】
　外来性ＤＮＡを酵母宿主に導入する方法は当業者にとって公知であり、典型的に、以下
に限定されないが、アルカリ陽イオンで処理された、スフェロプラスト又は無傷酵母宿主
細胞の何れかの形質転換が含まれる。例えば、Ｈｓｉａｏ　ｅｔ　ａｌ．，ＰＲＯＣ．Ｎ
ＡＴＬ．ＡＣＡＤ．ＳＣＩ．ＵＳＡ．（１９７９）７６：３８２９及びＶａｎ　Ｓｏｌｉ
ｎｇｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＡＣＴ．（１９７７）１３０：９４６に記載の方法に従
い、酵母の形質転換を行うことができる。しかし、核注入、エレクトロポレーション又は
プロトプラスト融合など、細胞にＤＮＡを導入するためのその他の方法も、一般にＳＡＭ
ＢＲＯＯＫ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＣＬＯＮＩＮＧ：Ａ　ＬＡＢ．ＭＡＮ
ＵＡＬ（２００１）に記載のように使用し得る。次いで、当業者にとって公知の標準的技
術を用いて、酵母宿主細胞を培養し得る。
【０２５１】
　酵母宿主細胞中で異種タンパク質を発現するための他の方法は、当業者に公知である。
一般に、米国特許出願２００２００５５１６９号、米国特許出願第６，３６１，９６９号
；第６，３１２，９２３号；第６，１８３，９８５号；第６，０８３，７２３号；第６，
０１７，７３１号；第５，６７４，７０６号；第５，６２９，２０３号；第５，６０２，
０３４号；及び第５，０８９，３９８号；米国再審査特許ＲＥ３７，３４３及びＲＥ３５
，７４９；ＰＣＴ公開特許出願ＷＯ　９９／０７８６２１；ＷＯ　９８／３７２０８；及
びＷＯ　９８／２６０８０；欧州特許出願ＥＰ　０　９４６　７３６；ＥＰ　０　７３２
　４０３；ＥＰ　０　４８０　４８０；ＷＯ　９０／１０２７７；ＥＰ　０　３４０　９
８６；ＥＰ　０　３２９　２０３；ＥＰ　０　３２４　２７４；及びＥＰ　０　１６４　
５５６を参照されたい（これらは、参照により、明細書中に組み込まれる。）。Ｇｅｌｌ
ｉｓｓｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＡＮＴＯＮＩＥ　ＶＡＮ　ＬＥＥＵＷＥＮＨＯＥＫ（１９
９２）　６２（１－２）：７９－９３；Ｒｏｍａｎｏｓ　ｅｔ　ａｌ．，　ＹＥＡＳＴ（
１９９２）　８（６）：４２３－４８８；Ｇｏｅｄｄｅｌ，　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　Ｅ
ＮＺＹＭＯＬＯＧＹ（１９９０）　１８５：３－７も参照されたい（それぞれ、参照によ
り、本明細書中に組み込まれる。）。
【０２５２】
　当業者にとって公知である標準的なフィードバッチ発酵法を用いて、増幅段階の際、発
酵装置中で酵母宿主株を増殖させ得る。この発酵法は、特定の酵母宿主の炭素利用経路又
は発現制御方式の違いを明らかにするために適合させ得る。例えば、サッカロミセス酵母
宿主の発酵には、単一のグルコース供給、複合窒素源（例えばカゼイン加水分解物）及び
複数ビタミンの供給が必要であり得る。これに対して、メチロトローフ酵母、Ｐ．パスト
リスは、グリセロール、メタノール及び微量元素の供給を必要とし得るが、最適な増殖及
び発現のために、単純なアンモニウム（窒素）塩のみが必要であり得る。例えば、米国特
許第５，３２４，６３９号；Ｅｌｌｉｏｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．　ＰＲＯＴＥＩＮ　Ｃ
ＨＥＭ（１９９０）９：９５及びＦｉｅｓｃｈｋｏ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯＴＥＣＨ　Ｂ
ＩＯＥＮＧ．（１９８７）２９：１１１３を参照のこと。
【０２５３】
　しかし、このような発酵法は、使用する酵母宿主と無関係なある一定の一般的な特徴を
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有し得る。例えば、最大限に増殖させるために、増幅期の際に、増殖制限栄養、通常炭素
、を発酵装置に添加し得る。さらに、発酵法は通常、炭素、窒素、基本的塩、リン及び他
の微量栄養素（ビタミン、微量元素及び塩など）の適正な量を含有するように設定された
発酵培地を用いる。ピチアとともに使用するのに適切な発酵培地の例は、米国特許第５，
３２４，６３９号及び同第５，２３１，１７８号（参照により本明細書中に組み込む。）
に記載されている。
【０２５４】
　バキュロウイルス感染昆虫細胞
　「昆虫宿主」又は「昆虫宿主細胞」という用語は、組み換えベクター又は他のトランス
ファーＤＮＡのレシピエントとして使用することができる又は使用されてきた昆虫を指す
。この用語は、形質移入された当初の昆虫宿主細胞の子孫を含む。偶然又は意図的な変異
のために、単一の親細胞の子孫は、当初の親に対して形態もしくはゲノムＤＮＡもしくは
全体のＤＮＡ相補体が必ずしも完全に同一である必要はない事を理解されたい。ｈＧＨポ
リペプチドをコードするヌクレオチド配列の存在など適切な特性を特徴とする親と十分に
類似している親細胞の子孫は、この定義により意図される子孫に含まれる。
【０２５５】
　ｈＧＨの発現に適切な昆虫細胞の選択は、当業者にとって公知である。アエデス・アエ
ジプチ（Ａｅｄｅｓ　ａｅｇｙｐｔｉ）、ボンビックス・モリ（Ｂｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉ
）、ドロソフィラ・メラノガスター（Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ
）、スポドプテラ・フルギペルタ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）及び
トリコプルシア・ニー（Ｔｒｉｃｈｏｐｌｕｓｉａ　ｎｉ）など、いくつかの昆虫種が当
技術分野で詳しく記載されており、市販されている。発現のための昆虫宿主の選択におい
て、適切な宿主は、とりわけ、優れた分泌能、低タンパク質分解活性及び全体的な頑強性
を有することを示すものを含み得る。昆虫は通常、以下に限定されないが、Ｉｎｓｅｃｔ
　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｓｔｏｃｋ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｂｉｏｐ
ｈｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ
　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ）及びＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　
Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（「ＡＴＣＣ」）（Ｍａｎａｓｓａｓ、ＶＡ）な
どの様々なソースから入手可能である。
【０２５６】
　一般に、バキュロウイルス感染昆虫発現系の成分には、トランスファーベクター、通常
、バキュロウイルスゲノムの断片と及び発現させる異種遺伝子の挿入のための使いやすい
制限部位の両方とを含有する細菌プラスミド；トランスファーベクター中のバキュロウイ
ルス特異的断片と相同な配列を有する野生型バキュロウイルス（これにより、バキュロウ
イルスゲノムへの異種遺伝子の相同組み換えが可能となる。）；及び適切な昆虫宿主細胞
ならびに増殖培地が含まれる。ベクターの構築、細胞の形質移入、プラークの回収、培養
での細胞増殖などで使用される、材料、方法及び技術は、当技術分野で公知であり、これ
らの技術を記載するマニュアルが利用可能である。
【０２５７】
　トランスファーベクターに異種遺伝子を挿入した後、ベクター及び野生型ウイルスゲノ
ムを、ベクター及びウイルスゲノムの組み換えを行う昆虫宿主細胞に形質移入する。パッ
ケージングされた組み換えウイルスを発現させ、組み換えプラークを同定し、精製する。
バキュロウイルス／昆虫細胞発現系に対する材料及び方法は、キット形態で、例えばＩｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）から市販されている。これら
の技術は一般に当業者にとって公知であり、ＳＵＭＭＥＲＳ　ＡＮＤ　ＳＭＩＴＨ，ＴＥ
ＸＡＳ　ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬ　ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＢＵＬＬ
ＥＴＩＮ　Ｎｏ．１５５５（１９８７）に詳しく記載されている（参照により本明細書中
に組み込む。）。また、ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ，３９　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥ
ＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ：ＢＡＣＵＬＯＶＩＲＵＳ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＰＲＯ
ＴＯＣＯＬＳ（１９９５）；ＡＵＳＢＥＬ　ｅｔ　ａｌ．，ＣＵＲＲＥＮＴ　ＰＲＯＴＯ
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ＣＯＬＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ　１６．９－１６．１１（１９９
４）；ＫＩＮＧ及びＰＯＳＳＥＥ，ＴＨＥ　ＢＡＣＵＬＯＶＩＲＵＳ　ＳＹＳＴＥＭ：Ａ
　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＧＵＩＤＥ（１９９２）；及びＯ’ＲＥＬＬＹ　ｅｔ　ａｌ．
，ＢＡＣＵＬＯＶＩＲＵＳ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＶＥＣＴＯＲＳ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡ
ＴＯＲＹ　ＭＡＮＵＡＬ（１９９２）も参照のこと。
【０２５８】
　実際に、バキュロウイルス／昆虫細胞発現系を用いた様々な異種タンパク質産生が当業
者に公知である。例えば、米国特許第６，３６８，８２５号；同第６，３４２，２１６号
；同第６，３３８，８４６号；同第６，２６１，８０５号；同第６，２４５，５２８号、
同第６，２２５，０６０号；同第６，１８３，９８７号；同第６，１６８，９３２号；同
第６，１２６，９４４号；同第６，０９６，３０４号；同第６，０１３，４３３号；同第
５，９６５，３９３号；同第５，９３９，２８５号；同第５，８９１，６７６号；同第５
，８７１，９８６号；同第５，８６１，２７９号；同第５，８５８，３６８号；同第５，
８４３，７３３号；同第５，７６２，９３９号；同第５，７５３，２２０号；同第５，６
０５，８２７号；同第５，５８３，０２３号；同第５，５７１，７０９号；同第５，５１
６，６５７号；同第５，２９０，６８６号；ＷＯ０２／０６３０５；ＷＯ０１／９０３９
０；ＷＯ０１／２７３０１；ＷＯ０１／０５９５６；ＷＯ００／５５３４５；ＷＯ００／
２００３２；ＷＯ９９／５１７２１；ＷＯ９９／４５１３０；ＷＯ９９／３１２５７；Ｗ
Ｏ９９／１０５１５；ＷＯ９９／０９１９３；ＷＯ９７／２６３３２；ＷＯ９６／２９４
００；ＷＯ９６／２５４９６；ＷＯ９６／０６１６１；ＷＯ９５／２０６７２；ＷＯ９３
／０３１７３；ＷＯ９２／１６６１９；ＷＯ９２／０３６２８；ＷＯ９２／０１８０１；
ＷＯ９０／１４４２８；ＷＯ９０／１００７８；ＷＯ９０／０２５６６；ＷＯ９０／０２
１８６；ＷＯ９０／０１５５６；ＷＯ８９／０１０３８；ＷＯ８９／０１０３７；ＷＯ８
８／０７０８２（参照により本明細書中に組み込む。）を参照のこと。
【０２５９】
　バキュロウイルス／昆虫細胞発現系に有用なベクターは、当技術分野で公知であり、例
えば、ヘルパー非依存性のウイルス発現ベクターである、バキュロウイルス、オートグラ
ファカリフォルニカ（Ａｕｔｏｇｒａｐｈａｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ）多角体病ウイルス
核（ＡｃＮＰＶ）由来の、昆虫発現及びトランスファーベクターを含む。この系由来のウ
イルス発現ベクターは通常、強力なウイルスポリへドリン遺伝子プロモーターを使用して
異種遺伝子の発現を駆動する。一般的に、Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＡＣＵＬ
ＯＶＩＲＵＳ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＶＥＣＴＯＲＳ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　Ｍ
ＡＮＵＡＬ（１９９２）を参照のこと。
【０２６０】
　バキュロウイルスゲノムに外来遺伝子を挿入する前に、プロモーター、リーダー（必要
に応じて）、関心のあるコード配列及び転写終結配列を含む上述の成分は、典型的に、中
間移行（ｔｒａｎｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ）コンストラクト（トランスファーベクター）中
に集められる。中間移行（ｔｒａｎｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ）コンストラクトは、細菌など
の宿主において安定した維持が可能な染色体外エレメント（例えばプラスミド）など、レ
プリコンにおいて維持されることが多い。レプリコンは複製系を有し、したがって、これ
により、クローニング及び増幅に適切な宿主において維持されるようになる。より具体的
には、プラスミドは、ポリへドリンポリアデニル化シグナル（Ｍｉｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ
．，ＡＮＮ．ＲＥＶ．ＭＩＣＲＯＢＩＯＬ．（１９８８）４２：１７７）及び原核生物ア
ンピシリン耐性（ａｍｐ）遺伝子及びＥ．コリでの選択及び増殖のための複製起点を含有
し得る。
【０２６１】
　外来遺伝子をＡｃＮＰＶに導入するための、よく使用されるあるトランスファーベクタ
ーは、ｐＡｃ３７３である。例えば、ｐＶＬ９８５（ポリへドリン開始コドンをＡＴＧか
らＡＴＴに変更し、ＡＴＴから３２塩基対下流にＢａｍＨＩクローニング部位を導入する
。）をはじめ、当業者にとって公知である、多くのその他のベクターも設計されてきた。
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Ｌｕｃｋｏｗ及びＳｕｍｍｅｒｓ、ＶＩＲＯＬＯＧＹ　１７０：３１（１９８９）を参照
のこと。その他の市販ベクターとしては、例えば、ＰＢｌｕｅＢａｃ４．５／Ｖ５－Ｈｉ
ｓ；ｐＢｌｕｅＢａｃＨｉｓ２；ｐＭｅｌＢａｃ；ｐＢｌｕｅＢａｃ４．５（Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ．，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）が挙げられる。
【０２６２】
　異種遺伝子の挿入後、トランスファーベクター及び野生型バキュロウイルスゲノムを昆
虫細胞宿主中に共形質移入する。異種ＤＮＡをバキュロウイルスの所望の部位に導入する
ための方法は、当技術分野で公知である。ＳＵＭＭＥＲＳ及びＳＭＩＴＨ，ＴＥＸＡＳ　
ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬ　ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＢＵＬＬＥＴＩＮ
　ＮＯ．１５５５（１９８７）；Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬ．ＣＥＬＬ．ＢＩＯ
Ｌ．（１９８３）３：２１５６；Ｌｕｃｋｏｗ及びＳｕｍｍｅｒｓ、ＶＩＲＯＬＯＧＹ（
１９８９）１７：３１を参照のこと。例えば、相同二重交叉組み換えにより、ポリへドリ
ン遺伝子などの遺伝子に挿入し得、所望のバキュロウイルス遺伝子に組み込まれた制限酵
素部位にも挿入し得る。Ｍｉｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯＥＳＳＡＹＳ（１９８９）
４：９１も参照のこと。
【０２６３】
　エレクトロポレーションによりトランスフェクションを遂行し得る。ＴＲＯＴＴＥＲ及
びＷＯＯＤ，３９　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ：（１
９９５）；Ｍａｎｎ及びＫｉｎｇ、Ｊ．ＧＥＮ．ＶＩＲＯＬ．（１９８９）７０：３５０
１を参照のこと。あるいは、リポソームを使用して、昆虫細胞に組み換え発現ベクター及
びバキュロウイルスを形質移入し得る。例えば、Ｌｉｅｂｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯ
ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ（１９９９）２６（１）：３６；Ｇｒａｖｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂ
ＩＯＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（１９９８）３７：６０５０；Ｎｏｍｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ
．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ．（１９９８）２７３（２２）：１３５７０；Ｓｃｈｍｉｄｔ　ｅ
ｔ　ａｌ．，ＰＲＯＴＥＩＮ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＡＮＤ　ＰＵＲＩＦＩＣＡＴＩＯ
Ｎ（１９９８）１２：３２３；Ｓｉｆｆｅｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ　ＧＥＮＥ
ＴＩＣＳ（１９９８）１８：４５；ＴＩＬＫＩＮＳ　ｅｔ　ａｌ．，ＣＥＬＬ　ＢＩＯＬ
ＯＧＹ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＨＡＮＤＢＯＯＫ　１４５－１５４（１９９８）；
Ｃａｉ　ｅｔ　ａｌ．，ＰＲＯＴＥＩＮ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＡＮＤ　ＰＵＲＩＦＩ
ＣＡＴＩＯＮ（１９９７）１０：２６３；Ｄｏｌｐｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ
　ＧＥＮＥＴＩＣＳ（１９９７）１７：４９１；Ｋｏｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｅｎｅ（１
９９７）１９０：１３９；Ｊａｋｏｂｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ
．（１９９６）２７１：２２２０３；Ｒｏｗｌｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＩＯＬ．ＣＨ
ＥＭ．（１９９６）２７１（３７）：２２３７６；Ｒｅｖｅｒｓｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ
．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ．（１９９６）２７１（３９）：２３６０７－１０；Ｓｔａｎｌｅ
ｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＢＩＯＬ．ＣＨＥＭ．（１９９５）２７０：４１２１；Ｓｉｓｋ
　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＶＩＲＯＬ．（１９９４）６８（２）：７６６；及びＰｅｎｇ　ｅ
ｔ　ａｌ．，ＢＩＯＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ（１９９３）１４．２：２７４を参照のこと。
市販のリポソームとしては、例えば、Ｃｅｌｌｆｅｃｔｉｎ（Ｒ）及びＬｉｐｏｆｅｃｔ
ｉｎ（Ｒ）（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ．，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）が挙げられ
る。さらに、リン酸カルシウムトランスフェクションを使用し得る。ＴＲＯＴＴＥＲ及び
ＷＯＯＤ、３９　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ：（１９
９５）；Ｋｉｔｔｓ，ＮＡＲ（１９９０）１８（１９）：５６６７；並びにＭａｎｎ及び
Ｋｉｎｇ、Ｊ．ＧＥＮ．ＶＩＲＯＬ．（１９８９）７０：３５０１を参照のこと。
【０２６４】
　バキュロウイルス発現ベクターは通常、バキュロウイルスプロモーターを含有する。バ
キュロウイルスプロモーターは、バキュロウイルスＲＮＡポリメラーゼに結合し、コード
配列（例えば構造遺伝子）のｍＲＮＡへの下流（３’）転写を開始することができる何ら
かのＤＮＡ配列である。プロモーターは、通常、コード配列の５’末端に近接して置かれ
る転写開始領域を有する。この転写開始領域は、典型的には、ＲＮＡポリメラーゼ結合部
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位及び転写開始部位を含む。バキュロウイルスプロモーターはまた、エンハンサーと呼ば
れる第二のドメインを有し得、これは、存在する場合、通常構造遺伝子の遠位にある。さ
らに、発現は制御されるか又は構造的である。
【０２６５】
　感染サイクルの後期に多量に転写される構造遺伝子は、特に有用なプロモーター配列を
与える。例としては、ウイルス性ポリへドロンタンパク質をコードする遺伝子（ＦＲＩＥ
ＳＥＮ　ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｅ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂａｃｕｌｏｖｉｒｕｓ
　Ｇｅｎｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ，ＴＨＥ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ　Ｏ
Ｆ　ＢＡＣＵＬＯＶＩＲＵＳＥＳ（１９８６）；ＥＰ０１２７８３９及び０１５５４７６
）及びｐ１０タンパク質をコ―ドする遺伝子（Ｖｌａｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＧＥＮ．Ｖ
ＩＲＯＬ．（１９８８）６９；７６５）由来の配列が挙げられる。
【０２６６】
　新たに形成されたバキュロウイルス発現ベクターを、感染性組換えバキュロウイルス中
にパッケージし、続いて、当業者に公知の技術によって、増殖されたプラークを精製し得
る。Ｍｉｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＢＩＯＥＳＳＥＹＳ（１９８９）４：９１；ＳＵＭＭ
ＥＲＳ及びＳＭＩＴＨ，ＴＥＸＡＳ　ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬ　ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ
　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＢＵＬＬＥＴＩＮ　Ｎｏ．１５５５（１９８７）を参照のこと。
【０２６７】
　いくつかの昆虫細胞への感染のために、組み換えバキュロウイルス発現ベクターが開発
されてきた。例えば、とりわけ、アエデス・アエジプチ（Ａｅｄｅｓ　ａｅｇｙｐｔｉ）
（ＡＴＣＣ番号ＣＣＬ－１２５）、ボンビックス・モリ（Ｂｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉ）（Ａ
ＴＣＣ番号ＣＲＬ－８９１０）、ドロソフィラ・メラノガスター（Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ
　ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ）（ＡＴＣＣ番号１９６３）、スポドプテラ・フルギペルタ
（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａｈｒｕｇｉｐｅｒｄａ）及びトリコプルシア・ニー（Ｔｒｉｃｈ
ｏｐｌｕｓｉａ　ｎｉ）の組み換えバキュロウイルスが開発されている。Ｗｒｉｇｈｔ、
ＮＡＴＵＲＥ（１９８６）３２１：７１８；Ｃａｒｂｏｎｅｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｖ
ＩＲＯＬ．（１９８５）５６：１５３；Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＯＬ．ＣＥＬＬ．
ＢＩＯＬ．（１９８３）３：２１５６を参照のこと。一般に、Ｆｒａｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ
．，ＩＮ　ＶＩＴＲＯ　ＣＥＬＬ．ＤＥＶ．ＢＩＯＬ．（１９８９）２５：２２５を参照
のこと。より具体的には、バキュロウイルス発現ベクター系に対して使用される細胞株と
しては、一般に、以下に限定されないが、Ｓｆ９（スポドプテラ・フルギペルタ）（ＡＴ
ＣＣ番号ＣＲＬ－１７１１）、Ｓｆ２１（スポドプテラ・フルギペルタ）（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ、カタログ番号１１４９７－０１３（Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ））、
Ｔｒｉ－３６８（トリコプルシア・ニー）及びＨｉｇｈ－ＦｉｖｅＴＭＢＴＩ－ＴＮ－５
Ｂ１－４（トリコプルシア・ニー）が挙げられる。
【０２６８】
　バキュロウイルス／発現における異種ポリペプチドの直接及び融合発現両方のための、
細胞及び培養用培地が市販されており、細胞培養技術は一般に当業者にとって公知である
。
【０２６９】
　Ｅ．コリ、シュードモナス種ならびに他の原核生物
　細菌発現技術は、当業者に公知である。細菌宿主での使用に対して多岐にわたるベクタ
ーが利用可能である。ベクターは、単一コピー又は低コピーもしくは高多コピーベクター
であり得る。ベクターは、クローニング及び／又は発現に役立ち得る。ベクターに関する
豊富な文献、多くのベクターが市販されていること、並びにベクター及びそれらの制限地
図及び特性を記載するマニュアルを考慮すると、本明細書中で幅広い考察を行う必要はな
い。周知のとおり、ベクターは通常、選択を可能にするマーカーを含み、このマーカーは
、細胞毒性物質耐性、原栄養性又は免疫性を規定し得る。しばしば、複数のマーカーが存
在し、これらが様々な特性を提供する。
【０２７０】
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　細菌性プロモーターは、細菌ＲＮＡポリメラーゼに結合し、コード配列（例えば構造遺
伝子）のｍＲＮＡへの下流（３’）転写を開始することができる何らかのＤＮＡ配列であ
る。プロモーターは、通常、コード配列の５’末端に近接して配置される転写開始領域を
有する。この転写開始領域は、典型的には、ＲＮＡポリメラーゼ結合部位及び転写開始部
位を含む。細菌プロモーターはまた、オペレーターと呼ばれる第二のドメインも有し得、
これは、ＲＮＡ合成が開始される隣接するＲＮＡポリメラーゼ結合部位と重なり得る。遺
伝子リプレッサータンパク質がオペレーターに結合し得、それにより特異的遺伝子の転写
が抑制されるので、オペレーターにより、負に制御された（誘導型）転写が可能となる。
オペレーターなどの負の制御エレメントの非存在下で恒常的発現が起こり得る。さらに、
遺伝子活性化タンパク質結合配列により、正の制御を行い得、これは、存在する場合、通
常、ＲＮＡポリメラーゼ結合配列に対して近位（５’）にある。遺伝子活性化タンパク質
の一例は、カタボライト活性化タンパク質（ＣＡＰ）であり、これは、エシェリヒア・コ
リ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｉａ　ｃｏｌｉ）（Ｅ．ｃｏｌｉ）において、ｌａｃオペロンの転
写開始を補助する（Ｒａｉｂａｕｄ　ｅｔ　ａｌ．，ＡＮＮＵ．ＲＥＶ．ＧＥＮＥＴ．（
１９８４）１８：１７３）。したがって、制御された発現は、正又は負の何れかのもので
あり得、それにより、転写が促進されるか又は抑制させる。
【０２７１】
　代謝経路酵素をコードする配列は、特に、有用なプロモーター配列を与える。一例とし
て、ガラクトース、ラクトース（ｌａｃ）（Ｃｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ（
１９７７）１９８：１０５６）及びマルトースなどの糖代謝酵素由来のプロモーター配列
が挙げられる。さらなる例としては、トリプトファン（ｔｒｐ）（Ｇｏｅｄｄｅｌ　ｅｔ
　ａｌ．，ＮＵＣ．ＡＣＩＤＳ　ＲＥＳ．（１９８０）８：４０５７；Ｙｅｌｖｅｒｔｏ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＮＵＣＬ．ＡＣＩＤＳ　ＲＥＳ．（１９８１）９：７３１；米国特許
第４，７３８，９２１号；ＥＰＯ公開第０３６７７６号及び同第１２１７７５号（参照に
より本明細書中に組み込む。））などの生合成酵素由来のプロモーター配列が挙げられる
。β－ラクタマーゼ（ｂｌａ）プロモーター系（Ｗｅｉｓｓｍａｎｎ（１９８１）「Ｔｈ
ｅ　ｃｌｏｎｉｎｇ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｎ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ｍｉｓｔａｋ
ｅｓ．」Ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｎ３（Ｉ．Ｇｒｅｓｓｅｒ編））、バクテリオファージλＰ
Ｌ（Ｓｈｉｍａｔａｋｅ　ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ（１９８１）２９２：１２８）及
びＴ５（米国特許第４，６８９，４０６号）プロモーター系もまた有用なプロモーター配
列を与える。本発明の好ましい方法は、Ｔ７プロモーターなどの強力なプロモーターを利
用して、高レベルでｈＧＨを誘導する。このようなベクターの例は当業者に公知であり、
ＮｏｖａｇｅｎからのｐＥＴ２９シリーズ及びＷＯ９９／０５２９７に記載のｐＰＯＰベ
クターが含まれる。このような発現系は、宿主細胞生存能又は増殖パラメータを害するこ
となく宿主において高レベルのｈＧＨを産生する。ｐＥＴ１９（Ｎｏｖａｇｅｎ）は、本
分野において公知の別のベクターである。
【０２７２】
　さらに、天然にはない合成プロモーターもまた、細菌プロモーターとして機能する。例
えば、ある細菌又はバクテリオファージプロモーターの転写活性化配列を別の細菌又はバ
クテリオファージプロモーターのオペロン配列と連結させて、合成ハイブリッドプロモー
ターを作製し得る（米国特許第４，５５１，４３３号（参照により本明細書中に組み込む
。））。例えば、ｔａｃプロモーターは、ｔｒｐプロモーターと、ｌａｃリプレッサーに
より制御されるｌａｃオペロン配列の両方からなる、ハイブリッドｔｒｐ－ｌａｃプロモ
ーターである（Ａｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＧＥＮＥ（１９８３）２５：１６７；ｄｅ　
Ｂｏｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＰＲＯＣ．ＮＡＴＬ．ＡＣＡＤ．ＳＣＩ．（１９８３）８０：
２１）。さらに、細菌プロモーターは、細菌ＲＮＡポリメラーゼに結合し、転写を開始さ
せることができる非細菌由来の天然プロモーターを含み得る。原核生物におけるいくつか
の遺伝子を高レベルで発現させるために、非細菌由来の天然プロモーターを適合するＲＮ
Ａポリメラーゼと組み合わせることもできる。バクテリオファージＴ７ＲＮＡポリメラー
ゼ／プロモーター系は、組み合わされたプロモーター系の一例である（Ｓｔｕｄｉｅｒ　
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ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．ＭＯＬ．ＢＩＯＬ．（１９８６）１８９：１１３；Ｔａｂｏｒ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．（１９８５）８２：１０７４）。さ
らに、ハイブリッドプロモーターはまた、バクテリオファージプロモーター及びＥ．コリ
オペレーター領域から構成され得る（ＥＰＯ公開第２６７８５１）。
【０２７３】
　機能するプロモーター配列に加え、原核細胞での外来遺伝子の発現に対しては効率的な
リボソーム結合部位も有用である。Ｅ．コリにおいて、リボソーム結合部位は、Ｓｈｉｈ
ｅ－Ｄａｌｇａｒｎｏ（ＳＤ）配列と呼ばれ、開始コドン（ＡＴＧ）及び開始コドンの３
から１１ヌクレオチド上流に位置する３－９ヌクレオチド長の配列を含む（Ｓｈｉｈｅ　
ｅｔ　ａｌ．，ＮＡＴＵＲＥ（１９７５）２５４：３４）。ＳＤ配列は、ＳＤ配列とＥ．
コリ１６Ｓ　ｒＲＮＡの３’末端との間の塩基の対合によりｍＲＮＡのリボソームへの結
合を促進すると考えられる（Ｓｔｅｉｔｚ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｇｅｎｅｔｉｃ　ｓｉｇｎ
ａｌｓ　ａｎｄ　ｎｕｃｅｌｔｉｄｅ　ｓｅｑｕｅｎｓｅｓ　ｉｎ　ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ
　ＲＮＡ」、Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍ
ｅｎｔ：Ｇｅｎｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ（Ｒ．Ｆ．Ｇｏｌｄｂｅｒｇｅｒ編、１７９７
））。弱いリボソーム結合部位を有する真核遺伝子及び原核遺伝子を発現させるために（
Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｃｌｏｎｅｄ　ｇｅ
ｎｅｓ　ｉｎ　Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ」、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉ
ｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ．１９８９）。
【０２７４】
　「細菌宿主」又は「細菌宿主細胞」という用語は、組み換えベクター又は他のトランス
ファーＤＮＡに対するレシピエントとして使用することができる又は使用されてきた細菌
を指す。この用語は、形質移入された当初の細菌宿主細胞の子孫を含む。偶然又は意図的
な変異のために、単一の親細胞の子孫は、当初の親に対して形態もしくはゲノムＤＮＡも
しくは全体のＤＮＡ相補体が必ずしも完全に同一である必要はない事を理解されたい。ｈ
ＧＨをコードするヌクレオチド配列の存在など適切な特性を特徴とする親と十分に類似し
ている親細胞の子孫は、この定義により意図される子孫に含まれる。
【０２７５】
　ｈＧＨの発現に適切な宿主細菌の選択は、当業者にとって公知である。発現のための細
菌宿主の選択において、適切な宿主は、とりわけ、優れた封入体形成能、低タンパク質分
解活性及び全体的な頑強性を有することを示すものを含み得る。細菌宿主は通常、以下に
限定されないが、Ｂａｃｔｅｒｉａｌ　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｓｔｏｃｋ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｄ
ｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓ
ｉｃｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ
）及びＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（「ＡＴＣ
Ｃ」）（Ｍａｎａｓｓａｓ、ＶＡ）などの様々なソースから入手可能である。工業的／製
薬的発酵は通常、Ｋ株（例えばＷ３１１０）由来の細菌又はＢ株（例えばＢＬ２１）由来
の細菌を使用する。これらの株は、その増殖パラメータが非常によく知られておりロバス
トなので、特に有用である。さらに、これらの株は、非病原性であり、安全性及び環境面
の理由で商業上重要である。一実施形態において、Ｅ．コリ宿主は、ＤＨ１０Ｂ（ｆｉｓ
）を含む（これに限定されない。）ＤＨ１０Ｂの株である。適切なＥ．コリ宿主の別の例
には、ＢＬ２１の株、ＤＨ１０Ｂ又はこれらの誘導体が含まれるが、これらに限定されな
い。別の実施形態において、Ｅ．コリ宿主はＷ３１１０の株である。組換え宿主細胞株は
、所望の特徴に対して最適化するために、遺伝的変異によって修飾され得る。例えば、宿
主細胞株は、炭素源代謝、アミノ酸代謝又はプロテアーゼ産生に関与している遺伝子など
、代謝的に重要な遺伝子の発現を調節するために遺伝的に修飾され得る。このような遺伝
子は、所望の宿主株中での発現を減少し、増加し、ノックアウトし、又はノックインする
ために変異され得る。株Ｗ３１１０は、例えば、ａｒａＢ遺伝子など（これに限定されな
い。）アラビノースの代謝に関与する１つ又はそれ以上の遺伝子中に遺伝的変異をもたら
すために修飾され得る。株は、例えば、遺伝的変異を実施し、又は他の遺伝子をノックア



(85) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

ウトするように修飾され得る。遺伝子を変異又はノックアウトするための方法は、当業者
に公知である。また、株は、完全長ｈＧＨの産生を増加するために、及び／又はプロテア
ーゼへの外来化学阻害剤の添加の必要性を最小限とするために、内在性プロテアーゼ活性
を調節するように変異され得る。他の宿主細胞株には、ＢＬ２１が含まれるが、これに限
定されない。本発明の方法の別の実施形態において、Ｅ．コリ宿主は、以下に限定されな
いがＯＭＰ－及びＬＯＮ－などの、プロテアーゼマイナス株である。宿主細胞株は、以下
に限定されないが、シュードモナス・フルオレセンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕ
ｏｒｅｓｃｅｎｓ）、シュードモナス・アエルギノサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒ
ｕｇｉｎｏｓ）及びシュードモナス・プチダ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕｔｉｄａ）
などの（これらに限定されない。）シュードモナス種であり得る。シュードモナス・フル
オレセンス次亜種１（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｓ）（ＭＢ１０１
株と呼ばれる。）は、組み換え産生に有用であることが知られており、治療用タンパク質
産生過程で利用可能である。シュードモナス発現系の例としては、宿主株として、Ｔｈｅ
　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ、ｄｏｗ．ｃｏｍ
においてＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂで利用可能。）から入手可能な系が挙げられる。
米国特許第４，７５５，４６５号及び同第４，８５９，６００号（参照により本明細書中
に組み込む。）は、ｈＧＨ産生のための宿主細胞としてのシュードモナス株の使用につい
て述べている。
【０２７６】
　組み換え宿主細胞株を確立（即ち、発現コンストラクトを宿主細胞に導入し、正しい発
現コンストラクトを有する宿主細胞を単離する。）した後、ｈＧＨの産生に適切な条件下
でその組み換え宿主細胞株を培養する。当業者にとって当然のことながら、組み換え宿主
細胞株の培養方法は、利用する発現コンストラクトの性質及び宿主細胞の種類に依存する
。当業者にとって公知である方法を用いて組み換え宿主株を普通に培養する。組み換え宿
主細胞は、典型的には、炭素、窒素及び無機塩の同化可能なソースを含有し、場合によっ
ては、当業者にとって公知である、ビタミン、アミノ酸、増殖因子及びその他のタンパク
性の培地補助物質を含有する液体培地中で培養する。最適な増殖のための培地又はフィー
ド組成物及び／又は栄養素の必要性は、異なる組換え宿主細胞及び／又はより小さなスケ
ールの調製物とより大きなスケールの調製物について異なり得る。必要とされる微量金属
又はビタミンは、例えば、増殖状態が変化すると及び／又は別の宿主細胞が使用されると
変化し得る。ｈＧＨポリペプチドの産生を最適化するために、誘導に適した条件は、使用
される組換え宿主細胞、発現コンストラクト及び／又は変異など、宿主細胞に対して施さ
れる修飾（誘導のためのアラビノースレベルの改変を含むが、これに限定されない。）に
応じて変化し得る。発酵中のアラビノースレベルは、０．１％、０．０９％、０．０８％
、０．０７％、０．０６％、０．０５％、０．０４％、０．０３％、０．０２％、０．０
１％、０．００９５％、０．００９％、０．００８５％、０．００８％、０．００７５％
、０．００７％、０．００６５％、０．００６％、０．００５５％、０．００５％、０．
００４５％、０．００４％、０．００３５％、０．００３％、０．００２５％、０．００
２％、０．００１５％、０．００１％、０．０００９５％、０．０００９％、０．０００
８５％、０．０００８％、０．０００７５％、０．０００７％、０．０００６５％、０．
０００６％、０．０００５５％、０．０００５％、０．０００４５％、０．０００４％、
０．０００３５％、０．０００３％、０．０００２５％、０．０００２％、０．０００１
５％、０．０００１％など（これらに限定されない。）約０．０００１％ないし約０．１
％の間であり得る。幾つかの実施形態において、アラビノースレベルは、０．０００５％
と０．０５％の間である。幾つかの実施形態において、アラビノースレベルは、０．００
１％と０．０２％の間である。採集のためにより高い細胞密度を提供するための変化も実
施し得る。第二のフィードの添加など（これに限定されない。）の工程を実施し得る。宿
主細胞培養用の液体培地は、望ましくない微生物の増殖を防ぐために抗生物質若しくは抗
真菌剤を場合によっては含有し得、及び／又は、発現ベクターを含有する宿主細胞を選択
するために、以下に限定されないが抗生物質などの化合物を含有し得る。組み換え宿主細
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胞をバッチ又は連続様式の何れかで培養し、細胞を回収するか（バリアントｈＧＨが細胞
内に蓄積する場合。）、又はバッチ又は連続様式で培養上清を回収し得る。原核生物宿主
細胞中で産生を行う場合、バッチ培養及び細胞回収が好ましい。原核生物宿主細胞で産生
を行う場合、バッチ培養及び細胞回収が好ましい。
【０２７７】
　調節された抑制、継続的な抑制又は誘導された抑圧を実施し得る。当業者であれば、天
然においてコードされていないアミノ酸を細胞増殖中の多様な異なる時点で細胞培養に添
加し得ること、又は天然においてコードされていないアミノ酸が細胞増殖時に継続的に存
在し得ることは自明である。ｈＧＨ中に取り込むための１つ又はそれ以上の天然において
コードされていないアミノ酸の添加は、宿主細胞によるｈＧＨ発現の誘導前、誘導の時点
又は誘導後に行い得る。一実施形態において、天然においてコードされていないアミノ酸
は、ｈＧＨ発現の誘導前に添加される。一実施形態において、天然においてコードされて
いないアミノ酸は、誘導の約１時間前に添加される。別の実施形態において、天然におい
てコードされていないアミノ酸は、細胞増殖を通じて存在する。
【０２７８】
　ｈＧＨを発現する組換え宿主細胞は、ｈＧＨが可溶性であれ、分泌型であれ又は不溶性
であれ、多様な細胞容量中で増殖され得る。本発明の方法は、小さな実験室規模の培養容
量及び大規模な商業的規模の容量に適する。本明細書に開示されている本発明の方法は、
より大きな培養容量へと拡張可能であることが当業者に自明である。大規模な商業的培養
容量は、例えば、それぞれ、１リットル又はそれ以上から、数百リットル、数千リットル
、５，０００リットル、１０，０００リットル、２０，０００リットル、３０，０００リ
ットル、４０，０００リットル、５０，０００リットル、最大１００，０００リットル又
はそれ以上までの幅広い範囲の容量であり得る。大規模な容量を生産する際には、本方法
の幾つかの工程に対する変更が必要であり得、これは当業者に自明である。
【０２７９】
　本発明のｈＧＨは、通常、組換え系内での発現後に精製される。ｈＧＨは、本分野で公
知の様々な方法によって、宿主細胞又は培地から精製され得る。細菌宿主細胞中で産生さ
れたｈＧＨは、溶解性が低いか又は不溶性であり得る（封入体形態において）。不溶性タ
ンパク質の場合、遠心分離により宿主細胞可溶化液からタンパク質を回収し得、さらに続
いて、細胞の均質化を行い得る。溶解性の乏しいタンパク質の場合、化合物（以下に限定
されないが、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）を含む。）を添加して、ある程度可溶性のタ
ンパク質の沈殿を誘導し得る。次に、沈殿したタンパク質を従来どおり遠心分離により回
収し得る。当業者にとって公知である様々な方法を用いて、組換え宿主細胞を破壊又は均
質化して細胞内から封入体を放出させ得る。以下に限定されないが、酵素的細胞破壊、超
音波破砕、ダウンス型均質化又は高圧放出破壊法などの周知の技術を用いて、宿主細胞破
壊又は均質化を行い得る。本発明の方法の一実施形態において、高圧放出技術を使用して
、Ｅ．コリ宿主細胞を破壊し、ｈＧＨの封入体を放出させ得る。
【０２８０】
　次に、当技術分野で公知の多くの適切な可溶化剤の何れかを用いて、不溶性のｈＧＨ又
は沈殿したｈＧＨを可溶化し得る。ｈＧＨは、尿素又は塩酸グアニジンを用いて可溶化し
得る。都合よく操作できるバッチサイズを用いて大きなバッチを産生できるように、可溶
化されたｈＧＨの体積は最少に抑えるべきである。数千リットルもの体積であるバッチに
おいて組み換え宿主を増殖させ得る大規模な工業的設定において、この要素は重要であり
得る。さらに、大規模な工業的設定でｈＧＨを製造する場合、特にヒトの医薬品の用途の
場合、機械類もしくは容器類又はタンパク質産物そのものに損傷を与え得る強い化学物質
の回避は、可能であれば避けるべきである。本発明の方法においては、強い変性剤である
塩酸グアニジンの代わりにより穏やかな変性剤である尿素を使用してｈＧＨ封入体を可溶
化できることが示されている。尿素を使用することにより、ｈＧＨ封入体を効率的に可溶
化しながら、ｈＧＨの製造及び精製過程で利用するステンレス鋼の設備に損傷を与えるリ
スクが顕著に低下する。
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【０２８１】
　可溶性ｈＧＨタンパク質の場合には、ペリプラスム間隙又は培地中にｈＧＨを分泌させ
得る。さらに、宿主細胞の細胞質に可溶性ｈＧＨが存在し得る。精製段階を行う前に、可
溶性ｈＧＨを濃縮することが望まれ得る。当業者に公知の標準的技術を用いて、例えば、
細胞可溶化液又は培地から、可溶性ｈＧＨを濃縮し得る。さらに、当業者にとって公知の
標準的技術を用いて、宿主細胞を破壊し、宿主細胞の細胞質又はペリプラスム間隙から可
溶性ｈＧＨを放出させ得る。
【０２８２】
　融合タンパク質としてｈＧＨが産生される場合には、融合配列は除去され得る。酵素的
又は化学的切断によって、融合配列の除去を行い得る。当業者にとって公知の方法を用い
て、融合配列の酵素的除去を行い得る。融合配列を除去するための酵素の選択は、融合物
が何であるかによって決まり、当業者にとって当然のことながら、反応条件は選択した酵
素によって特定される。化学的切断は、臭化シアン、ＴＥＶプロテアーゼ及びその他の試
薬など（これらに限定されない。）、当業者に公知の試薬を用いて行い得る。切断された
ｈＧＨは、切断された融合配列から、当業者に公知の方法により精製され得る。当業者に
とって当然のことながら、融合配列及びｈＧＨが何であるか及びそれらの特性により、こ
のような方法が決定される。精製方法には、以下に限定されないが、サイズ排除クロマト
グラフィー、疎水性相互作用クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーもしく
は透析又はそれらの何らかの組合せが含まれ得る。
【０２８３】
　ｈＧＨは、またタンパク質溶液からＤＮＡを除去するために精製され得る。沈殿又はイ
オン交換クロマトグラフィーなど、何らかの適切な当技術分野で公知の方法により、ＤＮ
Ａを除去し得るが、以下に限定されないが硫酸プロタミンなどの、核酸沈殿剤を用いた沈
殿により除去され得る。以下に限定されないが遠心分離又はろ過などの、標準的な周知の
方法を用いて、沈殿されたＤＮＡからｈＧＨを分離し得る。ヒトを治療するためにｈＧＨ
を使用すべき状況において、宿主核酸分子の除去は重要な要素であり、本発明の方法によ
り、宿主細胞ＤＮＡが医薬として許容されるレベルに低下する。
【０２８４】
　小規模又は大規模発酵の方法はまた、以下に限定されないが、発酵槽、振盪フラスコ、
流動層バイオリアクター、中空ファイバーバイオリアクター、ローラーボトル培養系及び
撹拌タンクバイオリアクター系など、タンパク質発現において使用することもできる。バ
ッチ、半回分式又は連続様式過程において、これらの方法のそれぞれを行うことができる
。
【０２８５】
　本発明のヒトｈＧＨポリペプチドは、一般に、当技術分野で標準的な方法を用いて回収
し得る。例えば、培地又は細胞可溶化液を遠心分離又はろ過して、細胞残屑を除去するこ
とができる。上清を所望の体積に濃縮もしくは希釈するか、又はさらなる精製のための調
製に馴化するために適切な緩衝液中に透析ろ過することができる。ｈＧＨポリペプチドの
精製には、変形されていない形態からのｈＧＨポリペプチドの脱アミド化及び短縮型を分
離することが含まれる。
【０２８６】
　次の代表的な操作の何れかを本発明のｈＧＨポリペプチドの精製に用いることができる
：アフィニティークロマトグラフィー；陰イオン又は陽イオン交換クロマトグラフィー以
下に限定されないが、ＤＥＡＥ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥなどを用いる。）；シリカにおける
クロマトグラフィー；高性能液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）；逆相ＨＰＬＣ；ゲル
ろ過（以下に限定されないが、ＳＥＰＨＡＤＥＸ　Ｇ－７５などを用いる。）；疎水性相
互作用クロマトグラフィー；サイズ排除クロマトグラフィー；金属キレートクロマトグラ
フィー；限外ろ過／透析ろ過；エタノール沈殿；硫酸アンモニウム沈殿；等電点電気泳動
；置換クロマトグラフィー；電気泳動操作（以下に限定されないが、分取等電点電気泳動
を含む。）、異なる溶解度（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ）（以下
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に限定されないが、硫酸アンモニウム沈殿を含む。）、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ又は抽出。
【０２８７】
　当業者にとって公知であり、当業者により使用されている標準的手段に従い、以下に限
定されないが非天然アミノ酸を含むタンパク質、非天然アミノ酸を含むタンパク質に対す
る抗体、非天然アミノ酸を含むタンパク質に対する結合対などを含む、本発明のタンパク
質は、部分的に又は実質的に均一になるように精製することができる。したがって、以下
に限定されないが硫酸アンモニウム又はエタノール沈殿、酸もしくは塩基抽出、カラムク
ロマトグラフィー、アフィニティーカラムクロマトグラフィー、陰イオンもしくは陽イオ
ン交換クロマトグラフィー、ホスホセルロースクロマトグラフィー、疎水性相互作用クロ
マトグラフィー、ヒドロキシルアパタイトクロマトグラフィー、レクチンクロマトグラフ
ィー、ゲル電気泳動法などを含む、当業者に公知の多くの方法の何れかにより、本発明の
ポリペプチドを回収及び精製することができる。正しく折り畳まれた成熟タンパク質の生
成において、所望のとおりに、タンパク質再折り畳み段階を使用することができる。高純
度が望まれる最終精製段階において、高性能液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、アフ
ィニティークロマトグラフィー又は他の適切な方法を利用することができる。一実施形態
において、以下に限定されないが、１つ又はそれ以上の非天然アミノ酸を含むタンパク質
又の親和性を利用した精製のためなど、非天然アミノ酸（又は非天然アミノ酸を含むタン
パク質）に対して作製された抗体を精製試薬として使用する。望みどおり、ある程度又は
均一になるまで精製した後、以下に限定されないがアッセイ成分、治療剤、予防剤、診断
薬、研究試薬及び／又は抗体産生のための免疫原などとして、ポリペプチドを多岐にわた
る用途に場合によっては使用する。
【０２８８】
　本明細書で示した他の参考文献に加えて、様々な精製／タンパク質折り畳み法が当業者
に公知であり、これには、以下に限定されないが、Ｒ．Ｓｃｏｐｅｓ、Ｐｒｏｔｅｉｎ　
Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ、Ｎ．Ｙ．（１９８２）；
Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　Ｎｏｌ．１８２：
Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐ
ｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．Ｎ．Ｙ．（１９９０）；Ｓａｎｄａｎａ、（１９９７）Ｂｉｏｓｅｐ
ａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．；Ｂ
ｏｌｌａｇ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９６）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ．第２版　Ｗ
ｉｌｅｙ－Ｌｉｓｓ，ＮＹ；Ｗａｌｋｅｒ、（１９９６）Ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，ＮＪ，Ｈａｒｒｉｓ及
びＡｎｇａｌ、（１９９０）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　ａｔ　
Ｏｘｆｏｒｄ，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ；Ｈａｒｒｉｓ及びＡｎｇａｌ，Ｐｒｏｔ
ｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐ
ｒｏａｃｈ　ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　ａｔ　Ｏｘｆｏｒｄ，Ｏｘｆｏｒｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ
；Ｓｃｏｐｅｓ，（１９９３）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｐｒｉｎｃ
ｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　第３版　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｎ
Ｙ；Ｊａｎｓｏｎ及びＲｙｄｅｎ，（１９８８）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ，Ｈｉｇｈ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎ
ｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，第２版．Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ，ＮＹ；及びＷａｌｋｅｒ
（１９８８），ＣＤ－ＲＯＭのＰｒｏｔｅｉｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　Ｈｕｍａｎａ　Ｐ
ｒｅｓｓ，ＮＪ；及び上記文献で引用されている参考文献が含まれる。
【０２８９】
　真核宿主細胞又は非真核宿主細胞での、非天然アミノ酸を有する関心のあるタンパク質
又はポリペプチドの産生の長所の１つは、通常、天然の立体構造で、タンパク質又はポリ
ペプチドが折り畳まれていることである。しかし、本発明のある一定の実施形態において
、合成、発現及び／又は精製後、タンパク質が、適切なポリペプチドの所望の立体構造と
は異なる立体構造を有し得ることを当業者は認識する。本発明の一態様において、発現さ
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れたタンパク質を場合によっては変性させ、次いで再生する。以下に限定されないが、関
心のあるタンパク質又はポリペプチドへのシャペロニンの添加によるもの、グアニジンＨ
Ｃｌなどのカオトロピック剤中でタンパク質を可溶化することによるもの、タンパク質ジ
スルフィドイソメラーゼを利用することなど、当技術分野で公知の方法を利用してこれを
行う。
【０２９０】
　一般に、発現されたポリペプチドを変性及び還元し、次いで好ましい立体構造にポリペ
プチドを再折り畳むことが望ましい場合がある。例えば、グアニジン、尿素、ＤＴＴ、Ｄ
ＴＥ及び／又はシャペロニンを関心のある翻訳産物に添加することができる。タンパク質
を還元、変性及び再生する方法は、当業者にとって公知である（上記の参考文献及び、Ｄ
ｅｂｉｎｓｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９３）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２６８：１４
０６５－１４０７０；Ｋｒｅｉｔｍａｎ及びＰａｓｔａｎ（１９９３）Ｂｉｏｃｏｎｊｕ
ｇ．Ｃｈｅｍ．，４：５８１－５８５；及びＢｕｃｈｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９２
）Ａｎａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．２０５：２６３－２７０を参照のこと。）。例えば、Ｄｅ
ｂｉｎｓｋｉらは、グアニジンＤＴＥ中での封入体タンパク質の変性及び還元を記載して
いる。以下に限定されないが、酸化されたグルタチオン及びＬ－アルギニンなどを含有す
るレドックス緩衝液中でタンパク質を再折り畳むことができる。再折り畳み剤を流動させ
るか、あるいは１もしくはそれ以上のポリペプチド又はその他の発現産物と接触させるよ
うに移動させるか、又はその逆を行うことができる。
【０２９１】
　原核生物によるｈＧＨの産生の場合、このように産生されたｈＧＨを誤折り畳みさせて
、生物活性を失わせるか又は低下させることができる。「再折り畳み（ｒｅｆｏｌｄｉｎ
ｇ）」することにより、タンパク質の生物活性を復元し得る。一般に、例えば１又はそれ
以上のカオトロピック剤（例えば尿素及び／又はグアニジン）及びジスルフィド結合を還
元することができる還元剤（例えば、ジチオスレイトール、ＤＴＴ又は２－メルカプトエ
タノール、２－ＭＥ）を用いて、ポリペプチド鎖を可溶化し（ｈＧＨポリペプチドも不溶
性である場合）、折り畳みを解き、還元することにより、誤折り畳みされたｈＧＨを折り
畳みする。カオトロープの中程度の濃度において、次いで酸化剤（例えば、酸素、シスチ
ン又はシスタミン）を添加し、これにより、ジスルフィド結合を再形成させる。米国特許
第４，５１１，５０２号、同第４，５１１，５０３号及び同第４，５１２，９２２号に記
載の方法などの、当技術分野で公知の標準的方法を用いて、ｈＧＨを再折り畳みし得る。
【０２９２】
　再折り畳み後、ｈＧＨをさらに精製し得る。ｈＧＨの精製は、疎水性相互作用クロマト
グラフィー、サイズ排除クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、逆相高性
能液体クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィーなど又はこれらのあらゆ
る組み合わせを含む、当業者に公知の様々な技術を用いて達成され得る。さらなる精製は
、精製されたタンパク質の乾燥又は沈殿の工程も含み得る。
【０２９３】
　精製後、ｈＧＨは、限外ろ過、透析ろ過及び透析などの（これらに限定されない。）、
当業者に公知の様々なあらゆる方法によって異なる緩衝液中に交換し及び／又は濃縮し得
る。単一の精製されたタンパク質として与えられるｈＧＨは、凝集及び沈殿に供し得る。
緩衝液交換又はポリペプチド濃縮のための様々な物質が、当業者に公知である。
【０２９４】
　精製されたｈＧＨは、逆相高性能液体クロマトグラフィー、ＲＰ－ＨＰＬＣ又はドデシ
ル硫酸ナトリウム－ポリアクリルアミドゲル電気泳動、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによって測定さ
れた場合に）少なくとも９０％純粋、又は少なくとも９５％純粋、又は少なくとも９８％
純粋、又は少なくとも９９％又はこれより純粋であり得る。複数のｈＧＨの正確な数値に
関わらず、ｈＧＨは、医薬品として使用するために、又はＰＥＧなどの水溶性ポリマーと
の結合など、さらなる加工のために十分に純粋である。
【０２９５】
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　ある種のｈＧＨ分子は、他の活性成分若しくはタンパク質（賦形剤、担体及び安定化剤
、血清アルブミンなど以外）の不存在下で、治療剤として使用することができ、又は他の
タンパク質若しくはポリマーと複合体化させ得る。
【０２９６】
　ＸＩＩＩ．精製方法
　ｈＧＨを含む細胞可溶化液、抽出物、細胞培地、封入体、宿主細胞の細胞膜周辺腔、宿
主細胞の細胞質若しくは他の物質に対して、又は何らかの単離段階（以下に限定されない
が、アフィニティークロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水性相互作
用クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー、高性能液体クロマトグラフィー（
「ＨＰＬＣ」）、逆相ＨＰＬＣ（「ＲＰ－ＨＰＬＣ」）、膨張層吸着又はこれらの何らか
の組合せ及び／又は繰り返し（あらゆる適切な順番で）など）の結果生じるあらゆるｈＧ
Ｈ混合物に対して、様々な単離段階のうち何れかを行い得る。
【０２９７】
　本明細書中に記載の技術を行う際に使用する装置及びその他の必要な材料は市販されて
いる。ポンプ、フラクションコレクター、モニター、レコーダー及びシステム全体は、例
えば、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ（Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ、ＣＡ）、Ｂｉ
ｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ、ＣＡ）及びＧＥ
　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｉｎｃ．（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）から入手できる。以
下に限定されないが、交換マトリックス材料、溶液及び緩衝液を含むクロマトグラフィー
の材料もまた、このような会社から入手可能である。
【０２９８】
　ポンプなどの特別に設計された装置を用いて、平衡化並びに洗浄及び溶出などの本明細
書中に記載のカラムクロマトグラフィー過程における他の段階をより迅速に行うことがで
きる。市販のポンプとしては、以下に限定されないが、ＨＩＬＯＡＤ（Ｒ）ポンプＰ－５
０、Ｐｅｒｉｓｔａｌｔｉｃ　Ｐｕｍｐ　Ｐ－１、Ｐｕｍｐ　Ｐ－９０１及びＰｕｍｐ　
Ｐ－９０３（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）が挙げられる
。
【０２９９】
　フラクションコレクターの例としては、ＲｅｄｉＦｒａｃフラクションコレクター、Ｆ
ＲＡＣ－１００及びＦＲＡＣ－２００フラクションコレクター及びＳＵＰＥＲＦＲＡＣ（

Ｒ）フラクションコレクター（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，Ｎ
Ｊ）が挙げられる。ミキサーはまた、ｐＨ及び直線的な濃度勾配を形成するために利用で
きる。市販されているミキサーとしては、Ｇｒａｄｉｅｎｔ　Ｍｉｘｅｒ　ＧＭ－１及び
Ｉｎ－Ｌｉｎｅ　Ｍｉｘｅｒｓ（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，
ＮＪ）が挙げられる。
【０３００】
　何らかの市販のモニターを使用してクロマトグラフィー過程をモニタリングし得る。こ
のようなモニターを使用して、ＵＶ、ｐＨ及び伝導度などの情報を収集し得る。検出器の
例としては、Ｍｏｎｉｔｏｒ　ＵＶ－１、ＵＶＩＣＯＲＤ（Ｒ）Ｓ　ＩＩ、Ｍｏｎｉｔｏ
ｒ　ＵＶ－Ｍ　ＩＩ、Ｍｏｎｉｔｏｒ　ＵＶ－９００、Ｍｏｎｉｔｏｒ　ＵＰＣ－９００
、Ｍｏｎｉｔｏｒ　ｐＨ／Ｃ９００及びＣｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　Ｍｏｎｉｔｏｒ（Ｇ
Ｅ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）が挙げられる。実際に、ＧＥ
　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）から得られる様々なＡＫＴＡ（

Ｒ）システムなど、全体的なシステムが市販されている。
【０３０１】
　本明細書中で述べるように、何らかの以降の単離段階を行う前に、第一のｈＧＨ混合液
のｐＨを調整し得る。さらに、当技術分野で公知の技術を用いて、第一のｈＧＨ混合物又
は何らかのその後のそれらの混合物を濃縮し得る。さらに、当業者にとって公知である技
術を用いて、第一のｈＧＨ混合物又は何らかのその後のそれらの混合物を含む溶出緩衝液
を、次の単離段階に適切な緩衝液に交換し得る。
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【０３０２】
　イオン交換クロマトグラフィー
　一実施形態において及び場合により実施されるさらなる段階として、第一のｈＧＨ混合
物に対してイオン交換クロマトグラフィーを行い得る。全般的に、ＩＯＮ　ＥＸＣＨＡＮ
ＧＥ　ＣＨＲＯＭＡＴＯＧＲＡＰＨＹ：ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ
（Ｃａｔ．Ｎｏ．１８－１１１４－２１、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（Ｐｉｓｃａｔａ
ｗａｙ，ＮＪ）を参照のこと。市販されているイオン交換カラムとしては、ＨＩＴＲＡＰ
（Ｒ）、ＨＩＰＲＥＰ（Ｒ）及びＨＩＬＯＡＤ（Ｒ）カラム（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒ
ｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）が挙げられる。このようなカラムは、Ｑ　ＳＥＰＨＡ
ＲＯＳＥ（Ｒ）Ｆａｓｔ　Ｆｌｏｗ、Ｑ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆ
ｏｒｍａｎｃｅ及びＱ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）ＸＬなどの強力な陰イオン交換体；Ｓ
Ｐ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ、ＳＰ　ＳＥＰＨＡＲ
ＯＳＥ（Ｒ）Ｆａｓｔ　Ｆｌｏｗ及びＳＰ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）ＸＬなどの強力な
陽イオン交換体；ＤＥＡＥ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）Ｆａｓｔ　Ｆｌｏｗなどの弱い陰
イオン交換体；及びＣＭ　ＳＥＰＨＡＲＯＳＥ（Ｒ）Ｆａｓｔ　Ｆｌｏｗなどの弱い陽イ
オン交換体（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）を利用する。
精製過程の何れかの段階でｈＧＨに対して陰イオン又は陽イオン交換カラムクロマトグラ
フィーを行い、実質的に精製されたｈＧＨを単離し得る。Ｓｏｕｒｃｅ　３ＯＱ及びＳｏ
ｕｒｃｅ　３ＯＳは、イオン交換溶媒（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）である。
【０３０３】
　何らかの適切な陽イオン交換マトリクスを用いて、陽イオン交換クロマトグラフィー段
階を行い得る。有用な陽イオン交換マトリクスとしては、以下に限定されないが、繊維状
、多孔性、非多孔性、微小顆粒、ビーズ状又は架橋された陽イオン交換マトリクス材料が
挙げられる。このような陽イオン交換マトリクス材料としては、以下に限定されないが、
セルロース、アガロース、デキストラン、ポリアクリラート、ポリビニル、ポリスチレン
、シリカ、ポリエーテル又は前出のものの何れかの複合物が挙げられる。
【０３０４】
　陽イオン交換マトリクスは、強及び弱陽イオン交換体を含む、何らかの適切な陽イオン
交換体であり得る。強い陽イオン交換体は、広範囲のｐＨにわたりイオン化したままであ
り、したがって、広範囲のｐＨにわたり、ｈＧＨに結合することが可能であり得る。しか
し、弱い陽イオン交換体は、ｐＨの関数として、イオン化性を失い得る。例えば、弱い陽
イオン交換体は、約ｐＨ４又はｐＨ５より下にｐＨが低下すると電荷を失い得る。適切な
強い陽イオン交換体には、スルホプロピル（ＳＰ）、メチルスルホナート（Ｓ）又はスル
ホエチル（ＳＥ）などの帯電した官能基が含まれるが、これらに限定されるものではない
。陽イオン交換マトリクスは、強い陽イオン交換体であり得、約２．５から約６．０のｈ
ＧＨ結合ｐＨ範囲を有するものであり得る。あるいは、約２．５から約５．５のｈＧＨ結
合ｐＨ範囲を有する強い陽イオン交換体であり得る。この陽イオン交換マトリクスは、約
３．０のｈＧＨ結合ｐＨをする強い陽イオン交換体であり得る。あるいは、この陽イオン
交換マトリクスは、約６．０から約８．０のｈＧＨ結合ｐＨ範囲を有する強い陽イオン交
換体であり得る。この陽イオン交換マトリクスは、約８．０から約１２．５のｈＧＨ結合
ｐＨ範囲を有する強い陽イオン交換体であり得る。あるいは、強い陽イオン交換体は、約
８．０から約１２．０のｈＧＨ結合ｐＨ範囲を有し得る。
【０３０５】
　ｈＧＨを載せる前に、例えば、希釈弱酸の数カラム体積、例えば２０ｍＭ酢酸、ｐＨ３
の４カラム体積を用いて、陽イオン交換マトリクスを平衡化し得る。平衡化した後、ｈＧ
Ｈを添加し得、実質的に精製されたｈＧＨを溶出する前に、また弱い酢酸などの弱酸溶液
又はリン酸溶液を用いて、カラムを１回から数回洗浄し得る。例えば、２０ｍＭ酢酸、ｐ
Ｈ３のおよそ２から４カラム体積を使用して、カラムを洗浄し得る。例えば０．０５Ｍ酢
酸ナトリウム、ｐＨ５．５又は、０．１Ｍ塩化ナトリウムと混合した０．０５Ｍ酢酸ナト
リウムｐＨ５．５の２から４カラム体積を使用して、さらなる洗浄を行うことができる。
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あるいは、当技術分野で公知の方法を用いて、希釈した弱塩基の数カラム体積を用いて、
陽イオン交換マトリクスを平衡化し得る。
【０３０６】
　あるいは、十分に低いｐＨ又はイオン強度を有する緩衝液と陽イオン交換マトリクスを
接触させてマトリクスからｈＧＨを排除することにより、実質的に精製されたｈＧＨを溶
出し得る。溶出緩衝液のｐＨは、約ｐＨ２．５から約ｐＨ６．０であり得る。より具体的
には、溶出緩衝液のｐＨは、約ｐＨ２．５から約ｐＨ５．５、約ｐＨ２．５から約ｐＨ５
．０の範囲であり得る。溶出緩衝液は、約３．０のｐＨを有し得る。さらに、溶出緩衝液
の量は広く変動することができ、一般に、約２から約１０カラム体積の範囲である。さら
に、少なくとも約５ｍＭから少なくとも約１００ｍＭの濃度範囲の、クエン酸塩、リン酸
塩、ギ酸塩、酢酸塩、ＨＥＰＥＳ及びＭＥＳ緩衝液などの（これらに限定されない。）当
業者に公知の適切な緩衝液は本発明に用途を見出し得る。
【０３０７】
　陽イオン交換マトリクスへのｈＧＨの吸着後、十分に高いｐＨ又はイオン強度を有する
緩衝液とマトリクスを接触させてマトリクスからｈＧＨを排除することにより、実質的に
精製されたｈＧＨを溶出し得る。溶出緩衝液のｐＨは、約ｐＨ８．０から約ｐＨ１２．５
であり得る。より具体的には、溶出緩衝液は、約ｐＨ８．０から約ｐＨ１２．０の範囲を
変動し得る。十分に精製されたｈＧＨの高ｐＨ溶出での使用に適切な緩衝液としては、以
下に限定されないが、少なくとも約５ｍＭから少なくとも約１００ｍＭの濃度範囲の、ク
エン酸塩、リン酸塩、ギ酸塩、酢酸塩、ＨＥＰＥＳ及びＭＥＳ緩衝液が含まれ得る。さら
に、０．１Ｍホウ酸カリウム、０．６Ｍ塩化カリウム、０．１ｍＭＥＤＴＡ、ｐＨ８．７
を有する緩衝液を使用し得る。実質的に精製されたｈＧＨは、約５０～１００ｍＭビシン
、約７５ｍＭビシン；２５～約１００ｍＭ塩化ナトリウム、具体的には約５０ｍＭ塩化ナ
トリウム及び約０．０５～約０．５ＥＤＴＡ、より具体的には約０．１ｍＭＥＤＴＡ、ｐ
Ｈ７．５を含むビシン緩衝液などの標準的緩衝液を用いても溶出され得る。
【０３０８】
　逆相クロマトグラフィー
　当業者にとって公知である適切なプロトコールに従い、ＲＰ－ＨＰＬＣを行って、タン
パク質を精製し得る。例えば、Ｐｅａｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＡＮＡＬ　ＢＩＯＣＨＥ
Ｍ．（１９８２）１２４：２１７－２３０（１９８２）；Ｒｉｖｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｊ．ＣＨＲＯＭ．（１９８３）２６８：１１２－１１９；Ｋｕｎｉｔａｎｉ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｊ．ＣＨＲＯＭ．（１９８６）３５９：３９１－４０２を参照のこと。ｈＧＨに対し
てＲＰ－ＨＰＬＣを行って、実質的に精製されたｈＧＨを単離し得る。この場合、以下に
限定されないが、少なくとも約Ｃ３から少なくとも約Ｃ３０、少なくとも約Ｃ３から少な
くとも約Ｃ２０又は少なくとも約Ｃ３から少なくとも約Ｃ１８など、様々な長さのアルキ
ル官能基によるシリカ誘導体化樹脂を使用し得る。あるいは、ポリマー性樹脂を使用し得
る。例えば、ＴｏｓｏＨａａｓ　Ａｍｂｅｒｃｈｒｏｍｅ　ＣＧ１０００ｓｄ樹脂を使用
し得る（これは、スチレンポリマー樹脂である。）。様々なアルキル鎖長を有するシアノ
又はポリマー性樹脂も使用し得る。さらに、エタノールなどの溶媒を用いて、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣカラムを洗浄し得る。ＳｏｕｒｃｅＲＰカラムは、ＲＰ－ＨＰＬＣカラムの別の例で
ある。
【０３０９】
　イオン対合剤及びメタノール、イソプロパノール、テトラヒドロフラン、アセトニトリ
ル又はエタノールなどの有機変性剤を含有する適切な溶出緩衝液を使用して、ＲＰ－ＨＰ
ＬＣカラムからｈＧＨポリペプチドを溶出し得る。最も一般的に使用されるイオン対合剤
としては、以下に限定されないが、酢酸、ギ酸、過塩素酸、リン酸、トリフルオロ酢酸、
ヘプタフルオロ酪酸、トリエチルアミン、テトラメチルアンモニウム、テトラブチルアン
モニウム、酢酸トリエチルアンモニウムが挙げられる。分離時間を短くし、ピーク幅を狭
めるのに好ましい勾配条件を用い、１つ又はそれ以上の勾配もしくは定組成条件を用いて
、溶出を行い得る。一般に、勾配は、約５％から約８０％（ｖ／ｖ）まで、約５％から約
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７５％（ｖ／ｖ）まで、約５％から約７０％（ｖ／ｖ）まで、約５％から約６５％（ｖ／
ｖ）まで、約５％から約６０％（ｖ／ｖ）まで、約５％から約５５％（ｖ／ｖ）まで又は
約１０％から約５０％（ｖ／ｖ）までの水中溶媒であり得る。別の方法は、異なる溶媒濃
度範囲の２種類の勾配を使用することを含む。本明細書中での使用に適切な溶出緩衝液の
例には、以下に限定されないが、酢酸アンモニウム及びアセトニトリル溶液が含まれ得る
。
【０３１０】
　組換えＥ．コリ宿主から得られたｈＧＨは、逆相クロマトグラフィーによってさらに単
離又は精製し得る。ｈＧＨは、例えば、約１０％から約６０％アセトニトリルへのアセト
ニトリルグラジエントを用いたＳＯＵＲＣＥ　ＲＰカラムを用いて、単離し得る。
【０３１１】
　疎水性相互作用クロマトグラフィー精製技術
　ｈＧＨに対して疎水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）を行い得る。全般に、Ｈ
ＹＤＲＯＰＨＯＢＩＣ　ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮ　ＣＨＲＯＭＡＴＯＧＲＡＰＨＹ　ＨＡ
ＮＤＢＯＯＫ：ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ（Ｃａｔ．Ｎｏ．１８－
１０２０－９０、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ））を参照
のこと（参照により本明細書中に組み込む。）。適切なＨＩＣマトリクスとしては、以下
に限定されないが、アガロース、架橋されたアガロース、セファロース、セルロース、シ
リカ、デキストラン、ポリスチレン、ポリ（メタクリラート）マトリクス及び混合された
様式の樹脂（以下に限定されないが、ポリエチレンアミン樹脂又はブチルもしくはフェニ
ル置換されたポリ（メタクリラート）マトリクスなど）を含む、アルキル又はアリール置
換されたマトリクス、例えばブチル、ヘキシル、オクチル又はフェニル置換されたマトリ
クスなどが含まれ得る。疎水性相互作用カラムクロマトグラフィーのための市販ソースと
しては、以下に限定されないが、ＨＩＴＲＡＰ（Ｒ）、ＨＩＰＥＲ（Ｒ）及びＨＩＬＯＡ
Ｄ（Ｒ）カラム（ＧＨ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，ＮＪ）及びＴＳＫｇｅｌ　Ｐｈｅｎｙｌ
－６５０Ｓ及びＰｈｅｎｙｌ－５ＰＷ（３０μｍ）樹脂（Ｔｏｓｏｈ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎ
ｃｅ）が挙げられる。
【０３１２】
　簡単に述べると、酢酸／塩化ナトリウム溶液又は硫酸アンモニウム含有ＨＥＰＥＳ、又
はｐＨ６．５のリン酸ナトリウム溶液中の硫酸アンモニウム又はｐＨ７－８のＴＲＩＳ溶
液中の硫酸ナトリウムなどの、当業者にとって公知の標準的緩衝液を用いて、試料添加前
にＨＩＣカラムを平衡化し得る。ＨＩＣカラムに搭載するための緩衝液として、硫酸アン
モニウムを使用し得る。ｈＧＨを添加した後、次に、望ましくない物質を除去するが、Ｈ
ＩＣカラム上にｈＧＨを保持するために、標準的緩衝液を用い、本明細書中に記載されて
いる条件などの条件下で、カラムを洗浄し得る。特に、ＥＤＴＡ及び平衡化緩衝液より低
濃度の硫酸アンモニウムを含有するＨＥＰＥＳ緩衝液又は酢酸／塩化ナトリウム緩衝液な
どの標準的緩衝液の約３から約１０カラム体積でｈＧＨを溶出し得る。例えばリン酸カリ
ウム勾配を用いて、塩を直線的に低下させる勾配を使用して、ｈＧＨ分子を溶出すること
もできる。溶出緩衝液に、エチレングリコール、グリセロール又は尿素（０．５－１．５
Ｍ）を含む（これらに限定されない。）溶出増強剤を添加することもできる。次に、例え
ば透析ろ過又は限外ろ過などのろ過により、溶出物を濃縮し得る。透析ろ過を利用して、
ｈＧＨを溶出するために用いた塩を除去し得る。
【０３１３】
　その他の精製技術
　例えば、ゲルろ過（ＧＥＬ　ＦＩＬＴＲＡＴＩＯＮ：ＰＲＩＮＣＩＰＬＥＳ　ＡＮＤ　
ＭＥＴＨＯＤＳ（Ｃａｔ．Ｎｏ．１８－１０２２－１８、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，
Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）（参照により本明細書中に組み込む。）、ヒドロキシアパ
タイトクロマトグラフィー（以下に限定されないが、ＨＡ－Ｕｌｔｒｏｇｅｌ、Ｈｉｇｈ
　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ（Ｃａｌｂｉｏｃｈｅｍ）、ＣＨＴ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｈｙｄｒ
ｏｘｙａｐａｔｉｔｅ（ＢｉｏＲａｄ）、Ｂｉｏ－Ｇｅｌ　ＨＴＰヒドロキシアパタイト
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（ＢｉｏＲａｄ）などの、適切なマトリクス）、ＨＰＬＣ、膨張層吸着、限外ろ過、透析
ろ過、凍結乾燥などを用いて、第一のｈＧＨポリペプチド混合物又は何らかのその後のそ
れらの混合物に対してさらに別の単離段階を行い、あらゆる過剰な塩を除去し、緩衝液を
次の単離段階もしくは最終薬剤産物の処方にも適した緩衝液で置換することができる。
【０３１４】
　天然においてコードされていないアミノ酸を含有しない他の細胞タンパク質からの分離
を与えるために、ｈＧＨ分子中に存在する天然においてコードされていないアミノ酸も使
用し得る。天然においてコードされていないアミノ酸は独特の化学官能基を含み得るので
、独特の官能基を別の分子に結合させることによって、実質的な精製工程を与え得る。例
えば、天然においてコードされていないアミノ酸は、他のタンパク質からの分離を促進す
る別の分子に結合させ得る。非天然アミノ酸への結合のためのこのような分子には、ＰＥ
Ｇ及び他のポリマーが含まれるが、これらに限定されない。
【０３１５】
　当業者にとって公知の技術を用いて、本明細書中に記載されている各段階で、実質的に
精製されたｈＧＨを含むｈＧＨの収率を観察し得る。最後の単離段階後に、このような技
術を用いて、実質的に精製されたｈＧＨの収率を評価することもできる。例えば、シアノ
ＲＰ－ＨＰＬＣ、Ｃ１８ＲＰ－ＨＰＬＣ；ならびに陽イオン交換ＨＰＬＣ及びゲルろ過Ｈ
ＰＬＣなどの、様々なアルキル鎖長を有する幾つかの逆相高圧液体クロマトグラフィーカ
ラムの何れかを用いて、ｈＧＨの収率を観察し得る。
【０３１６】
　本発明の具体的な実施形態において、各精製段階後のｈＧＨの収率は、各精製段階の出
発物質中のｈＧＨの、少なくとも約３０％、少なくとも約３５％、少なくとも約４０％、
少なくとも約４５％、少なくとも約５０％、少なくとも約５５％、少なくとも約６０％、
少なくとも約６５％、少なくとも約７０％、少なくとも約７５％、少なくとも約８０％、
少なくとも約８５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９１％、少なくとも約９２％、
少なくとも約９３％、少なくとも約９４％、少なくとも約９５％、少なくとも約９６％、
少なくとも約９７％、少なくとも約９８％、少なくとも約９９％、少なくとも約９９．９
％又は少なくとも約９９．９９％であり得る。
【０３１７】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥなどの標準的技術を用いて、又はウェスタンブロット及びＥＬＩＳＡ
アッセイを用いてｈＧＨを測定することにより、純度を決定し得る。例えば、ネガティブ
対照の酵母発酵及び陽イオン交換回収から単離したタンパク質に対してポリクローナル抗
体を生成させ得る。この抗体を使用して、混入宿主細胞タンパク質の存在を調べることも
できる。
【０３１８】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ物質、Ｖｙｄａｃ　Ｃ４（Ｖｙｄａｃ）は、シリカゲル粒子、Ｃ４－ア
ルキル鎖を有する表面からなる。タンパク質性不純物からのポリペプチドの分離は、疎水
性相互作用の強度の相違に基づく。希釈されたトリフルオロ酢酸中のアセトニトリル勾配
を用いて溶出を行う。ステンレス鋼カラムを用いて分取ＨＰＬＣを行う（Ｖｙｄａｃ　Ｃ
４シリカゲル２．８から３．２Ｌで満たす。）。トリフルオロ酢酸を添加することにより
、Ｈｙｄｒｏｘｙａｐａｔｉｔｅ　Ｕｌｔｒｏｇｅｌ溶出液を酸性化し、Ｖｙｄａｃ　Ｃ
４カラムに添加する。洗浄及び溶出のために、希釈されたトリフルオロ酢酸中のアセトニ
トリル勾配を用いる。画分を回収し、すぐにリン酸緩衝液で中和する。ＩＰＣ限界内のポ
リペプチド画分をプールする。
【０３１９】
　ＤＥＡＥ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）物質は、セファロース
ビーズの表面に共有結合されたジエチルアミノエチル（ＤＥＡＥ）基からなる。ＤＥＡＥ
基への選択したポリペプチドの結合は、イオン性相互作用によって媒介される。保持され
ることなく、アセトニトリル及びトリフルオロ酢酸がカラムを通過する。これらの物質を
洗い流した後、低ｐＨの酢酸緩衝液でカラムを洗浄することにより、微量の不純物を除去



(95) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

する。次に、このカラムを中性リン酸緩衝液で洗浄し、イオン強度が上昇していく緩衝液
を用いてポリペプチドを溶出する。カラムにＤＥＡＥ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　Ｆａｓｔ　
ｆｌｏｗを充填する。３から１０ｍｇのポリペプチド／ｍｌゲルの範囲でポリペプチドを
添加することができるようにするために、カラム体積を調整する。水及び平衡化緩衝液（
リン酸ナトリウム／カリウム）でカラムを洗浄する。ＨＰＬＣ溶出の画分をプールしたも
のを添加し、カラムを平衡化緩衝液で洗浄する。次に、カラムを洗浄緩衝液（酢酸ナトリ
ウム緩衝液）で洗浄し、続いて平衡化緩衝液で洗浄する。続いて、溶出緩衝液（塩化ナト
リウム、リン酸ナトリウム／カリウム）を用いてカラムからポリペプチドを溶出し、主た
る溶出プロファイルに従い、単一の画分中に回収する。ＤＥＡＥ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅカ
ラムの溶出液を指定の伝導度に調整する。得られた薬物物質をろ過滅菌してＴｅｆｌｏｎ
ボトルに入れ、－７０℃で保管する。
【０３２０】
　ｈＧＨの収率及び純度を評価するために使用できる方法及び手法には、ブラッドフォー
ドアッセイ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ、銀染色ＳＤＳ－ＰＡＧＥ、クーマシー染色ＳＤＳ－ＰＡ
ＧＥ、マススペクトロメトリー（以下に限定されないが、ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦを含む。）
及び当業者に公知の、タンパク質の特徴を調べるための他の方法が含まれるが、これらに
限定されない。さらなる方法には、タンパク質染色法と組み合わせたＳＤＳ－ＰＡＧＥ、
イムノブロッティングマトリックス支援レーザー脱離／イオン化質量分析法（ＭＡＬＤＩ
－ＭＳ）、液体クロマトグラフィー／質量分析、等電点電気泳動、分析的陰イオン交換、
クロマトフォーカシング及び円二色性が含まれるが、これらに限定されない。
【０３２１】
　利用し得るさらなる方法としては、エンドトキシンを除去する段階が挙げられる。エン
ドトキシンは、例えばエシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）などの
グラム陰性宿主細胞の外膜に位置するリポ多糖類（ＬＰＳ）である。エンドトキシンレベ
ルを低下させる方法は当業者にとって公知であり、これには、以下に限定されないが、シ
リカ支持体、ガラス粉末又はヒドロキシアパタイトを用いた精製技術、逆相、アフィニテ
ィー、サイズ排除、陰イオンクロマトグラフィー、疎水性相互作用クロマトグラフィー、
ろ過、これらの方法の組合せなどが含まれる。一緒に移動したタンパク質などの夾雑物を
目的のポリペプチドから除去するために、変法又はさらなる方法が必要であり得る。エン
ドトキシンのレベルを測定するための方法は当業者に公知であり、Ｌｉｍｕｌｕｓ　Ａｍ
ｅｄｏｃｙｔｅ　Ｌｙｓａｔｅ（ＬＡＬ）アッセイが含まれるが、これに限定されない。
【０３２２】
　具体的な実施形態、方法、構築及び使用を参照しながら本発明を記載してきたが、本発
明から逸脱することなく、様々な変化及び修飾を行い得ることが当業者には自明である。
表記された試薬、物質及び精製条件への変更は、当業者に自明である。例えば、より高い
容量が望まれる場合には、クロマトグラフィー段階において、より高い容量の樹脂に置換
し得る。
【０３２３】
　ＸＩＶ．代替系での発現
　非組み換え宿主細胞、変異誘発された宿主細胞又は細胞を使用しない系においてタンパ
ク質に非天然アミノ酸を導入するために、いくつかの戦略が利用されてきた。これらの系
はまた、本発明のｈＧＨポリペプチドの作製での使用にも適切である。Ｌｙｓ、Ｃｙｓ及
びＴｙｒなどの反応性側鎖によるアミノ酸の誘導体化により、リジンがＮ２－アセチル－
リジンに変換された。化学合成によっても、非天然アミノ酸を取り込む直接的な方法が得
られる。ペプチド断片の、酵素的連結及びネイティブ化学連結の最近の開発により、より
大きなタンパク質を調製することが可能である。例えば、Ｐ．Ｅ．Ｄａｗｓｏｎ及びＳ．
Ｂ．Ｈ．Ｋｅｎｔ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ，６９：９２３（２０００）。化
学的ペプチド連結及び固有化学的連結は、米国特許第６，１８４，３４４号、米国特許公
開第２００４／０１３８４１２号、米国特許公開第２００３／０２０８０４６号、ＷＯ　
０２／０９８９０２号及びＷＯ　０３／０４２２３５号に記載されており、これらは、参
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照により本明細書中に組み込まれる。１００を超える非天然アミノ酸を実質的にあらゆる
サイズの様々なタンパク質へ部位特異的に取り込むために、所望の非天然アミノ酸により
化学的にアシル化されたサプレッサーｔＲＮＡを、タンパク質生合成を支持可能なインビ
トロ抽出物に添加するという一般的なインビトロ生合成法が使用されてきた。例えば、Ｖ
．Ｗ．Ｃｏｒｎｉｓｈ，Ｄ．Ｍｅｎｄｅｌ及びＰ．Ｇ．Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ａｎｇｅｗ．Ｃ
ｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．，１９９５、３４：６２１（１９９５）；Ｃ．Ｊ．Ｎ
ｏｒｅｎ，ＳＪ．Ａｎｔｈｏｎｙ－Ｃａｈｉｌｌ，Ｍ．Ｃ．Ｇｒｉｆｆｉｔｈ，Ｐ．Ｇ．
Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ａ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄ
ｓ　ｉｎｔｏ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４４：１８２－１８８（１９８９
）；及びＪ．Ｄ．Ｂａｉｎ、ＣＧ．Ｇｌａｂｅ，Ｔ．Ａ．Ｄｉｘ，Ａ．Ｒ．Ｃｈａｍｂｅ
ｒｌｉｎ，Ｅ．Ｓ．Ｄｉａｌａ、Ｂｉｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｎｏｎ－ｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａ
ｃｉｄｓ　ｉｎｔｏ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１１：
８０１３－８０１４（１９８９）を参照のこと。タンパク質安定性、タンパク質折り畳み
、酵素機構及びシグナル伝達の研究のために、幅広い官能基がタンパク質に導入されてき
た。
【０３２４】
　野生型シンテターゼの乱交性（ｐｒｏｍｉｓｃｕｉｔｙ）を利用して、選択圧取り込み
と呼ばれるインビボ法が開発された。例えば、Ｎ．Ｂｕｄｉｓａ、Ｃ．Ｍｉｎｋｓ、Ｓ．
Ａｌｅｆｅｌｄｅｒ、Ｗ．Ｗｅｎｇｅｒ、Ｆ．Ｍ．Ｄｏｎｇ、Ｌ．Ｍｏｒｏｄｅｒ及びＲ
．Ｈｕｂｅｒ、ＦＡＳＥＢ　Ｊ．，１３：４１（１９９９）を参照のこと。天然アミノ酸
の限定濃度を含有する最小培地で、特定の天然アミノ酸を細胞に供給する関連代謝経路の
スイッチがオフになっている栄養要求性株を増殖させ、同時に標的遺伝子の転写を抑制す
る。定常増殖期の開始時に、天然アミノ酸を枯渇させ、非天然アミノ酸類似体で置き換え
る。組み換えタンパク質の発現の誘発により、非天然類似体を含有するタンパク質の蓄積
が起こる。例えば、この戦略を用いて、ｏ、ｍ及びｐ－フルオロフェニルアラニンをタン
パク質に取り込み、容易に同定できる、ＵＶスペクトルの２つの特徴的な肩が示され（例
えば、Ｃ．Ｍｉｎｋｓ、Ｒ．Ｈｕｂｅｒ，Ｌ．Ｍｏｒｏｄｅｒ及びＮ．Ｂｕｄｉｓａ、Ａ
ｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，２８４：２９（２０００）を参照。）；トリフルオロメチオ
ニンを使用して、バクテリオファージＴ４ライソザイムにおいてメチオニンを置換し、１

９Ｆ　ＮＭＲによりチトオリゴ糖リガンドとのその相互作用が調べられ（例えば、Ｈ．Ｄ
ｕｅｗｅｌ，Ｅ．Ｄａｕｂ，Ｖ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ及びＪ．Ｆ．Ｈｏｎｅｋ，Ｂｉｏｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ，３６：３４０４（１９９７）；及びトリフルオロロイシンをロイシンの
代わりに取り込み、その結果、ロイシンジッパ―タンパク質の温度及び化学安定性が高ま
った。例えば、Ｙ．Ｔａｎｇ、Ｇ．Ｇｈｉｒｌａｎｄａ、Ｗ．Ａ．Ｐｅｔｋａ、Ｔ．Ｎａ
ｋａｊｉｍａ、Ｗ．Ｆ．ＤｅＧｒａｄｏ及びＤ．Ａ．Ｔｉｒｒｅｌｌ、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．，４０：１４９４（２００１）を参照のこと。さらに、
セレノメチオニン及びテルロメチオニンを様々な組み換えタンパク質に取り込み、Ｘ線結
晶解析での相の溶解を促進させる。例えば、Ｗ．Ａ．Ｈｅｎｄｒｉｃｋｓｏｎ、Ｊ．Ｒ．
Ｈｏｒｔｏｎ及びＤ．Ｍ．Ｌｅｍａｓｔｅｒ，ＥＭＢＯ　Ｊ．，９：１６６５（１９９０
）；Ｊ．Ｏ．Ｂｏｌｅｓ，Ｋ．Ｌｅｗｉｎｓｋｉ、Ｍ．Ｋｕｎｋｅｌ、Ｊ．Ｄ．Ｏｄｏｍ
、Ｂ．Ｄｕｎｌａｐ、Ｌ．Ｌｅｂｉｏｄａ及びＭ．Ｈａｔａｄａ、Ｎａｔ．Ｓｔｒｕｃｔ
．Ｂｉｏｌ．，１：２８３（１９９４）；Ｎ．Ｂｕｄｉｓａ、Ｂ．Ｓｔｅｉｐｅ、Ｐ．Ｄ
ｅｍａｎｇｅ、Ｃ．Ｅｃｋｅｒｓｋｏｒｎ、Ｊ．Ｋｅｌｌｅｒｍａｎｎ及びＲ．Ｈｕｂｅ
ｒ、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，２３０：７８８（１９９５）；及びＮ．Ｂｕｄｉｓ
ａ、Ｗ．Ｋａｒｎｂｒｏｃｋ、Ｓ．Ｓｔｅｉｎｂａｃｈｅｒ、Ａ．Ｈｕｍｍ、Ｌ．Ｐｒａ
ｄｅ、Ｔ．Ｎｅｕｅｆｅｉｎｄ、Ｌ．Ｍｏｒｏｄｅｒ及びＲ．Ｈｕｂｅｒ、Ｊ．Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ．２７０：６１６（１９９７）を参照のこと。アルケン又はアルキン官能基を有
するメチオニン類似体もまた効率的に取り込まれ、これにより、化学的手段によるタンパ
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ク質のさらなる修飾が可能となった。例えば、Ｊ．Ｃ．ｖａｎ　Ｈｅｓｔ及びＤ．Ａ．Ｔ
ｉｒｒｅｌｌ、ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ，４２８：６８（１９９８）；Ｊ．Ｃ．Ｍ．ｖａｎ　
Ｈｅｓｔ、Ｋ．Ｌ．Ｋｉｉｃｋ及びＤ．Ａ．Ｔｉｒｒｅｌｌ、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏ
ｃ．，１２２：１２８２（２０００）；及びＫ．Ｌ．Ｋｉｉｃｋ及びＤ．Ａ．Ｔｉｒｒｅ
ｌｌ、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ、５６：９４８７（２０００）；米国特許第６，５８６，
２０７号；米国特許公開２００２／００４２０９７（参照により本明細書中に組み込む。
）を参照のこと。
【０３２５】
　この方法の成功は、アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼによる非天然アミノ酸類似体
の認識に依存し、一般に、これにはタンパク質翻訳の忠実度を確実にする高い選択性が必
要である。本方法の範囲を広げるある方法は、アミノアシル－ｔＲＮＡシンテターゼの基
質特異性を緩めることであり、これが遂行されたのは限られたケースである。例えば、エ
シェリヒア．コリのフェニルアラニル－ｔＲＮＡシンテターゼ（ＰｈｅＲＳ）においてＡ
ｌａ２９４をＧｌｙで置換することにより、基質結合ポケットが大きくなり、その結果、
ｐ－Ｃｌ－フェニルアラニン（ｐ－Ｃｌ－Ｐｈｅ）によるｔＲＮＡＰｈｅのアシル化が起
こる。Ｍ．Ｉｂｂａ、Ｐ．Ｋａｓｔ及びＨ．Ｈｅｎｎｅｃｋｅ、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ、３３：７１０７（１９９４）を参照のこと。この変異ＰｈｅＲＳを有するエシェリヒ
ア・コリ株により、フェニルアラニンの代わりに、ｐ－Ｃｌ－フェニルアラニン又はｐ－
Ｂｒ－フェニルアラニンの取り込みが可能となる。例えば、Ｍ．Ｉｂｂａ及びＨ．Ｈｅｎ
ｎｅｃｋｅ、ＦＥＢＳ．Ｌｅｔｔ．３６４：２７２（１９９５）；及びＮ．Ｓｈａｒｍａ
、Ｒ．Ｆｕｒｔｅｒ、Ｐ．Ｋａｓｔ及びＤ．Ａ．Ｔｉｒｒｅｌｌ、ＦＥＢＳ．Ｌｅｔｔ．
，４６７：３７（２０００）を参照のこと。同様に、エシェリヒア．コリのチロシル－ｔ
ＲＮＡシンテターゼのアミノ酸結合部位付近の点変異Ｐｈｅ１３０Ｓｅｒにより、アザチ
ロシンがチロシンよりも効率的に取り込まれることが分かった。Ｆ．Ｈａｍａｎｏ－Ｔａ
ｋａｋｕ、Ｔ．Ｉｗａｍａ、Ｓ．Ｓａｉｔｏ－Ｙａｎｏ、Ｋ．Ｔａｋａｋｕ、Ｙ．Ｍｏｎ
ｄｅｎ、Ｍ．Ｋｉｔａｂａｔａｋｅ、Ｄ．Ｓｏｌｌ及びＳ．Ｎｉｓｈｉｍｕｒａ、Ｊ．Ｂ
ｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２７５：４０３２４（２０００）を参照のこと。
【０３２６】
　非天然アミノ酸をタンパク質にインビボで取り込むための別の戦略は、校正機構を有す
るシンテターゼを改変することである。これらのシンテターゼは識別することができず、
したがって、同種の天然アミノ酸と構造的に類似のアミノ酸を活性化する。このエラーは
別の部位で補正され、タンパク質翻訳の忠実度を維持するために、ｔＲＮＡからのミスチ
ャージアミノ酸が脱アシル化される。シンテターゼの校正活性が機能しない場合、間違っ
て活性化された構造類似体が編集機能を逃れ、取り込まれる。バリル－ｔＲＮＡシンテタ
ーゼ（ＶａｌＲＳ）により、このアプローチが近年明らかにされた。Ｖ．Ｄｏｒｉｎｇ、
Ｈ．Ｄ．Ｍｏｏｔｚ、Ｌ．Ａ．Ｎａｎｇｌｅ、Ｔ．Ｌ．Ｈｅｎｄｒｉｃｋｓｏｎ、Ｖ．ｄ
ｅ　Ｃｒｅｃｙ－Ｌａｇａｒｄ、Ｐ．Ｓｃｈｉｍｍｅｌ及びＰ．Ｍａｒｌｉｅｒｅ、Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ、２９２：５０１（２００１）を参照のこと。ＶａｌＲＳは、ｔＲＮＡＶａｌ
をＣｙｓ、Ｔｈｒ又はアミノブチラート（Ａｂｕ）で間違ってアミノアシル化し得；続い
て、編集ドメインによりこれらの非同種アミノ酸を加水分解する。エシェリヒア・コリ染
色体のランダム変異誘発後、ＶａｌＲＳの編集部位に変異を有する変異エシェリヒア・コ
リ株を選択した。この編集機能欠損ＶａｌＲＳは、ＣｙｓによりｔＲＮＡＶａｌを不正確
に処理する。Ａｂｕは立体的にＣｙｓに類似しているので（Ｃｙｓの－ＳＨ基はＡｂｕに
おいて－ＣＨ３に置き換えられている。）、この変異エシェリヒア・コリ株をＡｂｕ存在
下で増殖させた場合、変異ＶａｌＲＳもまたタンパク質にＡｂｕを取り込む。質量分析か
ら、天然型タンパク質中の各バリン位置においてバリンの約２４％がＡｂｕにより置換さ
れることが示される。
【０３２７】
　固相合成及び半合成法によってもまた、新規アミノ酸を含有する多くのタンパク質の合
成が可能となった。例えば、次のような、以下の刊行物及びそこで引用されている参考文
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献を参照のこと：Ｃｒｉｃｋ，Ｆ．Ｈ．Ｃ．，Ｂａｒｒｅｔｔ，Ｌ．，Ｂｒｅｎｎｅｒ，
Ｓ．，Ｗａｔｔｓ－Ｔｏｂｉｎ，Ｒ．，Ｇｅｎｅｒａｌ　ｎａｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　
ｇｅｎｅｔｉｃ　ｃｏｄｅ　ｆｏｒ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ．Ｎａｔｕｒｅ、１９２：１２２
７－１２３２（１９６１）；Ｈｏｆｍａｎｎ，Ｋ．，Ｂｏｈｎ，Ｈ．Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏ
ｎ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅｓ．ＸＸＸＶＩ．Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｐｙｒａｚ
ｏｌｅ－ｉｍｉｄａｚｏｌｅ　ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓ－ｐｒｏｔ
ｅｉｎ　ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ　ｐｏｔｅｎｃｙ　ｏｆ　ａｎ　Ｓ－ｐｅｐｔｉｄｅ　ｆ
ｒａｇｍｅｎｔ、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．８８（２４）：５９１４－５９１９（１９６６）
；Ｋａｉｓｅｒ，Ｅ．Ｔ．Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ　ｔｏ　ｂｉｏｌ
ｏｇｉｃａｌｌｙ　ａｃｔｉｖｅ　ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ　ｅｎｚｙｍｅｓ，Ａｃｃ　Ｃｈｅｍ　Ｒｅｓ，２２：４７－５４（１９
８９）；Ｎａｋａｔｓｕｋａ，Ｔ．，Ｓａｓａｋｉ，Ｔ．，Ｋａｉｓｅｒ，Ｅ．Ｔ．Ｐｅ
ｐｔｉｄｅ　ｓｅｇｍｅｎｔ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｃａｔａｌｙｚｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　
ｓｅｍｉｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｅｎｚｙｍｅ　ｔｈｉｏｓｕｂｔｉｌｉｓｉｎ，Ｊ．Ａｍ
．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１０９：３８０８－３８１０（１９８７）；Ｓｃｈｎｏｌｚｅｒ
，Ｍ．，Ｋｅｎｔ，Ｓ．Ｂ．Ｈ．Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｂｙ　
ｄｏｖｅｔａｉｌｉｎｇ　ｕｎｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｐｅｐｔｉｄ
ｅｓ：ｂａｃｋｂｏｎｅ－ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　ＨＩＶ　ｐｒｏｔｅａｓｅ，Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ，２５６（５０５４）：２２１－２２５（１９９２）；Ｃｈａｉｋｅｎ，Ｉ．Ｍ．
Ｓｅｍｉｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ，ＣＲＣ　
Ｃｒｉｔ　Ｒｅｖ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．１１（３）：２５５－３０１（１９８１）；Ｏｆｆ
ｏｒｄ，Ｒ．Ｅ．Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｂｙ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　
ｍｅａｎｓ？ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．，１（３）：１５１－１５７（１９８７）；及び
Ｊａｃｋｓｏｎ，Ｄ．Ｙ．，Ｂｕｒｎｉｅｒ，Ｊ．Ｑｕａｎ，Ｃ．，Ｓｔａｎｌｅｙ，Ｍ
．，Ｔｏｍ，Ｊ．，Ｗｅｌｌｓ，Ｊ．Ａ．Ａ　Ｄｅｓｉｇｎｅｄ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｌｉ
ｇａｓｅ　ｆｏｒ　Ｔｏｔａｌ　Ｓｙｎｔｅｈｓｉｓ　ｏｆ　Ｒｉｂｏｎｕｃｌｅａｓｅ
　Ａ　ｗｉｔｈ　Ｕｎｎａｔｕｒａｌ　Ｃａｔａｌｙｔｉｃ　Ｒｅｓｉｄｕｅｓ，Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ，２６６（５１８３）：２４３（１９９４）。
【０３２８】
　インビトロでタンパク質に補因子、スピン標識及びオリゴヌクレオチドなどの様々な非
天然側鎖を導入するために、化学修飾が使用されてきた。例えば、Ｃｏｒｅｙ，Ｄ．Ｒ．
，Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．Ｇ．Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｈｙｂｒｉｄ　ｓｅｑｕ
ｅｎｃｅ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｉｎｇｌｅ－ｓｔｒａｎｄｅｄ　ｄｅｏｘｙｒｉｂｏｎ
ｕｃｌｅａｓｅ，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２３８（４８３２）：１４０１－１４０３（１９８７
）；Ｋａｉｓｅｒ，Ｅ．Ｔ．，Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｄ．Ｓ．，Ｒｏｋｉｔａ，Ｓ．Ｅ．Ｔ
ｈｅ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｎｚｙｍａｔｉｃ　ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃｉｔｙ，Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｂｉｏｃｈｅｍ，５４：５６５－５９５（１９
８５）；Ｋａｉｓｅｒ，Ｅ．Ｔ．，Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｄ．Ｓ．Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｍｕ
ｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｎｚｙｍｅ　ａｃｔｉｖｅ　ｓｉｔｅｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２２
６（４６７４）：５０５－５１１（１９８４）；Ｎｅｅｔ，Ｋ．Ｅ．，Ｎａｎｃｉ　Ａ，
Ｋｏｓｈｌａｎｄ，Ｄ．Ｅ．Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｉｏｌ－ｓｕｂｓｔｉｌ
ｉｓｉｎ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２４３（２４）：６３９２－６４０１（１９６８
）；Ｐｏｌｇａｒ，Ｌ．ｅｔ　Ｍ．Ｌ．Ｂｅｎｄｅｒ　Ａ　ｎｅｗ　ｅｎｚｙｍｅ　ｃｏ
ｎｔａｉｎｉｎｇ　ａ　ｓｙｎｔｈｅｔｉｃａｌｌｙ　ｆｏｒｍｅｄ　ａｃｔｉｖｅ　ｓ
ｉｔｅ．Ｔｈｉｏｌ－ｓｕｂｔｉｌｉｓｉｎ．Ｊ．Ａｍ　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ，８８：３１
５３－３１５４（１９６６）；及びＰｏｌｌａｃｋ，Ｓ．Ｊ．，Ｎａｋａｙａｍａ，Ｇ．
Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．Ｇ．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｕｃｌｅｏｐｈｉｌｅｓ
　ａｎｄ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｉｃ　ｐｒｏｂｅｓ　ｉｎｔｏ　ａｎｔｉｂｏｄｙ　
ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ　ｓｉｔｅｓ、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４２（４８８１）：１０３８－１
０４０（１９８８）を参照のこと。
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【０３２９】
　あるいは、いくつかの生物物理学的プローブをインビトロで合成されたタンパク質に取
り込むために、化学的に修飾されたアミノアシル－ｔＲＮＡを用いる生合成法が使用され
てきた。例えば、次の刊行物及びそこで引用されている参考文献を参照のこと：Ｂｒｕｎ
ｎｅｒ，Ｊ．Ｎｅｗ　Ｐｈｏｔｏｌａｂｅｌｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ
　ｍｅｔｈｏｄｓ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｉｏｃｈｅｍ，６２：４８３－５１４（１９
９３）；及びＫｒｉｅｇ，Ｕ．Ｃ．，Ｗａｌｔｅｒ，Ｐ．，Ｈｏｈｎｓｏｎ，Ａ．Ｅ．Ｐ
ｈｏｔｏｃｒｏｓｓｌｉｎｋｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　
ｏｆ　ｎａｓｃｅｎｔ　ｐｒｅｐｒｏｌａｃｔｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　５４－ｋｉｌｏｄａ
ｌｔｏｎ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉ
ｏｎ　ｐａｒｔｉｃｌｅ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，８３（２２）：８
６０４－８６０８（１９８６）。
【０３３０】
　以前、所望のアンバーナンセンス変異を含有する遺伝子を用いてプログラムされたタン
パク質合成反応に化学的アミノアシル化サプレッサーｔＲＭＡを加えることにより、非天
然アミノ酸がインビトロでタンパク質に部位特異的に取り込まれ得ることが示された。こ
れらのアプローチを用いて、特定のアミノ酸に対して栄養要求性である株を使用し、多く
の一般的な２０種類のアミノ酸を構造が近い相同体で、例えばフェニルアラニンに対して
フルオロフェニルアラニンで、置換することができる。例えば、Ｎｏｒｅｎ，Ｃ．Ｊ．，
Ａｎｔｈｏｎｙ－Ｃａｈｉｌｌ，Ｇｒｉｆｆｉｔｈ，Ｍ．Ｃ．，Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．Ｇ
．Ａ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｕｎｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ　ｉｎｔｏ　
ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２４４：１８２－１８８（１９８９）；Ｍ．Ｗ．Ｎ
ｏｗａｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ２６８：４３９－４２（１９９５）；Ｂａｉｎ
，Ｊ．Ｄ．，Ｇｌａｂｅ，Ｃ．Ｇ．，Ｄｉｘ，Ｔ．Ａ．，Ｃｈａｍｂｅｒｌｉｎ，Ａ．Ｒ
．，Ｄｉａｌａ、Ｅ．Ｓ．Ｂｉｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｎｏｎ－ｎａｔｕｒａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄ
　ｉｎｔｏ　ａ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ，Ｊ．Ａｍ　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ，１１１：８０
１３－８０１４（１９８９）；Ｎ．Ｂｕｄｉｓａ　ｅｔ　ａｌ．，ＦＡＳＥＢ　Ｊ．１３
：４１－５１（１９９９）；Ｅｌｌｍａｎ，Ｊ．Ａ．，Ｍｅｎｄｅｌ，Ｄ．，Ａｎｔｈｏ
ｎｙ－Ｃａｈｉｌｌ，Ｓ．，Ｎｏｒｅｎ，Ｃ．Ｊ．，Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．Ｇ．Ｂｉｏｓ
ｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎｇ　ｕｎｎａｔｕｒａ
ｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ　ｓｉｔｅ－ｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙ　ｉｎｔｏ　ｐｒｏ
ｔｅｉｎｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚ．，ｖｏｌ．２０２　３０１－３３６（１９
９２）；及びＭｅｎｄｅｌ，Ｄ．，Ｃｏｒｎｉｓｈ，Ｖ．Ｗ．及びＳｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．
Ｇ．Ｓｉｔｅ－Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｅｘｐａ
ｎｄｅｄ　Ｇｅｎｅｔｉｃ　Ｃｏｄｅ，Ａｎｎｕ　Ｒｅｖ　Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｂｉｏｍｏ
ｌ　Ｓｔｒｕｃｔ．２４、４３５－６２（１９９５）を参照のこと。
【０３３１】
　例えば、停止コドンＵＡＧを認識するサプレッサーｔＲＮＡを調製し、非天然アミノ酸
を用いて化学的にアミノアシル化した。従来の部位特異的変異誘発を使用して、タンパク
質遺伝子の関心のある部位に停止コドンＴＡＧを導入した。例えば、Ｓａｙｅｒｓ，Ｊ．
Ｒ．，Ｓｃｈｍｉｄｔ，Ｗ．Ｅｃｋｓｔｅｉｎ，Ｆ．５’－３’Ｅｘｏｎｕｃｌｅａｓｅ
ｓ　ｉｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ－ｂａｓｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄ－ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ，１６（３）：７９１－８０２（１９８８）を参照のこと。アシル化されたサプレッサ
ーｔＲＮＡ及び変異遺伝子をインビトロ転写／翻訳系において組合せた場合、指定の位置
にそのアミノ酸を含有するタンパク質を与えるＵＡＧコドンに反応して非天然アミノ酸が
取り込まれた。［３Ｈ］－Ｐｈｅを用いた実験及びα－ヒドロキシ酸を用いた実験から、
所望するアミノ酸のみがＵＡＧコドンにより指定された位置に取り込まれること、及びこ
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のアミノ酸がタンパク質中の他の何れの位置にも取り込まれないことが分かった。例えば
、Ｎｏｒｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，前出；Ｋｏｂａｙａｓｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，（２００３）
Ｎａｔｕｒｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　１０（６）：４２５－４３２；
及びＥｌｌｍａｎ，Ｊ．Ａ．，Ｍｅｎｄｅｌ，Ｄ．，Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｐ．Ｇ．Ｓｉｔｅ
－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｏｖｅｌ　ｂａｃｋｂｏｎ
ｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｉｎｔｏ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｓｃｉｅｎｃｅ，２５５（５
０４１）：１９７－２００（１９９２）を参照のこと。
【０３３２】
　ｔＲＮＡは、化学的又は酵素的なアミノアシル化を含む（これらに限定されない。）あ
らゆる方法又は技術によって、所望のアミノ酸でアミノアシル化され得る。
【０３３３】
　アミノアシル化は、アミノアシルｔＲＮＡシンテターゼによって、又はリボザイムを含
む（これに限定されない。）他の酵素分子によって達成し得る。「リボザイム」という用
語は、「触媒的ＲＮＡ」と互換的である。Ｃｅｃｈと共同研究者ら（Ｃｅｃｈ，　１９８
７，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２３６：１５３２－１５３９；ＭｃＣｏｒｋｌｅ　ｅｔ　ａｌ
．，　１９８７，　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．６４：２２１－２２６）は、触
媒として作用することが可能な天然に存在するＲＮＡ（リボザイム）の存在を実証した。
しかしながら、これらの天然ＲＮＡ触媒は、リボ核酸基質に対して、切断及びスプライシ
ングのために作用することが示されているに過ぎず、リボザイムの人工的な進化の最近の
発展により、様々な化学反応に対する触媒のレパートリーが拡大している。研究によって
、それら自身の（２’）３’末端に対してアミノアシルＲＮＡ結合を触媒することが可能
なＲＮＡ分子（Ｉｌｌａｎｇａｋｅｋａｒｅ　ｅｔ　ａｌ．，１９９５　Ｓｃｉｅｎｃｅ
　２６７：６４３－６４７）及びあるＲＮＡ分子から別のＲＮＡ分子へとアミノ酸を転移
させることが可能なＲＮＡ分子（Ｌｏｈｓｅ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９６，Ｎａｔｕｒｅ
　３８１：４４２－４４４）が同定されている。
【０３３４】
　米国特許出願公開２００３／０２２８５９３号（参照により、本明細書中に組み込まれ
る。）は、リボザイムを構築する方法並びに天然にコードされているアミノ酸及び天然に
おいてコードされていないアミノ酸を用いた、ｔＲＮＡのアミノアシル化におけるそれら
の使用について記載している。ｔＲＮＡをアミノアシル化させることが可能な酵素的分子
（リボザイムを含むが、これに限定されない。）の基質に固定された形態は、アミノアシ
ル化された産物の効率的なアフィニティー精製を可能とし得る。適切な基質の例には、ア
ガロース、セファロース及び磁気ビーズが含まれる。アミノアシル化用リボザイムの基質
固定化された形態の作製及び使用は、「Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　
２００３，　１０：１０７７－１０８４」及び米国特許出願公開２００３／０２２８５９
３号（参照により、本明細書に組み込まれる。）に記載されている。
【０３３５】
　化学的なアミノアシル化の方法には、アミノアシル化におけるシンテターゼの使用を回
避するために、Ｈｅｃｈｔと共同研究者ら（Ｈｅｃｈｔ，　Ｓ．　Ｍ．　Ａｃｃ．　Ｃｈ
ｅｍ．　Ｒｅｓ．　１９９２，　２５，　５４５；Ｈｅｃｋｌｅｒ，　Ｔ．　Ｇ．；Ｒｏ
ｅｓｓｅｒ，　Ｊ．　Ｒ．；Ｘｕ，　Ｃ；Ｃｈａｎｇ，　Ｐ．；Ｈｅｃｈｔ，　Ｓ．　Ｍ
．　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１９８８，　２７，　７２５４；Ｈｅｃｈｔ，　Ｓ．　
Ｍ．；Ａｌｆｏｒｄ，　Ｂ．　Ｌ．；Ｋｕｒｏｄａ，　Ｙ．；Ｋｉｔａｎｏ，　Ｓ．　Ｊ
．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　１９７８，　２５３，　４５１７）並びにＳｃｈｕｌｔｚ
、Ｃｈａｍｂｅｒｌｉｎ、Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ及びその他（Ｃｏｒｎｉｓｈ，　Ｖ．　Ｗ
．；Ｍｅｎｄｅｌ，　Ｄ．；Ｓｃｈｕｌｔｚ，　Ｐ．　Ｇ．　Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．
　Ｉｎｔ．　Ｅｄ．　Ｅｎｇｌ．　１９９５，　３４，　６２１；Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ，
　Ｓ．　Ａ．；Ｅｌｌｍａｎ，　Ｊ．　Ａ．；Ｓｃｈｕｌｔｚ，　Ｐ．　Ｇ．　Ｊ．　Ａ
ｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１９９１，　１１３，　２７２２；Ｎｏｒｅｎ，　Ｃ．　
Ｊ．；Ａｎｔｈｏｎｙ－Ｃａｈｉｌｌ，　Ｓ．　Ｊ．；Ｇｒｉｆｆｉｔｈ，　Ｍ．　Ｃ；
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Ｓｃｈｕｌｔｚ，　Ｐ．　Ｇ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　１９８９，　２４４，　１８２；Ｂａ
ｉｎ，　Ｊ．　Ｄ．；Ｇｌａｂｅ，　Ｃ．　Ｇ．；Ｄｉｘ，　Ｔ．　Ａ．；Ｃｈａｍｂｅ
ｒｌｉｎ，　Ａ．　Ｒ．　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１９８９，　１１１，
　８０１３；Ｂａｉｎ，　Ｊ．　Ｄ．　ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　１９９２，　３５６
，　５３７；Ｇａｌｌｉｖａｎ，　Ｊ．　Ｐ．；Ｌｅｓｔｅｒ，　Ｈ．　Ａ．；Ｄｏｕｇ
ｈｅｒｔｙ，　Ｄ．　Ａ．　Ｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｌ．　１９９７，　４，　７４０；Ｔｕ
ｒｃａｔｔｉ，　ｅｔ　ａｌ．Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　１９９６，　２７１，　
１９９９１；Ｎｏｗａｋ，　Ｍ．　Ｗ．　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　１９９５，
　２６８，　４３９；Ｓａｋｓ，　Ｍ．　Ｅ．　ｅｔ　ａｌ．　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈ
ｅｍ．１９９６，　２７１，　２３１６９；Ｈｏｈｓａｋａ，　Ｔ．　ｅｔ　ａｌ．　Ｊ
．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１９９９，　１２１，　３４）（これらは、参照に
より、本明細書宙に組み込まれる。）によって導入された方法が含まれるが、これらに限
定されない。このような方法又は他の化学的アミノアシル化の方法は、ｔＲＮＡ分子をア
ミノアシル化するために使用し得る。
【０３３６】
　触媒的ＲＮＡを生成するための方法は、ランダム化されたリボザイム配列の分離したプ
ール生成すること、プールに対して誘導された進化を実施すること、所望のアミノアシル
化活性についてプールをスクリーニングすること、及び所望のアミノアシル化活性を示す
リボザイムの配列を選択すること、を含み得る。
【０３３７】
　リボザイムは、ＧＧＵモチーフ及びＵが豊富な領域などの、アシル化活性を促進させる
モチーフ及び／又は領域を含むことが可能である。例えば、Ｕが豊富な領域はアミノ酸基
質の認識を促進させ得ること、及びＧＧＵモチーフはｔＲＮＡの３’末端と塩基対を形成
し得ることが報告されている。共同して、ＧＧＵ及びモチーフ及びＵが豊富な領域は、ア
ミノ酸とｔＲＮＡの両方の同時認識を同時に促進し、これにより、ｔＲＮＡの３’末端の
アミノアシル化を促進する。
【０３３８】
　リボザイムは、ｔＲＮＡＡｓｎ

ＣＣＣＧと結合された、部分的にランダム化されたｒ２
４ｍｉｎｉを使用し、続いて、活性なクローン中に見出されるコンセンサス配列の体系的
エンジニアリングを行うインビトロ選択によって生成することが可能である。本方法によ
って得られた典型的なリボザイムは、「Ｆｘ３リボザイム」と名付けられ、米国出願公開
２００３／０２２８５９３号（その内容は、参照により本明細書宙に組み込まれる。）に
記載されており、同族非天然アミノ酸が搭載された様々なアミノアシル－ｔＲＮＡの合成
のための多目的触媒として作用する。
【０３３９】
　基質上への固定は、アミノアシル化されたｔＲＮＡの効率的なアフィニティー精製を可
能とするために使用し得る。適切な基質の例には、アガロース、セファロース及び磁気ビ
ーズが含まれるが、これらに限定されない。対応するジアルデヒドを生じさせて樹脂上の
ＲＮＡの固定化を促進するために、ＲＮＡのリボース上の３’－シス－ジオールを過ヨウ
素酸塩で酸化することが可能であるなど、ＲＮＡの化学的構造を活用することによって、
樹脂の上にリボザイムを固定することが可能である。安価なヒドラジド樹脂など、樹脂の
様々な種類を使用することが可能であり、還元的アミノ化が樹脂とリボザイム間の相互作
用を不可逆的連結とする。アミノアシル－ｔＲＮＡの合成は、このオンカラムアミノアシ
ル化技術によって著しく促進することが可能である。「Ｋｏｕｒｏｕｋｌｉｓ　ｅｔ　ａ
ｌ．　Ｍｅｔｈｏｄｓ　２００５；３６：２３９－４」は、カラムを基礎としたアミノア
シル化システムを記載している。
【０３４０】
　アミノアシル化されたｔＲＮＡの単離は、様々な様式で達成することが可能である。１
つの適切な方法は、１０ｍＭ　ＥＤＴＡを加えた酢酸ナトリウム溶液、５０ｍＭ　Ｎ－（
２－ヒドロキシエチル）ピペラジンーＮ’－（３－プロパンスルホン酸）、１２．５ｍＭ
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　ＫＣｌ、ｐＨ７．０、１０ｍＭ　ＥＤＴＡを含有する緩衝液又は単純にＥＤＴＡ緩衝化
された水（ｐＨ７．０）などの緩衝液で、アミノアシル化されたｔＲＮＡをカラムから溶
出することである。
【０３４１】
　翻訳反応によって作製されるポリペプチド中の選択された位置に、ｔＲＮＡのアミノア
シル化に用いたアミノ酸を取り込ませるために、翻訳反応にアミノアシル化されたｔＲＮ
Ａを添加することが可能である。本発明のアミノアシル化されたｔＲＮＡが使用され得る
翻訳系の例には、細胞可溶化液が含まれるが、これに限定されない。細胞可溶化液は、入
力ｍＲＮＡからポリペプチドをインビトロ翻訳するために必要な反応成分を提供する。こ
のような反応成分の例には、リボソームタンパク質、ｒＲＮＡ、アミノ酸、ｔＲＮＡ、Ｇ
ＴＰ、ＡＴＰ、翻訳開始及び伸長因子及び翻訳と関連するさらなる因子が含まれるが、こ
れらに限定されない。さらに、翻訳系は、バッチ翻訳又は区画化された翻訳であり得る。
バッチ翻訳系は単一コンパートメント中の反応成分を組み合わせるのに対して、区画化さ
れた翻訳系は翻訳効率を阻害することが可能な反応産物から翻訳反応成分を分離する。こ
のような翻訳系は市販されている。
【０３４２】
　さらに、連結された転写／翻訳系を使用し得る。連結された転写／翻訳系は、対応する
ｍＲＮＡへの入力ＤＮＡの両転写を可能とし、次いで、対応するｍＲＮＡは反応成分によ
って翻訳される。市販の連結された転写／翻訳の例は、Ｒａｐｉｄ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＲＴＳ，　Ｒｏｃｈｅ　Ｉｎｃ．）である。系は、リボソーム及び
翻訳因子などの翻訳成分を提供するために、Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）可溶化液を含有す
る混合物を含む。さらに、翻訳において使用するためのｍＲＮＡテンプレートへと、入力
ＤＮＡを転写するために、ＲＮＡポリメラーゼが含められる。ＲＴＳは、供給／廃棄コン
パートメント及び転写／翻訳コンパートメントを含む反応コンパートメントの間に介在さ
れる膜によって反応成分のコンパートメント化を使用することが可能である。
【０３４３】
　ｔＲＮＡのアミノアシル化は、トランスフェラーゼ、ポリメラーゼ、触媒的抗体、多機
能タンパク質などを含む（これらに限定されない。）他の因子によって実行し得る。
【０３４４】
　「Ｌｕ　ｅｔ　ａｌ．　ｉｎ　ＭｏＩ　Ｃｅｌｌ．２００１　Ｏｃｔ；８（４）：７５
９－６９」は、非天然アミノ酸を含有する合成ペプチドに、タンパク質を化学的に連結さ
せる方法（発現されたタンパク質の連結）を記載している。
【０３４５】
　非天然アミノ酸をタンパク質に取り込むために、マイクロインジェクション技術も使用
されてきた。例えば、Ｍ．Ｗ．Ｎｏｗａｋ，Ｐ．Ｃ．Ｋｅａｒｎｅｙ，Ｊ．Ｒ．Ｓａｍｐ
ｓｏｎ，Ｍ．Ｅ．Ｓａｋｓ，Ｃ．Ｇ．Ｌａｂａｒｃａ，Ｓ．Ｋ．Ｓｉｌｖｅｒｍａｎ，Ｗ
．Ｇ．Ｚｈｏｎｇ，Ｊ．Ｔｈｏｒｓｏｎ，Ｊ．Ｎ．Ａｂｅｌｓｏｎ，Ｎ．Ｄａｖｉｄｓｏ
ｎ，Ｐ．Ｇ．Ｓｃｈｕｌｔｚ，Ｄ．Ａ．Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ及びＨ．Ａ．Ｌｅｓｔｅｒ，
Ｓｃｉｅｎｃｅ，２６８：４３９（１９９５）；及びＤ．Ａ．Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ，Ｃｕ
ｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．，４：６４５（２０００）を参照のこと。インビ
トロで作製された２種類のＲＮＡ種（関心のあるアミノ酸位置にＵＡＧ停止コドンを有す
る標的タンパク質をコードするｍＲＮＡ及び所望の非天然アミノ酸でアミノアシル化され
たアンバーサプレッサーｔＲＮＡ）をアフリカツメガエル卵母細胞に同時に注入した。次
に、卵母細胞の翻訳機構は、ＵＡＧにより指定される位置に非天然アミノ酸を挿入する。
この方法により、膜内在性タンパク質のインビボ構造－機能研究が可能となった（これは
、通常、インビトロ発現系に適さない。）。例としては、蛍光共鳴エネルギー転移により
距離を測定するための蛍光アミノ酸のタキキニンニューロキニン－２受容体への取り込み
（例えば、Ｇ．Ｔｕｒｃａｔｔｉ，Ｋ．Ｎｅｍｅｔｈ，Ｍ．Ｄ．Ｅｄｇｅｒｔｏｎ，Ｕ．
Ｍｅｓｅｔｈ，Ｆ．Ｔａｌａｂｏｔ，Ｍ．Ｐｅｉｔｓｃｈ，Ｊ．Ｋｎｏｗｌｅｓ，Ｈ．Ｖ
ｏｇｅｌ及びＡ．Ｃｈｏｌｌｅｔ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２７１：１９９９１（１
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９９６）を参照。）；イオンチャネルにおいて表面に曝露された残基を同定するためのビ
オチン化アミノ酸の取り込み（例えば、Ｊ．Ｐ．Ｇａｌｌｉｖａｎ，Ｈ．Ａ．Ｌｅｓｔｅ
ｒ及びＤ．Ａ．Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ，Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．，４：７３９（１９９７）を
参照。）；イオンチャネルにおける立体構造変化をリアルタイムでモニタリングするため
のケージ化されたチロシン類似体の使用（例えば、Ｊ．Ｃ．Ｍｉｌｌｅｒ，Ｓ．Ｋ．Ｓｉ
ｌｖｅｒｍａｎ，Ｐ．Ｍ．Ｅｎｇｌａｎｄ，Ｄ．Ａ．Ｄｏｕｇｈｅｒｔｙ及びＨ．Ａ．Ｌ
ｅｓｔｅｒ，Ｎｅｕｒｏｎ、２０：６１９（１９９８）を参照；及びそれらのゲーティン
グ機構を調べるためにイオンチャネル骨格を変化させるためのαヒドロキシアミノ酸の使
用が挙げられる。例えば、Ｐ．Ｍ．Ｅｎｇｌａｎｄ，Ｙ．Ｚｈａｎｇ，Ｄ．Ａ．Ｄｏｕｇ
ｈｅｒｔｙ及びＨ．Ａ．Ｌｅｓｔｅｒ，Ｃｅｌｌ、９６：８９（１９９９）；及びＴ．Ｌ
ｕ，Ａ．Ｙ．Ｔｉｎｇ，Ｊ．Ｍａｉｎｌａｎｄ，Ｌ．Ｙ．Ｊａｎ，Ｐ．Ｇ．Ｓｃｈｕｌｔ
ｚ及びＪ．Ｙａｎｇ，Ｎａｔ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．，４：２３９（２００１）を参照のこ
と。
【０３４６】
　インビボでタンパク質に非天然アミノ酸を直接取り込むことができることから、変異タ
ンパク質の収率が高くなること、技術が容易であること、細胞もしくは可能であれば生き
ている生物での変異タンパク質の研究の可能性、ならびに、治療処置でのこれらの変異タ
ンパク質の使用などの（これらに限定されない。）様々な長所が得られる。様々な大きさ
、酸性度、求核性、疎水性及びその他の特性を有する非天然アミノ酸をタンパク質に含有
させることができれば、タンパク質機能を調べ、かつ新規の特性を有する新しいタンパク
質又は生物を作製するための、タンパク質構造に対する合理的かつ体系的な操作能が飛躍
的に拡大し得る。しかしながら、タンパク質の翻訳における忠実度の高い程度を達成する
のに必要とされるｔＲＮＡ－シンテターゼ相互作用の複雑な性質故に、本プロセスは困難
である。
【０３４７】
　部位特異的にパラ－Ｆ－Ｐｈｅを取り込むある試みにおいて、ｐ－Ｆ－Ｐｈｅ耐性の、
Ｐｈｅ栄養要求性エシェリヒア．コリ株で、酵母アンバーサプレッサーｔＲＮＡ　Ｐｈｅ
ＣＵＡ／フェニルアラニル－ｔＲＮＡシンテターゼペアが使用された。例えば、Ｒ．Ｆｕ
ｒｔｅｒ，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉ．，７：４１９（１９９８）を参照のこと。
【０３４８】
　無細胞（インビトロ）翻訳系を用いて本発明のｈＧＨポリヌクレオチドの発現を得るこ
とも可能であり得る。翻訳系は、細胞又は無細胞であり得、及び原核生物又は真核生物で
あり得る。細胞翻訳系には、所望の核酸配列をｍＲＮＡへ転写し、ｍＲＮＡを翻訳するこ
とができる透過化された細胞又は細胞培養物などの完全な細胞調製物が含まれるが、これ
らに限定されるものではない。無細胞翻訳系は市販されており、多くの異なる種類及び系
が周知である。無細胞系の例には、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏ
ｌｉ）可溶化液などの原核生物可溶化液並びに麦芽抽出物などの真核生物可溶化液、昆虫
細胞可溶化液、ウサギ赤血球可溶化液、ウサギ卵母細胞及びヒト細胞可溶化液が含まれる
が、これらに限定されない。得られるタンパク質が、グリコシル化され、リン酸化され、
又はその他の修飾を受けている場合には、このような多くの修飾は真核生物系でのみ可能
なので、真核生物抽出物又は可溶化液が好ましいことがあり得る。これらの抽出物及び可
溶化液の幾つかは市販されている（Ｐｒｏｍｅｇａ；Ｍａｄｉｓｏｎ，　Ｗｉｓ．；Ｓｔ
ｒａｔａｇｅｎｅ；Ｌａ　Ｊｏｌｌａ，　Ｃａｌｉｆ．；Ａｍｅｒｓｈａｍ；Ａｒｌｉｎ
ｇｔｏｎ　Ｈｅｉｇｈｔｓ，　１１１．；ＧＩＢＣＯ／ＢＲＬ；Ｇｒａｎｄ　Ｉｓｌａｎ
ｄ，　Ｎ．Ｙ．）。分泌タンパク質を翻訳するのに有用である、ミクロソーム膜を含有す
るイヌ膵臓抽出物などの膜抽出物も使用できる。これらの系では（テンプレートとしての
ｍＲＮＡ（インビトロ翻訳）又はテンプレートとしてのＤＮＡ（組み合わされたインビト
ロ転写と翻訳）の何れかを含むことができる。）、インビトロ合成は、リボソームによっ
て誘導される。無細胞タンパク質発現系の開発に対して多大な努力が行われてきた。例え
ば、Ｋｉｍ，Ｄ．Ｍ．及びＪ．Ｒ．Ｓｗａｒｔｚ、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ
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　Ｂｉｏｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、７４：３０９－３１６（２００１）；Ｋｉｍ，Ｄ．Ｍ
．及びＪ．Ｒ．Ｓｗａｒｔｚ、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，２２，１
５３７－１５４２（２０００）；Ｋｉｍ，Ｄ．Ｍ．及びＪ．Ｒ．Ｓｗａｒｔｚ，Ｂｉｏｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ，１６，３８５－３９０（２０００）；Ｋｉｍ，
Ｄ．Ｍ．及びＪ．Ｒ．Ｓｗａｒｔｚ、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，６６，１８０－１８８（１９９９）；及びＰａｔｎａｉｋ，Ｒ．及
びＪ．Ｒ．Ｓｗａｒｔｚ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　２４，８６２－８６８（１９９
８）；米国特許第６，３３７，１９１号；米国特許公開２００２／００８１６６０；ＷＯ
００／５５３５３；ＷＯ９０／０５７８５（参照により本明細書中に組み込む。）を参照
のこと。天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドの発現に対
して適用し得る別のアプローチとしては、ｍＲＮＡ－ペプチド融合技術が含まれる。例え
ば、Ｒ．Ｒｏｂｅｒｔｓ及びＪ．Ｓｚｏｓｔａｋ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．（ＵＳＡ）９４：１２２９７－１２３０２（１９９７）；Ａ．Ｆｒａｎｋｅｌ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｂｉｏｌｏｇｙ　１０：１０４３－１０５０（２０
０３）を参照のこと。このアプローチにおいて、ピューロマイシンに連結されているｍＲ
ＮＡテンプレートがリボソーム上でペプチドに翻訳される。１つ又はそれ以上のｔＲＮＡ
分子が改変されている場合、非天然アミノ酸もそのペプチドに取り込ませることができる
。最後のｍＲＮＡコドンが読まれた後、ピューロマイシンがペプチドのＣ末端を捕獲する
。生じたｍＲＮＡ－ペプチド結合体が関心のある特性を有することがインビトロアッセイ
において分かった場合、ｍＲＮＡ配列からそれが何であるかを容易に明らかにすることが
できる。このようにして、１つ又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸
を含むｈＧＨポリペプチドのライブラリをスクリーニングして、所望の特性を有するポリ
ペプチドを同定し得る。さらに最近、精製された成分を用いたインビトロリボソーム翻訳
により、天然においてコードされていないアミノ酸で置換されたペプチドの合成が可能と
なることが報告された。例えば、Ａ．Ｆｏｓｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ
．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．（ＵＳＡ）１００：６３５３（２００３）を参照のこと。
【０３４９】
　再構成された翻訳系も使用し得る。ｍＲＮＡをタンパク質へと首尾よく翻訳するために
精製された翻訳因子の混合物も使用され、及び可溶化液の組み合わせ又は開始因子－１（
ＩＦ－１）、ＩＦ－２、ＩＦ－３（α又はβ）、伸長因子Ｔ（ＥＦ－Ｔｕ）又は終結因子
などの精製された翻訳因子が補充された可溶化液も使用されてきた。無細胞系は、「Ｃｕ
ｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｆ．　
Ｍ．　Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ．　ｅｄｉｔｏｒｓ，　Ｗｉｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｓｃ
ｉｅｎｃｅ，　１９９３）」に記載されているように（参照により、特に本明細書に具体
的に組み込まれる。）、ＤＮＡが系に導入され、ｍＲＮＡへと転写され、ｍＲＮＡが翻訳
される連結された転写／翻訳系でもあり得る。真核生物転写系中で転写されたＲＮＡは、
ヘテロ核ＲＮＡ（ｈｎＲＮＡ）又は５’末端ｃａｐｓ（７－メチルグアノシン）及び３’
末端ポリＡ尾部化された成熟ｍＲＮＡの形態であり得、これは、ある種の翻訳系において
有利であり得る。例えば、キャップされたｍＲＮＡは、赤血球可溶化液系中で、高い効率
で翻訳される。
【０３５０】
　ＸＶ．ｈＧＨポリペプチドに連結された巨大分子ポリマー
　本明細書に記載されている組成物、方法、技術及び戦略を用いて、本明細書に記載され
ている非天然アミノ酸ポリペプチドに対する様々な修飾を為すことができる。これらの修
飾には、ポリペプチドの非天然アミノ酸成分へのさらなる官能基の取り込み（以下に限定
されないが、標識；色素；ポリマー；水溶性ポリマー；ポリエチレングリコールの誘導体
；光架橋リンカー、放射性核種、細胞毒性化合物、薬物、親和性標識、光親和性標識、反
応性化合物、レジン、第二のタンパク質もしくはポリペプチドもしくはポリペプチド類似
体、抗体もしくは抗体断片、金属キレート剤、補因子、脂肪酸、炭水化物、ポリヌクレオ
チド、ＤＮＡ、ＲＮＡ及びアンチセンスポリヌクレオチド、水溶性デンドリマー、シクロ
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デキストリン、阻害的リボ核酸、生体材料、ナノ粒子、スピンラベル、フルオロフォア、
金属含有部分、放射性部分、新規官能基、他の分子と共有結合又は非共有結合により相互
作用する基、フォトケージ（ｐｈｏｔｏｃａｇｅｄ）部分、光異性化可能部分、ビオチン
、ビオチン誘導体、ビオチン類似体、重原子を組み込む部分、化学的切断可能な基、光切
断可能な基、伸長側鎖、炭素結合型糖、酸化還元活性剤、アミノチオ酸、毒性部分、同位
体標識部分、生物物理学的プローブ、リン光性の基、化学発光基、高電子密度基、磁性の
基、インターカレート基、発色団、エネルギー転移剤、生物活性剤、検出可能標識、小分
子、量子ドット、ナノ伝達物質、放射性ヌクレオチド、放射性伝達物質、ニュートロン捕
捉剤又は上記のあらゆる組み合わせ又は他のあらゆる望ましい化合物若しくは物質が含ま
れる。）を含む。本明細書に記載されている、組成物、方法、技術及び戦略の例示的な非
限定例として、本明細書に記載の組成物、方法、技術及び戦略がまた、他の官能基（以下
に限定されないが上記で挙げたものなど）を添加するのに適用可能（必要に応じて適切な
改変を行い、これは当業者が本明細書中開示を用いて行い得る。）であるという了解のも
と、以下の記述は、非天然アミノ酸ポリペプチドに巨大分子ポリマーを添加することに焦
点を当てる。
【０３５１】
　本発明のｈＧＨポリペプチドに多岐にわたる巨大分子ポリマー及びその他の分子を連結
してｈＧＨポリペプチドの生物学的特性を調節する、及び／又はｈＧＨ分子に新しい生物
学的特性を与えることができる。天然コードアミノ酸を介して、天然においてコードされ
ていないアミノ酸を介して、又は天然もしくは非天然アミノ酸の何らかの官能置換基又は
、天然もしくは非天然アミノ酸に付加されている何らかの置換基もしくは官能基を介して
、これらの巨大分子ポリマーをｈＧＨポリペプチドに連結することができる。このポリマ
ーの分子量は、広範囲にわたり、以下に限定されないが、約１００Ｄａと約１００，００
０Ｄａの間、又はそれ以上などである。ポリマーの分子量は、１００，０００Ｄａ，９５
，０００Ｄａ、９０，０００Ｄａ、８５，０００Ｄａ、８０，０００Ｄａ、７５，０００
Ｄａ、７０，０００Ｄａ、６５，０００Ｄａ、６０，０００Ｄａ、５５，０００Ｄａ、５
０，０００Ｄａ、４５，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ、３５，０００Ｄａ、３０，００
０Ｄａ、２５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、
９，０００Ｄａ、８，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、６，０００Ｄａ、５，０００Ｄａ、
４，０００Ｄａ、３，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、１，０００Ｄａ、９００Ｄａ、８０
０Ｄａ、７００Ｄａ、６００Ｄａ、５００Ｄａ、４００Ｄａ、３００Ｄａ、２００Ｄａ及
び１００Ｄａなど（これらに限定されない。）、約１００Ｄａと約１００，０００Ｄａの
間であり得る。幾つかの実施形態において、ポリマーの分子量は、約１００Ｄａと５０，
０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ポリマーの分子量は、約１００Ｄａ
と４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ポリマーの分子量は、約１
，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ポリマーの分
子量は、約５，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、
ポリマーの分子量は、約１０，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。
【０３５２】
　本発明は、ポリマー：タンパク質結合体の実質的に均一な調製物を与える。「実質的に
均一な」とは、本明細書中で使用する場合、ポリマー：タンパク質結合体分子がタンパク
質全体の半分よりも多いことが観察されることを意味する。ポリマー：タンパク質結合体
は、生物活性を有し、本明細書中で提供される本発明の「実質的に均一な」ＰＥＧ化され
たｈＧＨポリペプチド調製物は、均一な調製物の長所（例えば、ロットの異なるものの薬
物動態の予測可能性において臨床適用が容易であるなど）を示すよう十分均一であるもの
である。
【０３５３】
　ポリマー：タンパク質結合体分子の混合物を調製することを選択することもでき、それ
により与えられる長所とは、混合物に含めるためのモノポリマー：タンパク質結合体の比
を選択し得るということである。したがって、所望であれば、様々な数の結合されたポリ
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マー部分を有する（即ち、ジ－、トリ－、テラ－など）様々なタンパク質の混合物を調製
し、本発明の方法を用いて調製されたモノ－ポリマー：タンパク質結合体と前記結合体を
組み合わせ、モノ－ポリマー：タンパク質結合体の前もって決定された比率を有する混合
物を有することができる。
【０３５４】
　選択されたポリマーは、これに結合させるタンパク質が水性環境（生理的環境など）で
沈殿しないように水溶性であり得る。このポリマーは、分枝又は非分枝であり得る。最終
産物調製物の治療用途の場合、このポリマーは医薬として許容される。
【０３５５】
　ポリマーの例には、ポリアルキルエーテル及びそのアルコキシキャップ化類縁体（例え
ば、ポリオキシエチレングリコール、ポリオキシエチレン／プロピレングリコール、及び
メトキシ又はエトキシキャップ化されたその類縁体、特にポリオキシエチレングリコール
、後者は、ポリエチレングリコール又はＰＥＧとしても知られる。）；ポリビニルピロリ
ドン；ポリビニルアルキルエーテル；ポリオキサゾリン、ポリアルキルオキサゾリン及び
ポリヒドロキシアルキルオキサゾリン；ポリアクリルアミド、ポリアクリルアミド及びポ
リヒドロキシアクリルアミド（例えば、ポリヒドロキシプロピルメタクリルアミド及びそ
の誘導体）；ポリヒドロキシアルキルアクリラート；ポリシアル酸及びその類縁体；親水
性ペプチド配列；デキストラン及びデキストラン誘導体、例えば、カルボキシメチルデキ
ストラン、デキストランサルファート、アミノデキストランを含む多糖及びそれらの誘導
体；セルロース及びその誘導体、例えば、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシアル
キルセルロース；キチン及びその誘導体、例えば、キトサン、スクシニルキトサン、カル
ボキシメチルキチン、カルボキシメチルキトサン；ヒアルロン酸及びその誘導体；デンプ
ン；アルギナート；コンドロイチンサルファート；アルブミン；プルラン及びカルボキシ
メチルプルラン；ポリアミノ酸及びその誘導体、例えば、ポリグルタミン酸、ポリリジン
、ポリアスパラギン酸、ポリアスパルタミド；スチレンマレイン酸無水物共重合体、ジビ
ニルエチルエーテルマレイン酸無水物共重合体などのマレイン酸無水物共重合体；ポリビ
ニルアルコール；その共重合体；そのターポリマー；その混合物及び先述されているもの
の誘導体が含まれるが、これらに限定されない。
【０３５６】
　タンパク質分子に対するポリエチレングリコール分子の比率は、反応混合物中における
これらの濃度と同じく、変化する。一般に、最適な比率（過剰な非反応タンパク質又はポ
リマーが最小限となる反応効率の観点で）は、選択したポリエチレングリコールの分子量
により、及び利用可能な反応性基の数において決定され得る。分子量に関連して、典型的
には、ポリマーの分子量が高いほど、タンパク質に結合させ得るポリマー分子の数は少な
くなる。同様に、これらのパラメータを最適化する場合、ポリマーの分枝を考慮すべきで
ある。一般に、分子量が高いほど（又は分枝が多いほど）、ポリマー：タンパク質の比率
が高くなる。
【０３５７】
　本明細書中で使用する場合、及びＰＥＧ：ｈＧＨポリペプチド結合体を想定する場合、
「治療的有効量」という用語は、患者に対して所望の有効性を与える量を指す。この量は
、個々の患者により変化し、患者の全体的な身体的状態及び治療を行うべき状態の根本的
な原因を含む、多くの要因に依存する。治療に使用されるｈＧＨポリペプチドの量は、許
容可能な変化の速度を与え、有用なレベルで所望の応答を維持する。本発明の組成物の治
療的有効量は、公に入手可能な物質及び手段を用いて当業者により容易に確定され得る。
【０３５８】
　水溶性ポリマーは、以下に限定されないが、直鎖状、フォーク状又は分枝状を含む、あ
らゆる構造形態であり得る。典型的には、水溶性ポリマーは、ポリ（アルキレングリコー
ル）、例えば、ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）などであるが、その他の水溶性ポ
リマーも利用できる。一例として、ＰＥＧを使用して、本発明のある一定の実施形態を説
明する。
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【０３５９】
　ＰＥＧは、市販されている周知の水溶性ポリマーであるか、又は、当業者に公知の方法
に従い、エチレングリコールの開環ポリマー化により調製することができる（Ｓａｎｄｌ
ｅｒ及びＫａｒｏ，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓ
ｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｖｏｌ．３，１３８－１６１頁）。「ＰＥＧ」という用語は、大
きさ又はＰＥＧの末端の修飾に関わらずあらゆるポリエチレングリコール分子を包含する
ように広く使用され、ｈＧＨポリペプチドに連結される場合、式：
　ＸＯ－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－ＣＨ２ＣＨ２－Ｙ
により表すことができる。
（式中、ｎは、２から１０，０００であり、及びＸはＨであり、又は、以下に限定されな
いがＣ１－４アルキル、保護基又は末端修飾基などの末端修飾である。）
【０３６０】
　ある場合において、本発明で使用されるＰＥＧは、一方の末端がヒドロキシ又はメトキ
シで終わっている（即ち、Ｘは、Ｈ又はＣＨ３（「メトキシＰＥＧ」）である。）。ある
いは、ＰＥＧは反応性基で終結することができ、これにより、二官能性ポリマーが形成さ
れる。典型的な反応性基には、２０種類の一般的アミノ酸で見られる官能基（以下に限定
されないが、マレイミド基、活性化されたカーボナート（以下に限定されないが、ｐ－ニ
トロフェニルエステルなど）、活性化されたエステル（以下に限定されないが、Ｎ－ヒド
ロキシスクシンイミド、ｐ－ニトロフェニルエステルなど）及びアルデヒドなど）ならび
に、２０種類の一般的アミノ酸に対して不活性であるが天然においてコードされていない
アミノ酸中に存在する相補的官能基と特異的に反応する官能基と反応させるために一般に
使用される反応性基が含まれ得る。ＰＥＧの他方の末端（上記式中では、Ｙによって示さ
れる。）は、天然又は天然においてコードされていないアミノ酸を介して、ｈＧＨポリペ
プチドに直接又は間接的に結合することに留意されたい。幾つかの実施形態において、強
い求核試薬（以下に限定されないが、ヒドラジン、ヒドラジド、ヒドロキシルアミン、セ
ミカルバジドなど）を天然においてコードされていないアミノ酸中に存在するアルデヒド
又はケトン基と反応させて、適宜、ヒドラゾン、オキシム又はセミカルバゾンを形成させ
ることができ、ある場合においては、適切な還元剤を用いた処理によりそれをさらに還元
することができる。あるいは、天然においてコードされていないアミノ酸を介して強い求
核試薬をｈＧＨポリペプチドに取り込み、これを使用して水溶性ポリマーに存在するケト
ン又はアルデヒド基と優先的に反応させることができる。
【０３６１】
　実際に所望される場合は、以下に限定されないが、要望どおり、約１００ダルトン（Ｄ
ａ）から１００，０００Ｄａ又はそれ以上（以下に限定されないが、時には、０．１から
５０ｋＤａ又は１０から４０ｋＤａなど）など、ＰＥＧのあらゆる分子量を使用すること
ができる。ＰＥＧの分子量は、広範囲にわたり、以下に限定されないが、約１００Ｄａと
約１００，０００Ｄａの間、又はそれ以上が含まれる。ＰＥＧの分子量は、１００，００
０Ｄａ，９５，０００Ｄａ、９０，０００Ｄａ、８５，０００Ｄａ、８０，０００Ｄａ、
７５，０００Ｄａ、７０，０００Ｄａ、６５，０００Ｄａ、６０，０００Ｄａ、５５，０
００Ｄａ、５０，０００Ｄａ、４５，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ、３５，０００Ｄａ
、３０，０００Ｄａ、２５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ、１０，
０００Ｄａ、９，０００Ｄａ、８，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、６，０００Ｄａ、５，
０００Ｄａ、４，０００Ｄａ、３，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、１，０００Ｄａ、９０
０Ｄａ、８００Ｄａ、７００Ｄａ、６００Ｄａ、５００Ｄａ、４００Ｄａ、３００Ｄａ、
２００Ｄａ及び１００Ｄａなど（これらに限定されない。）、約１００Ｄａと約１００，
０００Ｄａの間であり得る。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約１００Ｄ
ａと５０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約１
００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は
、約１，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧ
の分子量は、約５，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態におい
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て、ＰＥＧの分子量は、約１０，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。以下に限定
されないが、各鎖が１から１００ｋＤａの範囲のＭＷを有する（以下に限定されないが、
１から５０ｋＤａ又は５から２０ｋＤａなど）ＰＥＧ分子を含む分枝鎖ＰＥＧもまた使用
することができる。分枝鎖ＰＥＧの分子量は、以下に限定されないが、約１，０００Ｄａ
と約１００，０００Ｄａの間、又はそれ以上であり得る。分枝鎖ＰＥＧの分子量は、１０
０，０００Ｄａ、９５，０００Ｄａ、９０，０００Ｄａ、８５，０００Ｄａ、８０，００
０Ｄａ、７５，０００Ｄａ、７０，０００Ｄａ、６５，０００Ｄａ、６０，０００Ｄａ、
５５，０００Ｄａ、５０，０００Ｄａ、４５，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ、３５，０
００Ｄａ、３０，０００Ｄａ、２５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ
、１０，０００Ｄａ、９，０００Ｄａ、８，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、６，０００Ｄ
ａ、５，０００Ｄａ、４，０００Ｄａ、３，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、及び１，００
０Ｄａなど（これらに限定されない。）、約１，０００Ｄａと約１００，０００Ｄａの間
であり得る。幾つかの実施形態において、分枝鎖ＰＥＧの分子量は、約１，０００Ｄａと
５０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、分枝鎖ＰＥＧの分子量は、約
１，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、分枝鎖ＰＥ
Ｇの分子量は、約５，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態にお
いて、分枝鎖ＰＥＧの分子量は、約５，０００Ｄａと２０，０００Ｄａの間である。以下
に限定されないが、Ｓｈｅａｒｗａｔｅｒ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ，Ｉｎｃ．カタログ、Ｎｅ
ｋｔａｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓカタログ（参照により本明細書中に組み込む。）な
どに、多岐にわたるＰＥＧ分子が記載されている。
【０３６２】
　一般に、天然においてコードされていないアミノ酸との反応に、少なくとも１つのＰＥ
Ｇ分子の末端を利用できる。幾つかの実施形態において、ＰＥＧ誘導体を有するｈＧＨポ
リペプチドバリアントは、天然においてコードされていないアミノ酸の側鎖上に存在する
化学官能基と反応性がある化学官能基を含有する。
【０３６３】
　水溶性ポリマーのポリマー骨格は、ポリ（エチレングリコール）であり得る。しかし、
以下に限定されないが、ポリ（エチレン）グリコール及びその他の関連ポリマーを含む（
ポリ（デキストラン）及びポリ（プロピレングリコール）など）多岐にわたる水溶性ポリ
マーもまた、本発明の実施における使用に適切であり、ＰＥＧ又はポリ（エチレングリコ
ール）という用語の使用は、このような分子全てを包含し、含むものとすることを理解す
べきである。ＰＥＧという用語は、以下に限定されないが、そのあらゆる形態でのポリ（
エチレングリコール）（二官能性ＰＥＧ、複数アーム化されたＰＥＧ、誘導体化ＰＥＧ、
フォーク状ＰＥＧ、分枝ＰＥＧ、懸垂ＰＥＧ（即ち、ポリマー骨格に垂れ下がった、１つ
又はそれ以上の官能基を有する、ＰＥＧ又は関連ポリマー）又はその中に分解性の結合を
有するＰＥＧなど）を含む。
【０３６４】
　ＰＥＧは、典型的に、透明で無色、無臭、水溶性、熱安定性、多くの化学物質に対して
不活性であり、加水分解又は分解せず、通常は無毒性である。ポリ（エチレングリコール
）は、生体適合性であるとみなされ、つまり、ＰＥＧは、害を与えることなく生体組織又
は生物と共存可能である。より具体的には、ＰＥＧは、実質的に非免疫原性であり、つま
り、ＰＥＧは、身体において免疫反応を生じさせる傾向がない。生物活性物質など、身体
においていくつかの望ましい機能を有する分子に付着させる場合、ＰＥＧは、その物質を
マスクする傾向があり、生物がその物質の存在を耐容できるように、あらゆる免疫反応を
低下させるか、又は取り除くことができる。ＰＥＧ結合体は実質的な免疫反応を引き起こ
さないか、又は凝固もしくはその他の不必要な影響を生じさせない傾向がある。式：－－
ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－－（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎ－－ＣＨ２ＣＨ２－－を有するＰＥＧ（式中、
ｎは約３から約４０００、典型的には約２０から２０００である。）は、本発明での使用
に適切である。約８００Ｄａから約１００，０００Ｄａの分子量を有するＰＥＧは、本発
明の幾つかの実施形態において、ポリマー骨格として特に有用である。ＰＥＧの分子量は
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、広範囲にわたり、これは、以下に限定されないが、約１００Ｄａと約１００，０００Ｄ
ａの間、又はそれ以上であり得る。ＰＥＧの分子量は、１００，０００Ｄａ，９５，００
０Ｄａ、９０，０００Ｄａ、８５，０００Ｄａ、８０，０００Ｄａ、７５，０００Ｄａ、
７０，０００Ｄａ、６５，０００Ｄａ、６０，０００Ｄａ、５５，０００Ｄａ、５０，０
００Ｄａ、４５，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ、３５，０００Ｄａ、３０，０００Ｄａ
、２５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、１５，０００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、９，０
００Ｄａ、８，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、６，０００Ｄａ、５，０００Ｄａ、４，０
００Ｄａ、３，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、１，０００Ｄａ、９００Ｄａ、８００Ｄａ
、７００Ｄａ、６００Ｄａ、５００Ｄａ、４００Ｄａ、３００Ｄａ、２００Ｄａ及び１０
０Ｄａなど（これらに限定されない。）、約１００Ｄａと約１００，０００Ｄａの間であ
り得る。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約１００Ｄａと５０，０００Ｄ
ａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約１００Ｄａと４０，０
００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約１，０００Ｄａ
と４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量は、約５，
０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ＰＥＧの分子量
は、約１０，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。
【０３６５】
　ポリマー骨格は、直鎖又は分岐であり得る。分枝ポリマー骨格は、一般に、当技術分野
において公知である。典型的に、分枝ポリマーは、中央分枝コア部分を有し、直鎖状ポリ
マー鎖の複数が中央分枝コアに連結されている。ＰＥＧは、一般に、グリセロール、グリ
セロールオリゴマー、ペンタエリスリトール及びソルビトールなどの様々なポリオールへ
のエチレンオキシドの添加により調製することができる分枝形態で使用される。中央分枝
部分はまた、リジンなどのいくつかのアミノ酸由来であり得る。Ｒ（－ＰＥＧ－ＯＨ）ｍ

（式中、Ｒはグリセロール、グリセロールオリゴマー又はペンタエリスリトールなどのコ
ア部分由来であり、ｍは腕部分の数を表す。）のような一般式で分枝ポリ（エチレングリ
コール）を表すことができる。米国特許第５，９３２，４６２号、同第５，６４３，５７
５号；同第５，２２９，４９０号；同第４，２８９，８７２号；米国特許公開２００３／
０１４３５９６；ＷＯ９６／２１４６９；及びＷＯ９３／２１２５９（それぞれ本明細書
中にその全体を参照により組み込む。）に記載のものなどの、多アーム化されたＰＥＧ分
子もまたポリマー骨格として使用できる。
【０３６６】
　分枝ＰＥＧは、ＰＥＧ（－－ＹＣＨＺ２）ｎ（式中、Ｙは、連結基であり、Ｚは指定さ
れた長さの原子鎖によりＣＨに連結された活性化末端基である。）によって表されるフォ
ーク状ＰＥＧの形態であり得る。
【０３６７】
　さらに別の分枝形態である懸垂ＰＥＧは、ＰＥＧ鎖の末端ではなく、ＰＥＧ骨格に沿っ
てカルボキシルなどの反応基を有する。
【０３６８】
　ＰＥＧのこれらの形態に加えて、骨格中の弱い又は分解性結合を用いて、ポリマーを調
製することもできる。例えば、加水分解に供されるポリマー骨格中のエステル結合を用い
てＰＥＧを調製できる。下記で示すように、この加水分解の結果、ポリマーがより低分子
量の断片に切断される。
　－ＰＥＧ－ＣＯ２－ＰＥＧ－＋Ｈ２Ｏ→ＰＥＧ－ＣＯ２Ｈ＋ＨＯ－ＰＥＧ－
ポリ（エチレングリコール）又はＰＥＧという用語が、以下に限定されないが、本明細書
中に開示されているものなど、当技術分野で公知の形態全てを表すか又は含むことが、当
業者により理解される。
【０３６９】
　多くの他のポリマーもまた本発明での使用に適切である。幾つかの実施形態において、
水溶性であり、２から約３００の末端を有するポリマー骨格は本発明において特に有用で
ある。適切なポリマーの例としては、以下に限定されないが、その他のポリ（アルキレン
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グリコール）、例えばポリ（プロピレングリコール）（「ＰＰＧ」）など、そのコポリマ
ー（以下に限定されないが、エチレングリコールとプロピレングリコールとのコポリマー
など）、そのターポリマー、これらの混合物などが挙げられる。ポリマー骨格の各鎖の分
子量は様々であり得るが、典型的に、約８００Ｄａから約１００，０００Ｄａ、多くの場
合、約６，０００Ｄａから約８０，０００Ｄａの範囲である。ポリマー骨格の各鎖の分子
量は、１００，０００Ｄａ、９５，０００Ｄａ、９０，０００Ｄａ、８５，０００Ｄａ、
８０，０００Ｄａ、７５，０００Ｄａ、７０，０００Ｄａ、６５，０００Ｄａ、６０，０
００Ｄａ、５５，０００Ｄａ、５０，０００Ｄａ、４５，０００Ｄａ、４０，０００Ｄａ
、３５，０００Ｄａ、３０，０００Ｄａ、２５，０００Ｄａ、２０，０００Ｄａ、１５，
０００Ｄａ、１０，０００Ｄａ、９，０００Ｄａ、８，０００Ｄａ、７，０００Ｄａ、６
，０００Ｄａ、５，０００Ｄａ、４，０００Ｄａ、３，０００Ｄａ、２，０００Ｄａ、１
，０００Ｄａ、９００Ｄａ、８００Ｄａ、７００Ｄａ、６００Ｄａ、５００Ｄａ、４００
Ｄａ、３００Ｄａ、２００Ｄａ及び１００Ｄａなど（これらに限定されない。）、約１０
０Ｄａと約１００，０００Ｄａの間であり得る。幾つかの実施形態において、ポリマー骨
格の各鎖の分子量は、約１００Ｄａと５０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態に
おいて、ポリマー骨格の各鎖の分子量は、約１００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。
幾つかの実施形態において、ポリマー骨格の各鎖の分子量は、約１，０００Ｄａと４０，
０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ポリマー骨格の各鎖の分子量は、約
５，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。幾つかの実施形態において、ポリマー骨
格の各鎖の分子量は、約１０，０００Ｄａと４０，０００Ｄａの間である。
【０３７０】
　実質的に水溶性の骨格に対する前述の一覧は、網羅的なものではなく、単なる例示に過
ぎず、上述の質を有する全てのポリマー性物質が本発明での使用に適切なものとして想定
されることを、当業者は認識する。
【０３７１】
　本発明の幾つかの実施形態において、ポリマー誘導体は、「多官能性」であり、これは
、つまり、ポリマー骨格が少なくとも２つの末端を有し、官能基により官能化又は活性化
された、約３００末端にのぼる末端を有する可能性があることを意味する。多官能性ポリ
マー誘導体としては、以下に限定されないが、２つの末端（各末端は同じもしくは異なり
得る官能基に結合されている。）を有する直鎖状ポリマーが挙げられる。
【０３７２】
　水溶性ポリマーは、本発明のｈＧＨポリペプチドに連結することが可能である。水溶性
ポリマーは、ｈＧＨポリペプチド中に取り込まれた天然においてコードされていないアミ
ノ酸又は何れかの官能基又は天然においてコードされていない若しくは天然においてコー
ドされているアミノ酸の置換基、又は天然においてコードされていない若しくは天然にお
いてコードされているアミノ酸に付加された何らかの官能基若しくは置換基を介して連結
され得る。あるいは、水溶性ポリマーは、天然に存在するアミノ酸（システイン、リジン
又はＮ末端残基のアミン基を含むが、これらに限定されない。）を介して、天然において
コードされていないアミノ酸が取り込まれているｈＧＨポリペプチドに連結される。幾つ
かの事例では、本発明のｈＧＨポリペプチドは、１つ又はそれ以上の天然においてコード
されていないアミノ酸が水溶性ポリマー（ＰＥＧ及び／又はオリゴ糖を含むが、これらに
限定されない。）に連結されている、１、２、３、４、５、６、７、８．９、１０個の非
天然アミノ酸を含む。幾つかの事例では、本発明のｈＧＨポリペプチドは、さらに、水溶
性ポリマーに連結されている１、２、３、４、５、６、７、８．９、１０個又はそれ以上
の天然にコードされたアミノ酸を含む。幾つかの事例において、本発明のｈＧＨポリペプ
チドは、水溶性ポリマーに連結された１つ又はそれ以上の天然においてコードされていな
いアミノ酸及び水溶性ポリマーに連結された天然に存在する１つ又はそれ以上のアミノ酸
を含む。幾つかの実施形態において、本発明において使用される水溶性ポリマーは、結合
されていない形態に比べて、ｈＧＨポリペプチドの血清半減期を増大させる。
【０３７３】
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　本発明のｈＧＨポリペプチドに連結された水溶性ポリマーの数（すなわち、ＰＥＧ化又
はグリコシル化の程度）は、インビボ半減期などの変化された（増加又は減少を含むが、
これらに限定されない。）薬理学的、薬物動態的又は薬力学的特性を提供するように調整
することが可能である。幾つかの実施形態において、ｈＧＨの半減期は、修飾されていな
いポリペプチドに比べて、少なくとも約１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８
０、９０％、２倍、５倍、１０倍、５０倍又は少なくとも約１００倍増加する。
【０３７４】
　水溶性ポリマーがｈＧＨポリペプチドに連結している程度及び部位により、ｈＧＨポリ
ペプチド受容体の部位１へのｈＧＨポリペプチドの結合を調節することができる。幾つか
の実施形態において、ｈＧＨについて「Ｓｐｅｎｃｅｒ　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ
．　Ｃｈｅｍ．，　２６３：７８６２－７８６７（１９８８）」に記載されているように
、平衡結合アッセイによって測定された場合に、ｈＧＨポリペプチドが、約４００ｎＭ以
下のＫｄで、１５０ｎＭ以下のＫｄで、幾つかの事例では、約１００ｎＭ以下のＫｄで、
ｈＧＨポリペプチド受容体の部位１に結合するように、結合が調整される。
【０３７５】
　ポリマーの活性化のためのならびにペプチドとの結合のための方法及び化学反応は、文
献中に記載されており、当技術分野で公知である。ポリマーの活性化のために一般に使用
される方法としては、以下に限定されないが、臭化シアン、過ヨウ素酸塩、グルタールア
ルデヒド、ビエポキシド、エピクロロヒドリン、ジビニルスルホン、カルボジイミド、ハ
ロゲン化スルホニル、トリクロロトリアジンなどによる官能基の活性化が挙げられる。（
Ｒ．Ｆ．Ｔａｙｌｏｒ、（１９９１）、ＰＲＯＴＥＩＮ　ＩＭＭＯＢＩＬＩＳＡＴＩＯＮ
．ＦＵＮＤＡＭＥＮＴＡＬ　ＡＮＤ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋ
ｋｅｒ，Ｎ．Ｙ．；Ｓ．Ｓ．Ｗｏｎｇ，（１９９２）ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ　ＯＦ　ＰＲＯ
ＴＥＩＮ　ＣＯＮＪＵＧＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＣＲＯＳＳＬＩＮＫＩＮＧ，ＣＲＣ　Ｐｒ
ｅｓｓ，Ｂｏｃａ　Ｒａｔｏｎ；Ｇ．Ｔ．Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，（１９９
３），ＩＭＭＯＢＩＬＩＺＥＤ　ＡＦＦＩＮＩＴＹ　ＬＩＧＡＮＤ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ
Ｓ，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．；Ｄｕｎｎ，Ｒ．Ｌ．　ｅｔ　ａｌ．，編
、ＰＯＬＹＭＥＲＩＣ　ＤＲＵＧＳ　ＡＮＤ　ＤＲＵＧ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＳＹＳＴＥ
ＭＳ，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｖｏｌ．４６９，Ａｍｅｒｉｃａｎ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．１９９１を参照
。）。
【０３７６】
　ＰＥＧの官能化及び結合のいくつかの概説及び論文が利用可能である。例えば、Ｈａｒ
ｒｉｓ，Ｍａｃｒｏｎｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．Ｃ２５：３２５－３７３（１９８５）
；Ｓｃｏｕｔｅｎ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１３５：３０－６５
（１９８７）；Ｗｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｅｎｚｙｍｅ　Ｍｉｃｒｏｂ．Ｔｅｃｈｎｏｌ
．１４：８６６－８７４（１９９２）；Ｄｅｌｇａｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｒｉｔｉｃａ
ｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ９：２４９－３０４（１９９２）；Ｚａｌｉｐｓｋｙ，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａ
ｔｅ　Ｃｈｅｍ．６：１５０－１６５（１９９５）を参照のこと。
【０３７７】
　ポリマーの活性化のための方法はまた、ＷＯ９４／１７０３９、米国特許第５，３２４
，８４４号、ＷＯ９４／１８２４７、ＷＯ９４／０４１９３、米国特許第５，２１９，５
６４号、米国特許第５，１２２，６１４号、ＷＯ９０／１３５４０、米国特許第５，２８
１，６９８号及びＷＯ９３／１５１８９においても、並びに活性化されあたポリマーと、
以下に限定されないが、凝固因子ＶＩＩＩ（ＷＯ９４／１５６２５）、ヘモグロビン（Ｗ
Ｏ９４／０９０２７）、酸素運搬分子（米国特許第４，４１２，９８９）、リボヌクレア
ーゼ及びスーパーオキシドジムスターゼ（Ｖｅｒｏｎｅｓｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐ．Ｂ
ｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．１１：１４１－４５（１９８５））を含む酵素との間の
結合についても見出すことができる。引用する参考文献及び特許を全て、参照により本明
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細書中に組み込む。
【０３７８】
　続いて、遊離のＰＥＧから、ＰＥＧ化されたｈＧＨポリペプチドバリアントを分離する
ために、反応産物を疎水性相互作用クロマトグラフィーにかける。適切な条件は、架橋さ
れた複合体対所望の結合体の相対サイズに応じて異なり、当業者は容易にこれを決定する
。所望の結合体を含有する溶出物を限外ろ過により濃縮し、透析ろ過により脱塩し得る。
【０３７９】
　必要に応じて、以下に限定されないが、アフィニティークロマトグラフィー；陰イオン
又は陽イオン交換クロマトグラフィー（以下に限定されないが、ＤＥＡＥ　ＳＥＰＨＡＲ
ＯＳＥなどを使用する。）；シリカでのクロマトグラフィー；逆相ＨＰＬＣ；ゲルろ過（
以下に限定されないが、ＳＥＰＨＡＤＥＸ　Ｇ－７５などを使用する。）；疎水性相互作
用クロマトグラフィー；サイズ排除クロマトグラフィー、金属キレートクロマトグラフィ
ー；限外ろ過／透析ろ過；エタノール沈殿；硫酸アンモニウム沈殿；クロマト分画；置換
クロマトグラフィー；電気泳動操作（以下に限定されないが、分取等電点電気泳動など）
、異なる溶解度（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ）（以下に限定され
ないが、硫酸アンモニウム沈殿を含む。）又は抽出などの、当業者にとって公知の１つ又
はそれ以上の手段により、疎水性クロマトグラフィーから得たＰＥＧ化されたｈＧＨポリ
ペプチドをさらに精製することが可能である。球状タンパク質標準（Ｐｒｅｎｅｔａ，Ａ
Ｚ　ｉｎ　ＰＲＯＴＥＩＮ　ＰＵＲＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤＳ，Ａ　ＰＲＡＣ
ＴＩＣＡＬ　ＡＰＰＲＯＡＣＨ（Ｈａｒｒｉｓ及びＡｎｇａｌ編）ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　
１９８９，２９３－３０６）と比較することによるＧＰＣによって、見かけの分子量を推
定し得る。タンパク質分解（以下に限定されないが、トリプシン切断など）を行い、次い
でマススペクトロメトリー分析を行うことにより、ｈＧＨ－ＰＥＧ結合体の純度を評価す
ることができる。Ｐｅｐｉｎｓｋｙ　Ｂ．，　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．
　＆　Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．２９７（３）：１０５９－６６（２００１）。
【０３８０】
　限定なしに、本発明のｈＧＨポリペプチドのアミノ酸に連結している水溶性ポリマーを
さらに誘導体化するか置換することができる。
【０３８１】
　他のＰＥＧ誘導体及び一般的なＰＥＧ化技術
　ｈＧＨポリペプチドへ連結され得るその他の典型的なＰＥＧ分子及びＰＥＧ化方法には
、米国特許公開２００４／０００１８３８；２００２／００５２００９；２００３／０１
６２９４９；２００４／００１３６３７；２００３／０２２８２７４；２００３／０２２
０４４７；２００３／０１５８３３３；２００３／０１４３５９６；２００３／０１１４
６４７；２００３／０１０５２７５；２００３／０１０５２２４；２００３／００２３０
２３；２００２／０１５６０４７；２００２／００９９１３３；２００２／００８６９３
９；２００２／００８２３４５；２００２／００７２５７３；２００２／００５２４３０
；２００２／００４００７６；２００２／００３７９４９；２００２／０００２２５０；
２００１／００５６１７１；２００１／００４４５２６；２００１／００２１７６３；米
国特許第６，６４６，１１０号；同第５，８２４，７７８号；同第５，４７６，６５３号
；同第５，２１９，５６４号；同第５，６２９，３８４号；同第５，７３６，６２５号；
同第４，９０２，５０２号；同第５，２８１，６９８号；同第５，１２２，６１４号；同
第５，４７３，０３４号；同第５，５１６，６７３号；同第５，３８２，６５７号；同第
６，５５２，１６７号；同第６，６１０，２８１号；同第６，５１５，１００号；同第６
，４６１，６０３号；同第６，４３６，３８６号；同第６，２１４，９６６号；同第５，
９９０，２３７号；同第５，９００，４６１号；同第５，７３９，２０８号；同第５，６
７２，６６２号；同第５，４４６，０９０号；同第５，８０８，０９６号；同第５，６１
２，４６０号；同第５，３２４，８４４号；同第５，２５２，７１４号；同第６，４２０
，３３９号；同第６，２０１，０７２号；同第６，４５１，３４６号；同第６，３０６，
８２１号；同第５，５５９，２１３号；同第５，７４７，６４６号；同第５，８３４，５
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９４号；同第５，８４９，８６０号；同第５，９８０，９４８号；同第６，００４，５７
３号；同第６，１２９，９１２号；ＷＯ９７／３２６０７、ＥＰ２２９，１０８、ＥＰ４
０２，３７８、ＷＯ９２／１６５５５、ＷＯ９４／０４１９３、ＷＯ９４／１４７５８、
ＷＯ９４／１７０３９、ＷＯ９４／１８２４７、ＷＯ９４／２８０２４、ＷＯ９５／００
１６２、ＷＯ９５／１１９２４、ＷＯ９５／１３０９０、ＷＯ９５／３３４９０、ＷＯ９
６／０００８０、ＷＯ９７／１８８３２、ＷＯ９８／４１５６２、ＷＯ９８／４８８３７
、ＷＯ９９／３２１３４、ＷＯ９９／３２１３９、ＷＯ９９／３２１４０、ＷＯ９６／４
０７９１、ＷＯ９８／３２４６６、ＷＯ９５／０６０５８、ＥＰ４３９５０８、ＷＯ９７
／０３１０６、ＷＯ９６／２１４６９、ＷＯ９５／１３３１２、ＥＰ９２１１３１、ＷＯ
９８／０５３６３、ＥＰ８０９９９６、ＷＯ９６／４１８１３、ＷＯ９６／０７６７０、
ＥＰ６０５９６３、ＥＰ５１０３５６、ＥＰ４００４７２、ＥＰ１８３５０３及びＥＰ１
５４３１６（これらを参照により本明細書中に組み込む。）に記載されているものが含ま
れる。本明細書に記載されているＰＥＧ分子の何れも、一本鎖、分枝鎖、マルチアーム鎖
、単一官能性、二官能性、多官能性又はこれらのあらゆる組み合わせを含む（これらに限
定されない。）あらゆる形態で使用され得る。
【０３８２】
　血清アルブミンに対する親和性の促進
　様々な分子を本発明のｈＧＨポリペプチドに融合させて、血清中のｈＧＨポリペプチド
の半減期を調節することもできる。幾つかの実施形態において、本発明のｈＧＨポリペプ
チドに分子を連結又は融合させて、動物中の内在性血清アルブミンに対する親和性を増大
させる。
【０３８３】
　例えば、ある場合において、ｈＧＨポリペプチドと及びアルブミン結合性配列との組み
換え融合物を作製する。代表的なアルブミン結合性配列には、以下に限定されないが、連
鎖球菌タンパク質Ｇからのアルブミン結合性ドメイン（例えば、Ｍａｋｒｉｄｅｓ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｉｔｅｒ．２７７：５３４－５４２（１
９９６）及びＳｊｏｌａｎｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ
　２０１：１１５－１２３（１９９７）参照。）又は例えばＤｅｎｎｉｓ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７７：３５０３５－３５０４３（２００２）に記載のもの
などのアルブミン結合性ペプチドが含まれる。
【０３８４】
　他の実施形態において、本発明のｈＧＨポリペプチドを脂肪酸でアシル化する。ある場
合において、脂肪酸は血清アルブミンへの結合を促進する。例えば、Ｋｕｒｔｚｈａｌｓ
　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．３１２：７２５－７３１（１９９５）を参照のこ
と。
【０３８５】
　他の実施形態において、本発明のｈＧＨポリペプチドを血清アルブミン（以下に限定さ
れないが、ヒト血清アルブミンなど）と直接融合させる。本発明において、多岐にわたる
その他の分子をｈＧＨに連結させて、血清アルブミン又は他の血清成分への結合性を調節
することもできることを、当業者は認識する。
【０３８６】
　ＸＶＩ．ｈＧＨポリペプチドのグリコシル化
　本発明は、糖残基を有する１又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸
を取り込んでいるｈＧＨポリペプチドを含む。糖残基は、天然（以下に限定されないが、
Ｎ－アセチルグルコサミンなど）又は非天然（以下に限定されないが、３－フルオロガラ
クトースなど）の何れかであり得る。糖はＮ－又はＯ－結合型グリコシド結合（以下に限
定されないが、Ｎ－アセチルガラクトース－Ｌ－セリンなど）又は非天然結合（以下に限
定されないが、オキシム又は対応するＣ－もしくはＳ－結合型グリコシドなど）の何れか
により、天然においてコードされていないアミノ酸に連結し得る。
【０３８７】
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　糖（以下に限定されないが、グリコシルなど）部分をインビボ又はインビトロの何れか
でｈＧＨポリペプチドに付加し得る。本発明の幾つかの実施形態において、アミノオキシ
基により誘導体化された糖を用いてカルボニル含有天然においてコードされていないアミ
ノ酸を含むｈＧＨポリペプチドを修飾し、オキシム結合を介して連結された対応するグリ
コシル化されたポリペプチドを生成させる。天然においてコードされていないアミノ酸に
付着させた後、グリコシルトランスフェラーゼ及びその他の酵素を用いた処理を行ってｈ
ＧＨポリペプチドに結合したオリゴ糖を生成させることにより、糖をさらに加工し得る。
例えば、Ｈ．Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１２５：１７０２－
１７０３（２００３）を参照のこと。
【０３８８】
　ＸＶＩＩ．ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーの二量体及び多量体
　本発明はまた、以下に限定されないが、ホモ二量体、ヘテロ二量体、ホモ多量体又はヘ
テロ多量体（即ち、三量体、四量体など）などの、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバ
ーの組み合わせ（ｈＧＨ及びｈＧＨ類縁体を含むが、これらに限定されない。）を提供す
るが、この場合、１又はそれ以上の天然においてコードされていないアミノ酸を含有する
ｈＧＨなどのＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーポリペプチドは、ポリペプチド骨格
に直接、又はリンカーを介しての何れかで、別のＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー
もしくはそれらのバリアント又は非ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー若しくはそれ
らのバリアントである何らかの他のポリペプチドに結合されている。単量体と比較してそ
の分子量が増加していることから、ｈＧＨなどのＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー
の二量体又は多量体結合体は、以下に限定されないが、単量体ＧＨスーパー遺伝子ファミ
リーメンバーと比べて、異なる薬理学的、薬物速度論的、薬物動態的特性、調節された治
療半減期又は調節された血漿半減期など、新しい、又は所望する特性を示し得る。幾つか
の実施形態において、本発明の二量体、ｈＧＨなどのＧＨスーパー遺伝子ファミリーメン
バーは、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー受容体の二量体化を調節する。別の実施
形態において、本発明のＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー二量体又は多量体は、Ｇ
Ｈスーパー遺伝子ファミリーメンバー受容体のアンタゴニスト、アゴニスト又は調節物質
として作用する。
【０３８９】
　幾つかの実施形態において、二量体又は多量体を含有するｈＧＨ中に存在するｈＧＨ分
子の１又はそれ以上は、部位ＩＩ結合領域内に存在する水溶性ポリマーに連結された天然
においてコードされていないアミノ酸を含む。このため、二量体又は多量体のｈＧＨ分子
の各々は、部位Ｉインターフェースを介して、ｈＧＨポリペプチド受容体への結合のため
に接近可能であるが、部位ＩＩインターフェースを介した、第二のｈＧＨポリペプチド受
容体への結合のためには利用できない。従って、ｈＧＨポリペプチド二量体又は多量体は
、２つの異なるｈＧＨポリペプチド受容体の各々の部位Ｉ結合部位に関与することが可能
であるが、ｈＧＨ分子は、部位ＩＩ領域中に存在する遺伝的にコードされていないアミノ
酸に付着された水溶性ポリマーを有するので、ｈＧＨポリペプチド受容体は、ｈＧＨポリ
ペプチドリガンドの部位ＩＩ領域に関与することができず、二量体又は多量体は、ｈＧＨ
ポリペプチドアンタゴニストとして作用する。幾つかの実施形態において、二量体又は多
量体を含有するＧＨ、例えばｈＧＨポリペプチド中に存在するｈＧＨ分子の１又はそれ以
上は、部位Ｉ結合領域内に存在する水溶性ポリマーに連結された天然においてコードされ
ていないアミノ酸を含み、部位ＩＩ領域への結合を可能とする。あるいは、幾つかの実施
形態において、二量体又は多量体を含有するｈＧＨポリペプチド中に存在するｈＧＨ分子
の１又はそれ以上は、両部位が結合に利用可能なように、部位Ｉ又は部位ＩＩ結合領域内
ではない部位に存在する水溶性ポリマーに連結された天然においてコードされていないア
ミノ酸を含む。幾つかの実施形態において、部位Ｉ、部位ＩＩを有し、又は両者を結合に
使用できるｈＧＨ分子の組み合わせが使用される。少なくとも１つが結合に利用可能な部
位Ｉを有し、及び少なくとも１つが結合に利用可能な部位ＩＩを有するｈＧＨ分子の組み
合わせは、所望の活性又は特性を有する分子を提供し得る。さらに、結合に利用可能な部
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位Ｉ及び部位ＩＩを両方有するｈＧＨ分子の組み合わせは、スーパーアゴニストｈＧＨ分
子を産生し得る。
【０３９０】
　幾つかの実施形態において、Ａｓｎ－Ｌｙｓアミド結合又はＣｙｓ－Ｃｙｓジスルフィ
ド結合など（これらに限定されない。）を介して、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバ
ーは直接連結される。幾つかの実施形態では、連結されたＧＨスーパー遺伝子ファミリー
メンバーポリペプチド及び／又は連結された非ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーは
、二量体化を促進するために、天然においてコードされていない異なるアミノ酸を含む。
【０３９１】
　あるいは、２個のＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーポリペプチド及び／又は連結
された非ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーは、リンカーを介して連結される。何ら
かのヘテロ又はホモ二官能性リンカーを使用して、２個のスーパー遺伝子ファミリーメン
バーポリペプチド及び／又は連結された非ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバーポリペ
プチド（同じ又は異なる一次配列を有し得る。）を連結させることができる。ある場合に
おいて、ＧＨスーパー遺伝子ファミリーメンバー及び／又は連結された非ＧＨスーパー遺
伝子ファミリーメンバーポリペプチドを一緒に連結するために使用するリンカーは、二官
能性ＰＥＧ試薬であり得る。リンカーは、幅広い分子量又は分子長を有し得る。ｈＧＨと
連結された部分の間の所望される空間的関係又は高次構造を提供するために、より大きな
又はより小さな分子量のリンカーを使用し得る。
【０３９２】
　幾つかの実施形態において、本発明は、ダンベル構造を有する水溶性二官能性リンカー
を提供し、この構造は以下のものを含む：ａ）ポリマー骨格の少なくとも第一の末端上の
第一の官能基；及びｂ）ポリマー骨格の第二の末端上の少なくとも第二の官能基。第二の
官能基は、第一の官能基と同一であるか、又は異なり得る。第二の官能基は、幾つかの実
施形態において、第一の官能基と反応性がない。本発明は、幾つかの実施形態において、
分枝状分子構造の少なくとも１つのアームを含む水溶性化合物を提供する。例えば、分枝
状分子構造は、樹状であり得る。幾つかの実施形態において、本発明は、水溶性の活性化
されたポリマーとの反応によって形成された１つ又はそれ以上のＧＨスーパー遺伝子ファ
ミリーメンバー（ｈＧＨなど）を含む多量体を提供する。
【０３９３】
　ＸＶＩＩＩ．投与及び医薬組成物
　以下に限定されないが、適切な医薬担体と組み合わせるなどして、治療用途のために、
本発明の、ポリペプチド又はタンパク質（以下に限定されないが、ｈＧＨ、シンテターゼ
、１又はそれ以上の非天然アミノ酸を含有するタンパク質など）を場合によって使用する
ことができる。このような組成物は、例えば、化合物の治療的有効量と医薬として許容さ
れる担体又は賦形剤とを含む。このような担体又は賦形剤としては、以下に限定されない
が、生理食塩水、緩衝食塩水、デキストロース、水、グリセロール、エタノール及び／又
はそれらの組合せが挙げられる。投与様式に適切となるように製剤を作製する。一般に、
タンパク質の投与方法は、当業者に公知であり、本発明のポリペプチドの投与に適用する
ことができる。
【０３９４】
　当業者に公知の方法に従い、本発明の１つ又はそれ以上のポリペプチドを含む治療用組
成物を、場合によって１つ又はそれ以上の適切なインビトロ及び／又はインビボ疾患動物
モデルにおいて試験し、有効性、組織代謝を確認し、投与量を推定する。特に、投薬量は
最初、天然アミノ酸相同体に対する本明細書中の非天然物（以下に限定されないが、天然
アミノ酸ｈＧＨポリペプチドに対する、１つ又はそれ以上の非天然アミノ酸を含むように
修飾されたｈＧＨポリペプチドの比較など）の、活性、安定性又はその他の適切な指標に
より、即ち、適切なアッセイにおいて、決定することができる。
【０３９５】
　投与は、分子を血液又は組織細胞と最終的に接触するように導入するために通常使用さ
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れるあらゆる経路による。何らかの適切な様式で、場合により、医薬として許容される１
又はそれ以上の担体とともに、本発明の非天然アミノ酸ポリペプチドを投与する。本発明
の関連におけるこのようなポリペプチドを患者に投与する適切な方法が利用可能であるが
、２以上の経路を用いて特定の組成物を投与することができ、特定経路によって、別の経
路よりも迅速かつ効果的な作用又は反応を得られることが多い。
【０３９６】
　一部、投与される特定の組成物によってならびに組成物を投与するのに使用される特定
の方法によって、医薬として許容される担体を決定する。したがって、本発明の医薬組成
物の多岐にわたる適切な製剤が存在する。
【０３９７】
　本発明のｈＧＨポリペプチドは、タンパク質又はペプチドに適したあらゆる慣用経路（
皮下若しくは静脈内又は注射若しくは注入の他のあらゆる形態を含む（これらに限定され
ない。）非経口、例えば注射を含むが、これに限定されない。））によって投与し得る。
ポリペプチド組成物は、経口、静脈内、腹腔内、筋肉内、経皮、皮下、局所、舌下又は直
腸手段を含む（これらに限定されない。）多数の経路によって投与することが可能である
。リポソームを介して修飾又は非修飾の非天然アミノ酸ポリペプチドを含む組成物を投与
することもできる。このような投与経路及び適切な製剤は通常、当業者にとって公知であ
る。天然においてコードされていないアミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドは、単独で、又
は医薬担体などの他の適切な成分と組み合わせて使用し得る。
【０３９８】
　単独又はその他の適切な成分と組み合わせて非天然アミノ酸を含むｈＧＨポリペプチド
は、エアロゾル製剤に調製して（即ち、これらは「霧状」にすることができる。）、吸入
により投与することもできる。加圧された許容可能なプロペラント（ジクロロジフルオロ
メタン、プロパン、窒素など）にエアロゾル製剤を入れることができる。
【０３９９】
　例えば、関節内投与（関節中に）、静脈内、筋肉内、皮内、腹腔内及び皮下経路などの
非経口投与に適切な製剤としては、水性及び非水性の等張滅菌注射溶液（抗酸化剤、緩衝
剤、静菌薬及び製剤を意図されるレシピエントの血液と等張にする溶質を含有し得る。）
並びに懸濁化剤、可溶化剤、増粘剤、安定化剤及び防腐剤を含み得る水性及び非水性の滅
菌懸濁液が挙げられる。アンプル及びバイアルなど、単位用量又は複数回用量の密封容器
において、ｈＧＨの製剤を提供することができる。
【０４００】
　非経口投与及び静脈内投与は好ましい投与方法である。特に、現在使用されている製剤
による、天然アミノ酸相同体治療薬に対して既に使用されている投与経路（以下に限定さ
れないが、ＥＰＯ、ＧＨ、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＩＦＮ、インターロイキン、抗体
及び／又は医薬として送達される何らかの他のタンパク質について通常使用されるものな
ど）は、本発明のポリペプチドに対する好ましい投与経路及び処方を与える。
【０４０１】
　本発明において、患者に投与される用量は、時間にわたって患者において有効な治療応
答を有するのに十分なものであるか又は適用に応じて他の適切な活性を有するのに十分な
ものである。特定のベクターもしくは処方の効率及び使用される非天然アミノ酸ポリペプ
チドの活性、安定性もしくは血清半減期及び患者の状態、ならびに処置される患者の体重
もしくは表面積により、用量を決定する。特定の患者における、特定のベクター、処方な
どの投与に付随する何らかの不都合な副作用の、存在、性質及び程度によっても、用量サ
イズが決定される。
【０４０２】
　疾患（以下に限定されないが、癌、遺伝性疾患、糖尿病、ＡＩＤＳなど）の治療又は予
防において投与されるべきベクター又は製剤の有効量を決定する場合、医師は、循環血漿
レベル、製剤の毒性、疾患の進行及び／又は適切な場合は、抗非天然アミノ酸ポリペプチ
ド抗体の産生を評価する。
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【０４０３】
　例えば、７０ｋｇの患者に投与する用量は、典型的には、現在使用されている治療用タ
ンパク質の投薬量と等しい範囲であり、関連組成物の変化した活性又は血清半減期に対し
て調節される。本発明のベクター又は医薬製剤は、抗体投与、ワクチン投与、細胞毒性物
質、天然アミノ酸ポリペプチド、核酸、ヌクレオチド類似体、生物反応調節物質などの投
与など、何らかの公知の従来の治療による治療状態を補完することができる。
【０４０４】
　投与のために、以下に限定されないが大部分及び全体的な患者の健康に対して適用する
場合を含め、適切な製剤のＬＤ－５０又はＥＤ－５０及び／又は様々な濃度での非天然ア
ミノ酸の何らかの副作用の観察により決定される速度で本発明の製剤を投与する。単回投
与又は分割投与で投与を行うことができる。単回投与又は分割投与で投与を行うことがで
きる。
【０４０５】
　製剤の注入を行っている患者が発熱、悪寒又は筋肉痛を発症した場合、その患者にアス
ピリン、イブプロフェン、アセトアミノフェン又はその他の疼痛／発熱制御薬の適量を与
える。発熱、筋肉痛及び悪寒など、注入に対する反応が出たことがある患者には、それ以
降の注入の３０分前に、アスピリン、アセトアミドフェン又は以下に限定されないがジフ
ェンヒドラミンなどの何れかを前もって与える。解熱剤及び抗ヒスタミン剤に対して迅速
に応答しないより重度の悪寒及び筋肉痛には、メペリジンを使用する。反応の重症度によ
って、細胞注入の速度を遅くするか、又は中断する。
【０４０６】
　哺乳動物対象に、本発明のヒトｈＧＨポリペプチドを直接投与することができる。投与
は、ｈＧＨポリペプチドを対象に導入するために通常使用される何れかの経路による。本
発明の実施形態によるｈＧＨポリペプチド組成物には、経口、直腸、局所、吸入（以下に
限定されないが、エアロゾルを介したものなど）、口腔内（以下に限定されないが、舌下
など）、膣内、非経口（以下に限定されないが、皮下、筋肉内、皮内、関節内、胸膜内、
腹腔内、脳内、動脈内又は静脈内など）、局所（即ち、皮膚及び粘膜表面の両方、気道表
面を含む。）及び経皮投与に適切なものが含まれるが、いかなる場合も、最適な経路は、
治療されている状態の性質及び重症度に依存する。投与は局所又は全身投与の何れかであ
り得る。アンプル及びバイアルなど、単位用量又は複数回用量の密封容器中に、化合物の
製剤を提供することができる。単位用量の注射用形態（以下に限定されないが、溶液、懸
濁液又はエマルジョンなど）での医薬として許容される担体との混合物において本発明の
ｈＧＨポリペプチドを調製することができる。持続注入（以下に限定されないが、浸透圧
ポンプなどのミニポンプなどを用いる。）、単一ボーラス又は徐放デポー製剤により、本
発明のｈＧＨポリペプチドを投与することもできる。
【０４０７】
　投与に適切な製剤としては、水性及び非水性の溶液、等張滅菌注射溶液（抗酸化剤、緩
衝剤、静菌薬及び製剤を等張にする溶質を含有し得る。）並びに懸濁化剤、可溶化剤、増
粘剤、安定化剤及び防腐剤を含み得る水性及び非水性の滅菌懸濁液が挙げられる。既に述
べられた種類の、滅菌粉末、顆粒及び錠剤から、溶液及び懸濁液を調製し得る。
【０４０８】
　フリーズドライは、タンパク質を提示するために一般的に使用されている技術であり、
目的のタンパク質調製物から水を除去する役割を果たす。フリーズドライ又は凍結乾燥は
、乾燥されるべき材料をまず凍結した後、真空環境中で、昇華により、氷又は凍結した溶
媒を除去するプロセスである。フリーズドライプロセス中に安定性を増強させるために、
及び／又は、凍結乾燥された産物の保存時における安定性を向上させるために、予め凍結
乾燥された製剤中に賦形剤を含めることができる。Ｐｉｋａｌ，　Ｍ．　Ｂｉｏｐｈａｒ
ｍ．　３（９）２６－３０（１９９０）及びＡｒａｋａｗａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｐｈａｒｍ
．　Ｒｅｓ．　８（３）：２８５－２９１（１９９１）。
【０４０９】
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　医薬の噴霧乾燥も、当業者に公知である。例えば、「Ｂｒｏａｄｈｅａｄ，　Ｊ．　ｅ
ｔ　ａｌ．，　“Ｔｈｅ　Ｓｐｒａｙ　Ｄｒｙｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃ
ａｌｓ，”　ｉｎ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ．　Ｉｎｄ．　Ｐｈａｒｍ，　１８（１１　＆　１
２），　１１６９－１２０６（１９９２）」を参照されたい。小分子医薬に加えて、様々
な生物学的材料が噴霧乾燥されており、これらには、酵素、血清、血漿、微生物及び酵母
が含まれる。噴霧乾燥は、一段階の工程で、液体の医薬調製物を、微細な、無粉塵の粉末
又は凝集した粉末に変換することができるので、有用な技術である。基本的な技術は、以
下の４つの工程：ａ）スプレー中への、フィード溶液の微粒化；ｂ）スプレー－空気接触
；ｃ）スプレーの乾燥；ｄ）及び乾燥空気からの、乾燥された産物の分離を含む。米国特
許第６，２３５，７１０号及び第６，００１，８００号（参照により、本明細書中に組み
込まれる。）は、スプレー乾燥による、組換えエリスロポエチンの調製について記載して
いる。
【０４１０】
　本発明の医薬組成物及び製剤は、医薬として許容される担体、賦形剤又は安定化剤を含
み得る。ある程度、投与する特定の組成物によってならびに組成物を投与するのに使用さ
れる特定の方法によって、医薬として許容される担体を決定する。したがって、本発明の
医薬組成物（場合により、医薬として許容される担体、賦形剤又は安定化剤を含む。）の
多岐にわたる適切な製剤が存在する（例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，　１７ｔｈ　ｅｄ．　１９８５参照。）。
【０４１１】
　適切な担体には、スクシナート、ホスファート、ボラート、ＨＥＰＥＳ、シトラート、
ヒスチジン又はヒスチジン誘導体、イミダゾール、アセタート、バイカーボナート及びそ
の他の有機酸を含有する緩衝液；アスコルビン酸を含む抗酸化剤；低分子量ポリペプチド
（約１０残基未満のものを含むが、これに限定されない。）；血清アルブミン、ゼラチン
又は免疫グロブリンなどの（これらに限定されない。）タンパク質；ポリビニルピロリド
ンなどの（これらに限定されない。）親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、ヒスチジ
ン又はヒスチジン誘導体、メチオニン、アスパラギン、アルギニン、グルタミン酸又はリ
ジンなどの（これらに限定されない。）のアミノ酸；トレハローズ、スクロース、グルコ
ース、マンノース又はデキストリンなどの（これらに限定されない。）、単糖類、二糖類
及びその他の炭水化物；ＥＤＴＡなどのキレート剤；亜鉛、コバルト又は銅などの（これ
らに限定されない。）二価金属イオン；マンニトール又はソルビトールなどの（これらに
限定されない。）糖アルコール；ナトリウムなどの（これに限定されない。）塩形成対イ
オン；及び／又はＴｗｅｅｎＴＭ（Ｔｗｅｅｎ８０（ポリソルバート８０）及びＴｗｅｅ
ｎ２０（ポリソルバート２０；ＰＳ２０））、ＰｌｕｒｏｎｉｃｓＴＭ及び他のプルロニ
ック酸（プロロニック酸Ｆ６８（ポロキサマー１８８）を含むが、これに限定されない。
）などの（これらに限定されない。）非イオン性界面活性剤又はＰＥＧが含まれる。適切
な界面活性剤には、例えば、ポリ（エチレンオキシド）－ポリ（プロピレンオキシド）－
ポリ（エチレンオキシド）、すなわち（ＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯ）又はポリ（プロピレン
オキシド）－ポリ（エチレノキシド）－ポリ（プロピレンオキシド）、すなわち、（ＰＰ
Ｏ－ＰＥＯ－ＰＰＯ）又はこれらの組み合わせを基礎としたポリエーテル（これらに限定
されない。）が含まれる。ＰＥＯ－ＰＰＯ－ＰＥＯ及びＰＰＯ－ＰＥＯ－ＰＰＯは、Ｐｌ
ｕｒｏｎｉｃｓＴＭ、Ｒ－ＰｌｕｒｏｎｉｃｓＴＭ、ＴｅｔｒｏｎｉｃｓＴＭ及びＲ－Ｔ
ｅｔｒｏｎｉｃｓＴＭ（ＢＡＳＦ　Ｗｙａｎｄｏｔｔｅ　Ｃｏｒｐ．，　Ｗｙａｎｄｏｔ
ｔｅ，　Ｍｉｃｈ．）の商品名で市販されており、参照によりその全体が本明細書中に組
み込まれる米国特許第４，８２０，３５２号にさらに記載されている。他のエチレン／ポ
リプロピレンブロックポリマーは、適切な界面活性剤であり得る。撹拌から生じるストレ
スを含む（これに限定されない。）１つ又はそれ以上のストレスに対して、ＰＥＧ化され
たｈＧＨを安定化するために界面活性剤又は界面活性剤の組み合わせを使用し得る。上記
の幾つかは、「充填剤」と表記され得る。幾つかは、「張度調整剤」とも称され得る。
【０４１２】
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　ＰＥＧなどの水溶性ポリマーに連結されているものを含む本発明のｈＧＨポリペプチド
は、徐放システムにより又は徐放システムの一部として投与することもできる。徐放組成
物としては、以下に限定されないがフィルム又はマイクロカプセルなどの（これらに限定
されない。）、造形品の形態の半透性ポリマーマトリクスなど（これに点芸されない。）
が挙げられる。徐放マトリクスには、ポリ（２－ヒドロキシエチルメタクリラート）（Ｌ
ａｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．，１５：１６７－
２７７（１９８１）；Ｌａｎｇｅｒ、Ｃｈｅｍ．Ｔｅｃｈ．，１２：９８－１０５（１９
８２）、エチレンビニルアセタート（Ｌａｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，前出）又はポリ－Ｄ
－（－）－３－ヒドロキシ酪酸（ＥＰ１３３，９８８）、ポリラクチド（ポリ乳酸）（米
国特許第３，７７３，９１９号；ＥＰ５８，４８１）、ポリグリコリド（グリコール酸の
ポリマー）、ポリラクチド共グリコリド（乳酸とグリコール酸とのコポリマー）ポリ無水
物、Ｌ－グルタミン酸とγ－エチル－Ｌ－グルタメートとのコポリマー（Ｓｉｄｍａｎ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒｓ，２２，５４７－５５６（１９８３）、ポリ（オ
ルト）エステル、ポリペプチド、ヒアルロン酸、コラーゲン、コンドロイチン硫酸、カル
ボン酸、脂肪酸、リン脂質、多糖類、核酸、ポリアミノ酸、フェニルアラニン、チロシン
、イソロイシンなどのアミノ酸、ポリヌクレオチド、ポリビニルプロピレン、ポリビニル
ピロリドン及びシリコーンなどの生体適合性の物質由来のものが含まれる。徐放組成物に
はまた、リポソームに封入された化合物が含まれる。それ自身公知の方法により、化合物
を含有するリポソームを調製する：ＤＥ３，２１８，１２１；Ｅｐｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．，８２：３６８８－３６９
２（１９８５）；Ｈｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
Ｕ．Ｓ．Ａ．，７７：４０３０－４０３４（１９８０）；ＥＰ５２，３２２；ＥＰ３６，
６７６；ＥＰ８８，０４６；ＥＰ１４３，９４９；ＥＰ１４２，６４１；日本特許公開８
３－１１８００８；米国特許第４，４８５，０４５号及び同第４，５４４，５４５号；及
びＥＰ１０２，３２４。引用する参考文献及び特許を全て、参照により本明細書中に組み
込む。
【０４１３】
　リポソーム中に封入されたｈＧＨポリペプチドは、例えばＤＥ３，２１８，１２１；Ｅ
ｐｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．，
８２：３６８８－３６９２（１９８５）；Ｈｗａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．，７７：４０３０－４０３４（１９８０）；ＥＰ５
２，３２２；ＥＰ３６，６７６；米国特許第４，４８５，０４５号；ＥＰ１４３，９４９
；米国特許第５，０２１，２３４号；日本国特許出願８３－１１８００８；米国特許第４
，４８５，０４５号及び同第４，５４４，５４５号；及びＥＰ１０２，３２４に記載の方
法により調製することができる。組成物及びリポソームサイズは周知であるか、又は当業
者により経験的に容易に決定可能である。リポソームのいくつかの例が、例えばＰａｒｋ
　ＪＷ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ９２：１３２７
－１３３１（１９９５）；Ｌａｓｉｃ　Ｄ及びＰａｐａｈａｄｊｏｐｏｕｌｏｓ　Ｄ（編
）：ＭＥＤＩＣＡＬ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＯＦ　ＬＹＰＯＳＯＭＥＳ（１９９８
）；Ｄｒｕｍｍｏｎｄ　ＤＣ　ｅｔ　ａｌ．，Ｌｉｐｏｓｏｍａｌ　ｄｒｕｇ　ｄｅｌｉ
ｖｅｒｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ｃａｎｃｅｒ　ｔｈｅｒａｐｙ，Ｔｅｉｃｈｅｒ　
Ｂ（編）：ＣＡＮＣＥＲ　ＤＲＵＧ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ　ＡＮＤ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥ
ＮＴ（２００２）；Ｐａｒｋ　ＪＷ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ．Ｒｅｓ．
８：１１７２－１１８１（２００２）；Ｎｉｅｌｓｅｎ　ＵＢ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃ
ｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ　１５９１（１－３）：１０９－１１８（２００２）
；Ｍａｍｏｔ　Ｃ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６３：３１５４－３１６１（
２００３）に記載されている。引用する参考文献及び特許を全て、参照により本明細書中
に組み込む。
【０４１４】
　本発明に関連して、患者へ投与される用量は、時間とともに対象において有効な応答を
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Ｈポリペプチドの、投与あたりの総医薬的有効量は、約０．０１μｇ／ｋｇ／日から約１
００μｇ／ｋｇ、又は約０．０５ｍｇ／ｋｇから約１ｍｇ／ｋｇ（患者体重）の範囲であ
るが、これは治療での判断に委ねられる。投与頻度もまた、治療での判断に委ねられ、ヒ
トでの使用が認可されている市販のｈＧＨポリペプチド製品よりも多い又は少ない頻度で
あり得る。一般に、上述の何れかの投与経路により、本発明のＰＥＧ化されたｈＧＨポリ
ペプチドを投与することができる。
【０４１５】
　当業者は、先述の記載を用いて、最も完全な限度まで本発明を利用し得ると考えられる
。以下の実施例は単なる例示であり、いかなる意味においても、特許請求の範囲又は本発
明の開示を限定するものではない。
【０４１６】
　（実施例）
　以下の実施例は、特許請求の範囲に記載されている発明を例示するために記載されてい
るものであり、この発明を限定するものではない。
【実施例１】
【０４１７】
　８Ｌ発酵
　この実施例は、非天然アミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドについて使用される発現方法
を記載する。オルソゴナルｔＲＮＡ、オルソゴナルアミノアシルｔＲＮＡ合成酵素、及び
セレクターコドンを含むｈＧＨポリペプチドをコードするポリヌクレオチドのためのコン
ストラクトで宿主細胞を形質転換した。
【０４１８】
　調製
　滅菌した塩基である５．５Ｍ炭酸カリウム（０．５Ｌ）を調製し、蒸気又はろ過により
滅菌した。Ｓｔｒｕｋｔｏｌ　Ｊ６７３（０．１Ｌ）などの滅菌した２５％ｖ／ｖポリア
ルキレン消泡剤（ｄｅｆｏａｍｅｒ）を調製し、蒸気により滅菌した。酸は不要であった
。濃縮したフィード培地（４Ｌ、定義済み）を調製し、滅菌したフィードタンク又はバイ
オプロセスバッグ中にろ過滅菌した。
【０４１９】
　発酵槽をセットアップした。発酵槽を３．９１Ｌの塩基性塩類溶液で滅菌した。発酵槽
を次の条件にした。すなわち、温度＝３７℃、ｐＨ＝６．９、１ＶＶＭ空気であった。０
．０９２Ｌの濃縮したフィード培地を発酵槽へ添加した。５０ｍｇ／ｍＬカナマイシン４
ｍＬを添加した。
【０４２０】
　グリセロール及びアラビノース（必要に応じて酵母抽出液）の溶液並びに次の試薬を調
製した。
【０４２１】
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【表２】

【０４２２】
【表３】

【０４２３】
【表４】

【０４２４】
【表５】

【０４２５】
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【表６】

【０４２６】
【表７】

【０４２７】
【表８】

【０４２８】
【表９】

【０４２９】
【表１０】

【０４３０】
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【０４３１】
【表１２】

【０４３２】
　プロセス
【０４３３】
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【０４３４】
　供給スケジュールは、表３に示されるとおりであり、発酵供給流速を図１として示す。
図２も参照してほしい。
【０４３５】
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【表１４】

【０４３６】
　本スキームに対する改変は、誘導段階（段階ＩＶ）及び回収段階（段階Ｖ）で完遂した
。培養物が約１００ないし約１２０のＯＤ６００に到達した後、ａ）グリセロールボーラ
スを誘導１．５時間前に送り込み、ｂ）ｐＡＦを添加して、酵母抽出物／グリセロール供
給物への切り替えを誘導１時間前に実施し、３）アラビノースを誘導０時間前に添加し、
４）誘導を８時間で完遂した。
【実施例２】
【０４３７】
　ｈＧＨ精製、ＰＥＧ化、及びｈＧＨ－ＰＥＧ精製プロセス
　Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）からの細胞質調製
　１．細胞溶解及びｈＧＨ酸化
　８５０ｇの細菌細胞ペレットを２０ｍＭトリス、ｐＨ８．５溶解緩衝液２５５０ｍＬ（
３容積）に再懸濁し、２５％固体である混合物を得た。発酵ブロス中の培養物約４Ｌは、
この８５０ｇ細菌ペレットを生じる。混合物を室温で３０ないし６０分間撹拌し、懸濁液
を冷却しながら１５，０００ｐｓｉで小型液化処理装置（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ
　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）に２回通過させた。１３，５００×ｇで４５分間、ＪＡ１０ロー
ターで、４℃で、溶解液を４５分間遠心分離し、上清を回収した。新たに調製した０．１
Ｍ　ＧＳＳＧ（ＦＷ６１２．６）を添加し、これによりＧＳＳＧのｈＧＨに対するモル比
は約１６であった。合わせた液を撹拌して十分に混合し、７．２ないし７．４になるよう
に、１Ｍ　ＮａＯＨでｐＨを調整した。混合物を一晩４℃で撹拌した後、その伝導率が水
で１．６ないし１．９ｍＳ／ｃｍになるまで混合物を希釈した。ロット番号とともにＧＨ
ＱＦＦｌｏａｄとして試料を表記した。
【０４３８】
　２．カラム１―ＱセファロースＦＦクロマトグラフィー
　カラム寸法は、以下のとおりであった。すなわち、ＩＮｄＥＸ１００／５００、１００
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ｍｍ内径×２１．５ｃｍ＝１６８８ｍＬであった。ＧＨＱＦＦ緩衝液Ａは、１０ｍＭビス
－トリス、ｐＨ６．５からなり、０．５ｍＳ／ｃｍの伝導率であり、ＧＨＱＦＦ緩衝液Ｂ
は、１０ｍＭビス－トリス、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ６．５からなり、９０ｍＳ／ｃｍの伝
導率であった。試料を処理する場合、流速は、９０ｍＬ／分であり、洗浄する場合、４０
ｍＬ／分であった。
【０４３９】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。ＱＦＦカラムの発熱物質を除去し、平衡化す
るために、「ＱＦＦ発熱物質除去平衡化」プログラムを使用した。すなわち、ミリＱ水の
２カラム容積でカラムを洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０
分間インキュベートし、ＧＨＱＦＦ緩衝液Ｂの３カラム容積で洗浄した後、ＧＨＱＦＦ緩
衝液Ａの４カラム容積で平衡化した。
【０４４０】
　試料ＧＨＱＦＦｌｏａｄを陰イオン交換カラムへ負荷した。ＧＨＱＦＦ緩衝液Ａの５カ
ラム容積でカラムを洗浄し、Ａ中の６％ＧＨＱＦＦ緩衝液Ｂの４カラム容積で溶出した。
主要ピークを回収した。試料回収は約０．８５ｍＳ／ｃｍ及び１６６ｍＡＵで開始され、
約２２０ｍＡＵで終了した。回収した溶出液はロット番号とともにＧＨＱＦＦプールと表
記され、これは褐色系オレンジ色であった。４℃で一晩、このプールを保存した。３バッ
チからの平均段階収率は、８４．７％であった。
【０４４１】
　ＧＨＱＦＦ緩衝液Ｂの２ないし３カラム容積でカラムを洗浄した。１Ｍ　ＮａＯＨ／１
Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積をポンプで汲み入れ、カラムを１ないし６日間インキュベー
トした。６日以内にカラムを使用しない場合、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの１カラ
ム容積、緩衝液Ｂの３カラム容積、ミリＱ水の２カラム容積、２０％ＥｔＯＨの２．５カ
ラム容積でカラムをすすいだ。
【０４４２】
　３ないし５周期ごとに、カラムの徹底的な洗浄を実施した。１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　Ｎ
ａＣｌインキュベーションの後、次のことを実施した。すなわち、Ｑカラム洗浄緩衝液２
．５カラム容積で上方向に洗浄し、６０ないし８０時間インキュベートし、ミリＱ水の１
．５カラム容積、０ないし７０％ＥｔＯＨの１カラム容積、７０％ＥｔＯＨの５カラム容
積、２０％ＥｔＯＨの２．５カラム容積で洗浄した。Ｑカラム洗浄緩衝液は、０．５％ト
リトンＸ－１００、０．１Ｍ酢酸からなった。
【０４４３】
　３．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）Ｉ
　以下フィルターを本手法について使用した。すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔ
ｏｃｏｎスライス１ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、１０００ｃｍ２であった。約４
５０ｍＬ（又は保持液フラスコ中で～２００ｍＬ）まで、ＧＨＱＦＦプール試料を濃縮し
た。次に、１０ｍＭビス－トリス、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ６．３からなるＧＨＣＨＴ
緩衝液Ａ２．７Ｌ（６容積）で、これを透析ろ過した。保持液を回収した後、システムを
緩衝液３００ｍＬですすぎ、すすぎ溶液を保持液と合わせた。４，０００ｒｐｍ（２，８
６２×ｇ）で保持液を５分間遠心分離し、上清を回収した。上清を、ロット番号とともに
ＧＨＣＨＴＬＯＡＤと表記した。本試料は、２時間以内に処理したか、又は４℃で一晩保
存した。
【０４４４】
　４．カラム２－セラミックハイドロキシアパタイト（ＣＨＴ）クロマトグラフィー（Ｉ
型ＣＨＴ、４０μｍ）
　カラム寸法は、ＩＮｄＥＸ１００／５００、１００ｍｍ内径×１０．５ｃｍ＝８２４ｍ
ｌであった。ＧＨＣＨＴ緩衝液Ａは、１０ｍＭビス－トリス、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ
６．３からなり、０．９４ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。ＧＨＣＨＴ緩衝液Ｂは、１０ｍ
Ｍビス－トリス、０．５Ｍ　ＭｇＣｌ２、ｐＨ６．３からなり、８０．５ｍＳ／ｃｍの伝
導率を有した。流速は、処理の場合、９０ｍＬ／分、洗浄の場合、４０ｍＬ／分であった
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。
【０４４５】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。ＣＨＴカラムの発熱物質を除去し、平衡化す
るために、「ＱＦＦ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行した。すなわち、カラムをミ
リＱ水の２カラム容積で洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０
分間インキュベートし、０．５Ｍ　ＮａＰＯ４／ｐＨ７．０の３カラム容積で洗浄した後
、ＧＨＣＨＴ緩衝液Ａの４カラム容積で平衡化した。次に、ＧＨＣＨＴＬＯＡＤ試料をカ
ラムへ負荷した。カラムをＧＨＣＨＴ緩衝液Ａの５カラム容積で洗浄した。
【０４４６】
　０ないし４０％ＧＨＣＨＴ緩衝液Ｂの直線勾配で５カラム容積にわたって、及び４０％
ＧＨＣＨＴ緩衝液Ｂの段階勾配で３カラム容積にわたって溶出し、１００％ＧＨＣＨＴ緩
衝液Ｂで２カラム容積にわたって洗浄した。主要ピークを回収した。回収は、約２６ｍＡ
Ｕ、２０ｍＳ／ｃｍ、２８％ＧＨＣＨＴ緩衝液Ｂで開始され、約８６ｍＡＵ、３４ｍＳ／
ｃｍ、４０％ＧＨＣＨＴ緩衝液Ｂで終了した。回収した溶出液を、ロット番号とともにＧ
ＨＣＨＴプールとして表記した。４℃で一晩、プールを保存した。３バッチからの平均段
階収率は９６．３％であった。
【０４４７】
　０．５Ｍ　ＮａＰＯ４／ｐＨ７．０の３カラム容積で、ＣＨＴカラムを洗浄した。カラ
ムは、このリン酸塩緩衝液中に放置したか又は次のことを実施した。すなわち、１Ｍ　Ｎ
ａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積、０．５Ｍ　ＮａＰＯ４／ｐＨ７．０の３カラム
容積、ミリＱ水の２．５カラム容積、２０％エタノールの２．５カラム容積でカラムを上
向流洗浄した。
【０４４８】
　５．カラム３－フェニルセファロースＨＰクロマトグラフィー
　カラム寸法は次のとおりであった。すなわち、ＩＮｄＥＸ１００／５００、１００ｍｍ
内径×９．７ｃｍ＝７６１ｍｌであった。ＧＨＰｈｅ緩衝液Ａは、２０ｍＭ　ＮａＰＯ４

、２Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなり、１６３ｍＳ／ｃｍの伝導率であり、ＧＨＰｈｅ
緩衝液Ｂは、２０ｍＭ　ＮａＰＯ４、ｐＨ７．０からなり、３．２ｍＳ／ｃｍの伝導率で
あった。流速は、処理の場合、９０ｍＬ／分、洗浄の場合、４０ｍＬ／分であった。
【０４４９】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。Ｐｈｅカラムの発熱物質を除去し、平衡化す
るため、「ＰｈｅＨＰ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行した。すなわち、カラムを
ミリＱ水の２カラム容積で洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３
０分間インキュベートした後、ＧＨＰｈｅ緩衝液Ａの４カラム容積で平衡化した。
【０４５０】
　固体ＮａＣｌをＧＨＣＨＴプールへ２Ｍまで添加した。混合物を室温で１ないし２時間
撹拌して溶解し、溶液を約２０℃まで加温した。必要とされるＮａＣｌの量を算出するた
め、（Ｚｇ）：（Ｖ＋Ｘ／４０００）×２×５８．４４＝Ｚ、又はＺ＝１１６．８８Ｖ／
（１－１１６．８８／４０００）、Ｖは、１Ｌ中のＧＨＣＨＴプールの容積である。
【０４５１】
　ＧＨＣＨＴプール＋ＮａＣｌ混合物をカラムへ負荷した。ＧＨＰｈｅ緩衝液Ａの３カラ
ム容積でカラムを洗浄した。次の複合勾配で溶出を実施した。すなわち、ＧＨＰｈｅ緩衝
液Ｂの１０％段階を３カラム容積にわたって、１０ないし８０％のＧＨＰｈｅ緩衝液Ｂの
勾配を７カラム容積にわたって、８０％ＧＨＰｈｅ緩衝液Ｂの段階を２カラム容積にわた
って、１００％ＧＨＰｈｅ緩衝液Ｂの段階を３カラム容積にわたって実施した。主要ピー
クを回収した。回収は、約１７．３ｍＡＵ、１１１ｍＳ／ｃｍ、４６．７％ＧＨＰｈｅ緩
衝液Ｂで開始され、約４３ｍＡＵ、５４ｍＳ／ｃｍ、８０％ＧＨＰｈｅ緩衝液Ｂで終了し
た。回収した溶出液を、ロット番号とともにＧＨＰｈｅプールとして表記し、これは無色
の溶液であった。次の段階を２時間以内に実施するか、又は４℃で一晩保存した。３バッ
チからの平均段階収率は９４．６％である。
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【０４５２】
　１Ｍ　ＮａＯＨの２カラム容積でＰｈｅカラムを上向流洗浄し、３０分間インキュベー
トし、ＧＨＰｈｅ緩衝液Ａの３カラム容積、ミリＱ水の３カラム容積、２０％エタノール
の２．５カラム容積で洗浄した。３ないし５周期の後、Ｐｈｅカラムを１Ｍ　ＮａＯＨの
２カラム容積で上向流洗浄し、３０分間インキュベートし、ＧＨＰｈｅ緩衝液Ａの３カラ
ム容積、ミリＱ水の３カラム容積、０ないし７０％エタノールを１カラム容積にわたって
、７０％エタノールの３カラム容積で洗浄し、２０％エタノール中で保存した。
【０４５３】
　６．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩ
　次のフィルターを本手法に使用した。すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏ
ｎ　Ｓｌｉｃｅ　１ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、１０００ｃｍ２であった。約４
５０ｍＬ（又は保持液フラスコ中で約２００ｍＬ）まで、ＧＨＰｈｅプールを濃縮した。
次に、２０ｍＭクエン酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、ｐＨ
６．０からなるＧＨ製剤緩衝液２．７Ｌ（６容積）を用いて、これを透析ろ過した。保持
液を回収した。ＧＨ製剤緩衝液３００ｍＬでシステムをすすぎ、すすぎ液を保持液と合わ
せた。４，０００ｒｐｍ（２，８６２×ｇ）で５分間、保持液を遠心分離し、上清を回収
した。上清をＹ３５ｐＡＦ－ｃＢｘと表記し、また「処理中バルク」とも表記し。処理中
バルクを一定分量に分け、－８０℃で保存した。
【０４５４】
　Ｙ３５ｐＡＦの全体的な収量は発酵ブロス１Ｌあたり４３５ｍｇであった。純度は、３
種のＨＰＬＣ法（ＲＰ－ＨＰＬＣ、ＳＥＣ－ＨＰＬＣ、ＩＥＸ－ＨＰＬＣ）及びＳＤＳ－
ＰＡＧＥ分析に基づいて９０％超であった。
【０４５５】
　７．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩａ
　次の濃縮器／フィルター、すなわち、ＹＭ１０膜（６３．５ｍｍ）を有するＡｍｉｃｏ
ｎ　Ｓｔｉｒｒｅｄ　Ｃｅｌｌ（２００ｍＬ）を本手法に使用した。反応緩衝液は、２０
ｍＭ酢酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、
ｐＨ４．０からなった。Ｙ３５ｐＡＦの２５０ｍｇなど、段階６からの処理中バルクの一
部を使用し、１０％酢酸の１０ないし１２％（ｖ／ｖ）を添加することによって、ｐＨを
約４に調整した。２５ないし５０ｍｌまで試料を濃縮し、約１８０ｍＬまで反応緩衝液を
添加した。緩衝液交換の総計５００倍超に到達するまで、処理を繰り返した。約２５ｍＬ
まで試料を濃縮した。保持液を回収し、２，０００×ｇで３分間遠心分離し、いずれも沈
殿物も除去した。上清を日付とともにＹ３５ｐＡＦ－ｃＢｘ／ｐＨ４と表記した。
【０４５６】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝０．８１８を使用して、２０倍希釈した試料のＡ２７６を測定
することによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｃＢｘ／ｐＨ４のタンパク質濃度を測定した。反応緩
衝液で希釈することによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｃＢｘ／ｐＨ４の濃度を８ｍｇ／ｍＬに調
整した。
【０４５７】
　８．ＰＥＧ化反応
　必要な３０ＫのＭＰＥＧ－オキシアミンの量を、ＰＥＧ：Ｙ３５ｐＡＦ＝１０のモル比
を使用して算出した。ＰＥＧ粉末を計量し、８ｍｇ／ｍＬのＹ３５ｐＡＦ溶液へ、室温で
ゆっくり添加し、各添加後にスパチュラで混合した。１８ないし４８時間穏やかに振とう
しながら、反応混合物を２８℃に置いた。ＳＤＳゲル電気泳動を実施することによって、
ＰＥＧ化を確認した。
【０４５８】
　９．カラム４－ＳｏｕｒｃｅＱクロマトグラフィー（３０μｍ）
　カラム寸法は、次のとおりであった。すなわち、ＸＫ２６／２０、２６ｍｍ内径×１７
ｃｍ＝９０ｍＬであった。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａは、１０ｍＭトリス、ｐＨ７．０から
なり、０．９ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂは、１０ｍＭトリス
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、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなり、９３ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。流速は、６
ｍＬ／分であった。
【０４５９】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。ＳｏｕｒｃｅＱカラムの発熱物質を除去し、
平衡化するため、「ＳｏｕｒｃｅＱ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行した。すなわ
ち、ＳｏｕｒｃｅＱカラムをミリＱ水の２カラム容積で洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　
ＮａＣｌの２カラム容積で３０分間インキュベートし、ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂの５カラ
ム容積で洗浄した後、ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの５カラム容積で平衡化した。
【０４６０】
　段階８から得た反応混合物へ、０．５Ｍトリス塩基の２０％（ｖ／ｖ）を添加した。Ｓ
ｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの９容積及びミリＱ水の１０容積で、２０倍希釈を行った。次に、
混合物をカラムへ負荷した。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの５カラム容積でカラムを洗浄した
。０ないし１０％ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂの直線勾配で２０カラム容積にわたって溶出を
実施した。最初の主要ピークを回収した。回収した溶出液を、ロット番号とともにＳｏｕ
ｒｃｅＱプールと表記した。４℃で一晩、このプールを保存した。
【０４６１】
　１０．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩＩ
　次の濃縮器／フィルター、すなわち、ＹＭ１０膜（６３．５ｍｍ）を有するＡｍｉｃｏ
ｎ　Ｓｔｉｒｒｅｄ　Ｃｅｌｌ（２００ｍＬ）を本手法に使用した。ＷＨＯ緩衝液は、２
．５ｇ／Ｌ　ＮａＨＣＯ３、２０ｇ／Ｌグリシン、２ｇ／Ｌマンニトール、２ｇ／Ｌ乳糖
、ｐＨ７．３からなった。
【０４６２】
　ＳｏｕｒｃｅＱプールを２０ないし３０ｍＬに濃縮し、ＷＨＯ緩衝液を約１８０ｍＬま
で添加した。緩衝液交換の総計６００倍超に到達するまで、処理を繰り返した。次に、２
ｍｇ／ｍＬ又は望ましい濃度まで、試料を濃縮した。保持液を回収し、フード内で０．２
μｍ膜を使用してろ過滅菌した。滅菌済みの試料は、ロット番号とともにＰＥＧ３０－ｃ
Ｙ３５ｐＡＦ表記した。
【０４６３】
　三つ組みの希釈及び測定とともにＡ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝０．８１８を使用することに
よって、希釈した試料のＡ２７６を測定することによって、ＰＥＧ３０－ｃＹ３５ｐＡＦ
の等価のｈＧＨ濃度を決定した。段階７からの全体的な収率は、約２０％である。ＰＥＧ
－Ｙ３５ｐＡＦの純度は、ＨＰＬＣ及びＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に基づいて９５％超であっ
た。
【実施例３】
【０４６４】
　ｈＧＨ精製、ＰＥＧ化、及びｈＧＨ－ＰＥＧ精製プロセス
　Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）からの周辺質調製
　１．ｈＧＨの周辺質放出
　発酵ブロスの約４Ｌから得られた８００ｇの細菌細胞ペレットを、４ないし６℃のＰＲ
緩衝液（５０ｍＭトリス、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．０７％トリトンＸ－１００、ｐＨ８．
０、伝導率＝３ｍＳ／ｃｍ）３２００ｍＬ中に再懸濁し、２０％固体を得た。４ないし６
℃で１時間、懸濁液を撹拌した後、８Ｍ尿素１５０ｍＬを添加し、０．３Ｍの最終濃度の
尿素を得た。次に、この懸濁液を４ないし６℃で１時間撹拌した。Ｊ２０ローター（Ａｖ
ａｎｔｉ　Ｊ２０　ＸＰ　ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ－Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ）の
中、４℃、１５，０００×ｇで２５分間、懸濁液を遠心分離した。上清を回収し、その容
積を測定した（約３．４Ｌ）。試料を日付及びロット番号とともにＰＲＳと表記した。
【０４６５】
　２．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）Ｉ
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、１０００ｃｍ２を本手法に使用した。さらなるパラ
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メータには、８０ｍＬ／分のろ過流速及び約１４ｐｓｉのＴＭＰが含まれる。
【０４６６】
　１Ｎ　ＮａＯＨでシステムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間循環させた。ｐＨ
が８未満に低下するまで、ミリＱ水約２Ｌでシステムをすすいだ。少なくとも５分間、Ｑ
ＦＦ緩衝液Ａ（１０ｍＭビス－トリス、ｐＨ６．５）を用いて平衡化を完遂した。約１．
６Ｌ（又は保持液容器中の約１．４Ｌ）までＰＲＳを濃縮した。次に、ＱＦＦ緩衝液Ａの
５容積（～７Ｌ）でこれを透析ろ過した。保持液を回収した後、緩衝液３００ｍＬでシス
テムをすすぎ、すすぎ溶液を保持液と合わせた。合わせた試料は、ロット番号とともにＱ
ＦＦｌｏａｄと表記した。これは茶色であった。この試料は、２時間以内に処理するか、
又は４℃で一晩保存した。
【０４６７】
　３０ないし４５分間循環させることによって、ミリＱ水でシステムをすすぎ、１Ｎ　Ｎ
ａＯＨで洗浄した。次に、ｐＨが８未満になるまで、すすぎをミリＱ水で完遂した。カセ
ットを０．１Ｎ　ＮａＯＨ中に保存した。
【０４６８】
　３．カラム１－ＱセファロースＦＦクロマトグラフィー
　カラムの寸法は次のとおり、すなわち、５０ｍｍ内径×６．３ｃｍ＝１２３ｍｌ（ＸＫ
２６／２０カラム）であった。流速は３５ｍＬ／分であった。ＱＦＦ緩衝液Ａは、１０ｍ
Ｍビス－トリス、ｐＨ６．５からなり、０．６ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。高塩緩衝液
は、１０ｍＭトリス、２Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなり、１５６ｍＳ／ｃｍの伝導率
を有した。ＱＦＦ緩衝液Ｂは、１０ｍＭビス－トリス、０．１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ６．５
からなり、１１．５ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０４６９】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。これを達成するため、「ＡＫＴＡ発熱物質除
去化」プログラムを３回実行した。すなわち、プログラムの最初の実行に対して、すべて
の緩衝液ラインをミリＱ水中に配置した後、第二の実行に対して、１Ｎ　ＮａＯＨ中に配
置した。インキュベーションを３０分間で完了し、第三の実行に対して、緩衝液ラインを
再度ミリＱ水に置いた。「ＱＦＦ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行して、ＱＦＦカ
ラムの発熱物質を除去し、平衡化した。すなわち、ミリＱ水の２カラム容積でＱＦＦカラ
ムを洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０分間インキュベート
し、高塩緩衝液の３カラム容積で洗浄した後、ＱＦＦ緩衝液Ａの４カラム容積で平衡化し
た。
【０４７０】
　次に、ＱＦＦｌｏａｄをカラムへ負荷した。ＱＦＦ緩衝液Ａの５カラム容積、及びＡ中
の１５％ＱＦＦ緩衝液Ｂの５．５カラム容積でカラムを洗浄した。Ａ中の６０％ＱＦＦ緩
衝液Ｂの４．５カラム容積で溶出を行い、溶出ピークを回収した。回収した溶出液は、ロ
ット番号とともにＱＦＦプールと表記し、これは明黄色であった。４℃で一晩、このプー
ルを保存した。
【０４７１】
　高塩緩衝液の３カラム容積でカラムを洗浄した。次に、１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣ
ｌの３カラム容積でお汲み入れ、３ないし６日間、インキュベーションを実施した。カラ
ムが６日以内に使用されない場合には、１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの１カラム容積
、高塩緩衝液の３カラム容積、ミリＱＨ２Ｏの３カラム容積、及び２０％エタノール又は
１０ｍＭ　ＮａＯＨの２．５カラム容積ですすいだ。１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌイ
ンキュベーションに引き続くように、３ないし５周期ごとに、カラムの徹底的な洗浄を実
施し、Ｑカラム洗浄緩衝液（０．５％トリトンＸ－１００、０．１Ｍ酢酸）の３カラム容
積で上向流洗浄し、６０ないし８０時間インキュベートし、ミリＱＨ２Ｏの１．５カラム
容積、０ないし７０％エタノールの５カラム容積、及び２０％エタノールの２．５カラム
容積で洗浄した。
【０４７２】
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　４．カラム２－フェニルセファロースＨＰクロマトグラフィー
　カラムの寸法は次のとおりであった。すなわち、５０ｍｍ内径×７．５ｃｍ＝１４７ｍ
Ｌ（ＸＫ２６／２０カラム）であった。流速は３５ｍＬ／分であった。Ｐｈｅ緩衝液Ａは
、１０ｍＭトリス、２Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなり、１５６ｍＳ／ｃｍの伝導率を
有した。Ｐｈｅ緩衝液Ｂは、１０ｍＭトリス、ｐＨ７．０からなり、０．９ｍＳ／ｃｍの
伝導率を有した。
【０４７３】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去した。「ＡＫＴＡ発熱物質除去」プログラムを３回
実行した。すなわち、最初の実行のために、すべての緩衝液ラインをミリＱ水中に置き、
その後第二の実行のために、１Ｎ　ＮａＯＨに置いた。３０分間でインキュベーションを
官僚した後、第三の実行のために、すべての緩衝液ラインを再度ミリＱ水中に置いた。「
ＰｈｅＨＰ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行して、Ｐｈｅカラムの発熱物質を除去
し、平衡化した。すなわち、ミリＱＨ２Ｏの２カラム容積でカラムを洗浄し、１Ｍ　Ｎａ
ＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０分間インキュベートした後、Ｐｈｅ緩衝液Ａ
の４カラム容積で平衡化した。
【０４７４】
　ＱＦＦプールへ、２Ｍになるまで、固体のＮａＣｌを添加した。室温で１ないし２時間
混合物を撹拌し、ＮａＣｌを溶解し、溶液を約２０℃まで加温した。必要とされるＮａＣ
ｌの量を算出するため、（Ｚｇ）：（Ｖ＋Ｚ／４０００）×２×５８．４４＝Ｚ、又はＺ
＝１１６．８８Ｖ／（１－１１６．８８／４０００）、Ｖは、１Ｌ中のＱＦＦプールの容
積である。
【０４７５】
　ＱＦＦプール＋ＮａＣｌをカラムへ負荷した。Ｐｈｅ緩衝液Ａの５カラム容積でカラム
を洗浄した。次の複合勾配（すなわち、０ないし４５％Ｂ直線勾配で１０カラム容積にわ
たって、４５％Ｂ段階で２カラム容積にわたって、１００％Ｂ段階で３カラム容積にわた
って）で溶出を行った。勾配溶出の間に主要ピークを回収した。回収した溶出液はロット
番号とともにＰｈｅプールと表記し、これは無色の溶液であった。次の段階を実施するか
、又はこのプールを４℃で保存した。
【０４７６】
　Ｐｈｅカラムを１Ｍ　ＮａＯＨの２カラム容積で上向流洗浄し、３０分間インキュベー
トし、Ｐｈｅ緩衝液Ａの３カラム容積、Ｈ２Ｏの３カラム容積、２０％エタノール又は１
０ｍＭ　ＮａＯＨの２．５カラム容積で洗浄した。３ないし５周期の後、Ｐｈｅカラムを
１Ｍ　ＮａＯＨの２カラム容積で上向流洗浄し、３０分間インキュベートし、ＧＨ　Ｐｈ
ｅ緩衝液Ａの３カラム容積、Ｈ２Ｏの３カラム容積、０ないし７０％エタノールを１カラ
ム容積にわたって、７０％エタノールの３カラム容積で洗浄し、最終的に２０％エタノー
ル中で保存した。
【０４７７】
　５．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩ
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、２００ｃｍ２を本手法に使用した。さらなるパラメ
ータには、１５ｍＬ／分のろ過流速及び１４ｐｓｉのＴＭＰが含まれる。予備的製剤緩衝
液は、２０ｍＭクエン酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、ｐＨ
６．０からなり、４．７ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０４７８】
　１Ｎ　ＮａＯＨでシステムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間循環させた。ｐＨ
が８未満に低下するまで、システムをミリＱ水約２Ｌですすいだ。少なくとも５分間、予
備的製剤緩衝液を用いて平衡化を完了した。
【０４７９】
　約３５０ｍＬ（又は保持液フラスコ中の約２００ｍＬ）までＧＨ　Ｐｈｅプールを濃縮
した。予備的製剤緩衝液２．１Ｌ（６容積）を用いて透析ろ過を完了した。次に、約３５
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０ｍＬまで試料を濃縮し、保持液を回収した。緩衝液３００ｍＬでシステムをすすぎ、す
すぎ溶液を保持液と合わせた。４，０００ｒｐｍ（２，８６２×ｇ）で５分間、保持液を
遠心分離し、上清を回収した。上清はＹ３５ｐＡＦ－ｐＢｘと表記し、「製造工程中バル
ク」とも称した。
【０４８０】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝０．８１８を使用して、希釈した試料のＡ２７６を測定するこ
とによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘのタンパク質濃度を測定した。製造工程中バルクは、
４℃で保存できる。長期保存のため、製造工程中バルクを一定分量に分け、－８０℃で維
持した。
【０４８１】
　３０ないし４５分間循環させることによって、ミリＱ水でシステムをすすぎ、１Ｎ　Ｎ
ａＯＨで洗浄した。次に、ｐＨが８未満になるまで、ミリＱ水でシステムをすすいだ。こ
のカセットを０．１Ｎ　ＮａＯＨ中に保存した。
【０４８２】
　６．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩａ
　次の濃縮器／フィルター、すなわち、ＹＭ１０膜（７６ｍｍ）を有するＡｍｉｃｏｎ　
Ｓｔｉｒｒｅｄ　Ｃｅｌｌ（３５０ｍＬ）を使用した。反応緩衝液は、２０ｍＭ酢酸ナト
リウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ４．０か
らなり、２．６ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０４８３】
　Ｐｙｒｏｃｌｅａｎでシステムの発熱物質を除去した。Ｐｙｒｏｃｌｅａｎ中で３０分
間、すべての成分をインキュベートした。Ａ２０５が０．０１未満になるまで、ミリＱ水
によるすすぎを完遂した。
【０４８４】
　１０％酢酸の１０ないし１２％（ｖ／ｖ）を添加することによって、３００ｍｇなど、
製造工程中バルクの一部のｐＨを約４に調整する。２５ないし５０ｍＬまでこの試料を濃
縮し、反応緩衝液を約３５０ｍＬまで添加した。緩衝液交換の総計５００倍超に到達する
まで処理を繰り返した。次に約３０ｍＬまで試料を濃縮した。保持液を回収し、２，００
０×ｇで３分間遠心分離し、全ての沈殿物を除去した。上清は、日付とともにＹ３５ｐＡ
Ｆ－ｐＢｘ／ｐＨ４と表記した。長期保存のため、上清を一定分量に分け、－８０℃で維
持した。
【０４８５】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝０．８１８を使用することによって、２０倍希釈した試料のＡ

２７６を測定することによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ４のタンパク質濃度を測定
した。反応緩衝液で希釈することによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ４の濃度を８ｍ
ｇ／ｍＬに調整した。
【０４８６】
　ＰＥＧ化反応
　ＰＥＧ：Ｙ３５ｐＡＦ＝５のモル比を使用して、必要とされる３０ＫのＭＰＥＧ－オキ
シアミンの量を算出した。ＰＥＧ粉末を計量し、撹拌しながら室温で、８ｍｇ／ｍＬのＹ
３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ４溶液へゆっくりと添加した。３９ないし５０時間、穏やかに
撹拌しながら、反応混合物を２８℃に置いた。ＳＤＳ－ＰＡＧＥを実施することによって
、ＰＥＧ化を確認した。反応は、ｈＧＨとＰＥＧの間にオキシム結合を形成した。
【０４８７】
　８．カラム３－ＳｏｕｒｃｅＱクロマトグラフィー（３０μｍ）
　カラム寸法は、次のとおり、すなわち、ＸＫ２６／２０、２６ｍｍ内径×１７ｃｍ＝９
０ｍＬであった。流速は８ｍＬ／分であった。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａは、１０ｍＭトリ
ス、ｐＨ７．０からなり、０．９ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂ
は、１０ｍＭトリス、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなり、８７ｍＳ／ｃｍの伝導率を
有した。
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【０４８８】
　ＡＫＴＡシステムの発熱物質を除去するため、「ＡＫＴＡ発熱物質除去」プログラムを
３回実行した。すなわち、最初の実行のために、すべての緩衝液ラインをミリＱ水中に置
き、第二の実行のために１Ｎ　ＮａＯＨ中に置いた。インキュベーションを３０分間で完
了し、第三の実行のために、すべての緩衝液ラインを再度ミリＱ水中に置いた。Ｓｏｕｒ
ｃｅＱカラムの発熱物質を除去し、平衡化するため、「ＳｏｕｒｃｅＱ発熱物質除去平衡
化」プログラムを実行した。すなわち、ミリＱＨ２Ｏの２カラム容積、１Ｍ　ＮａＯＨ／
１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積でＳｏｕｒｃｅＱカラムを洗浄し、３０分間インキュベー
トし、ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂの５カラム容積で洗浄した後、ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの
５カラム容積で平衡化した。
【０４８９】
　前の段階から得た反応混合物へ、０．５Ｍトリス塩基の２０％（ｖ／ｖ）を添加した。
ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの９容積及びミリＱＨ２Ｏの１０容積で２０倍希釈を行った。０
．４５μｍフィルターに希釈した材料を通過させた。次に、ろ液をカラムへ負荷した。Ｓ
ｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの５カラム容積でカラムを洗浄した。０ないし１０％Ｓｏｕｒｃｅ
Ｑ緩衝液Ｂの直線勾配で２０カラム容積にわたって溶出を実施した。Ｆｒａｃ－９５０を
使用して、１３ｍＬ／画分で溶出画分を回収した。最初の主要ピークに対してＳＤＳ－Ｐ
ＡＧＥを実施し、プールを決定した。プールした画分は、ロット番号とともにＳｏｕｒｃ
ｅＱプールとして表記した。４℃で一晩、プールを保存した。
【０４９０】
　９．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩＩ
　次の濃縮器／フィルター、すなわち、ＹＭ１０膜（７６ｍｍ）を有するＡｍｉｃｏｎ　
Ｓｔｉｒｒｅｄ　Ｃｅｌｌ（３５０ｍＬ）を使用した。予備的製剤緩衝液は、２０ｍＭク
エン酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、ｐＨ６．０からなり、
４．７ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０４９１】
　Ｐｙｒｏｃｌｅａｎで、システムの発熱物質を除去した。Ｐｙｒｏｃｌｅａｎ中で、す
べての成分を、３０分間インキュベートした。ミリＱ水でのすすぎは、Ａ２０５が０．０
１未満になるまで完遂した。
【０４９２】
　ＳｏｕｒｃｅＱプールを２０ないし４０ｍＬに濃縮し、予備的製剤緩衝液を約３５０ｍ
Ｌまで添加した。緩衝液交換の総計６００倍超に到達するまで、処理を繰り返した。２ｍ
ｇ／ｍＬ又は望ましい濃度に試料を濃縮した。保持液を回収し、フードの中で、０．２μ
ｍ膜でろ過滅菌した。滅菌済みの試料は、ロット番号とともにＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡ
Ｆと表記した。
【０４９３】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝０．８１８を使用することによって、希釈した試料のＡ２７６

を測定することによって、ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦの等価のｈＧＨ濃度を決定し、三
つ組みの希釈及び測定を実施した。ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦは４℃で保存できる。長
期保存のため、ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦを一定分量に分け、－８０℃で維持した。
【０４９４】
　ａｒａＢ遺伝子をノックアウトしたＤＨ１０Ｂ（ｆｉｓ）及びＷ３１１０の系によって
周辺質の放出調製物を完遂した。オルソゴナルｔＲＮＡ、オルソゴナルアミノアシルｔＲ
ＮＡ合成酵素及びｈＧＨコンストラクトで、両系を形質転換した。ＰＥＧ－Ｙ３５ｐＡＦ
の純度は、ＨＰＬＣ及びＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に基づいて９５％超であった。
【実施例４】
【０４９５】
　ｈＧＨ調製物の比較：周辺質放出対細胞質（均質化）
　図３のパネルＡ及びＢは、Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）中で産生されるｈＧＨのＳＤＳ－
ＰＡＧＥ分析を示す。周辺質放出バッチ（発酵ロット０５０４２５Ｂ２；細胞ペースト８
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Ｂ１；細胞ペースト６０ｇ）を調製した。１０ｍＭビス－トリス、ｐＨ６．１からなるＱ
ＦＦ緩衝液Ａ及び１０ｍＭビス－トリス、ｐＨ６．５、０．１Ｍ　ＮａＣｌからなるＱＦ
Ｆ緩衝液Ｂを使用して１２３ｍＬのＱＦＦカラムにわたって各バッチを展開した。溶出中
に３回のカット、すなわち、１５、６０、及び１００％緩衝液Ｂ（それぞれ１５ｍＭ　Ｎ
ａＣｌ、６０ｍＭ　ＮａＣｌ、及び１００ｍＭ　ＮａＣｌ）を実施した。ＳＤＳ－ＰＡＧ
Ｅにより、この分離から得られた一定分量を分析した。パネルＡ及びＢに対するレーンは
次のとおりである。レーン１＝ＷＨＯｈＧＨ標準物質、レーン２＝負荷、レーン３＝ＢＥ
／ＦＴ、レーン４＝１５％緩衝液Ｂ、レーン５＝６０％緩衝液Ｂ、及びレーン６＝１００
％緩衝液Ｂ。
【実施例５】
【０４９６】
　５Ｌ発酵プロセス
　本実施例は、非天然アミノ酸を含むｈＧＨポリペプチドに対して使用された発現方法を
記載する。使用される宿主細胞の系は、改変されたＷ３１１０細胞系であった。オルソゴ
ナルｔＲＮＡ、オルソゴナルアミノアシルｔＲＮＡ合成酵素及びセレクターコドンを含む
ｈＧＨポリペプチドをコードするポリヌクレオチドについてのコンストラクトで宿主細胞
を形質転換した。プロセスの流れを図４に示す。
【０４９７】
　調製
　次の試薬を調製した。
【０４９８】
【表１５】

【０４９９】
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【表１６】

【０５００】
【表１７】

【０５０１】
【表１８】

【０５０２】
【表１９】

【０５０３】
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【表２０】

【０５０４】
【表２１】

【０５０５】
【表２２】

【０５０６】
【表２３】

【０５０７】
　使用当日、次の試薬を調製した。
【０５０８】
【表２４】

【０５０９】
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【表２５】

【０５１０】
　各発酵について、以下を実施した。２５％Ｓｔｒｕｋｔｏｌ　Ｊ６７３（０．１Ｌ）を
調製し、蒸気により滅菌した。ｐＨ調節のために及び窒素源として、１５％ＮＨ３

＊Ｈ２

Ｏ（０．３Ｌ）を調製した。ｐＨ調節のために、１０％Ｈ３ＰＯ４（０．２Ｌ）を調製し
た。濃縮したフィード１Ｌは、供給容器１中で調製した。酵母抽出物／グリセロール混合
物各２Ｌは、供給容器２中で調製した。
【０５１１】
　発酵槽をセットアップした。２．５Ｌ塩基性塩類溶液で発酵槽を滅菌した。発酵槽を、
次の条件、すなわち、温度＝３７℃、ｐＨ＝６．９、５Ｌ作業容積に基づいた１．０ＶＶ
Ｍ空気とした（気流は、２ＶＶＭまで増加させることができる。）。
【０５１２】
　濃縮したフィード培地を発酵槽へ添加し、５０ｍｇ／ｍＬカナマイシン２．５ｍＬを添
加した。
【０５１３】
　プロセスのスケジュール
　１日目（段階Ｉ）
　Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）ＭＣＢ（マスター細胞バンク、グリセロールストック）から
得た約１μＬを穿刺し、培養チューブ中の２ｍＬバッチ培地＋カナマイシンへグリセロー
ルストック１μＬを移した。バッチ培地の組成は上述した。
【０５１４】
　２日目（段階ＩＩ及びＩＩＩ）
　段階ＩＩ
　培養チューブは、約１ないし６の細胞密度（ＯＤ６００）を含有した。培養チューブの
培養物０．０１ないし２ｍＬを、２５０ｍＬ振とうフラスコ中の６０ｍＬバッチ培地＋カ
ナマイシンへと移した。炭素枯渇に一切供されていない健常細胞のみを使用した。バッチ
培地の組成は上述した。
【０５１５】
　段階ＩＩＩ
　約０．０５の初期ＯＤ６００になるように、発酵槽を接種した。段階ＩＩから必要とさ
れる細胞の量（Ｌ）は、（２．５Ｌ×０．０５）／４＝０．０３１Ｌ（フラスコＯＤ６０
０＝４の場合）である。約１０時間バッチ様式で細胞を増殖させた。培養によるグリセロ
ールの枯渇によって、特定の時間を記述した。グリセロール枯渇は、ＳＴＩＲＲ速度の急
激な低下後のｐＯ２シグナルの増大によって示される。濃縮されたグリセロールの供給を
開始した。供給速度は数１に基づいた。
【０５１６】
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【数１】

【０５１７】
　上述の値を数１へ代入し、Ｆ（０）＝７．５ｍＬ／時であった。スケーリング因子を使
用すると、実際のＦ（０）’は８．６ｍＬ／時である。
　Ｆ（ｔ）’＝Ｆ（０）’＊Ｅｘｐ（μｓｅｔ

＊ｔ）である。ｔ＝１３時間の場合、Ｆ（
ｔ）’＝６０．４ｍＬ／時である。
　６０．４ｍＬ／時に１時間、流速を保持した。
【０５１８】
　実行のため、供給２の開始時にｐＡＦを添加した。ｐＡＦ添加１時間後に、アラビノー
ス誘導を付加した。採集時まで、最終的な供給２の流速が維持された。
【０５１９】
　３日目（段階ＩＶ及びＶ）
　段階ＩＶ
　培養物のＯＤ６００は、約５０ないし６０に到達した。誘導の１時間前（供給時間＝１
４時間）に、１）濃縮されたフィード（この時点での速度＝６０．４ｍＬ／時）を停止し
た。２）酵母抽出物／グリセロール（１Ｌあたり２００ｇ酵母抽出物及び１７０ｇグリセ
ロール）供給を１０８．７ｍＬ／時で開始した。３）４．０ｇのｐＡＦを含有する２１．
２５ｍＬボーラスを添加した。必要な場合にｐＨを調整するために、１５％水酸化アンモ
ニウム及び１０％リン酸を使用して、ｐＨ６．９でｐＨの調節を続行した。３ａ）供給２
の速度は、直線的に３時間増大し、供給時間＝１７時間で１４１．３ｍＬ／時に到達した
。培養物ＯＵＲは、約２５０ｍｍｏｌ／時に留まるはずである。３ｂ）炭素源遷移は１時
間続行した。３ｃ）ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析のために、細胞の十分な量（ＯＤ６００

＊ｍＬ
＝２）を保存した。
【０５２０】
　誘導時（供給時間＝１５時間）に、２０％（ｗ／ｖ又は２００ｇ／Ｌ）Ｌ－（＋）－ア
ラビノース１．２５ｍＬで誘導を実施した。誘導４時間後、６時間後、及び８時間後に、
ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析のために、細胞の十分な量（ＯＤ６００

＊ｍＬ＝２）を保存した。
誘導は、８時間継続した。
【０５２１】
　段階Ｖ
　誘導の終了時に、培養物のＯＤ６００をチェックした。ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析のために
、細胞の十分な量（ＯＤ６００

＊ｍＬ＝２）を保存した。ＥＬＩＳＡによる評価のために
、２×２００ｍＬの培養物を遠心分離により回収した。１５，０００ｇで２２分間バケッ
ト遠心分離を使用して、細胞を回収し、細胞を－８０℃で凍結した。
【０５２２】
　本手法は、１００Ｌ培養のために拡張されている。
【実施例６】
【０５２３】
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　ｈＧＨ精製、ＰＥＧ化、及びｈＧＨ－ＰＥＧ精製方法
　Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）からの処理周辺質調製
　１．ｈＧＨの周辺質放出
　４℃のＰＲ緩衝液（５０ｍＭトリス、１０ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．０７％トリトンＸ－１
００、ｐＨ８．０）約７．６Ｌ中に、１．９ｋｇの細菌細胞ペーストを再懸濁し、２０％
固体を得た。４℃で１時間、懸濁液を撹拌した後、８Ｍ尿素を添加し、０．３Ｍの最終濃
度の尿素を得た。８Ｍ尿素溶液は、調製の４８時間以内に使用した。次に、４℃で１時間
、本懸濁液を撹拌した。１５，０００×ｇで４５分間、固定した角度のＪ２０ローター（
（Ａｖａｎｔｉ　Ｊ２０　ＸＰ　ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ－　Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔ
ｅｒ）中、４℃で、懸濁液を遠心分離した。上清を回収し、その容積を測定した（約７．
７Ｌ）。試料は、日付及びロット番号とともにＰＲＳと表記した。
【０５２４】
　プレフィルターＳａｒｔｏｐｕｒｅ　ＧＦ２　１．２μｍカプセル（１０００ｃｍ２）
（パーツ番号５５７１３０３Ｐ８００Ｂ）で、ＰＲＳをろ過した。ろ液の流速は、ポンプ
設定１（ＭａｓｔｅｒＦｌｅｘ　Ｉ／Ｐモデル７５２９－１０）で０．８６Ｌ／分であっ
た。ろ液を回収し、日付及びロット番号とともにＰＲＳＦと表記した。ＰＲＳＦの容積を
測定した。
【０５２５】
　Ｓａｒｔｏｐｏｒｅ　２　０．８＋０．４５　μｍフィルターカプセル（５００ｃｍ２

）（パーツ番号５４４１３０６Ｇ７００Ｂ）を通して、ＰＲＳＦをろ過した。ろ液を回収
し、日付及びロット番号とともにＰＲＳＦＦと表記した。ＰＲＳＦＦの容積を測定した。
【０５２６】
　処理中分析には、基準標準物質と比較して正確な形態のｈＧＨの存在を確認するための
非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析、Ａ２７６の測定、及び定量化のためのＥＬＩＳＡが含ま
れる。
【０５２７】
　２．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）Ｉ－ＱＦＦに対する緩衝液交換
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、２×１０００ｃｍ２を本手法に対して使用した。さ
らなるパラメータには、１００ないし１６０ｍＬ／分のろ液（透過液）流速、２４ないし
２６ｐｓｉの供給圧力、及び５ないし６ｐｓｉの保持液圧力が含まれる。
【０５２８】
　１Ｎ　ＮａＯＨで、システムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間、循環させた。
ｐＨが８未満に低下するまで、ミリＱ水約４Ｌでシステムをすすいだ。少なくとも５分間
、ＱＦＦ緩衝液Ａ（１０ｍＭビス－トリス、ｐＨ６．５）を用いて平衡化を完了した。そ
の容積の約１０分の１まで、ＰＲＳＦＦを濃縮した。次に、これをＱＦＦ緩衝液Ａの８容
積で透析ろ過した。保持液を３ないし５分間再循環した。保持液を冷却した後、ＱＦＦ緩
衝液Ａ３００ないし３５０ｍＬでシステムを洗い流し、すすぎ溶液を保持液と組み合わせ
た。組み合わせた試料をＳａｒｔｏｐｏｒｅ　２　０．８＋０．４５　μｍカプセル（５
００ｃｍ２）（パーツ番号５４４１３０６Ｇ７００Ｂ）でろ過し、回収したろ液は、日付
及びロット番号とともにＱＦＦ　Ｌｏａｄと表記した。これは褐色であった。ＱＦＦ　Ｌ
ｏａｄの容積を測定し、ＱＦＦ　Ｌｏａｄは２時間以内に処理するか、又は４℃で一晩保
存した。
【０５２９】
　３０ないし４５分間循環させることによって、ミリＱ水でシステムをすすぎ、１Ｎ　Ｎ
ａＯＨで洗浄した。次に、ｐＨが８未満になるまで、ミリＱ水ですすぎを完遂した。０．
１Ｎ　ＮａＯＨ中にカセットを保存した。
【０５３０】
　処理中分析には、次の段階のために総タンパク質を定量し、ＱＦＦ　Ｌｏａｄの量を測
定するためのＡ２７６の測定、ＥＬＩＳＡ、ＬＡＬ及び非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析が
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含まれる。
【０５３１】
　３．カラム１－ＱセファロースＦＦクロマトグラフィー
　ＱセファロースＦａｓｔＦｌｏｗをＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅから得た。カラムの寸
法は、次のとおり、すなわち、７０ｍｍ内径×１６ｃｍ＝６１６ｍＬ（ＩＮｄＥＸ７０／
５００カラム）であった。作動能力は、ＱＦＦ１ｍＬあたり１５０ｍｇ総タンパク質（Ａ

２７６に基づいた１４０ないし１６０ｍｇ）又は（ＥＬＩＳＡに基づいた）１０ｍｇＧＨ
であった。流速は１００ｍＬ／分（直線速度：１５６ｃｍ／時）であった。ＱＦＦ緩衝液
Ａは、１０ｍＭビス－トリス、ｐＨ６．５からなり、０．６ｍＳ／ｃｍの伝導度を有した
。ＱＦＦ緩衝液Ｂは、１０ｍＭビス－トリス、０．１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ６．５からなり
、１１．５ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０５３２】
　ＡＫＴＡエクスプローラーシステムの発熱物質を除去した。これを達成するため、「Ａ
ＫＴＡ発熱物質除去」プログラムを３回実行した。すなわち、プログラムの最初の実行の
ために、すべての緩衝液ラインをミリＱ水に置いた後、第二の実行のために、１Ｎ　Ｎａ
ＯＨに置いた。インキュベーションを３０分間で完遂し、第三の実行のために、再度、緩
衝液ラインをミリＱ水中に置いた。「ＱＦＦ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行して
、３０ｃｍ／時の直線速度でＱＦＦカラムの発熱物質を除去し、平衡化した。ＱＦＦカラ
ムをミリＱＨ２Ｏの２カラム容積で洗浄し、１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム
容積で３０分間インキュベートし、Ｑ緩衝液Ｃ（１０ｍＭトリス、２Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ
７．０、１５６ｍＳ／ｃｍの伝導率）の３カラム容積で洗浄した後、ＱＦＦ緩衝液Ａの４
カラム容積で平衡化した。
【０５３３】
　次に、ＱＦＦＬｏａｄをカラムへ負荷した。ＱＦＦ緩衝液Ａの４カラム容積、及びＡ中
の１０％ＱＦＦ緩衝液Ｂの７カラム容積でカラムを洗浄した。Ａ中の６０％ＱＦＦ緩衝液
Ｂの６カラム容積で溶出を実施した。ＱＦＦ緩衝液Ｂの３カラム容積でカラムを洗浄しう
る。溶出ピークを回収した。回収した溶出液は、日付及びロット番号とともにＱＦＦプー
ルと表記した。プールは、２時間以内に処理したか又は４℃で一晩保存した。
【０５３４】
　カラムをＱ緩衝液Ｃの３カラム容積で洗浄した。次に、１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣ
ｌの３カラム容積を汲み入れ、１ないし６日間、インキュベーションを行った。カラムが
６日以内に使用されない場合、１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの１カラム容積、Ｑ緩衝
液Ｃの３カラム容積、ミリＱＨ２Ｏの３カラム容積、及び２０％エタノール又は１０ｍＭ
　ＮａＯＨの２．５カラム容積ですすいだ。カラムの大規模な洗浄を３ないし５周期ごと
に実施し、それにより１Ｎ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌインキュベーションの後、Ｑカラ
ム洗浄緩衝液（０．５％トリトンＸ－１００、０．１Ｍ酢酸）の３カラム容積で上向流洗
浄し、６０ないし８０時間インキュベートし、ミリＱＨ２Ｏの１．５カラム容積、０ない
し７０％エタノールの１カラム容積、７０％エタノールの５カラム容積、及び２０％エタ
ノールの２．５カラム容積で洗浄した。
【０５３５】
　４Ｍ　ＮａＣｌをＱＦＦプールへ添加し、最終濃度０．１Ｍに到達した。ＱＦＦ緩衝液
Ｂであらかじめ平衡化したＳａｒｔｏｂｉｎｄ　ＱｌＯＯＸフィルター（パーツ番号Ｑ１
００Ｘ）で生成物をろ過し、内毒素を除去した。ろ液を回収し、日付及びロット番号とと
もにＱＦＦプールＱを標識した。ろ液は２時間以内に処理したか、又は４℃で一晩保存し
た。
【０５３６】
　Ｓａｒｔｏｂｒａｎ　０．４５＋０．２　μｍフィルターカプセル（３００ｃｍ２）（
パーツ番号５２３１３０７Ｈ５００Ｂ）にＱＦＦプールＱを通過させ、ろ液を回収した。
ろ液は、日付及びロット番号とともにＱＦＦプールＱＦと表記した。ＱＦＦプールＱＦは
２時間以内に処理したか、又は４℃で一晩保存した。
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【０５３７】
　処理中分析には、Ａ２７６、ＥＬＩＳＡ、ＬＡＬ、及び非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析
が含まれる。
【０５３８】
　４．カラム２－フェニルセファロースＨＰクロマトグラフィー
　フェニルセファロースＨｉｇｈ　ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅをＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒ
ｅから得た。カラムの寸法は、次のとおり、すなわち、１００ｍｍ内径×９．７ｃｍ＝７
６１ｍＬ（ＩＮｄＥＸｌＯＯ／５００カラム）であった。作動能力は、フェニルＨＰ１ｍ
Ｌあたり、（Ａ２７６に基づいた）４．５ないし９ｍｇ総タンパク質であり、好ましくは
６ないし８ｍｇ総タンパク質であった。Ｐｈｅ緩衝液Ａは、２０ｍＭトリス、０．４Ｍク
エン酸ナトリウムｐＨ７．０からなった。Ｐｈｅ緩衝液Ｂは、１０ｍＭトリス、ｐＨ７．
０からなり、０．９ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０５３９】
　ＡＫＴＡエクスプローラーシステムの発熱物質を除去した。「ＡＫＴＡ発熱物質除去」
プログラムを３回実行した。すなわち、最初の実行のために、すべての緩衝液ラインをミ
リＱ水中に、次に、第二の実行のために１Ｎ　ＮａＯＨ中に置いた。インキュベーション
を３０分間で完遂した後、第三の実行のために、再度、すべての緩衝液ラインをミリＱ水
中に置いた。「ＰｈｅＨＰ発熱物質除去平衡化」プログラムを実行して、３０ｃｍ／時の
直線速度でＰｈｅカラムの発熱物質を除去し、平衡化した。すなわち、ミリＱＨ２Ｏの２
カラム容積で洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０分間インキ
ュベートした後、Ｐｈｅ緩衝液Ａの４カラム容積で平衡化した。
【０５４０】
　１．４Ｍクエン酸ナトリウムをＱＦＦプールＱＦへ添加し、０．４Ｍの最終濃度にした
。混合物を室温で約１時間撹拌し、クエン酸ナトリウムを溶解し、溶液を１６℃以上に加
温した。ＱＦＦプールＱＦ＋クエン酸Ｎａをカラムへ負荷した。Ｐｈｅ緩衝液Ａの４カラ
ム容積でカラムを洗浄した後、Ａ中の２７％Ｐｈｅ緩衝液Ｂの９ないし１７カラム容積で
洗浄した。２７％Ｐｈｅ緩衝液Ｂの洗浄の長さは、カラムへ負荷される総タンパク質量に
依存した。Ａ中の４８％Ｐｈｅ緩衝液Ｂの８ないし１０カラム容積で溶出を実施した。１
００％Ｐｈｅ緩衝液Ｂで、再度カラムを洗浄した。４８％Ｂ溶出ピークを回収し、ロット
番号とともにＰｈｅプールと表記した。次の段階を２時間以内に実施したか、又は４℃で
一晩、プールを保存した。
【０５４１】
　１Ｍ　ＮａＯＨの２カラム容積でＰｈｅカラムを上向流洗浄し、３０分間インキュベー
トし、Ｐｈｅ緩衝液Ａの３カラム容積、Ｈ２Ｏの３カラム容積、及び２０％エタノール又
は１０ｍＭ　ＮａＯＨの２．５カラム容積で洗浄した。３ないし５周期の後、Ｐｈｅカラ
ムを１Ｍ　ＮａＯＨの２カラム容積で上向流洗浄し、３０分間インキュベートし、Ｐｈｅ
緩衝液Ａの３カラム容積、Ｈ２Ｏの３カラム容積、１カラム容積にわたる０ないし７０％
エタノール、７０％エタノールの３カラム容積で洗浄し、最終的に２０％エタノール又は
１０ｍＭ　ＮａＯＨ中に保存した。
【０５４２】
　処理中分析には、Ａ２７６、ＥＬＩＳＡ、ＬＡＬ及び非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析が
含まれる。
【０５４３】
　５．ＵＦ／ＤＦＩＩ－製造工程中バルクＧＨの製剤
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、１０００ｃｍ２を本手法に使用した。さらなるパラ
メータには、５０ないし９０ｍＬ／分のろ液（透過液）流速、２０ないし２７ｐｓｉの供
給圧力、及び３ないし４ｐｓｉの保持液圧力が含まれる。ＵＦ／ＤＦＩＩ緩衝液は、１０
ｍＭリン酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、及び５ｇ／Ｌマンニトール、ｐＨ７．０か
らなった。
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【０５４４】
　１Ｎ　ＮａＯＨで、システムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間循環させた。ｐ
Ｈが８未満に低下するまで、システムをミリＱ水約４Ｌですすいだ。ＵＦ／ＤＦＩＩ緩衝
液で少なくとも５分間で平衡化を完遂した。
【０５４５】
　Ｐｈｅプールを約７００ないし９００ｍＬ（又は保持液フラスコ中の約５００ないし７
００ｍＬ）まで濃縮した。ＵＦ／ＤＦＩＩ緩衝液４．２ないし５．４Ｌ（６容積）で透析
ろ過を完遂した。保持液を３ないし５分間再循環させ、保持液を回収した。システムをＵ
Ｆ／ＤＦＩＩ緩衝液１００ないし２００ｍＬで洗い流し、すすぎ溶液を保持液と合わせた
。合わせた試料をＳａｒｔｏｂｒａｎ　０．４５＋０．２　μｍカプセル（１５０ｃｍ２

）（パーツ番号５２３１３０７Ｈ４００Ｂ）でろ過し、ろ液をＹ３５ｐＡＦ－ｐＢｘと明
示し、「製造工程中バルク」とも呼んだ。
【０５４６】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬを使用して、希釈した試料のＡ２７６を測定することによって、
Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘのタンパク質濃度を測定した。製造工程中バルクは、４℃で１週間
まで保存できる。長期保存のため、製造工程中バルクを一定分量に分け、－８０℃で維持
した。
【０５４７】
　３０ないし４５分間循環させることによって、システムをミリＱ水ですすぎ、１Ｎ　Ｎ
ａＯＨで洗浄した。次に、ｐＨが８未満になるまで、システムをミリＱ水ですすいだ。カ
セットを０．１Ｎ　ＮａＯＨ中に保存した。
【０５４８】
　製造工程中の分析には、ＲＰ－ＨＰＬＣ、Ａ２７６の測定、ＥＬＩＳＡ、ＬＡＬ、及び
非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析が含まれる。
【０５４９】
　６．ＵＦ／ＤＦＩＩａ－ＰＥＧ化のための濃縮及び緩衝液交換
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｉｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセット、２００ｃｍ２を本手法に使用した。さらなるパラメ
ータには、１２ないし１４ｍＬ／分のろ液（透過液）流速、約２５ｐｓｉの供給圧力、０
ないし０．５ｐｓｉの保持液圧力が含まれる。反応緩衝液は、２０ｍＭ酢酸ナトリウム、
２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ４．０からなり、
２．６ｍＳ／ｃｍの伝導率を有した。
【０５５０】
　１Ｎ　ＮａＯＨで、システムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間循環させた。ｐ
Ｈが８未満に低下するまで、ミリＱ水約２Ｌでシステムをすすいだ。反応緩衝液で少なく
とも５分間平衡化を実施した。
【０５５１】
　１０％酢酸の３．７％（ｖ／ｖ）を添加することによって、段階５から得た製造工程中
バルクのある量のｐＨを約４に調整した。次に、使用される開始ｈＧＨ量に基づいて、８
ｍｇ／ｍＬ濃度で標的容積まで、これを濃縮した。次に、反応緩衝液の５容積で試料を透
析ろ過した。３ないし５分間、保持液を再循環した後、保持液を回収した。反応緩衝液８
０ないし１２０ｍＬでシステムを洗い流し、保持液と組み合わせた。合わせた保持液をＳ
ａｒｔｏｂｒａｎ　０．４５＋０．２　μｍカプセル（１５０ｃｍ２）（パーツ番号５２
３１３０７Ｈ４００Ｂ）でろ過した。ろ液は、日付とともにＹ３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ
４と表記した。試料は、４℃で一晩保存できる。
【０５５２】
　Ａ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝１．０３７を使用して、２０倍希釈した試料のＡ２７６を測定
することによって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ４のタンパク質濃度を測定した。反応緩
衝液による希釈によって、Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢｘ／ｐＨ４を７ｍｇ／ｍＬ（５ないし９ｍ
ｇ／ｍＬ）に調整した。
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【０５５３】
　７．ＰＥＧ化反応
　位置３５のチロシンをｐ－アセチル－フェニルアラニンに置換したｈＧＨ（Ｙ３５ｐＡ
Ｆ）の分子量は、２２，１４９Ｄａであり、ｍＰＥＧ－オキシアミンのロットの分子量は
、３０，９６１Ｄａであった。野生型成体ｈＧＨの配列については、米国特許公報第２０
０５／０１７０４０４号の配列番号２を参照してほしい。図５は、使用されるＰＥＧの化
学構造を示す。ＰＥＧ：Ｙ３５ｐＡＦ＝５のモル比を使用して、必要な３０ＫのＭＰＥＧ
－オキシアミンの量を算出した。ＰＥＧ粉末を計量し、撹拌しながら２５ないし２８℃で
７ｍｇ／ｍＬのＹ３５ｐＡＦ溶液へゆっくり添加した。固体ＰＥＧの大きな塊を手動で粉
砕した。最後の添加後、反応混合物を２８℃に置き、３９ないし５０時間穏やかに撹拌し
た。反応は、ｈＧＨとＰＥＧとのオキシム結合を形成した。
【０５５４】
　製造工程中分析には、ＰＥＧ化を確認するための非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析が含ま
れる。
【０５５５】
　８．カラム３－Ｓｏｕｒｃｅ　３０Ｑクロマトグラフィー
　Ｓｏｕｒｃｅ　３０ＱをＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅから得た。カラムの寸法は、次の
とおり、すなわち、７０ｍｍ内径×１７．５ｃｍ＝６７３ｍＬ（ＩＮｄＥＸ　７０／５０
０カラム）であった。作動能力は、ＳｏｕｒｃｅＱ１ｍＬあたり２．４ｍｇ（１ないし２
．８ｍｇ）ＧＨであった。流速は８０ｍＬ／分（直線速度：１２５ｃｍ／時）であった。
ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａは、５ｍＭトリス、ｐＨ７．０からなった。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝
液Ｂは、５ｍＭトリス、０．１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．０からなった。
【０５５６】
　ＡＫＴＡエクスプローラーシステムの発熱物質を除去するため、「ＡＫＴＡ発熱物質除
去」プログラムを３回実行した。すなわち、最初の実行のために、すべての緩衝液ライン
をミリＱ水中に置き、第二の実行のために１Ｎ　ＮａＯＨ中に置いた。インキュベーショ
ンを３０分間で完遂し、第三の実行のためにすべての緩衝液ラインを再度ミリＱ水に置い
た。ＳｏｕｒｃｅＱカラムの発熱物質を除去し、平衡化するため、「ＳｏｕｒｃｅＱ発熱
物質除去平衡化」プログラムを実行した。すなわち、ＳｏｕｒｃｅＱカラムをミリＱＨ２

Ｏの２カラム容積で洗浄し、１Ｍ　ＮａＯＨ／１Ｍ　ＮａＣｌの２カラム容積で３０分間
インキュベートし、ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂの５カラム容積で洗浄した後、Ｓｏｕｒｃｅ
Ｑ緩衝液Ａの５カラム容積で平衡化した。
【０５５７】
　０．５Ｍトリス塩基の２０％（ｖ／ｖ）を、先行段階（段階７）から得た反応混合物へ
添加した。次に、Ｓａｒｔｏｂｒａｎ　０．４５＋０．２　μｍフィルターカプセル（１
５０ｃｍ２）（パーツ番号５２３１３０７Ｈ４００Ｂ）に試料を通過させた。Ｓｏｕｒｃ
ｅＱ緩衝液Ａの９容積及びミリＱＨ２Ｏの１０容積で２０倍希釈を実施した。次に、希釈
した試料をカラムへ負荷した。ＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ａの５カラム容積でカラムを洗浄し
た。０ないし５０％のＳｏｕｒｃｅＱ緩衝液Ｂの直線勾配で１０カラム容積にわたって溶
出を実施した。画分は約１／５カラム容積／画分で回収した。ＳＥ－ＨＰＬＣ及び非還元
型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を最初の主要ピークに関して実施し、プールを決定した。プール
された画分は、日付及びロット番号とともにＳｏｕｒｃｅＱプールと表記した。４℃で一
晩、プールを保存した。
【０５５８】
　９．ＵＦ／ＤＦ（限外ろ過／透析ろ過）ＩＩＩ－製剤化されたバルクに対する濃縮及び
緩衝液交換
　次のフィルター、すなわち、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｃｏｎ　Ｓｌｉｃｅ　１
ＯＫ　Ｈｙｄｒｏｓａｒｔカセットを使用した。さらなるパラメータには、１２ないし１
４ｍＬ／分のろ液（透過液）流速、約２５ｐｓｉの供給圧力、約０ないし０．５ｐｓｉの
保持液圧力が含まれる。
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【０５５９】
　１Ｎ　ＮａＯＨで、システムの発熱物質を除去し、３０ないし４５分間循環させた。ｐ
Ｈが８未満に低下するまで、ミリＱ水約２Ｌでシステムをすすいだ。次に、製剤緩衝液で
少なくとも５分間平衡化を実施した。
【０５６０】
　使用される開始材料の量に基づいて、８ｍｇ／ｍＬの標的容積まで、ＳｏｕｒｃｅＱプ
ール（段階３．６）を濃縮した。製剤緩衝液の６容積で透析ろ過を実施した。保持液を３
ないし５分間再循環し、保持液を回収した。製剤緩衝液５０ないし１００ｍＬでシステム
を洗い流し、保持液と組み合わせた。生物安全性フード又はクラス１００フードの中で滅
菌技術を使用して、合わせた保持液をＳａｒｔｏｂｒａｎ　０．４５＋０．２　μｍカプ
セル（１５０ｃｍ２）（パーツ番号５２３１３０７Ｈ４００Ｂ）でろ過滅菌した。滅菌済
み試料は、ロット番号とともにＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦと明示した。
【０５６１】
　三つ組みの希釈及び測定結果とともにＡ２７６

１ｍｇ／ｍＬ＝１．１４５を使用するこ
とによって希釈した試料のＡ２７６を測定することによって、ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡ
Ｆの等価のｈＧＨ濃度を測定した。ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦは４℃で３日間まで保存
できる。長期保存のため、ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦを一定分量に分け、－８０℃で維
持した。
【０５６２】
　Ｗ３１１０の系由来の材料を本プロトコールで処理した。オルソゴナルｔＲＮＡ、オル
ソゴナルアミノアシルｔＲＮＡ合成酵素及びｈＧＨコンストラクトで、使用される系を形
質転換した。ＰＥＧ－Ｙ３５ｐＡＦ純度は、ＨＰＬＣ及びＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に基づい
て９５％超であった。
【０５６３】
　完全放出アッセイには、外観、溶解時間、同定及び純度、効力、安全性並びにｐＨなど
の（これらに制限されない。）他の特性などのＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦの特性を評価
するアッセイが含まれるが、これには限定されない。評価のための検査方法には、還元型
及び非還元型ＳＤＳ－ＰＡＧＥ、ＳＥ－ＨＰＬＣ、ＲＰ－ＨＰＬＣ、ＩＥＸ－ＨＰＬＣ、
ＣＥＸ－ＨＰＬＣ、宿主細胞タンパク質の測定、残存ＤＮＡの測定、濃縮のためのＡ２７

６、細胞増殖アッセイ、ＬＡＬ、発熱物質、滅菌性、生物負担（細菌限界）、カールフィ
ッシャー（水分含有量）、含有量均一性及び浸透圧が含まれるが、これらには限定されな
い。
【０５６４】
　ＵＦ／ＤＦＩＩＩの緩衝液交換で使用される緩衝液は、いずれかの適切な緩衝液であり
うる。ＵＦ／ＤＦＩＩＩ後のさらなる段階には凍結乾燥が含まれるが、これには限定され
ない。凍結乾燥は、当業者に公知の標準的な技術を称して実施されうる。
【０５６５】
　本方法は、約２．７ｋｇの細菌細胞ペレットで実施された。
【実施例７】
【０５６６】
　追加の方法
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥによる純度分析
　次の方法を使用して、製造工程中及び最終バルクの組換えｈＧＨ及びＰＥＧ組変え型ｈ
ＧＨ結合体の純度をＳＤＳ－ＰＡＧＥとその後の総タンパク質染色によって評価した。タ
ンパク質などの荷電した分子は全て、電場に置かれると、移動する。電場におけるタンパ
ク質の移動の速度は、電場の強度、タンパク質に関する正味の電荷及び摩擦抵抗に依存す
る。摩擦抵抗は、タンパク質の大きさと形状の関数である。過剰のＳＤＳの存在下で変性
させると、たいていのタンパク質はＳＤＳを一定の重量比で結合し、これによりタンパク
質は実質的に同一の電荷を有し、タンパク質の大きさにしたがってポリアクリルアミドゲ
ル中を移動する。ゲル電気泳動により分離されるタンパク質は、クーマシーブリリアント
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ブルー染色によって検出できる。
【０５６７】
　本手法用の機器には、次のもの又はその等価物、すなわち、ＸＣｅＩｌ　Ｓｕｒｅｌｏ
ｃｋ　Ｍｉｎｉ－Ｃｅｌｌ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、＋７０ないし８０℃へ設定される
ヒートブロック、（２００Ｖまでの）電源、（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　Ｍｉｃ
ｒｏｆｕｇｅ　１８又は２２Ｒなどの）小型遠心器、及び往復振とう器が含まれた。試薬
には、ＮｕＰＡＧＥ　ＭＯＰＳ　ＳＤＳランニングバッファー（２０×、Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ　ＰＮ　ＮＰＯＯＯｌ）、ＮｕＰＡＧＥ　ＭＥＳ　ＳＤＳランニングバッファー（
２０×、　Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＮＰ０００２）、ＮｕＰＡＧＥ　ＬＤＳサンプ
ルバッファー（４×、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＮＰ０００７）、ＮｕＰＡＧＥサン
プル還元剤（１０×、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＮＰ０００９）、１２％ビス－トリ
スＮｕＰＡＧＥプレキャストゲル、１．０ｍｍ×１０穴（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　
ＮＰ０３４１ＢＯＸ）、４－１２％　ビス－トリスＮｕＰＡＧＥプレキャストゲル、１．
０ｍｍ×１０穴（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＮＰ０３２　ＩＢＯＸ）、染色済み分子
量マーカー（ＳｅｅＢｌｕｅ　Ｐｌｕｓ２，　Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＬＣ５９２
５）、ミリＱ品質Ｈ２Ｏ又は等価物、ＳｉｍｐｌｙＢｌｕｅ　ＳａｆｅＳｔａｉｎ　（Ｉ
ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　ＰＮ　ＬＣ６０６５）又は等価物、基準標準物質（ＷＨＯｒｈＧＨ
標準物質；ｒｈＧＨについての較正溶液（Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３、２ｍｇ／ｍＬ
））、ｐＥＧ－ｒｈＧＨ接合体についての較正溶液（ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１
、２ｍｇ／ｍＬ）が含まれた。当分野で公知の標準的な技術を使用して、標準物質及び検
査標品のタンパク質濃度を測定した。
【０５６８】
　ＰＥＧ化前精製段階の試料の分析
　３μｇの基準標準物質（ＲＳ、例えば、較正溶液Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３）を非
還元条件下で調製した。基準標準物質３μｇを４×ＬＤＳ及びミリＱＨ２Ｏへ添加し、１
×ＬＤＳ中の２８μＬ試料を得た。同様に、ｒｈＧＨ検査標品を非還元条件下で調製した
。ｒｈＧＨ検査標品及び基準標準物質の両者を、＋７０ないし８０℃で８ないし１０分間
加熱し、遠心分離した後、ゲルへ負荷した。製造者の取扱説明書に従って、１×ＭＯＰＳ
　ＳＤＳランニングバッファーで１２％ビス－トリスＮｕＰＡＧＥプレキャストゲルを調
製した。ゲルを、次のとおり、すなわち、Ｐｒｅ－Ｓｔａｉｎｅｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｍａｒｋｅｒ、３μｇの基準標準物質、検査標品で負荷し、２００Ｖの
最大設定で５０分間泳動した。蒸留水中でゲルをインキュベートし、振とうしながら、Ｓ
ｉｍｐｌｙＢｌｕｅ又は等価物を使用して染色し、水で脱染色した。ｒｈＧＨ検査標品の
主要なバンドの位置を、３μｇの基準標準物質のそれと比較する。
【０５６９】
　精製された製造工程中バルクのｒｈＧＨの分析
　基準標準物質（ＲＳ、例えば、ＷＨＯｒｈＧＨ）の２０μｇ及び１μｇを、非還元条件
下及び還元条件下で調製した。非還元条件下の場合、基準標準物質の２０又は１μｇを４
×ＬＤＳ及びミリＱＨ２Ｏへ添加し、１×ＬＤＳ中の２８μＬ試料を得た。還元条件下の
場合、基準標準物質の２０又は１μｇを、４×ＬＤＳ、１０×還元剤、及びミリＱＨ２Ｏ
へ添加し、１×ＬＤＳ及び１×還元剤中の２８μＬ試料を得た。ｒｈＧＨ検査標品及び基
準標準物質の両者を＋７０ないし８０℃で８ないし１０分間加熱し、遠心分離した後、ゲ
ルへ負荷した。製造者の取扱説明書にしたがって、１２％ビス－トリスＮｕＰＡＧＥプレ
キャストゲルを１×ＭＯＰＳ　ＳＤＳランニングバッファー中で、非還元条件下に対して
一方のユニット、還元条件下については他方のユニットとともに泳動した。２００Ｖの最
大設定で５０分間、Ｐｒｅ－Ｓｔａｉｎｅｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｗｅｉｇｈｔ　Ｍａ
ｒｋｅｒ、１μｇ基準標準物質、２０μｇ基準標準物質、空きレーン、次いで検査標品を
ゲルに負荷した。蒸留水中でゲルをインキュベートし、ＳｉｍｐｌｙＢｌｕｅ又は等価物
を使用して振とうしながら染色し、水で脱染色した。ｒｈＧＨ検査標品の主要なバンドの
位置を２０μｇの基準標準物質と比較する。ｒｈＧＨ検査標品のレーンには、主要なバン
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トを除き、１μｇの基準標準物質のレーン中の主要バンドよりも濃いバンドは存在しない
はずである（５％）。
【０５７０】
　ｒｈＧＨのＰＥＧ化のアッセイ及びＰＥＧ－ｒｈＧＨの精製
　基準標準物質（ＲＳ、例えば、較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１）を非還元
条件下で調製した。ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１の５μｇを４×ＬＤＳ及びミリＱ
Ｈ２Ｏへ添加し、１×ＬＤＳ中の最終的な２８μＬを得た。分析される手法に応じて、検
査標品の５ないし２０μｇを４×ＬＤＳ及びミリＱＨ２Ｏへ添加し、１×ＬＤＳ中の最終
的な２８μＬ試料を得た。ＰＥＧ化反応混合物の場合、検査標品の１５ないし２０μｇを
使用した。ＰＥＧ化反応混合物の分析の場合、ａ）ＰＥＧ化反応混合物中に残存するＰＥ
Ｇ化していないｒｈＧＨの相対百分率の概算を可能にするための、ｐＨ４でのＰＥＧの添
加前のｒｈＧＨの連続的な濃度、ｂ）反応混合物の１／１０希釈の１０μＬ、との間で比
較を行った。ＰＥＧ化後精製中の画分から検査標品の５ないし２０μｇを使用した。ＰＥ
Ｇ－ｒｈＧＨカラム画分の分析のため、各カラム画分の固定した容積（典型的には、各カ
ラム画分の２１μＬ）を使用することによって、カラム画分を比較した。
【０５７１】
　ＰＥＧ－ｒｈＧＨ検査標品又はＰＥＧ－ｒｈＧＨ基準標準物質試料は、加熱しなかった
。試料を遠心分離し、製造者の取扱説明書にしたがって、１×ＭＥＳ　ＳＤＳランニング
バッファーで調製した４ないし１２％ビス－トリスＮｕＰＡＧＥプレキャストゲルへ負荷
した。染色済み分子量マーカー、５μｇ基準標準物質、次いで検査標品をゲルに負荷し、
２００Ｖの最大設定で３５分間泳動した。蒸留水中でゲルをインキュベートし、Ｓｉｍｐ
ｌｙＢｌｕｅ又は等価物を使用して振とうしながら染色し、水で脱染色した。
【０５７２】
　ＰＥＧ－ｒｈＧＨ検査標品の電気泳動図は、ＰＥＧ－ｒｈＧＨ基準標準物質で得られる
電気泳動図に従うはずである。
【０５７３】
　最終的なＰＥＧ化されたｒｈＧＨ生成物の分析
　基準標準物質（ＲＳ、例えば、較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１）１０μｇ
を非還元条件下及び還元条件下で調製した。ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１（２ｍｇ
／ｍＬ）１０μｇを４×ＬＤＳ及びミリＱＨ２Ｏへ添加し、１×ＬＤＳ中の最終的な２８
μＬ試料を得た。還元条件の場合、基準標準物質１０μｇを４×ＬＤＳ、１０×還元剤、
及びミリＱＨ２Ｏへ添加し、１×ＬＤＳ及び１×還元剤中の２８μＬ試料を得た。同様に
、ＰＥＧ化したｒｈＧＨ検査標品１０μｇも非還元条件下及び還元条件下で調製した。Ｐ
ＥＧ－ｒｈＧＨ検査標品及びＰＥＧ－ｒｈＧＨ参考標準物質は加熱しなかったが、製造者
の取扱説明書に従って１×ＭＥＳ　ＳＤＳランニングバッファーで調製した４ないし１２
％ビス－トリスＮｕＰＡＧＥプレキャストゲルに負荷する前に、軽く遠心分離した。２０
０Ｖの最大設定で３５分間、染色済み分子量マーカー、１０μｇ基準標準物質、（発生し
得る持ち越し汚染効果を最小化するために推奨される）空きレーンに次いで検査標品の順
でゲルに負荷し、蒸留水中でゲルをインキュベートし、ＳｉｍｐｌｙＢｌｕｅ又は等価物
を使用して振とうしながら染色し、水で脱染色した。
【０５７４】
　ＰＥＧ－ｒｈＧＨ検査標品の電気泳動図は、ＰＥＧ－ｒｈＧＨ基準標準物質で得られる
電気泳動図に従うはずである。ＰＥＧ－ｒｈＧＨ検査標品の電気泳動図は、ＰＥＧ－ｒｈ
ＧＨ参考標準物質で得られる電気泳動図に従うはずである。基準標準物質と符合しない何
れのバンドも、分解産物又は凝集体でありうる。より高分子量のバンドは凝集体に相当し
、より低分子量のバンドは、ＰＥＧともはや結合していないポリペプチドに相当し得る。
【０５７５】
　ＣＥＸ－ＨＰＬＣ／ＩＥＸ－ＨＰＬＣによるｒｈＧＨの純度及び化学分解分析
　次の方法を使用して、ＰＥＧ化した組換えヒト成長ホルモン（ｒｈＧＨ）の相対的な純
度及び潜在的な化学分解（すなわち、脱アミノ化）を、陽イオン交換高速液体クロマトグ
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ラフィー（ＣＥＸ－ＨＰＬＣ）により評価した。ＣＥＸ－ＨＰＬＣは、タンパク質と樹脂
上に固定された電荷との電荷－電荷相互作用に依拠する技術である。陽イオン交換クロマ
トグラフィーは、負に荷電した樹脂へ結合するタンパク質の正に荷電したイオンを利用す
る。アスパラギン（Ａｓｎ）残基のｒｈＧＨ脱アミノ化の共通する構造的な改変、及び本
ＣＥＸ－ＨＰＬＣ法によって、ＰＥＧ化されたｒｈＧＨ及びＰＥＧ化されていないｒｈＧ
Ｈの脱アミノ化した中間体及び脱アミノ化中間体の分離が可能となる。ＰＥＧ化したｒｈ
ＧＨの同定及び純度評価を裏付けるために本方法を使用した。ｒｈＧＨのいくつかの部分
的な分解産物は、本技術を使用して観察可能である。
【０５７６】
　本手法のための装置には、以下のもの又はその等価物、。すなわち、紫外線／可視光線
分光光度計（Ａｇｉｌｅｎｔ　８４５３又は等価物）、５０μＬクォーツキュベット、（
必要な場合）０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置（Ｖｉｖａｓｃｉｅｎｃｅ　１０，
０００　ＭＷＣＯ，　ＰＥＳ，　ＶＳＯ　１０２又は等価物）、ＰＤ－１０、ＮＡＰ－１
０、又はＮＡＰ－５カラム（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、カタログ番号１７－０８５１
－０１，　１７－０８５３－０１，　１７－０８５４－０１）、ＨＰＬＣバイアル及びキ
ャップ（Ａｌｌｔｅｃｈ　１００　μＬねじキャップポリプロピレンバイアル１２９６２
番、ＴＦＥライナーキャップ７３０４８番、開口ねじキャップ７３０４４番、又は等価物
）、清潔な１及び２Ｌガラス瓶、カラム－ポリＣＡＴ　Ａ　４．６×２００ｍｍ、５μ、
１０００Å（ポリＬＣ，　２０４ＣＴ０５１０）及びポリＣＡＴ　Ａ　ガードカラム、４
．６×１０ｍｍ、５μ、１０００Å（ポリＬＣ，　ＪＧＣＣＴ０５１０）、（真空脱気装
置、四級ポンプ、サーモスタットつき自動試料採取装置、サーモスタットつきカラム区画
、ダイオードアレイ検出器（ＤＡＤ）、及びＣｈｅｍｓｔａｔｉｏｎクロマトグラフィー
ソフトウェアの装備されたＡｇｉｌｅｎｔ　１１００　ＨＰＬＣなどの）高圧液体クロマ
トグラフィー装置が含まれる。
【０５７７】
　本手法のための試薬には、水（ミリＱ品質又は等価物）、並びに別段の記載がなければ
、分析用等級以上の固体化学物質及びＨＰＬＣ等級以上の溶媒が含まれた。試薬の保存及
び手法段階は、別段の記載がなければ室温で行った。このような化学物質の例には、酢酸
アンモニウム、スペクトルＡ２１４９、ＨＰＬＣ等級、又は等価物、アセトニトリル、フ
ィッシャーＡ９９８、ＨＰＬＣ等級、又は等価物、重炭酸アンモニウム、Ｆｌｕｋａ０９
８３０番、９９．５％超、又は等価物、氷酢酸、フィッシャー６４－１９－７番、ＨＰＬ
Ｃ等級、又は等価物、クエン酸ナトリウム二水和物、スペクトルＳ０１６５、米国薬局方
級、又は等価物、グリシン、スペクトルＡＭ１２５又は等価物、マンニトール、スペクト
ルＭＡ１６５、又は等価物、６Ｎ　ＨＣｌ、Ｍａｌｌｉｎｃｋｒｏｄｔ　２６６２－４６
、又は等価物が含まれる。
【０５７８】
　移動相Ａ緩衝液は、５０ｍＭ酢酸アンモニウム、ｐＨ４．２５、４０％アセトニトリル
（ＡｃＣＮ）であり、移動相Ｂ緩衝液は、５００ｍＭ酢酸アンモニウム、ｐＨ４．２５、
４０％ＡｃＣＮであった。調製されるさらなる試薬は、１０％酢酸、脱アミノ化のための
緩衝液である３０ｍＭ重炭酸アンモニウム、ｐＨ９．０、及び試料希釈緩衝液である２０
ｍＭクエン酸ナトリウム、２０ｇ／Ｌグリシン、５ｇ／Ｌマンニトール、ｐＨ６．０であ
り、０．２２μｍＰＥＳフィルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ４３１０９８番、又は等価物）を使
用して各々をろ過滅菌した。
【０５７９】
　世界保健機構（ＷＨＯ）ｒｈＧＨ（カタログ番号９８／５７４）を、ＰＥＧ化していな
いｈＧＨ標準物質として使用した。水１．０ｍＬ中で再構成され、希釈緩衝液を使用して
、１．１ｍｇ／ｍＬへ希釈した。１０％酢酸の１０％（ｖ／ｖ）を添加して、ｐＨをｐＨ
３．８ないし４．３にし、採集濃度を１．０ｍｇ／ｍＬ（許容可能な範囲０．９ないし１
．１ｍｇ／ｍＬ）にした。別のＰＥＧ化されていないｈＧＨ標準物質である較正溶液Ｙ３
５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３を同様の様式で調製した。ＰＥＧ化したｈＧＨ標準物質である
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較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１も同様の様式で調製した。
【０５８０】
　ＰＥＧ化した分解溶液の場合、ＰＤ－１０、Ｎａｐ－１０、又はＮａｐ－５脱塩カラム
を使用して、ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１較正溶液を、３０ｍＭ重炭酸アンモニウ
ム、ｐＨ９．０緩衝液へ緩衝液交換した。０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置を使用
して、標準物質を約２ｍｇ／ｍＬ（許容可能な範囲１．９ないし２．１ｍｇ／ｍＬ）に濃
縮し、試料を３７℃で２４時間インキュベートした。希釈緩衝液を使用して、必要な試料
又は試料の一部を１．１ｍｇ／ｍＬへ希釈し、１０％酢酸の１０％（ｖ／ｖ）を添加して
、ｐＨをｐＨ３．８ないし４．３にし、１．０ｍｇ／ｍＬ（許容可能な範囲０．９ないし
１．１ｍｇ／ｍＬ）の最終濃度にした。
【０５８１】
　検査標品を１．１ｍｇ／ｍＬへ、希釈緩衝液を使用して希釈し、１０％酢酸の１０％（
ｖ／ｖ）を添加して、ｐＨをｐＨ３．８ないし４．３にし、１．０ｍｇ／ｍＬ（許容可能
な範囲０．９ないし１．０ｍｇ／ｍＬ）の最終濃度にした。標準物質及び検査標品のタン
パク質濃度は、当分野で公知の標準的な技術を使用して測定した。
【０５８２】
　手法
　機器を次の条件でセットアップした。すなわち、１）カラム：ポリＣＡＴ　Ａ　２０４
ＣＴ０５１０及びＪＧＣＣＴ０５１０、２）自動試料採取装置温度：室温、３）ポンプセ
ットアップ：段階勾配：８１．５ないし１０８．５ｍＭ酢酸アンモニウムｐＨ４．２５（
７ないし１３％Ｂ）の後１０８．５ないし５００ｍＭ酢酸アンモニウムｐＨ４．２５（１
３ないし１００％Ｂ）、４）表２５、
【０５８３】
【表２６】

５）注入器セットアップ－注入：標準注入、注入容積：２５μＬ、引き抜き速度：５０μ
Ｌ／分、注入速度：５０μＬ／分、針洗浄：１５μＬ　Ｈ２Ｏ、停止時間：ポンプと同じ
、６）ＤＡＤシグナル：表２６、
【０５８４】

【表２７】

ピーク幅：０．１分超、スリット：４ｎｍ、停止時間：ポンプと同じ、７）カラムサーモ
スタット：温度：３０℃、温度を記録、であった。
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【０５８５】
　１００％移動相Ａの１０ないし１５カラム容積でカラムを平衡化した。ＰＥＧ化した較
正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０１の２５ないし５０μＬを注入した。ＰＥＧ化し
た主要ピークは、５６．９７分（±０．５分）の保持時間で溶出した。次に、ＷＨＯ又は
較正溶液Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３の２５ないし５０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログ
ラムを実行した。ＰＥＧ化されていない主要ピークは、９８．５４分（±０．５分）の保
持時間で溶出し、ＰＥＧ化された主要ピークに比して１．７３±０．０１の相対的な保持
時間であった。
【０５８６】
　次に、ＰＥＧ化した分解溶液の２５ないし５０μＬを注入した。得られたクロマトグラ
ムにおいて、ＰＥＧ化された主要ピークは、５６．９７分（±０．５分）の保持時間で溶
出し、ＰＥＧ化した脱アミノ化ピークは、主要ピーク（４５．２３±０．３分、最新の条
件は２．３±０．０２の分解に至る。）に比して０．７９±０．０２の保持時間で溶出し
た。
【０５８７】
　次に、ＰＥＧ化した検査標品の２５ないし５０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実
行した。試料は、三つ組みで実行し、平均保持時間を記録した。クロマトグラムを吸光度
（２８０ｎｍ）で得た。
【０５８８】
　データ解析
　ＰＥＧ化したｒｈＧＨ検査標品の保持時間を、較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－
０１と比較した。（主要ピークの積分面積／すべてのピークの積分面積）×１００％を使
用して、検査標品の平均純度を算出した。溶媒によるピークは全く認められなかった。
【０５８９】
　ＳＥＣ－ＨＰＬＣによるｒｈＧＨの純度測定
　本手法を使用して、処理中の材料及びＰＥＧ化された組換えヒト成長ホルモン（ｒｈＧ
Ｈ）を含むｒｈＧＨの純度を、サイズ排除高性能クロマトグラフィー（ＳＥＣ－ＨＰＬＣ
）により評価した。この検査は、試料中の二量体及びより高分子量の他の関連物質並びに
ＰＥＧ化した及びＰＥＧ化していない試料から単量体を分離する。ＳＥＣ－ＨＰＬＣは、
移動相分子により浸透される多孔性マトリクスとしての静止相を使用する技術である。多
孔性構造に入るのに十分小さな試料分子は遅延するのに対し、より大きな分子は排除され
、それゆえカラムを通じて迅速に運搬される。したがって、サイズ排除クロマトグラフィ
ーは、大きさによる分子の分離を意味し、クロマトグラフィー溶出時間は特定の分子につ
いて特徴的である。この手法を使用して、単量体の（ＰＥＧ化した及びＰＥＧ化していな
い）ｒｈＧＨの百分率を決定する。二量体及び他の高分子量タンパク質が、本技術を使用
して観察可能である。
【０５９０】
　本技術についての参照には、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２００
２，　ｐ．　１９３、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２００１，　ｐ．
１９４１、Ｒ．Ｍ．　Ｒｉｇｇｉｎ　ｅｔ　ａｌ．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｒｏｍ
ａｔｏｇｒａｐｈｙ　４３５（１９８８），　ｐ．　３０７－３１８による「Ｈｉｇｈ－
Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｓｉｚｅ－Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈ
ｉｃ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｔｅｎｃｙ　ｏｆ　Ｂｉｏｓｙ
ｎｔｈｅｔｉｃ　Ｈｕｍａｎ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｈｏｒｍｏｎｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」が含
まれる。
【０５９１】
　本手法のための装置には以下のもの又はその等価物、すなわち、紫外線／可視光線分光
光度計（Ａｇｉｌｅｎｔ　８４５３又は等価物）、５０μＬクォーツキュベット、（必要
な場合）０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置（Ｖｉｖａｓｃｉｅｎｃｅ　１０，００
０　ＭＷＣＯ，　ＰＥＳ，　ＶＳＯｌ　０２又は等価物）、ＨＰＬＣバイアル及びキャッ
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プ（Ａｌｌｔｅｃｈ　１００μＬねじキャップポリプロピレンバイアル１２９６２番、Ｔ
ＦＥライナーキャップ７３０４８番、開口ねじキャップ７３０４４番、又は等価物）、清
潔な１及び２Ｌガラス瓶、カラム－Ｔｏｓｏｈａａｓ　ＴＳＫ　Ｓｕｐｅｒ　ＳＷ３００
０　１８６７５及びＳｕｐｅｒ　ＳＷガードカラム１８７６２、４．６×３５ｍｍ及び４
μの寸法を有するガードカラムを伴った、４．６×３００ｍｍ、４μｍの粒子サイズ、２
５０Åの孔サイズの寸法を有する寸法シリカベースのサイズ排除ＨＰＬＣカラム、直線勾
配を実施できる（真空脱気装置、四級ポンプ、サーモスタットつき自動試料採取装置、サ
ーモスタットつきカラム区画、ダイオードアレイ検出器（ＤＡＤ）、屈折率検出器（ＲＩ
Ｄ）及びＣｈｅｍｓｔａｔｉｏｎクロマトグラフィーソフトウェアの装備されたＡｇｉｌ
ｅｎｔ　１１００　ＨＰＬＣなどの）高圧液体クロマトグラフィー装置が含まれた。
【０５９２】
　本手法についての試薬には、水（ミリＱ品質又は等価物）並びに、別段の記載がなけれ
ば、分析用等級以上の固体化学物質及びＨＰＬＣ等級以上の溶媒が含まれた。試薬の保存
及び手法の段階は、別段の記載がなければ室温で行われた。このような化学物質の例には
、一塩基性リン酸ナトリウム一水和物、スペクトル米国薬局方級Ｓ０１３０、又は等価物
、二塩基性リン酸ナトリウム七水和物、スペクトル米国薬局方級Ｓ０１４０、又は等価物
、２－プロパノール、フィッシャーＨＰＬＣ級Ａ４５１－４、又は等価物が含まれた。
【０５９３】
　移動相緩衝液は、６３ｍＭリン酸ナトリウムｐＨ７．０の９７％、２－プロパノールの
３％であった。溶液Ａは、２５ｍＭリン酸ナトリウムｐＨ７．０であった。０．２２μｍ
ＰＥＳフィルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ４３１０９８番、又は等価物）を使用して、両者をろ
過滅菌した。
【０５９４】
　世界保健機構（ＷＨＯ）ｒｈＧＨ（カタログ番号９８／５７４）を、ＰＥＧ化していな
いｈＧＨ標準物質として使用した。これを水１．０ｍＬで再構成し、ＷＨＯ緩衝液中の１
ｍｇ／ｍＬ濃度（許容可能な範囲０．９ないし１．１ｍｇ／ｍＬ）に希釈した。別のＰＥ
Ｇ化していないｈＧＨ標準物質である較正溶液Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３を同様の様
式で調製し、２０ｍＭクエン酸ナトリウム、２％グリシン、０．５％マンニトール、ｐＨ
６で希釈した。ＰＥＧ化したｈＧＨ標準物質である較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ
－０１も同様の様式で調製し、２０ｍＭクエン酸ナトリウム、２％グリシン、０．５％マ
ンニトール、ｐＨ６で希釈した。分解溶液については、より高分子量の標準物質であるＰ
ＥＧ３０－ｐＹ３５ｐＡＦ－０２を１ｍｇ／ｍＬ濃度（許容可能な範囲０．９ないし１．
１ｍｇ／ｍＬ）にした。本溶液は、約３３％のＰＥＧ－ＰＥＧ－ＧＨ、６６．５％ＰＥＧ
－ＧＨを含有する。検査材料を溶液Ａで約１．０ｍｇ／ｍＬに希釈した（許容可能な範囲
０．９ないし１．１ｍｇ／ｍＬ）。すべての試料の濃度は、当分野で公知の標準的な技術
を使用して測定した。試料の希釈をいずれかの適切な緩衝液で実施しうる。
【０５９５】
　手法
　機器を次の条件でセットアップした。すなわち、１）カラム：ＴＳＫ　Ｓｕｐｅｒ　Ｓ
Ｗ３０００　１８６７５及びガードカラム１８７６２、２）ポンプセットアップ－勾配：
均一濃度、流速：０．３ｍＬ／分、時間：２５分、最大圧力：１２０バール、３）注入器
セットアップ－注入：標準注入、注入容積：１０μＬ、引き抜き速度：１００μＬ／分、
注入速度：１００μＬ／分、針洗浄：１００μＬ　Ｈ２Ｏ、停止時間：ポンプと同じ、４
）ＤＡＤシグナル：表６。
【０５９６】
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【表２８】

ピーク幅：０．０５分超、スリット：２ｎｍ、停止時間：ポンプと同じ、５）ＲＩＤシグ
ナル－温度：３５℃、反応時間：０．２分４秒超、標準物質、６）カラムサーモスタット
：温度：２３℃、温度を記録。
【０５９７】
　カラムを移動相の１０カラム容積（５０ｍＬ＝０．３ｍＬ／分で１６６分）で平衡化し
、試料の注入前の少なくとも２０分間、ＲＩＤをパージした。試料をかける前に、ＤＡＤ
検出器及びＲＩ検出器を自動的に平衡化した。
【０５９８】
　較正溶液Ｙ３５ｐＡＦ－ｐＢ２／ｐＢ３（又はＷＨＯ標準物質）２０μＬを注入し、Ｈ
ＰＬＣプログラムを実行した。得られたクロマトグラムにおいて、ＰＥＧ化していない主
要ピークは、約１２．９６（±０．０５）分の保持時間で溶出した。より高分子量のＰＥ
Ｇ化していないｒｈＧＨ二量体は、主要ピークに比して０．９４±０．０２の保持時間で
溶出した。より高分子量の凝集体は、７．３±８．０分の保持時間で溶出した。
【０５９９】
　較正溶液ＰＥＧ３０－ｐＹ３５ｐ　ＡＦ－０１の２０μＬを注入した。ＰＥＧ化した主
要ピークは、約８．３３（±０．０８）分の保持時間（ＰＥＧ化していないｒｈＧＨに対
する０．６４の相対的な保持時間）で溶出した。より高分子量のＰＥＧ化したｒｈＧＨ凝
集体は、８．０分を超える時間で溶出した。
【０６００】
　溶解溶液２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行した。ＰＥＧ化した主要ピーク
は、８．２８分の保持時間で溶出し、より高分子量の種は７．５４分で溶出し、ＰＥＧ化
した主要ピークに対する０．９（±０．０５）の相対的な保持時間で溶出した。
【０６０１】
　検査標品２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行した。試料は三つ組みで走行さ
せ、平均保持時間を記録した。ｒｈＧＨ検査標品の保持時間をｒｈＧＨ標準物質と比較し
た。
【０６０２】
　検査標品からのＳＥＣ－ＨＰＬＣデータを、基準標準物質から得られたデータと比較し
た。ＰＥＧ化していないｒｈＧＨの純度を決定するため、ｒｈＧＨ検査標品の積分した主
要ピーク面積を総ピーク面積と比較し、ｒｈＧＨ検査標品における単量体の百分率を次式
、すなわち、（ｒｈＧＨ試料の主要ピーク面積／総ピーク面積）×１００％によって算出
した。二量体及び／又はより高分子量の凝集体の百分率をｈＧＨ検査標品において算出し
た。溶媒に起因するピークは認められなかった。ＰＥＧ化したｒｈＧＨの純度を測定する
ため、ＰＥＧ化したｒｈＧＨ試料の積分した主要ピーク面積を総ピーク面積と比較し、Ｐ
ＥＧ－ｒｈＧＨ試料におけるＰＥＧ化した単量体の百分率を次式、すなわち、（ＰＥＧ－
ｒｈＧＨ試料の主要ピーク面積／総ピーク面積）×１００％により算出した。ＰＥＧ化し
た二量体、より高分子量の凝集体、及びＰＥＧ化していない単量体の百分率を、ＰＥＧ化
したｈＧＨ検査標品において算出した。溶媒に起因するピークは認められなかった。ＰＥ
Ｇ化した主要なｈＧＨピークに先立ってクロマトグラムにおいて溶出するピークは、より
高分子量の種を表す。このようなより高分子量の種には、（ＰＥＧ－ＰＥＧ－ｈＧＨ及び
他の可能な二量体などの）二量体又は可溶性凝集体が含まれ得るが、これらには限定され



(152) JP 2008-525032 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

ない。ＰＥＧ化した主要ｈＧＨピークの後に溶出するピークは、より低分子量の種を表す
。このようなより低分子量の種には、ＰＥＧ化していない単量体及びＰＥＧ化したｈＧＨ
のクリップした形態が含まれ得るが、これらには限定されない。
【０６０３】
　ＲＰ－ＨＰＬＣによるｒｈＧＨの純度及び化学分解分析
　次の方法を使用して、Ｃ４逆相高速液体クロマトグラフィー（ＲＰ－ＨＰＬＣ）により
、組換えヒト成長ホルモン（ｒｈＧＨ）の相対的な純度及び潜在的な化学分解（脱アミノ
化及び酸化）を評価した。ＲＰ－ＨＰＬＣは、相対的な疎水性に基づいて分子を分離する
技術である。試料は、炭化水素鎖に共有結合したシリカの静止相を通過する。目的の分子
は、静止相によって遅延され、均一濃度の溶媒で溶出される。クロマトグラフィー溶出時
間は、特定の分子についての特徴である。本方法は、脱アミノ化などの構造上の改変と関
連した疎水性及び保持挙動における微妙な差異に基づいてｒｈＧＨを分離する。本方法を
使用して、ｒｈＧＨの同定及び純度評価を支持した。ｒｈＧＨのいくつかの部分的な分解
産物は、本技術を使用して観察可能である。
【０６０４】
　本技術についての参照には、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２００
２，　ｐ．　１９３、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ　２００１，　ｐ．
１９３８　－　１９３９、Ｒ．Ｍ．　Ｒｉｇｇｉｎ　ｅｔ　ａｌ．　Ａｎａｌｙｔｉｃａ
ｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１６７，　１９９－２０９　（１９８７）による「Ａ　
Ｒｅｖｅｒｓｅｄ－Ｐｈａｓｅ　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃ
ｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｂｉｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｈｕｍａｎ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｈｏｒｍｏｎｅ」
が含まれる。
【０６０５】
　本手法についての機器には、以下のもの又はその等価物が含まれた。すなわち、紫外線
／可視光線分光光度計（Ａｇｉｌｅｎｔ　８４５３又は等価物）、５０μＬクォーツキュ
ベット、ＰＤ－１０、Ｎａｐ－１０、又はＮａｐ５（試料の容積に依存する、ＧＥ　Ｈｅ
ａｌｔｈｃａｒｅ　Ｎａｐ５カラム１７－０８５３－０２又は等価物）、（必要な場合）
０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置（Ｖｉｖａｓｃｉｅｎｃｅ　１０，０００　ＭＷ
ＣＯ，　ＰＥＳ，　ＶＳＯ１０２又は等価物）、ＨＰＬＣバイアル及びキャップ（Ａｌｌ
ｔｅｃｈ１００μＬねじキャップポリプロピレンバイアル１２９６２番、ＴＦＥライナー
キャップ７３０４８番、開口ねじキャップ７３０４４番、又は等価物）、清潔な１及び２
Ｌガラス瓶、カラム－４．６×２５０ｍｍ、５μの粒子サイズ、３００Åの孔サイズの寸
法を有するＣ４シリカ逆相ＨＰＬＣカラムであるＶｙｄａｃ　Ｃ４　２１４ＡＴＰ５４、
直線勾配を実施できる（真空脱気装置、四級ポンプ、サーモスタットつき自動試料採取装
置、サーモスタットつきカラム区画、ダイオードアレイ検出器（ＤＡＤ）、及びＣｈｅｍ
ｓｔａｔｉｏｎクロマトグラフィーソフトウェアの装備されたＡｇｉｌｅｎｔ　１１００
　ＨＰＬＣなどの）高圧液体クロマトグラフィー装置であった。
【０６０６】
　本手法についての試薬には、水（ミリＱ品質又は等価物）並びに、別段の記載がなけれ
ば、分析等級以上の固体化学物質及びＨＰＬＣ等級以上の溶媒が含まれた。試薬の保存及
び手法段階は、別段の記載がなければ室温で生じた。このような化学物質の例には、トリ
ス－トロメタミン、米国薬局方級、スペクトルＴＲ１４９、又は等価物、Ｎ－プロパノー
ル、ＨＰＬＣ等級、９９．９％、Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ　３４８７１、又は等価物
、重炭酸アンモニウム、９９．５％超、Ｆｌｕｋａ０９８３０番、又は等価物が含まれた
。
【０６０７】
　脱アミノ化調節のための緩衝液は、３０ｍＭ重炭酸アンモニウム、ｐＨ９．０であった
。酸化調節のための緩衝液は、５０ｍＭトリス、ｐＨ７．５であった。０．２２μｍＰＥ
Ｓフィルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ４３１０９８番、又は等価物）を使用して、これらの各溶
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液をろ過滅菌した。移動相は、７１０ｍＬの５０ｍＭトリス－ＨＣｌ、ｐＨ７．５、２９
０ｍＬのｎ－プロパノール（又は７１％５０ｍＭトリス－ＨＣｌ、ｐＨ７．５及び２９％
ｎ－プロパノールによる他の適切な容積）であった。６．０５ｇのトロメタミン（米国薬
局方級、スペクトルＴＲ１４９番、又は等価物）を０．９５ＬのミリＱＨ２Ｏに溶解した
。二つの溶媒（トリス及びプロパノール）を混合した後、０．２２μｍＰＥＳフィルター
（Ｃｏｒｎｉｎｇ４３１０９８番、又は等価物）を使用して、混合物をろ過滅菌した。コ
ンディショニング溶液は、５０％ＡｃＣＮ：Ｈ２Ｏ、０．１％ＴＦＡであった。
【０６０８】
　標準物質として使用される試料には、水１．０ｍＬで１．９ないし２．１ｍｇ／ｍＬに
再構成された世界保健機構（ＷＨＯ）ｒｈＧＨ（カタログ番号９８／５７４）及び１．９
ないし２．１ｍｇ／ｍＬ濃度のｒｈＧＨ基準標準物質が含まれた。ＷＨＯ標準物質を３０
ｍＭ重炭酸アンモニウム、ｐＨ９．０緩衝液へと、ＰＤ－１０、Ｎａｐ－１０、又はＮａ
ｐ－５脱塩カラム（試料容積による）を使用して緩衝液交換することによって、脱アミノ
化分解溶液を調製した。０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置を使用して、標準物質を
１．９ないし２．１ｍｇ／ｍＬに濃縮し、試料を３７℃で２４時間インキュベートした。
酸化分解溶液について、ＷＨＯ標準物質を５０ｍＭトリス、ｐＨ７．５緩衝液へ、ＰＤ－
１０、Ｎａｐ－１０又はＮａｐ－５脱塩カラム（試料容積による）を使用して緩衝液交換
した。０．５ｍＬ　Ｖｉｖａｓｐｉｎ濃縮装置を使用して標準物質を１．９ないし２．１
ｍｇ／ｍＬに濃縮し、０．０１５％の終濃度までＨ２Ｏ２を添加した。反応物を４℃で２
４時間インキュベートした。２０ｍｇ／ｍＬカタラーゼの場合、０．５ないし１μＬを添
加することによって、反応を停止させた。検査試料について、検査材料を２．０ｍｇ／ｍ
Ｌタンパク質濃度に希釈した。
【０６０９】
　手法
　装置を次の条件でセットアップした。すなわち、１）カラム：Ｖｙｄａｃ　Ｃ４　２１
４ＡＴＰ５４カラム、２）ポンプセットアップ－勾配：均一濃度、流速：０．５ｍＬ／分
、時間：６０分、最大圧力：２００バール、３）自動試料採取装置温度：４℃、４）注入
器セットアップ－注入：標準注入、注入容積：２０μＬ、引き抜き速度：１００μＬ／分
、針洗浄：水で１００μＬ、注入速度：１００μＬ／分、停止時間：ポンプと同じ、５）
ＤＡＤシグナル（表２８）、
【０６１０】
【表２９】

ピーク幅：０．１分超、スリット：４ｎｍ、停止時間：６０分、６）カラムサーモスタッ
ト：温度：４５℃、温度を記録、７）予備積分事象（Ｃｈｅｍｓｔａｔｉｏｎソフトウェ
ア、Ａｇｉｌｅｎｔ）、傾斜感度：０．１、ピーク幅：０．５、面積拒否：１．０、高さ
拒否：１．０、積分オン：１０分。
【０６１１】
　０．５ないし１．５ｍＬ／分の流速で調整溶液（５０％ＡｃＣＮ、Ｈ２Ｏ、０．１％Ｔ
ＦＡ）３００ｍＬを使用してカラムを予備調整した。予備平衡化は、カラムが使用される
前に実施されるべきであるか、又はピークが幅広になっている場合、調整溶液（２００な
いし３００ｍＬ）でカラムを再調整すべきである。カラムを移動相の１０カラム容積（４
１．５ｍＬ＝０．５ｍＬ／分で８３分）で平衡化した。
【０６１２】
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　自動試料採取装置を使用して、標準物質２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行
した。ＷＨＯ標準物質の保持時間が３２．５ないし３５分でなかった場合、移動相組成を
調整し、カラムを再平衡化し、標準物質を再度かけた。示唆される調整には、保持時間が
３２．５分である場合、移動相１Ｌにつき５０ｍＭトリス－ＨＣｌ、ｐＨ７．５の５ｍＬ
未満を、保持時間が３５を超える場合、ｎ－プロパノール２ｍＬ未満を添加することが含
まれた。プロパノールの蒸発が生じうるため、試料が検査されるべき各日に標準物質を走
行させ、緩衝液をしかるべく調整した。
【０６１３】
　脱アミノ化分解溶液２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行した。脱アミド－ｈ
ＧＨは、主要ピークに対して約０．８８±０．０３の保持時間で小さなピークとして現れ
る。ｈＧＨ及び脱アミド－ｈＧＨに対応するピーク間の分解は、少なくとも１．０（最新
の条件は、１．２９±０．０４の分解に至る。）であり、ｈＧＨピークの対称性因子は、
０．８ないし１．８（最新の条件は、１．２６±０．０６の分解に至る。）である。
【０６１４】
　酸化分解溶液２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行した。酸化ｈＧＨは、主要
ピークに対して約０．８の保持時間で小さなピークとして現れる。
【０６１５】
　検査標品２０μＬを注入し、ＨＰＬＣプログラムを実行した。試料は、三つ組みで走行
させた。平均保持時間を記録した。
【０６１６】
　データ解析
　検査標品の平均保持時間を、ｒｈＧＨ基準標準物質又はＷＨＯ標準物質と比較した。検
査標品の平均純度は、次式：（主要ピークの積分面積／すべてのピークの積分面積）×１
００％を用いてで算出した。溶媒に起因するピークは認められなかった。クロマトグラム
は吸光度（２２０ｎｍ）を示した。
【０６１７】
　本明細書に記載されている実施例及び態様は例示を目的としたものに過ぎないこと、並
びに本発明に照らして様々な改変又は変化が当業者に示唆され、これらは本出願の精神及
び範囲及び上述の特許請求の範囲に含まれるべきであることが理解される。本明細書中に
引用されているすべての刊行物、特許、及び特許出願は、すべての目的のために、それら
の全体が参照により本明細書中に組み込まれる。
【０６１８】
【表３０】

【図面の簡単な説明】
【０６１９】
【図１】図１は、８リットル発酵のためのフィードフロー速度を示す。
【図２】図２は、５リットルのスケールでの発酵プロセスを示す。
【図３】図３のパネルＡ及びＢは、周辺質の放出及び均質化によって調製されたｈＧＨポ
リペプチドのＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を示す。
【図４】図４は、５リットル発酵のためのプロセスのフローを示す。
【図５】図５は、直鎖３０ｋＤａＰＥＧの化学構造を示す。
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