
JP 6054883 B2 2016.12.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４と比較して、同時に、かつ、同じ増殖条件下で、
ＭＤＣＫ細胞内でより高いウイルス力価まで増殖可能なリアソータントインフルエンザＡ
型ウイルスであって、バックボーンセグメントが２種のドナー株に由来し、第１のドナー
株が、配列番号９～１４の配列に対して少なくとも９９％の同一性を有するバックボーン
ウイルスセグメントを有し、第２のドナー株が、配列番号１７～２２の配列に対して少な
くとも９９％の同一性を有するバックボーンウイルスセグメントを有し、ここで、各ドナ
ー株は、１より多いバックボーンセグメントを提供し、該ウイルスは、配列番号１８およ
び１９の配列に対して少なくとも９５％の同一性を有するＰＢ１およびＰＢ２ウイルスセ
グメントと、
（ａ）配列番号２２の配列に対して少なくとも９５％の同一性を有するＮＳセグメント；
（ｂ）配列番号２１の配列に対して少なくとも９５％の同一性を有するＭセグメント；
（ｃ）配列番号２０の配列に対して少なくとも９５％の同一性を有するＮＰセグメント；
または
（ｄ）配列番号１７の配列に対して少なくとも９５％の同一性を有するＰＡセグメント
とを含む、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
【請求項２】
前記インフルエンザＡ型ウイルスが、ペアワイズアラインメントアルゴリズムを使用して
配列番号３３に整列される場合に、配列番号３３のアミノ酸９５に対応する位置にリジン
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を有するＭゲノムセグメントを含む、請求項１に記載のリアソータントインフルエンザＡ
型ウイルス。
【請求項３】
前記インフルエンザＡ型ウイルスがＨ１Ｎ１サブタイプである、請求項２に記載のリアソ
ータントインフルエンザＡ型ウイルス。
【請求項４】
請求項１に記載のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスであって、該ウイルスは、
配列番号１８および１９の配列を有するＰＢ１およびＰＢ２ウイルスセグメントと、
（ａ）配列番号１４のＮＳセグメント、配列番号１３のＭセグメント、配列番号２０のＮ
Ｐセグメント、および、配列番号９のＰＡセグメント；
（ｂ）配列番号１４のＮＳセグメント、配列番号２１のＭセグメント、配列番号１２のＮ
Ｐセグメント、および、配列番号９のＰＡセグメント；
（ｃ）配列番号２２のＮＳセグメント、配列番号１３のＭセグメント、配列番号１２のＮ
Ｐセグメント、および、配列番号９のＰＡセグメント；または
（ｄ）配列番号１４のＮＳセグメント、配列番号１３のＭセグメント、配列番号１２のＮ
Ｐセグメント、および、配列番号１７のＰＡセグメント
とを含む、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
【請求項５】
Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４と比較して、同時に、かつ、同じ増殖条件下で、
ＭＤＣＫ細胞内でより高いウイルス力価まで増殖可能なリアソータントインフルエンザＡ
型ウイルスを調製する方法であって、該方法は、
　（ｉ）請求項１～４のいずれか１項に記載のインフルエンザＡ型ウイルスを生成するた
めに必要とされるウイルスセグメントをコードする１種以上の発現構築物を培養宿主に導
入する工程；ならびに
　（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、該培養宿主を培養する工程、
を包含する、方法。
【請求項６】
工程（ｉｉ）において得られるリアソータントウイルスを精製する工程（ｉｉｉ）をさら
に包含する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
インフルエンザＡ型ウイルスを生成するための方法であって、該方法は、（ａ）培養宿主
を、請求項１～４のいずれか１項に記載のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスに
感染させる工程；および、（ｂ）該工程（ａ）からの宿主を培養して、該ウイルスを生成
する工程を包含する、方法。
【請求項８】
請求項７に記載のインフルエンザＡ型ウイルスを生成するための方法であって、前記工程
（ｂ）において得られたウイルスを精製する工程（ｃ）をさらに包含する、方法。
【請求項９】
ワクチンを調製する方法であって、該方法は、（ａ）請求項７または８に記載の方法によ
ってウイルスを調製する工程、および（ｂ）該ウイルスからワクチンを調製する工程、を
包含する、方法。
【請求項１０】
（ａ）前記培養宿主が、孵化鶏卵であるか、または
（ｂ）該培養宿主が、哺乳動物細胞である、
請求項７～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記哺乳動物細胞が、ＭＤＣＫ細胞、Ｖｅｒｏ細胞、またはＰｅｒＣ６細胞である、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記細胞が、（ａ）接着して増殖するか、または（ｂ）懸濁物中で増殖する、請求項１０
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の（ｂ）または請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記ＭＤＣＫ細胞が、細胞株ＭＤＣＫ　３３０１６（ＤＳＭ　ＡＣＣ２２１９）である、
請求項１２の（ｂ）に記載の方法。
【請求項１４】
（ｉ）工程（ｂ）が、前記ウイルスを不活性化する工程を包含するか；および／または
（ｉｉ）前記ワクチンが、全ビリオンワクチン、スプリットビリオンワクチン、表面抗原
ワクチン、またはビロソームワクチンであるか；および／または
（ｉｉｉ）前記ワクチンが、１用量あたり１０ｎｇ未満の残留宿主細胞ＤＮＡを含むか；
および／または
（ｉｖ）前記インフルエンザＡ型ウイルスの少なくとも１種が、Ｈ１、Ｈ２、Ｈ５、Ｈ７
もしくはＨ９サブタイプである、請求項７～１３のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この特許出願は、２０１２年３月２日に出願された米国仮特許出願第６１／６０５，９
２２号および２０１２年３月２３日に出願された同第６１／６８５，７６６号（これらの
完全な内容は、参考として本明細書に援用される）からの優先権を主張する。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、インフルエンザＡ型ウイルスの再集合の分野にある。さらに、本発明は、イ
ンフルエンザＡ型ウイルスから防御するためのワクチンを製造することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景技術）
　インフルエンザ感染に対して最も効率的な防御は、広まっている株に対するワクチン接
種であり、可能な限り迅速にワクチン製造のためのインフルエンザウイルスを生成するこ
とは、重要である。
【０００４】
　野生型インフルエンザウイルスは、しばしば、卵および細胞培養物において低い力価ま
で増殖する。ワクチン製造のためによりよく増殖するウイルス株を得るために、上記広ま
っているワクチン株を、より迅速に増殖する高収量ドナー株と再集合させることは、現在
一般的な実務である。これは、培養宿主を、上記広まっているインフルエンザ株（上記ワ
クチン株）および上記高収量ドナー株に同時に感染させ、上記ワクチン株に由来するヘマ
グルチニン（ＨＡ）およびノイラミニダーゼ（ＮＡ）セグメント、ならびに上記ドナー株
に由来する他のウイルスセグメント（すなわち、ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＡ、ＮＰ、Ｍ１、Ｍ

２、ＮＳ１およびＮＳ２をコードするもの）を含むリアソータントウイルスを選択するこ
とによって、達成され得る。別のアプローチは、上記インフルエンザウイルスを、逆遺伝
学によって再集合させることである（例えば、参考文献１および２（特許文献１および特
許文献２）を参照のこと）。
【０００５】
　参考文献３（特許文献３）は、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７に由来するＰＢ１遺伝子セグ
メント、Ａ／Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０／９９に由来するＨＡセグメントおよび
ＮＡセグメント、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４に由来する改変ＰＡセグメント
、ならびにＡ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４に由来する残りのウイルスセグメント
を含むリアソータントインフルエンザウイルスが、細胞中で増大した増殖を示すことを報
告する。
【０００６】
　ワクチン製造のためのインフルエンザウイルスを再集合させるためのドナー株は、現在
ごく数が限られており、最も一般的に使用される株は、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８
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／３４（Ａ／ＰＲ／８／３４）株である。しかし、Ａ／ＰＲ／８／３４バックボーンセグ
メントを含むリアソータントインフルエンザウイルスは、常に効率的なワクチン製造を確
実にするために十分よく増殖するわけではない。従って、インフルエンザウイルスの再集
合のためのさらに改善されたドナー株を提供することは、当該分野で必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００７／００２００８号
【特許文献２】国際公開第２００７／１２４３２７号
【特許文献３】国際公開第２０１０／０７００９８号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（好ましい実施形態の要旨）
　本発明者らは、いまや驚くべきことに、２種以上のインフルエンザドナー株に由来する
バックボーンセグメントを含むインフルエンザウイルスが、同じドナー株に由来する全て
のバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスと比較して
、培養宿主においてより迅速に増殖し得ることを発見した。特に、本発明者らは、２種の
高収量ドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むインフルエンザウイルスが、上
記２種の元のドナー株のうちのいずれかを使用して作製されたリアソータントより高収量
の、標的ワクチン関連ＨＡ／ＮＡ遺伝子を含むリアソータントを生成し得ることを見いだ
した。
【０００９】
　原則としては、密接に関連したインフルエンザＡ型ウイルスの全てのセグメントは、生
存能のあるウイルスを生成するように特異的に再集合され得るが、得られたウイルス成分
の効率の悪い活性に起因して、これらウイルスのほんのわずかが高増殖リアソータントで
ある。本発明者らは、上記高収量株を生成するバックボーン組み合わせを提供した。２種
以上のインフルエンザドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータント
インフルエンザＡ型ウイルスは、同じドナー株（特に、Ａ／Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ
／２０／１９９９様株（本明細書中では１０５ｐ３０株ともいわれる）に由来するＰＢ１
ウイルスセグメントおよびＰＢ２ウイルスセグメントを含み得る。上記ＰＢ１ウイルスセ
グメントおよびＰＢ２ウイルスセグメントは、配列番号２および／もしくは配列番号３の
配列と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得る。
【００１０】
　上記リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、２種または３種のドナー株に由来
するバックボーンセグメントを含む場合、各ドナー株は、上記リアソータントインフルエ
ンザＡ型ウイルスのバックボーンセグメントのうちの１種より多くを提供し得るが、上記
ドナー株のうちの１種もしくは２種はまた、単一のバックボーンセグメントのみを提供し
得る。
【００１１】
　上記リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、２種、３種、４種もしくは５種の
ドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む場合、上記ドナー株の１種もしくは２
種は、上記リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスのバックボーンセグメントのうち
の１種より多くを提供し得る。一般に、上記リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス
は、６種より多くのバックボーンセグメントを含み得ない。よって、例えば、上記ドナー
株のうちの１種が、上記ウイルスセグメントのうちの５種を提供する場合、上記リアソー
タントインフルエンザＡ型ウイルスは、合計２種の異なるドナー株に由来するバックボー
ンセグメントしか含み得ない。
【００１２】
　リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７に由来する
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ＰＢ１セグメントを含む場合、上記ウイルスは、好ましくは、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃ
ｏ／８／３４に由来するＰＡセグメント、ＮＰセグメントもしくはＭセグメントを含まな
い。リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／
３４に由来するＰＡセグメント、ＮＰセグメントもしくはＭセグメントを含む場合、上記
ウイルスは、好ましくは、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７に由来するＰＢ１セグメントを含ま
ない。いくつかの実施形態において、本発明は、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７に由来するＰ
Ｂ１セグメントおよびＡ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４に由来するＰＡセグメント
、ＮＰセグメントおよびＭセグメントを有するリアソータントインフルエンザＡ型ウイル
スを包含しない。上記Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７に由来するＰＢ１セグメントは、配列番
号４６の配列を有し得、上記Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４に由来するＰＡセグ
メント、ＮＰセグメントもしくはＭセグメントは、それぞれ、配列番号４７、４８もしく
は４９の配列を有し得る。
【００１３】
　本発明者らはまた、公知のドナー株の改変体が、上記元のドナー株と比較して、より高
いウイルス力価まで増殖し得、従って、インフルエンザウイルスを再集合させるためによ
り良好なドナー株であり得ることを発見した。このような株の例は、ＰＲ８－Ｘおよび１
０５ｐ３０である。
【００１４】
　本発明のインフルエンザＡ型ウイルス株は、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４と
比較して、同じ時間においてかつ同じ増殖条件下でＭＤＣＫ細胞においてより高いウイル
ス力価まで増殖し得、そして／または同じインフルエンザドナー株に由来する全てのバッ
クボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザ株と比較して、より高いレスキ
ュー効率を有し得る。このようなインフルエンザ株に由来する少なくとも１種のバックボ
ーンウイルスセグメントを含むリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、さらに提
供される。
【００１５】
　本発明はまた、ドナー株に由来する少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメント
を含むリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを提供し、ここで上記ドナー株は、１
０５ｐ３０およびＰＲ８－Ｘからなる群より選択される。上記少なくとも１種のバックボ
ーンウイルスセグメントが、上記ＰＡセグメントである場合、上記バックボーンウイルス
セグメントは、配列番号９および１７からなる群より選択される配列と、少なくとも９５
％もしくは少なくとも９９％の同一性を有する配列を有し得る。上記少なくとも１種のバ
ックボーンウイルスセグメントが、上記ＰＢ１セグメントである場合、上記バックボーン
ウイルスセグメントは、配列番号１０および１８からなる群より選択される配列と、少な
くとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有する配列を有し得る。上記少なくと
も１種のバックボーンウイルスセグメントが、上記ＰＢ２セグメントである場合、上記バ
ックボーンウイルスセグメントは、配列番号１１および１９からなる群より選択される配
列と、少なくとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有する配列を有し得る。上
記少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントが、上記Ｍセグメントである場合、
上記バックボーンウイルスセグメントは、配列番号１３および２１からなる群より選択さ
れる配列と、少なくとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有する配列を有し得
る。上記少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントが、上記ＮＰセグメントであ
る場合、上記バックボーンウイルスセグメントは、配列番号１２および２０からなる群よ
り選択される配列と、少なくとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有する配列
を有し得る。上記少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントが、上記ＮＳセグメ
ントである場合、上記バックボーンウイルスセグメントは、配列番号１４および２２から
なる群より選択される配列と、少なくとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有
する配列を有し得る。
【００１６】
　上記リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、少なくとも２種のインフルエンザ
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ドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む実施形態において、少なくとも１種の
バックボーンセグメントは、前の段落において考察されるように、１０５ｐ３０およびＰ
Ｒ８－Ｘからなる群より選択されるドナー株に由来し得る。好ましいリアソータントイン
フルエンザＡ型ウイルスは、上記１０５ｐ３０ドナー株に由来する１種、２種、３種もし
くは４種のウイルスセグメントを含み、ここで上記ＰＡセグメントは、配列番号１７と、
少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得、上記ＮＰセグメントは、
配列番号２０と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得、上記Ｍ
セグメントは、配列番号２１と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を
有し得、そして／または上記ＮＳセグメントは、配列番号２２と、少なくとも９５％の同
一性もしくは１００％の同一性を有し得る。いくつかの実施形態において、このようなイ
ンフルエンザＡ型ウイルスはまた、上記ＰＲ８－Ｘドナー株に由来する少なくとも１種の
バックボーンウイルスセグメントを含み得る。上記少なくとも１種のウイルスセグメント
が、上記ＰＡセグメントである場合、上記ウイルスセグメントは、配列番号９と、少なく
とも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得る。上記少なくとも１種のウイル
スセグメントが、上記ＮＰセグメントである場合、上記ウイルスセグメントは、配列番号
１２と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得る。上記少なくと
も１種のウイルスセグメントが、上記Ｍセグメントである場合、上記ウイルスセグメント
は、配列番号１３と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有し得る。
上記少なくとも１種のウイルスセグメントが、上記ＮＳセグメントである場合、上記ウイ
ルスセグメントは、配列番号９と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性
を有し得る。本発明者らは、このようなバックボーンセグメントを含むリアソータントイ
ンフルエンザＡ型ウイルスが、細胞培養物中において良好に増殖することを示した。一般
に、リアソータントインフルエンザウイルスは、各バックボーンセグメントのうちの１種
のみを含む。例えば、上記インフルエンザウイルスが、１０５ｐ３０に由来するＰＡセグ
メントを含む場合、上記ウイルスは、同時にＰＲ８－ＸのＰＡセグメントを含まない。
【００１７】
　好ましい実施形態において、上記ウイルスは、（ａ）配列番号１９のＰＢ２セグメント
、配列番号１８のＰＢ１セグメントおよび配列番号２２のＮＳセグメント；または（ｂ）
配列番号１９のＰＢ２セグメント、配列番号１８のＰＢ１セグメントおよび配列番号２１
のＭセグメント；または（ｃ）配列番号１９のＰＢ２セグメント、配列番号１８のＰＢ１
セグメントおよび配列番号２０のＮＰセグメント；または（ｄ）配列番号１９のＰＢ２セ
グメント、配列番号１８のＰＢ１セグメントおよび配列番号１７のＰＡセグメント、の配
列と、少なくとも９５％の同一性もしくは１００％の同一性を有するウイルスセグメント
を含む。これら実施形態は好ましい。なぜなら、本発明者らは、このようなリアソータン
トインフルエンザＡ型ウイルスは、細胞培養物において特に良好に増殖することを見いだ
したからである。
【００１８】
　本発明は、本発明のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを調製するための方法
を提供する。これら方法は、（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要と
される上記ウイルスセグメントをコードする１種以上の発現構築物を培養宿主に導入する
工程であって、ここで上記バックボーンウイルスセグメントは、２種以上のインフルエン
ザ株に由来する、工程；および（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、上記
培養宿主を培養する工程、ならびに必要に応じて、（ｉｉｉ）上記工程（ｉｉ）において
得られウイルスを精製する工程、を包含する。
【００１９】
　上記方法は、（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要とされるウイル
スセグメントをコードする１種以上の発現構築物を、培養宿主に導入する工程であって、
ここで上記バックボーンウイルスセグメントは、２種以上のインフルエンザ株に由来し、
上記ＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントは、同じドナー株に由来する、工程；およ
び（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、上記培養宿主を培養する工程、な
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らびに必要に応じて、（ｉｉｉ）上記工程（ｉｉ）において得られたウイルスを精製する
工程、を包含し得る。
【００２０】
　また、本発明のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを調製するための方法が提
供され、上記方法は、（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要とされる
ウイルスセグメントをコードする１種以上の発現構築物を、培養宿主に導入する工程であ
って、ここでバックボーンウイルスセグメントは、２種以上のインフルエンザ株に由来し
、ＨＡセグメントおよびＰＢ１セグメントは、同じインフルエンザＨＡサブタイプを有す
る異なるインフルエンザ株に由来する、工程；および（ｉｉ）リアソータントウイルスを
生成するために、上記培養宿主を培養する工程、ならびに必要に応じて、（ｉｉｉ）上記
工程（ｉｉ）において得られたウイルスを精製する工程、を包含する。
【００２１】
　本発明はまた、本発明のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを調製するための
方法を提供し、上記方法は、（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要と
されるウイルスセグメントをコードする１種以上の発現構築物を、培養宿主に導入する工
程であって、ここで１種以上のバックボーンウイルスセグメントは、１０５ｐ３０および
／もしくはＰＲ８－Ｘインフルエンザ株に由来し、少なくとも１種のウイルスセグメント
は、第２のインフルエンザ株に由来する、工程；および（ｉｉ）リアソータントウイルス
を生成するために、上記培養宿主を培養する工程、ならびに必要に応じて、（ｉｉｉ）上
記工程（ｉｉ）において得られたウイルスを精製する工程、を包含する。
【００２２】
　上記方法は、以下の工程をさらに包含し得る：（ｉｖ）培養宿主を、工程（ｉｉ）もし
くは工程（ｉｉｉ）において得られたウイルスに感染させる工程；（ｖ）上記工程（ｉｖ
）からの培養宿主を培養して、さらなるウイルスを生成する工程；ならびに必要に応じて
、（ｖｉ）工程（ｖ）において得られたウイルスを精製する工程。
【００２３】
　本発明はまた、インフルエンザウイルスを生成するための方法を提供し、上記方法は、
（ａ）培養宿主を、本発明のリアソータントウイルスに感染させる工程；（ｂ）上記工程
（ａ）からの宿主を培養して、上記ウイルスを生成する工程；ならびに必要に応じて、（
ｃ）上記工程（ｂ）において得られたウイルスを精製する工程を包含する。
【００２４】
　本発明はまた、ワクチンを調製するための方法を提供し、（ｄ）上記の実施形態のうち
のいずれか１つの方法によって、ウイルスを調製する工程、および（ｅ）上記ウイルスか
らワクチンを調製する工程を包含する。
【００２５】
　さらなる実施形態において、本発明は、インフルエンザ株ＰＲ８－Ｘおよび１０５ｐ３
０を提供する。
【００２６】
　本発明はまた、上記Ｍゲノムセグメントが、ペアワイズアラインメントアルゴリズムを
使用して、配列番号３３に整列される場合、配列番号３３のアミノ酸９５に対応する位置
においてリジンを有する改変体Ｈ１Ｎ１インフルエンザウイルス株を包含する。本発明に
従う上記改変体Ｈ１Ｎ１インフルエンザウイルス株は、ペアワイズアラインメントアルゴ
リズムを使用して、配列番号３５に整列される場合、配列番号３５のアミノ酸２２５に対
応する位置においてグリシンを、および／または配列番号３５に整列される場合、配列番
号３５のアミノ酸２３１に対応する位置においてアスパラギンを有するＨＡセグメントを
さらに有し得る。上記改変体Ｈ１Ｎ１インフルエンザウイルス株はまた、ペアワイズアラ
インメントアルゴリズムを使用して、配列番号３１に整列される場合、配列番号３１のア
ミノ酸７０に対応する位置においてヒスチジンを有するＮＡセグメントを有し得る。
【００２７】
　好ましいペアワイズアラインメントアルゴリズムは、デフォルトパラメーター（例えば
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、ＥＢＬＯＳＵＭ６２スコア付けマトリクスを使用して、ギャップ開始ペナルティー＝１
０．０、およびギャップ伸長ペナルティー＝０．５）を使用する、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ－
Ｗｕｎｓｃｈ全体アラインメントアルゴリズム［４］である。このアルゴリズムは、ＥＭ
ＢＯＳＳパッケージ中のｎｅｅｄｌｅツールにおいて便宜上実行される［５］。
【００２８】
　本発明は、インフルエンザＡ型ウイルスのセグメントをコードするｖＲＮＡを含む１種
以上の発現構築物を含む発現システムを提供し、ここで上記発現構築物は、２種以上のイ
ンフルエンザドナー株に由来するバックボーンウイルスセグメントをコードする。上記発
現構築物は、同じドナー株に由来するＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントをコード
し得る。
【００２９】
　本発明はまた、１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－Ｘ株のセグメントをコードするｖＲＮＡ
を含む１種以上の発現構築物を含む発現システムを提供し、上記発現構築物は、１０５ｐ
３０もしくはＰＲ８－Ｘ株に由来する少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメント
を含む。上記発現構築物は、ＰＲ８－Ｘに由来するＰＢ２セグメント、ＮＰセグメント、
ＮＳセグメント、ＭセグメントおよびＰＡセグメントをコードするｖＲＮＡをさらに含み
得る。
【００３０】
　本発明はまた、本発明の発現システムを含む宿主細胞を提供する。これら宿主細胞は、
上記発現システムにおいて発現構築物からインフルエンザＡ型ウイルスを発現し得る。
【００３１】
　本発明の発現システムにおいて使用され得る発現構築物はまた、提供される。例えば、
本発明は、同じ構築物上に、本発明に従うリアソータントインフルエンザ株のバックボー
ンセグメントをコードする発現構築物を提供する。
【００３２】
　（ドナー株）
　インフルエンザドナー株は、ときおり、上記ウイルスのＨＡセグメントもしくはＮＡセ
グメント（しかし両方ではない）をも提供し得るとしても、リアソータントインフルエン
ザウイルスにおいて上記バックボーンセグメントを代表的には提供する株である。通常、
しかし、リアソータントインフルエンザウイルスにおける上記ＨＡセグメントおよび上記
ＮＡセグメントはともに、上記ワクチン株に由来する。
【００３３】
　本発明者らは、驚くべきことに、２種以上のインフルエンザドナー株に由来するバック
ボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスが、同じドナー株に
由来する全てのバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルスと
比較して、細胞培養物においてより高い力価まで増殖し得ることを発見した。本発明者ら
は、この効果は、２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントの存在に起因し、特
定の変異を有するウイルスセグメントの存在を要しないことを示した。しかし、特に良好
な結果は、上記Ｍゲノムセグメントが、配列番号３３に整列される場合に、配列番号３３
のアミノ酸９５に対応する位置においてリジンを有するインフルエンザＡ型株で達成され
る。
【００３４】
　同じインフルエンザ株（例えば、１０５ｐ３０）に由来する上記ＰＢ１セグメントおよ
びＰＢ２セグメントを含むリアソータントインフルエンザＡ型ウイルスはまた、上記ＰＢ
１セグメントおよびＰＢ２セグメントが異なるウイルスに由来するインフルエンザウイル
スと比較して、より良好なレスキュー効率を示したので、有利である。上記１０５ｐ３０
のＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントは、それぞれ、配列番号１８および配列番号
１９の配列を有する。
【００３５】
　本発明者らはまた、いくつかのインフルエンザウイルス株が、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉ
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ｃｏ／８／３４と比較して、同じ時間においてかつ同一増殖条件下で、ＭＤＣＫ細胞にお
いてより高いウイルス力価まで増殖し得ることを示した。
【００３６】
　本発明のドナー株もしくは他の公知のドナー株（例えば、Ａ／ＰＲ／８／３４（ｗｔ　
ＰＲ８））に由来するインフルエンザドナー株の改変体もまた、ドナー株として有用であ
り得る。これらドナー株は、上記ドナー株が由来するドナー株と比較して、より高いウイ
ルス力価へと（同じ時間でかつ同じ増殖条件下で）増殖し得る。例えば、本発明者らは、
驚くべきことに、Ａ／ＰＲ／８／３４インフルエンザ株を細胞培養物中で数回継代するこ
とで、上記元のＡ／ＰＲ８／３４株と比較して、遙かにより高いウイルス力価まで増殖す
るウイルス株（ＰＲ８－Ｘ）が生じることを発見した。同様に、本発明者らは、上記Ａ／
Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０／１９９９株を細胞培養物中で数回継代することで、
継代されていないＡ／Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０／１９９９株と比較して、同じ
時間でかつ同じ増殖条件下でさらにより高いウイルス力価まで増殖し得る株（１０５ｐ３
０）が生じることを見いだした。本発明のドナー株改変体は、代表的には、同じ増殖条件
下でかつ同じ時間にわたって（例えば、１２時間、２４時間、４８時間もしくは７２時間
）、上記改変体が由来したドナー株で得られたウイルス力価と比較して、少なくとも１０
％、少なくとも２０％、少なくとも５０％、少なくとも１００％、少なくとも２００％、
少なくとも５００％もしくは少なくとも１０００％高いウイルス力価を達成する。
【００３７】
　上記ＰＲ８－Ｘのセグメントは、配列番号１１（ＰＢ２）、配列番号１０（ＰＢ１）、
配列番号９（ＰＡ）、配列番号１２（ＮＰ）、配列番号１３（Ｍ）、配列番号１４（ＮＳ
）、配列番号１５（ＨＡ）もしくは配列番号１６（ＮＡ）の配列を有する。
【００３８】
　上記１０５ｐ３０のセグメントは、配列番号１９（ＰＢ２）、配列番号１８（ＰＢ１）
、配列番号１７（ＰＡ）、配列番号２０（ＮＰ）、配列番号２１（Ｍ）、配列番号２２（
ＮＳ）、配列番号２３（ＨＡ）もしくは配列番号２４（ＮＡ）の配列を有する。
【００３９】
　上記１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－Ｘ株のセグメントのうちの１種、２種、３種、４種
、５種、６種もしくは７種を含むインフルエンザ株はまた、ドナー株として使用され得る
。
【００４０】
　本発明は、配列番号１１～１４もしくは配列番号１８～２２の配列に対して、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９５％もしくは少なくとも約９９％の同一性を有するウイルス
セグメントを有するドナー株で実施され得る。例えば、遺伝コードの縮重に起因して、異
なる配列を有するいくつかの核酸によってコードされる同じポリペプチドを有する可能性
がある。従って、本発明は、配列番号１１～１４もしくは配列番号１８～２２の配列と同
じポリペプチドをコードするウイルスセグメントで実施され得る。例えば、配列番号３お
よび配列番号２８の核酸配列は、これらが同じウイルスタンパク質をコードするとしても
、７３％の同一性を有するに過ぎない。
【００４１】
　本発明はまた、配列番号１１～１４もしくは配列番号１８～２２によってコードされる
ポリペプチド配列に対して、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、
少なくとも９５％もしくは少なくとも９９％の同一性を有するポリペプチドをコードする
ウイルスセグメントで実施され得る。
【００４２】
　上記ＤＮＡ配列および上記アミノ酸配列におけるバリエーションはまた、上記ウイルス
の継代の間に起こり得る偶発突然変異から生じ得る。このような改変体インフルエンザ株
はまた、本発明において使用され得る。
【００４３】
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　（リアソータントウイルス）
　本発明は、２種以上のインフルエンザドナー株に由来するバックボーンセグメントを含
むリアソータントインフルエンザウイルスを提供する。上記ＰＢ１セグメントおよびＰＢ
２セグメントは、同じドナー株に由来し得る。
【００４４】
　本発明はまた、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４と比較して、同じ時間でかつ同
じ増殖条件下でＭＤＣＫ細胞においてより高いウイルス力価まで増殖し得るインフルエン
ザウイルス株に由来する少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントを含むリアソ
ータントインフルエンザウイルスを提供する。
【００４５】
　本発明は、本発明のドナー株（例えば、ＰＲ８－Ｘもしくは１０５ｐ３０株）に由来す
る少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントを含むリアソータントインフルエン
ザウイルスを提供する。本発明のリアソータントインフルエンザウイルスは、２種、３種
もしくはこれより多くの異なるインフルエンザ株との間のリアソータントであり得るが、
ただし、少なくとも１種のウイルスセグメントは、本発明のドナー株に由来する。
【００４６】
　インフルエンザウイルスは、セグメント化されたマイナス鎖ＲＮＡウイルスである。イ
ンフルエンザＡ型ウイルスおよびインフルエンザＢ型ウイルスは、８種のセグメント（Ｎ
Ｐ、Ｍ、ＮＳ、ＰＡ、ＰＢ１、ＨＡおよびＮＡ）を有するのに対して、インフルエンザＣ
型ウイルスは、７種を有する。本発明のリアソータントウイルスは、２種以上のドナー株
に由来するバックボーンセグメント、もしくは本発明のドナー株に由来する少なくとも１
種（すなわち、１種、２種、３種、４種、５種もしくは６種）のバックボーンウイルスセ
グメントを含む。上記バックボーンウイルスセグメントは、ＨＡもしくはＮＡをコードし
ないものである。従って、バックボーンセグメントは、代表的には、上記インフルエンザ
ウイルスのうちの上記ＰＢ１、ＰＢ２、ＰＡ、ＮＰ、Ｍ１、Ｍ２、ＮＳ１およびＮＳ２ポ
リペプチドをコードする。上記リアソータントウイルスは、本発明のドナー株に由来する
ＨＡもしくはＮＡのいずれか（ただし両方ではない）を含むリアソータントウイルスもま
た想定されるとしても、代表的には、上記ドナー株に由来するＨＡおよびＮＡをコードす
るセグメントを含まない。
【００４７】
　本発明のリアソータントウイルスが、単一のドナー株に由来するバックボーンセグメン
トを含むリアソータントである場合、上記リアソータントウイルスは、一般に、１：７、
２：６、３：５、４：４、５：３、６：２もしくは７：１の比において上記ドナー株およ
び上記ワクチン株に由来するセグメントを含む。上記ドナー株に由来するセグメントが大
多数（特に、６：２の比）であるのが、代表的である。上記リアソータントウイルスが、
２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む場合、上記リアソータントウイ
ルスは、一般には、第１のドナー株、第２のドナー株および上記ワクチン株に由来するセ
グメントを、１：１：６、１：２：５、１：３：４、１：４：３、１：５：２、１：６：
１、２：１：５、２：２：４、２：３：３、２：４：２、２：５：１、３：１：２、３：
２：１、４：１：３、４：２：２、４：３：１、５：１：２、５：２：１もしくは６：１
：１の比において含む。
【００４８】
　好ましくは、上記リアソータントウイルスは、上記ドナー株のＨＡセグメントを含まな
い。なぜなら、これは、上記インフルエンザウイルスの主要ワクチン抗原をコードし、し
たがって上記ワクチン株に由来するはずだからである。従って、本発明のリアソータント
ウイルスは、好ましくは、上記ワクチン株に由来する、少なくとも上記ＨＡセグメントを
有し、代表的には、上記ワクチン株に由来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを有
する。
【００４９】
　本発明はまた、１種より多くの（例えば、２種もしくは３種の）異なるドナー株に由来
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するウイルスセグメントを含むリアソータントウイルスを包含し、ここで少なくとも１種
のウイルスセグメント（好ましくは、ＨＡではない）は、上記ＰＲ８－Ｘもしくは１０５
ｐ３０インフルエンザ株に由来する。このようなリアソータントインフルエンザウイルス
は、代表的には、ワクチン株に由来するＨＡおよび／もしくはＮＡセグメントを含む。上
記リアソータントは、１種より多くのインフルエンザドナー株に由来するウイルスセグメ
ントを含む場合、上記さらなるドナー株は、本発明のドナー株を含む任意のドナー株であ
り得る。例えば、上記ウイルスセグメントのうちのいくつかは、上記Ａ／ＰＲ／８／３４
もしくはＡＡ／６／６０（Ａ／Ａｎｎ　Ａｒｂｏｒ／６／６０）インフルエンザ株に由来
し得る。上記ＡＡ／６／６０株に由来するウイルスセグメントを含むリアソータントは、
例えば、上記リアソータントウイルスが、生の弱毒化インフルエンザワクチンにおいて使
用される予定である場合に、有利であり得る。
【００５０】
　本発明はまた、１種より多くのワクチン株に由来するウイルスセグメントを含むリアソ
ータントを包含するが、ただし上記リアソータントは、本発明に従うバックボーンを含む
。例えば、上記リアソータントインフルエンザウイルスは、１つのドナー株に由来するＨ
Ａセグメントおよび異なるドナー株に由来するＮＡセグメントを含み得る。
【００５１】
　本発明のリアソータントウイルスは、同じ時間（例えば、１２時間、２４時間、４８時
間もしくは７２時間）でかつ同じ増殖条件下で、上記野生型ワクチン株（これから、上記
リアソータントウイルスのウイルスセグメントのうちのいくつかが得られる）よりも高い
ウイルス力価まで増殖し得る。このウイルス力価は、当業者に公知の標準的方法によって
決定され得る。本発明のリアソータントウイルスは、同じ時間枠でかつ同じ条件下で上記
野生型ワクチン株のウイルス力価より少なくとも１０％高いか、少なくとも２０％高いか
、少なくとも５０％高いか、少なくとも１００％高いか、少なくとも２００％高いか、少
なくとも５００％高いか、もしくは少なくとも１０００％高いウイルス力価を達成し得る
。
【００５２】
　本発明は、汎流行性インフルエンザワクチン株および汎流行間期の（ｉｎｔｅｒ－ｐａ
ｎｄｅｍｉｃ）（季節性）インフルエンザワクチン株を再集合させるために適している。
上記リアソータントインフルエンザ株は、上記インフルエンザＡ型ウイルスＨＡサブタイ
プＨ１、Ｈ２、Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５、Ｈ６、Ｈ７、Ｈ８、Ｈ９、Ｈ１０、Ｈ１１、Ｈ１２、
Ｈ１３、Ｈ１４、Ｈ１５もしくはＨ１６を含み得る。それらは、上記インフルエンザＡ型
ウイルスＮＡサブタイプＮ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４、Ｎ５、Ｎ６、Ｎ７、Ｎ８もしくはＮ９
を含み得る。本発明のリアソータントインフルエンザウイルスにおいて使用される上記ワ
クチン株が、季節性インフルエンザ株である場合、上記ワクチン株は、Ｈ１もしくはＨ３
サブタイプを有し得る。本発明の一局面において、上記ワクチン株は、Ｈ１Ｎ１株もしく
はＨ３Ｎ２株である。
【００５３】
　本発明における使用のための上記ワクチン株はまた、汎流行性株もしくは潜在的に汎流
行性の株であり得る。汎流行性アウトブレイクを引き起こす能力を与えるインフルエンザ
株の特徴は、以下である：（ａ）そのインフルエンザ株が、現在広まっているヒト株にお
けるヘマグルチニンと比較して、新たなヘマグルチニンを含み（すなわち、十年より長き
にわたってヒト集団において明らかにならなかったもの（例えば、Ｈ２）、またはヒト集
団においてこれまで全く見いだされなかったもの（例えば、トリ集団においてのみ一般に
見いだされた、Ｈ５、Ｈ６もしくはＨ９））、その結果、ヒト集団は、上記株のヘマグル
チニンに対して免疫学的にナイーブである；（ｂ）ヒト集団において水平伝播し得る；お
よび（ｃ）ヒトに対して病原性である。Ｈ５ヘマグルチニンタイプを有するワクチン株は
、上記リアソータントウイルスが、汎流行性インフルエンザ（例えば、Ｈ５Ｎ１株）に対
して免疫化するためのワクチンにおいて使用される場合に好ましい。他の考えられる株と
しては、Ｈ５Ｎ３、Ｈ９Ｎ２、Ｈ２Ｎ２、Ｈ７Ｎ１およびＨ７Ｎ７、ならびに任意の他の
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新興の潜在的に汎流行性の株が挙げられる。本発明は、非ヒト動物集団からヒトへと拡が
り得るかもしくは拡がった潜在的汎流行性ウイルス株（例えば、ブタ起源のＨ１Ｎ１イン
フルエンザ株）に対して防御するためのワクチンにおいて使用するためのリアソータント
ウイルスを生成するために特に適している。
【００５４】
　本発明のリアソータントインフルエンザ株は、Ａ／Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ／４／０９株
に由来するＨＡセグメントおよび／もしくはＮＡセグメントを含み得る。従って、例えば
、上記ＨＡ遺伝子セグメントは、配列番号２５よりも配列番号３２に対して密接に関連す
るＨ１ヘマグルチニンをコードし得る（すなわち、同じアルゴリズムおよびパラメーター
を使用して、配列番号２５ではなく、配列番号３２と比較する場合、より高い程度の配列
同一性を有する）。配列番号３２および配列番号２５は、８０％同一である。同様に、上
記ＮＡ遺伝子は、配列番号２６に対してより密接に配列番号２７に関連するＮ１ノイラミ
ニダーゼをコードし得る。配列番号２７および２６は、８２％同一である。
【００５５】
　ワクチン株として使用され得るとして株は、抵抗性汎流行性株［７］を含む、抗ウイル
ス治療に対して抵抗性の（例えば、オセルタミビル［６］および／もしくはザナミビルに
抵抗性の）株が挙げられる。
【００５６】
　本発明の方法における使用のためのドナー株の選択は、再集合されるべき上記ワクチン
株に依存し得る。進化的に異なる株間のリアソータントは、細胞培養物において良好に複
製しない可能性があるので、上記ドナー株および上記ワクチン株が、同じＨＡおよび／も
しくはＮＡサブタイプを有することが考えられる。しかし、他の実施形態において、上記
ワクチン株および上記ドナー株は、異なるＨＡおよび／もしくはＮＡサブタイプを有し得
、この構成（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）は、上記ワクチン株に由来するＨＡおよび／もし
くはＮＡセグメントを含むリアソータントウイルスの選択を容易にし得る。従って、上記
１０５ｐ３０およびＰＲ８－Ｘ株は、上記Ｈ１インフルエンザサブタイプを含むが、これ
らドナー株は、上記Ｈ１インフルエンザサブタイプを含まないワクチン株のために使用さ
れ得る。
【００５７】
　上記ＨＡおよび／もしくはＮＡセグメントが別のサブタイプへと変化させられた本発明
のドナー株のリアソータントもまた、使用され得る。上記１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－
Ｘ株のＨ１インフルエンザサブタイプは、例えば、Ｈ３もしくはＨ５サブタイプへと変化
させられ得る。
【００５８】
　従って、本発明は、本発明の１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－Ｘ株に由来する１種、２種
、３種、４種、５種、６種もしくは７種のウイルスセグメントおよび上記Ｈ１サブタイプ
ではないＨＡセグメントを含むインフルエンザＡ型ウイルスを包含する。上記リアソータ
ントドナー株は、上記Ｎ１サブタイプではないＮＡセグメントをさらに含み得る。上記ド
ナー株をリアソートするために適した技術は、当業者に明らかである。
【００５９】
　本発明はまた、本発明の１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－Ｘ株に由来する少なくとも１種
、少なくとも２種、少なくとも３種、少なくとも４種、少なくとも５種、少なくとも６種
もしくは少なくとも７種のウイルスセグメント、および異なるインフルエンザ株に由来す
るＨ１　ＨＡセグメントを含むリアソータントドナー株を包含する。
【００６０】
　機能的ＮＳタンパク質をコードしないＮＳセグメントを含むリアソータントウイルスは
また、本発明の範囲内である。ＮＳ１ノックアウト変異体は、参考文献８において記載さ
れる。これらＮＳ１変異体ウイルス株は、生の弱毒化インフルエンザワクチンを調製する
ために特に適している。
【００６１】
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　本発明の方法において使用される上記「第２のインフルエンザ株」は、上記使用される
ドナー株とは異なる。
【００６２】
　（逆遺伝学）
　本発明は、逆遺伝学技術を介してリアソータントインフルエンザウイルス株を生成する
ために特に適している。これら技術において、上記ウイルスは、発現システムを使用して
、培養宿主において生成される。
【００６３】
　一局面において、上記発現システムは、同じドナー株に由来するＰＢ１セグメントおよ
びＰＢ２セグメントをコードし得る。本発明のこの局面において、上記システムは、別の
インフルエンザドナー株に由来するセグメントＮＰ、Ｍ、ＮＳおよび／もしくはＰＡのう
ちの少なくとも１種（すなわち、１種、２種、３種もしくは４種）をコードし得る。
【００６４】
　別の局面において、上記システムは、上記ＰＲ８－Ｘ株に由来する１種以上の（例えば
、１種、２種、３種、４種、５種もしくは６種）ゲノムセグメントをコードし得るが、通
常、これ／これらは、上記ＰＲ８－Ｘ　ＨＡセグメントを含まず、通常、上記ＰＲ８－Ｘ
　ＮＡセグメントを含まない。従って、上記システムは、ＰＲ８－Ｘに由来するセグメン
トＮＰ、Ｍ、ＮＳ、ＰＡ、ＰＢ１および／もしくはＰＢ２のうちの少なくとも１種（おそ
らく６種全て）をコードし得る。
【００６５】
　上記システムは、上記１０５ｐ３０株に由来する１種以上（例えば、１種、２種、３種
、４種、５種もしくは６種）のゲノムセグメントをコードし得るが、通常、これ／これら
は、上記１０５ｐ３０　ＨＡセグメントを含まず、通常、上記１０５ｐ３０　ＮＡセグメ
ントを含まない。従って、上記システムは、１０５ｐ３０に由来するセグメントＮＰ、Ｍ
、ＮＳ、ＰＡ、ＰＢ１および／もしくはＰＢ２のうちの少なくとも１種（おそらく６種全
て）をコードし得る。
【００６６】
　インフルエンザＡ型ウイルスおよびインフルエンザＢ型ウイルスについての逆遺伝学は
、複製および転写を開始するために必要とされる４種のタンパク質（ＰＢ１、ＰＢ２、Ｐ
Ａおよび核タンパク質）および８種全てのウイルスゲノムセグメントを発現するために１
２種のプラスミドで実施され得る。しかし、構築物の数を減らすために、複数のＲＮＡポ
リメラーゼＩ転写カセット（ウイルスＲＮＡ合成に関して）は、単一プラスミド上に（例
えば、１種、２種、３種、４種、５種、６種、７種もしくは８種全てのインフルエンザｖ
ＲＮＡセグメントをコードする配列）に含まれ得、そして複数のタンパク質コード領域と
ＲＮＡポリメラーゼＩＩプロモーター（例えば、１種、２種、３種、４種、５種、６種、
７種もしくは８種のインフルエンザｍＲＮＡ転写物をコードする配列）とは、別のプラス
ミド上に含まれ得る［９］。同じプラスミド上で、ｐｏｌ　Ｉプロモーターの制御下に１
種以上のインフルエンザｖＲＮＡセグメントを、および別のプロモーター（特に、ｐｏｌ
　ＩＩプロモーター）の制御下に１種以上のインフルエンザタンパク質コード領域を含め
ることもまた可能である。これは、好ましくは、２方向性プラスミドを使用することによ
って行われる。
【００６７】
　参考文献９の方法の好ましい局面は、以下を含む：（ａ）単一の発現構築物上のＰＢ１
、ＰＢ２およびＰＡ　ｍＲＮＡコード領域；ならびに（ｂ）単一の発現構築物上の８種全
てのｖＲＮＡコードセグメント。ある発現構築物上に上記ノイラミニダーゼ（ＮＡ）およ
びヘマグルチニン（ＨＡ）セグメントを、および別の発現構築物上に上記６種の他のウイ
ルスセグメントを含めることは、新たに現れてくるインフルエンザウイルス株が、通常は
、上記ＮＡおよび／もしくはＨＡセグメントにおいて変異を有するので特に好ましい。従
って、別個の発現構築物上に上記ＨＡおよび／もしくはＮＡセグメントを有するという利
点は、置換される必要があるのは上記ＨＡ配列およびＮＡ配列を含むベクターだけでいい
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ということである。従って、本発明の一局面において、上記ワクチン株の上記ＮＡおよび
／もしくはＨＡセグメントは、ある発現構築物上に含められ得、本発明のドナー株に由来
するセグメント（上記ＨＡおよび／もしくはＮＡセグメントを除く）をコードするｖＲＮ
Ａは、異なる発現構築物上に含まれる。従って、本発明は、本発明のドナー株のバックボ
ーンウイルスセグメントをコードする１種、２種、３種、４種、５種もしくは６種のｖＲ
ＮＡを含む発現構築物を提供する。上記発現構築物は、機能的ＨＡおよび／もしくはＮＡ
タンパク質を生成するＨＡおよび／もしくはＮＡウイルスセグメントを含まなくてもよい
。
【００６８】
　公知の逆遺伝学システムは、ｐｏｌ　Ｉプロモーター、細菌性ＲＮＡポリメラーゼプロ
モーター、バクテリオファージポリメラーゼプロモーターなどから所望のウイルスＲＮＡ
（ｖＲＮＡ）分子をコードするＤＮＡ分子を発現する工程を包含する。インフルエンザウ
イルスは、生活環を完了するためにウイルスプロモーターの存在を必要とするので、シス
テムはまた、これらタンパク質を提供し得る。例えば、上記システムは、ウイルスポリメ
ラーゼタンパク質をコードするＤＮＡ分子をさらに含み、その結果、ＤＮＡの両方のタイ
プの発現は、完全な感染性ウイルスの組み立てをもたらす。タンパク質として上記ウイル
スポリメラーゼを供給することもまた可能である。
【００６９】
　逆遺伝学がインフルエンザｖＲＮＡの発現のために使用される場合、互いに関して配列
エレメントの正確なスペーシングは、上記ポリメラーゼが複製を開始するために重要であ
ることが当業者に明らかである。従って、上記ウイルスＲＮＡをコードするＤＮＡ分子は
、上記ｐｏｌ　Ｉプロモーターと終止配列との間で正確に配置されることが重要であるが
、この配置は、逆遺伝学システムを扱う者の能力の十分に範囲内である。
【００７０】
　組換えウイルスを生成するために、細胞は、ビリオンを組み立てるために必要なウイル
スゲノムの全てのセグメントを発現しなければならない。本発明の発現構築物へとクロー
ニングされるＤＮＡは、好ましくは、上記ウイルスＲＮＡおよびタンパク質の全てを提供
するが、ヘルパー・ウイルスを使用して、上記ＲＮＡおよびタンパク質のうちのいくつか
を提供することもまた可能であるが、ヘルパー・ウイルスを使用しないシステムが好まし
い。上記インフルエンザウイルスは、セグメント化ウイルスであるので、上記ウイルスゲ
ノムは、通常、本発明の方法において１種より多い発現構築物を使用して発現される。し
かし、単一の発現構築物上で上記ウイルスゲノムの１種以上のセグメントもしくはさらに
は全てのセグメントを組み合わせることもまた、想定される。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、上記宿主細胞において補助的タンパク質（ａｃｃｅｓｓ
ｏｒｙ　ｐｒｏｔｅｉｎ）の発現をもたらす発現構築物もまた、含まれる。例えば、逆遺
伝学システムの一部として、非ウイルスセリンプロテアーゼ（例えば、トリプシン）を発
現することは、有利であり得る。
【００７２】
　（発現構築物）
　本発明の発現システムにおいて使用される発現構築物は、一方向性もしくは二方向性の
発現構築物であり得る。１種より多くの導入遺伝子は、上記方法において使用される場合
（同じ発現構築物上かもしくは異なる発現構築物上に関わらず）、一方向性および／もし
くは二方向性の発現を使用することもまた可能である。
【００７３】
　インフルエンザウイルスは、感染性のためのタンパク質を必要とするので、二方向性発
現構築物を使用することは、一般に好ましい。なぜなら、これは、上記宿主細胞によって
必要とされる発現構築物の総数を減らすからである。従って、本発明の方法は、少なくと
も１種の二方向性発現構築物を利用し得、ここで遺伝子もしくはｃＤＮＡは、上流のｐｏ
ｌ　ＩＩプロモーターと下流の非内因性ｐｏｌ　Ｉプロモーターとの間に位置する。上記
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ｐｏｌ　ＩＩプロモーターからの上記遺伝子もしくはｃＤＮＡの転写は、タンパク質へと
翻訳され得る、キャップされたプラス鎖（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ｓｅｎｓｅ）ウイルスｍＲ
ＮＡを生成する一方で、上記非内因性ｐｏｌ　Ｉプロモーターからの転写は、マイナス鎖
（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ｓｅｎｓｅ）ｖＲＮＡを生成する。上記二方向性発現構築物は、二
方向性発現ベクターであり得る。
【００７４】
　二方向性発現構築物は、同じ構築物から異なる方向（すなわち、５’→３’および３’
→５’の両方）において発現を駆動する少なくとも２種のプロモーターを含む。上記２種
のプロモーターは、同じ二本鎖ＤＮＡの異なる鎖へと作動可能に連結され得る。好ましく
は、上記プロモーターのうちの一方は、ｐｏｌ　Ｉプロモーターであり、他方のプロモー
ターのうちの少なくとも一方は、ｐｏｌ　ＩＩプロモーターである。これは、有用である
。なぜなら、上記ｐｏｌ　Ｉプロモーターが、キャップされていないｖＲＮＡを発現する
ために使用される一方で、上記ｐｏｌ　ＩＩプロモーターが、その後、タンパク質へと翻
訳され得るｍＲＮＡを転写するために使用され得、従って、同じ構築物からＲＮＡおよび
タンパク質の同時発現を可能にするからである。１種より多くの発現構築物が、発現シス
テム内で使用される場合、上記プロモーターは、内因性および非内因性のプロモーターの
混合物であり得る。
【００７５】
　上記発現構築物において使用される上記ｐｏｌ　Ｉおよびｐｏｌ　ＩＩプロモーターは
、上記宿主細胞が由来する同じ分類学上の目の生物に対して内因性であり得る。あるいは
、上記プロモーターは、上記宿主細胞とは異なる分類学上の目の生物に由来し得る。用語
「目」とは、従来の分類学上の順位に言及し、目の例は、霊長目、齧歯目、食肉目、有袋
目、クジラ目などである。ヒトおよびチンパンジーは、同じ分類学上の目（霊長目）にあ
るが、ヒトおよびイヌは、異なる目にある（霊長目　対　食肉目）。例えば、上記ヒトｐ
ｏｌ　Ｉプロモーターは、イヌ細胞（例えば、ＭＤＣＫ細胞）においてウイルスセグメン
トを発現するために使用され得る。
【００７６】
　上記発現構築物は、代表的には、ＲＮＡ転写終止配列を含む。上記終止配列は、内因性
終止配列もしくは上記宿主細胞に対して内因性ではない終止配列であり得る。適切な終止
配列は、当業者に明らかであり、ＲＮＡポリメラーゼＩ転写終止配列、ＲＮＡポリメラー
ゼＩＩ転写終止配列、およびリボザイムが挙げられるが、これらに限定されない。さらに
、上記発現構築物は、特に、ｐｏｌ　ＩＩプロモーターによって発現が制御される遺伝子
の末端においてｍＲＮＡについての１種以上のポリアデニル化シグナルを含む。
【００７７】
　発現システムは、少なくとも２種、少なくとも３種、少なくとも４種、少なくとも５種
、少なくとも６種、少なくとも７種、少なくとも８種、少なくとも９種、少なくとも１０
種、少なくとも１１種もしくは少なくとも１２種の発現構築物を含み得る。
【００７８】
　発現構築物は、ベクター（例えば、プラスミドもしくは他のエピソーム構築物）であり
得る。このようなベクターは、代表的には、少なくとも１種の細菌および／もしくは真核
生物の複製起点を含む。さらに、上記ベクターは、原核生物細胞および／もしくは真核生
物細胞における選択を可能にする選択マーカーを含み得る。このような選択マーカーの例
は、抗生物質（例えば、アンピシリンもしくはカナマイシン）に対する耐性を付与する遺
伝子である。上記ベクターは、ＤＮＡ配列のクローニングを促進するために。１つ以上の
マルチクローニング部位をさらに含み得る。
【００７９】
　代替として、発現構築物は、線状の発現構築物であり得る。このような線状の発現構築
物は、代表的には、任意の増幅および／もしくは選択配列を含まない。しかし、このよう
な増幅および／もしくは選択配列を含む線状構築物はまた、本発明の範囲内である。参考
文献１０は、線状発現構築物を記載しており、各ウイルスセグメントに対する個々の線状
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発現構築物を記載する。同じ線状発現構築物上に１種より多く（例えば、２種、３種、４
種、５種もしくは６種）のウイルスセグメントを含めることもまた、考えられる。このよ
うなシステムは、例えば、参考文献１１において記載されてきた。
【００８０】
　発現構築物は、当該分野で公知の方法を使用して、生成され得る。このような方法は、
例えば、参考文献１２において記載される。上記発現構築物が線状発現構築物である場合
、単一の制限酵素部位を利用して、上記宿主細胞へ導入する前に、上記発現構築物を線状
にすることもまた、考えられる。あるいは、少なくとも２つの制限酵素部位を使用して、
上記発現構築物をベクターから切り出すことが考えられる。さらに、線状発現構築物を、
核酸増幅技術を使用して（例えば、ＰＣＲによって）増殖させることによって、上記線状
発現構築物を得ることもまた、考えられる。
【００８１】
　本発明のシステムにおいて使用される発現構築物は、非細菌性発現構築物であり得る。
このことは、上記構築物は、そこでコードされるウイルスＲＮＡセグメントの真核生物細
胞における発現を駆動し得るが、細菌における上記構築物の増殖に必要とされる成分を含
まないことを意味する。従って、上記構築物は、細菌性の複製起点（ｏｒｉ）を含まず、
通常は、細菌性選択マーカー（例えば、抗生物質耐性マーカー）を含まない。このような
発現構築物は、参考文献１３（これは、本明細書中に参考として援用される）に記載され
る。
【００８２】
　上記発現構築物は、化学合成によって調製され得る。上記発現構築物は、完全に化学合
成によってもしくは部分的に調製され得る。化学合成によって発現構築物を調製するため
に適した方法は、例えば、参考文献１３（これは、本明細書中に参考として援用される）
に記載される。
【００８３】
　本発明の発現構築物は、当業者に公知の任意の技術を使用して、宿主細胞へと導入され
得る。例えば、本発明の発現構築物は、エレクトロポレーション、ＤＥＡＥ－デキストラ
ン、リン酸カルシウム沈澱、リポソーム、マイクロインジェクション、もしくは微粒子ボ
ンバードメント（ｍｉｃｒｏｐａｒｔｉｃｌｅ－ｂｏｍｂａｒｄｍｅｎｔ）を使用するこ
とによって、宿主細胞へと導入され得る。
【００８４】
　（細胞）
　本発明における使用のための培養宿主は、上記目的のウイルスを生成し得る任意の真核
生物細胞であり得る。本発明は、代表的には、細胞株を使用するが、例えば、初代細胞が
代替として使用されてもよい。上記細胞は、代表的には、哺乳動物細胞である。適切な哺
乳動物細胞としては、ハムスター、ウシ、霊長類（ヒトおよびサルを含む）およびイヌの
細胞が挙げられるが、これらに限定されない。種々の細胞タイプが使用され得る（例えば
、腎臓細胞、線維芽細胞、網膜細胞、肺細胞など）。適切なハムスター細胞の例は、名称
ＢＨＫ２１もしくはＨＫＣＣを有する細胞株である。適切なサル細胞は、例えば、アフリ
カミドリザル細胞（例えば、Ｖｅｒｏ細胞株のような腎臓細胞［１４～１６］）である。
適切なイヌ細胞は、例えば、ＣＬＤＫ細胞株およびＭＤＣＫ細胞株におけるような腎臓細
胞である。
【００８５】
　さらに適切な細胞としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ＣＨＯ；２
９３Ｔ；ＢＨＫ；ＭＲＣ　５；ＰＥＲ．Ｃ６［１７］；ＦＲｈＬ２；ＷＩ－３８；など。
適切な細胞は、例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　（Ａ
ＴＣＣ）　コレクション［１８］から、Ｃｏｒｉｅｌｌ　Ｃｅｌｌ　Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒ
ｉｅｓ［１９］から、もしくはＥｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｅｌ
ｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ（ＥＣＡＣＣ）から、広く入手可能である。例えば、上記ＡＴＣＣ
は、カタログ番号ＣＣＬ　８１、ＣＣＬ　８１．２、ＣＲＬ　１５８６およびＣＲＬ－１
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５８７の下で種々の異なるＶｅｒｏ細胞を供給し、カタログ番号ＣＣＬ　３４の下でＭＤ
ＣＫ細胞を供給する。ＰＥＲ．Ｃ６は、寄託番号９６０２２９４０の下でＥＣＡＣＣから
入手可能である。
【００８６】
　本発明における使用に好ましい細胞は、Ｍａｄｉｎ　Ｄａｒｂｙイヌ腎臓に由来するＭ
ＤＣＫ細胞［２０～２２］である。元のＭＤＣＫ細胞は、ＣＣＬ　３４としてＡＴＣＣか
ら入手可能である。ＭＤＣＫ細胞の派生物が使用されることは好ましい。このような派生
物は、例えば、参考文献２０（これは、懸濁培養物における増殖に適合されたＭＤＣＫ細
胞（ＤＳＭ　ＡＣＣ　２２１９として寄託された「ＭＤＣＫ　３３０１６」もしくは「３
３０１６－ＰＦ」；参考文献２０もまた参照のこと）を開示する）に記載された。さらに
、参考文献２３は、無血清培地中での懸濁物で増殖するＭＤＣＫ由来の細胞（ＦＥＲＭ　
ＢＰ－７４４９として寄託された「Ｂ－７０２」）を開示する。いくつかの実施形態にお
いて、上記使用されるＭＤＣＫ細胞株は、腫瘍形成性であり得る。非腫瘍形成性ＭＤＣＫ
細胞を使用することもまた、想定される。例えば、参考文献２４は、非腫瘍形成性ＭＤＣ
Ｋ細胞（「ＭＤＣＫ－Ｓ」（ＡＴＣＣ　ＰＴＡ－６５００）、「ＭＤＣＫ－ＳＦ１０１」
（ＡＴＣＣ　ＰＴＡ－６５０１）、「ＭＤＣＫ－ＳＦ１０２」（ＡＴＣＣ　ＰＴＡ－６５
０２）および「ＭＤＣＫ－ＳＦ１０３」（ＡＴＣＣ　ＰＴＡ－６５０３）が挙げられる）
を開示する。参考文献２５は、感染に対して高い感受性を有するＭＤＣＫ細胞（「ＭＤＣ
Ｋ．５Ｆ１」細胞（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１２０４２）が挙げられる）を開示する。
【００８７】
　１種より多くの細胞タイプの混合物を使用して、本発明の方法を実施することが考えら
れる。しかし、本発明の方法が、単一の細胞タイプで（例えば、モノクローナル細胞で）
実施されることは、好ましい。好ましくは、本発明の方法において使用される細胞は、単
一の細胞株に由来する。さらに、同じ細胞株は、上記ウイルスをリアソートするために、
および上記ウイルスの任意のその後の増殖のために使用され得る。
【００８８】
　好ましくは、上記細胞は、一般的な汚染源を回避するために、血清の非存在下で培養さ
れる。真核生物細胞を培養するための種々の無血清培地が、当業者に公知である（例えば
、Ｉｓｃｏｖｅ’ｓ培地、ｕｌｔｒａ　ＣＨＯ培地（Ｂｉｏ　Ｗｈｉｔｔａｋｅｒ）、Ｅ
Ｘ－ＣＥＬＬ（ＪＲＨ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ））。さらに、無タンパク質培地が使用
され得る（例えば、ＰＦ－ＣＨＯ（ＪＲＨ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ））。さもなければ
、複製用の細胞もまた、慣例的な血清含有培地（例えば、０．５％～１０％のウシ胎仔血
清を含むＭＥＭもしくはＤＭＥＭ培地）中で培養され得る。
【００８９】
　上記細胞は、接着性培養物もしくは懸濁物中にあり得る。
【００９０】
　（従来の再集合）
　伝統的には、インフルエンザウイルスは、培養宿主（通常は、卵）にドナー株およびワ
クチン株を共感染させることによって、再集合される。リアソータントウイルスは、上記
ワクチン株のＨＡおよび／もしくはＮＡタンパク質を含むリアソータントウイルスを選択
するために、上記ドナー株のＨＡおよび／もしくはＮＡタンパク質に対する特異性を有す
る抗体を添加することによって、選択される。この処理を数継代経ると、上記ワクチン株
のＨＡおよび／もしくはＮＡセグメントを含む、迅速に増殖するリアソータントウイルス
を選択し得る。
【００９１】
　本発明は、これら方法における使用に適している。上記ドナー株と比較して、異なるＨ
Ａおよび／もしくはＮＡサブタイプを有するワクチン株を使用することは、より容易であ
り得る。なぜなら、これは、リアソータントウイルスに対する選択を促進するからである
。しかし、上記ドナー株と同じＨＡおよび／もしくはＮＡサブタイプを有するワクチン株
を使用することも考えられ、本発明のいくつかの局面においては、このことは好ましい。
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この場合、上記ドナー株のＨＡおよび／もしくはＮＡタンパク質に対して優先的な特異性
を有する抗体が利用可能なはずである。
【００９２】
　（ウイルス調製）
　一実施形態において、本発明は、インフルエンザウイルスを生成するための方法を提供
し、上記方法は、（ａ）培養宿主を、本発明のリアソータントウイルスに感染させる工程
；（ｂ）工程（ａ）からの宿主を培養して、上記ウイルスを生成する工程；および必要に
応じて、（ｃ）上記工程（ｂ）において得られたウイルスを精製する工程を包含する。
【００９３】
　上記培養宿主は、細胞もしくは孵化鶏卵であり得る。本発明のこの局面において、細胞
が培養宿主として使用される場合、細胞培養条件（例えば、温度、細胞密度、ｐＨ値など
）が、使用される上記細胞株および上記ウイルスに応じて広い範囲にわたって変動し、適
用要件に適合させられ得ることは、公知である。従って、以下の情報は、ガイドラインを
表すに過ぎない。
【００９４】
　上記で言及されるように、細胞は、好ましくは、無血清培地もしくは無タンパク質培地
中で培養される。
【００９５】
　上記細胞の増殖（ｍｕｌｔｉｐｌｉｃａｔｉｏｎ）は、当業者に公知の方法に従って行
われ得る。例えば、上記細胞は、遠心分離もしくは濾過のような通常の支援方法を使用し
て、灌流システムにおいて培養され得る。さらに、上記細胞は、感染の前に流加培養シス
テムにおいて、本発明に従って増殖させられ得る。本発明の状況において、培養システム
は、上記細胞が最初にバッチシステムにおいて培養され、上記培地中の栄養素（もしくは
上記栄養そのうちの一部）の枯渇が、濃縮された栄養素の制御された供給によって補償さ
れる流加培養システムに言及する。感染の前の細胞の増殖の間に、上記培地のｐＨ値をｐ
Ｈ６．６～ｐＨ７．８の間の値に、特に、ｐＨ７．２～ｐＨ７．３の間の値に調節するこ
とは、有利であり得る。細胞の培養は、好ましくは、３０～４０℃の間の温度で起こる。
上記感染した細胞を培養する場合（工程ｉｉ）、上記細胞は、好ましくは、３０℃～３６
℃の間、もしくは３２℃～３４℃の間の温度、もしくは３３℃において、培養される。こ
のことは、この温度範囲における感染細胞のインキュベーションが、ワクチンへと処方さ
れる場合に、改善した効力を生じるウイルスの生成を生じることが示されたので、特に好
ましい［２６］。
【００９６】
　酸素分圧は、感染前に培養する間に、好ましくは、２５％～９５％の間の値に、特に、
３５％～６０％の間の値に調節される。本発明の状況において述べられる上記酸素分圧の
値は、空気の飽和に基づく。細胞の感染は、上記バッチシステムにおいて好ましくは、約
８～２５×１０５細胞／ｍＬ、もしくは上記灌流システムにおいて好ましくは、約５～２
０×１０６細胞／ｍＬの細胞密度において起こる。上記細胞は、１０－８～１０の間、好
ましくは、０．０００１～０．５の間のウイルス用量（ＭＯＩ値，「感染多重度」；感染
時の１細胞あたりのウイルス単位数に対応する）で感染させられ得る。
【００９７】
　ウイルスは、接着性培養物もしくは懸濁物において、細胞で増殖させられ得る。マイク
ロキャリア培養が、使用され得る。いくつかの実施形態において、上記細胞は、従って、
懸濁物中での増殖に適合させられ得る。
【００９８】
　本発明に従う方法はまた、ウイルスもしくはそれらによって生成されるタンパク質の採
取および単離を包含する。ウイルスもしくはタンパク質の単離の間に、上記細胞は、分離
、濾過、もしくは限外濾過のような標準的方法によって、上記培養培地から分離される。
次いで、上記ウイルスもしくは上記タンパク質は、勾配遠心分離、濾過、沈澱、クロマト
グラフィーなどのような当業者に十分公知の方法に従って濃縮され、次いで、精製される
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。上記ウイルスが、精製の間もしくは精製後に不活性化されることもまた、本発明によれ
ば好ましい。ウイルス不活性化は、上記精製プロセス内の任意の時点で、例えば、β－プ
ロピオラクトンもしくはホルムアルデヒドによって起こり得る。
【００９９】
　上記培養宿主は、卵であり得る。ワクチン用のインフルエンザウイルス増殖のための現
在標準的な方法は、孵化ＳＰＦ鶏卵を使用し、ウイルスは、上記卵の内容物（尿膜腔液）
から精製される。卵を介してウイルスを継代し、その後、細胞培養物中で上記ウイルスを
増殖させることもまた可能であり、逆もまた然りである。
【０１００】
　（ワクチン）
　本発明は、上記方法に従って生成されるウイルスを利用して、ワクチンを生成する。
【０１０１】
　ワクチン（特に、インフルエンザウイルスのための）は、一般に、生のウイルスもしく
は不活性化ウイルスのいずれかに基づく。不活性化ワクチンは、完全ビリオン、「スプリ
ット」ビリオン、もしくは精製表面抗原に基づき得る。抗原はまた、ビロソームの形態で
提示され得る。本発明は、これらタイプのワクチンのうちのいずれかを製造するために使
用され得る。
【０１０２】
　不活性化ウイルスが使用される場合、上記ワクチンは、完全ビリオン、スプリットビリ
オン、もしくは精製表面抗原（インフルエンザについては、ヘマグルチニンを含み、通常
はまた、ノイラミニダーゼを含む）を含み得る。ウイルスを不活性化するための化学的手
段としては、以下の薬剤のうちの１つ以上の有効量での処理が挙げられる：洗剤、ホルム
アルデヒド、β－プロピオラクトン、メチレンブルー、ソラレン、カルボキシフラーレン
（Ｃ６０）、バイナリーエチルアミン、アセチルエチレンイミン、もしくはこれらの組み
合わせ。ウイルス不活性化の非化学的方法は、当該分野で公知である（例えば、ＵＶ光も
しくはγ線照射）。
【０１０３】
　ビリオンは、ウイルス含有流体（例えば、尿膜腔液もしくは細胞培養上清）から、種々
の方法によって採取され得る。例えば、精製プロセスは、上記ビリオンを破壊するために
洗剤を含む線形スクロース勾配溶液を使用するゾーン遠心分離を含み得る。次いで、抗原
は、ダイアフィルトレーションによって、必要に応じた希釈の後に精製され得る。
【０１０４】
　スプリットビリオンは、精製されたビリオンを洗剤（例えば、エチルエーテル、ポリソ
ルベート　８０、デオキシコレート、トリ－Ｎ－ブチルホスフェート、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ
－１００、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｎ１０１、セチルトリメチルアンモニウムブロミド、Ｔｅｒｇ
ｉｔｏｌ　ＮＰ９など）で処理して、サブビリオン調製物を生成する（「Ｔｗｅｅｎ－エ
ーテル」スプリットプロセスを含む）ことによって得られる。インフルエンザウイルスを
スプリットするための方法は、例えば、当該分野で周知である（例えば、参考文献２７～
３２などを参照のこと）。上記ウイルスのスプリットは、代表的には、感染性であろうと
非感染性であろうと、破壊濃度のスプリット薬剤（ｓｐｌｉｔｔｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）で
完全ウイルスを破壊するかもしくはフラグメント化することによって行われる。上記破壊
は、上記ウイルスタンパク質の完全なもしくは部分的な可溶化を生じ、上記ウイルスの完
全性を変化させる。好ましいスプリット薬剤は、非イオン性界面活性剤およびイオン性（
例えば、カチオン性）界面活性剤（例えば、アルキルグリコシド、アルキルチオグリコシ
ド、アシル糖、スルホベタイン、ベタイン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、Ｎ，
Ｎ－ジアルキル－グルカミド、Ｈｅｃａｍｅｇ、アルキルフェノキシ－ポリエトキシエタ
ノール、ＮＰ９、４級アンモニウム化合物、サルコシル、ＣＴＡＢ（セチルトリメチルア
ンモニウムブロミド）、トリ－Ｎ－ブチルホスフェート、Ｃｅｔａｖｌｏｎ、ミリスチル
トリメチルアンモニウム塩、リポフェクチン、リポフェクタミン、およびＤＯＴ－ＭＡ）
、オクチル－もしくはノニルフェノキシポリオキシエタノール（例えば、Ｔｒｉｔｏｎ界



(20) JP 6054883 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

面活性剤（例えば、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００もしくはＴｒｉｔｏｎ　Ｎ１０１））、ポ
リオキシエチレンソルビタンエステル（Ｔｗｅｅｎ界面活性剤）、ポリオキシエチレンエ
ーテル、ポリオキシエチレンエステル（ｐｏｌｙｏｘｙｅｔｈｌｅｎｅ　ｅｓｔｅｒ）な
どである。１つの有用なスプリット手順は、デオキシコール酸ナトリウムおよびホルムア
ルデヒドの連続的効果を使用し、スプリットは、最初のビリオン精製の間に起こり得る（
例えば、スクロース密度勾配溶液において）。よって、スプリットプロセスは、上記ビリ
オン含有材料の清澄化（非ビリオン材料を除去するために）、上記採取したビリオンの濃
縮（例えば、吸着法（例えば、ＣａＨＰＯ４吸着）を使用して）、非ビリオン材料からの
完全ビリオンの分離、密度勾配遠心分離工程においてスプリット薬剤を使用する（例えば
、デオキシコール酸ナトリウムのようなスプリット薬剤を含むスクロース勾配を使用する
）ビリオンのスプリット、次いで、望ましくない物質を除去するための濾過（例えば、限
外濾過）を含み得る。スプリットビリオンは、有用には、リン酸ナトリウム緩衝化等張性
塩化ナトリウム溶液中で再懸濁され得る。スプリットインフルエンザワクチンの例は、Ｂ
ＥＧＲＩＶＡＣＴＭ、ＦＬＵＡＲＩＸＴＭ、ＦＬＵＺＯＮＥＴＭおよびＦＬＵＳＨＩＥＬ
ＤＴＭ製品である。
【０１０５】
　精製されたインフルエンザウイルス表面抗原ワクチンは、表面抗原であるヘマグルチニ
ン、および代表的には、同様にノイラミニダーゼを含む。精製形態でこれらタンパク質を
調製するためのプロセスは、当該分野で周知である。上記ＦＬＵＶＩＲＩＮＴＭ、ＡＧＲ
ＩＰＰＡＬＴＭおよびＩＮＦＬＵＶＡＣＴＭ製品は、インフルエンザサブユニットワクチ
ンである。
【０１０６】
　別の形態の不活性化抗原は、ビロソーム［３３］（核酸を含まないウイルス様リポソー
ム粒子）である。ビロソームは、洗剤でのウイルスの可溶化、続いて、ヌクレオキャプシ
ドの除去およびウイルス糖タンパク質を含む膜の再構成によって、調製され得る。ビロソ
ームを調製するための代替法は、ウイルス膜糖タンパク質を過剰量のリン脂質に添加して
、膜中にウイルスタンパク質を含むリポソームを生じることを含む。
【０１０７】
　本発明の方法はまた、生ワクチンを生成するために使用され得る。このようなワクチン
は、通常、ビリオン含有流体からビリオンを精製することによって調製される。例えば、
この流体は、遠心分離によって清澄にされ得、緩衝液（例えば、スクロース、リン酸カリ
ウム、およびグルタミン酸一ナトリウムを含む）で安定化され得る。インフルエンザウイ
ルスワクチンの種々の形態が、現在利用可能である（例えば、参考文献３４の第１７章お
よび１８章を参照のこと）。生ウイルスワクチンとしては、ＭｅｄＩｍｍｕｎｅのＦＬＵ
ＭＩＳＴＴＭ製品（三価生ウイルスワクチン）が挙げられる。
【０１０８】
　上記ウイルスは、弱毒化され得る。上記ウイルスは、温度感受性であり得る。上記ウイ
ルスは、低温適合（ｃｏｌｄ－ａｄａｐｔｅｄ）され得る。これら３つの特徴は、生のウ
イルスを抗原として使用する場合に特に有用である。
【０１０９】
　ＨＡは、現在の不活性化インフルエンザワクチンにおける主要な免疫原であり、ワクチ
ン用量は、ＨＡレベルを参照することによって標準化されている（代表的には、ＳＲＩＤ
によって測定される）。既存のワクチンは、代表的には、１株あたり約１５μｇのＨＡを
含むが、より低用量が、使用され得る（例えば、小児に関して、もしくは汎流行的状況に
おいて、またはアジュバントを使用する場合）。分割用量（例えば、１／２（すなわち、
７．５μｇ　ＨＡ／株）、１／４および１／８）が使用されてきたことと同様に、より高
い用量も使用されてきた（例えば、３×もしくは９×用量［３５、３６］）。従って、ワ
クチンは、０．１～１５０μｇの間のＨＡ／インフルエンザ株、好ましくは、０．１～５
０μｇの間（例えば、０．１～２０μｇ、０．１～１５μｇ、０．１～１０μｇ、０．１
～７．５μｇ、０．５～５μｇなど）を含み得る。特定の用量としては、１株あたり、例
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えば、約４５、約３０、約１５、約１０、約７．５、約５、約３．８、約３．７５、約１
．９、約１．５などが挙げられる。
【０１１０】
　生ワクチンに関して、投与は、ＨＡ含有量よりむしろ、５０％組織培養感染量（ｍｅｄ
ｉａｎ　ｔｉｓｓｕｅ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ　ｄｏｓｅ）（ＴＣＩＤ

５０）によって測定され、１株あたり１０６～１０８の間の（好ましくは、１０６．５～
１０７．５の間の）ＴＣＩＤ５０が、代表的である。
【０１１１】
　本発明とともに使用されるインフルエンザ株は、野生型ウイルスにおいて見いだされる
ような天然のＨＡ、もしくは改変されたＨＡを有し得る。例えば、ＨＡを改変して、トリ
種においてウイルスの病原性を高くする決定因子（例えば、上記ＨＡ１／ＨＡ２切断部位
の周りの超塩基性領域）を除去することは、公知である。逆遺伝学の使用は、このような
改変を促進する。
【０１１２】
　汎流行間期の株に対して免疫化するために適していると同時に、本発明の組成物は、汎
流行性もしくは潜在的に汎流行性の株に対して免疫化するために特に有用である。本発明
は、ヒトおよび非ヒト動物にワクチン接種するために適している。
【０１１３】
　その抗原が、有用にも上記組成物中に含まれ得る他の株は、抗ウイルス治療に抵抗性（
例えば、オセルタミビル［３７］および／もしくはザナミビルに対して抵抗性）である株
（抵抗性汎流行性株［３８］が挙げられる）である。
【０１１４】
　本発明の組成物は、１種以上の（例えば、１種、２種、３種、４種もしくはこれ以上）
インフルエンザウイルス株（インフルエンザＡ型ウイルスおよび／もしくはインフルエン
ザＢ型ウイルスが挙げられる）に由来する抗原を含み得るが、ただし、少なくとも１種の
インフルエンザ株は、本発明のリアソータントインフルエンザ株である。上記抗原のうち
の少なくとも２種、少なくとも３種もしくは全てが、本発明のリアソータントインフルエ
ンザ株に由来する組成物もまた、想定される。ワクチンが、インフルエンザの１種より多
くの株を含む場合、上記異なる株は、代表的には、別個に増殖され、上記ウイルスが採取
され、抗原が調製された後に混合される。従って、本発明のプロセスは、１種より多くの
インフルエンザ株に由来する抗原を混合する工程を包含し得る。三価ワクチンは代表的で
ある（２種のインフルエンザＡ型ウイルス株および１種のインフルエンザＢ型ウイルス株
に由来する抗原を含む）。四価ワクチンもまた、有用である［３９］（２種のインフルエ
ンザＡ型ウイルス株および２種のインフルエンザＢ型ウイルス株、または３種のインフル
エンザＡ型ウイルス株および１種のインフルエンザＢ型ウイルス株に由来する抗原を含む
）。
【０１１５】
　（薬学的組成物）
　本発明に従って製造されるワクチン組成物は、薬学的に受容可能である。それらは、通
常、上記抗原に加えて、成分を含む。例えば、それらは、代表的には、１種以上の薬学的
キャリアおよび／もしくは賦形剤を含む。以下に記載されるように、アジュバントもまた
含まれ得る。このような成分の詳細な議論は、参考文献４０で入手される。
【０１１６】
　ワクチン組成物は、一般に、水性形態にある。しかし、いくつかのワクチンは、乾燥形
態、例えば、注射可能な固体、またはパッチ上の、乾燥したかもしくは重合した調製物の
形態にあり得る。
【０１１７】
　ワクチン組成物は、チオメルサールもしくは２－フェノキシエタノールのような保存剤
を含み得る。しかし、上記ワクチンは、実質的に水銀物質を実質的に含まないべきである
（すなわち、５μｇ／ｍｌ未満）ことが好ましい（例えば、チオメルサールを含まない［
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３１、４１］）。水銀を含まないワクチンは、より好ましい。α－トコフェロールスクシ
ネートは、水銀化合物の代替として含まれ得る［３１］。保存剤非含有ワクチンは、特に
好ましい。
【０１１８】
　張度を制御するために、生理学的塩（例えば、ナトリウム塩）を含み得ることが好まし
い。塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）が好ましく、塩化ナトリウムは、１～２０ｍｇ／ｍｌの
間で存在し得る。存在し得る他の塩としては、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、無
水リン酸二ナトリウム（ｄｉｓｏｄｉｕｍ　ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　ｄｅｈｙｄｒａｔｅ）
、塩化マグネシウム、塩化カルシウムなどが挙げられる。
【０１１９】
　ワクチン組成物は、一般に、２００ｍＯｓｍ／ｋｇ～４００ｍＯｓｍ／ｋｇの間（好ま
しくは、２４０～３６０ｍＯｓｍ／ｋｇの間）の重量オスモル濃度を有し、より好ましく
は、２９０～３１０ｍＯｓｍ／ｋｇの範囲内に入る。ワクチン接種によって引き起こされ
る疼痛に対して影響を有さない重量オスモル濃度が以前に報告されている［４２］が、こ
の範囲において重量オスモル濃度を維持することは好ましい。
【０１２０】
　ワクチン組成物は、１種以上の緩衝剤を含み得る。代表的な緩衝剤としては、以下が挙
げられる：リン酸塩緩衝剤；Ｔｒｉｓ緩衝剤；ホウ酸塩緩衝剤；コハク酸塩緩衝剤；ヒス
チジン緩衝剤（特に、水酸化アルミニウムアジュバントで）；またはクエン酸塩緩衝剤。
緩衝剤は、代表的には、５～２０ｍＭの範囲で含まれる。
【０１２１】
　ワクチン組成物のｐＨは、一般に、５．０～８．１の間、より代表的には、６．０～８
．０の間（例えば、６．５～７．５の間、または７．０～７．８の間）である。本発明の
プロセスは、従って、バルクワクチンのｐＨを、パッケージ前に調節する工程を包含し得
る。
【０１２２】
　上記ワクチン組成物は、好ましくは、無菌である。上記ワクチン組成物は、好ましくは
、非発熱性である（例えば、１用量あたり＜１　ＥＵ（エンドトキシン単位、標準尺度）
、好ましくは、＜０．１　ＥＵ／用量を含む）。上記ワクチン組成物は、好ましくは、グ
ルテン非含有である。
【０１２３】
　本発明のワクチン組成物は、洗剤（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンエステル界
面活性剤（「Ｔｗｅｅｎ」として公知）、オクトキシノール（例えば、オクトキシノール
－９（Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００）もしくはｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノ
ール）、セチルトリメチルアンモニウムブロミド（「ＣＴＡＢ」）、またはデオキシコー
ル酸ナトリウム（特に、スプリットワクチンもしくは表面抗原ワクチンのために））を含
み得る。上記洗剤は、ほんの微量で存在し得る。従って、上記ワクチンは、オクトキシノ
ール－１０およびポリソルベート８０の各々について１ｍｇ／ｍｌ未満で含み得る。他の
残りの微量の成分は、抗生物質（例えば、ネオマイシン、カナマイシン、ポリミキシンＢ
）であり得る。
【０１２４】
　ワクチン組成物は、１回の免疫化のための物質を含んでいてもよいし、複数回の免疫化
のための物質を含んでいてもよい（すなわち、「複数用量（ｍｕｌｔｉｄｏｓｅ）」キッ
ト）。保存剤を含めることは、複数用量の構成において好ましい。複数用量組成物中に保
存剤を含める代替として（もしくはそれに加えて）、上記組成物は、物質の取り出しのた
めの無菌アダプタを有する容器中に含まれ得る。
【０１２５】
　インフルエンザワクチンは、代表的には、約０．５ｍｌの投与容積で投与されるが、半
用量（すなわち、約０．２５ｍｌ）が、小児に投与され得る。
【０１２６】
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　組成物およびキットは、好ましくは、２℃～８℃の間で貯蔵される。それらは、凍結さ
れるべきではない。それらは、理想的には、遮光して保持されるべきである。
【０１２７】
　（宿主細胞ＤＮＡ）
　ウイルスが単離され、そして／または細胞株上で増殖させられた場合、最終ワクチン中
に残っている細胞株ＤＮＡのいかなる潜在的な腫瘍形成活性をも最小限にするために、上
記ＤＮＡの量を最小限にすることは、標準的な実務である。
【０１２８】
　従って、本発明に従って調製されるワクチン組成物は、好ましくは、１用量あたり１０
ｎｇ（好ましくは、１ｎｇ未満、より好ましくは、１００ｐｇ未満）の残留宿主細胞ＤＮ
Ａを含むが、微量の宿主細胞ＤＮＡが存在し得る。
【０１２９】
　任意の残留宿主細胞ＤＮＡの平均長が５００ｂｐ未満（例えば、４００ｂｐ未満、３０
０ｂｐ未満、２００ｂｐ未満、１００ｂｐ未満など）であることは、好ましい。
【０１３０】
　混入したＤＮＡは、標準的精製手順（例えば、クロマトグラフィーなど）を使用するワ
クチン調製の間に除去され得る。残留宿主細胞ＤＮＡの除去は、ヌクレアーゼ処理によっ
て（例えば、ＤＮａｓｅを使用することによって）増強され得る。宿主細胞ＤＮＡの混入
を減らすための便利な方法は、２工程処理（第１は、ＤＮａｓｅ（例えば、Ｂｅｎｚｏｎ
ａｓｅ）（これは、ウイルス増殖の間に使用され得る）を、次いで、カチオン性洗剤（例
えば、ＣＴＡＢ）（これは、ビリオン破壊の間に使用され得る）を使用する）を含む参考
文献４３および４４において開示される。アルキル化剤（例えば、β－プロピオラクトン
）での処理はまた、宿主細胞ＤＮＡを除去するために使用され得、有利なことには、ビリ
オンを不活性化するためにも使用され得る［４５］。
【０１３１】
　（アジュバント）
　本発明の組成物は、有利には、アジュバントを含み得る。これは、上記組成物を受ける
被験体において誘発される免疫応答（液性および／もしくは細胞性）を高めるように機能
し得る。好ましいアジュバントは、水中油型エマルジョンを含む。種々のこのようなアジ
ュバントは公知であり、それらは、代表的には、少なくとも１種の油および少なくとも１
種の界面活性剤を含み、上記油および界面活性剤は、生分解性（代謝可能）かつ生体適合
性である。上記エマルジョン中の油滴は、一般に、直径５μｍ未満であり、理想的には、
サブミクロンの直径を有し、これら小さなサイズは、マイクロフルイダイザー（ｍｉｃｒ
ｏｆｌｕｉｄｉｓｅｒ）で達成されて、安定なエマルジョンを提供する。２２０ｎｍ未満
のサイズを有する液滴は、濾過滅菌に供され得るので、好ましい。
【０１３２】
　前記エマルジョンは、動物（例えば魚類）供給源または植物供給源からのものなどの油
を含むことができる。植物油の供給源としては、堅果、種子および穀類が挙げられる。ラ
ッカセイ油、ダイズ油、ヤシ油およびオリーブ油が、最も一般的に利用できる堅果油の例
である。例えばホホバ豆から得られる、ホホバ油を使用することができる。種子油として
は、紅花油、綿実油、ヒマワリ種子油、ゴマ種子油およびこれらに類するものが挙げられ
る。穀類の群の中で、トウモロコシ油が最も容易に入手できるが、他の穀物粒（ｃｅｒｅ
ａｌ　ｇｒａｉｎ）、例えばコムギ、オートムギ、ライムギ、イネ、テフ、ライコムギお
よびこれらに類するものの油も使用することができる。グリセロールおよび１，２－プロ
パンジオールの６～１０炭素脂肪酸エステルは、種子油中に天然に存在しないが、堅果油
および種子油から出発して適切な材料の加水分解、分離およびエステル化によって調製す
ることができる。哺乳動物の乳からの脂肪および油は代謝性であり、従って、本発明の実
施の際に使用することができる。動物供給源から純粋な油を得るために必要な分離、精製
、鹸化および他の手段についての手順は、当該技術分野において周知である。殆どの魚類
は、容易に回収できる代謝性の油を含有する。例えば、タラ肝油、サメ肝油、および鯨油
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、例えば鯨ろうが、ここで使用することができる魚油のいくつかの例である。多数の分岐
鎖油が５炭素イソプレン単位で生化学的に合成されており、一般にテルペノイドと呼ばれ
る。サメ肝油は、スクアレン、２，６，１０，１５，１９，２３－ヘキサメチル－２，６
，１０，１４，１８，２２－テトラコサヘキサン、として公知の、分岐した不飽和テルペ
ノイドを含有し、これは、ここで特に好ましい。スクワラン、スクアレンの飽和類似体、
も好ましい油である。スクアレンおよびスクワランを含む、魚油は、商業的供給源から容
易に入手することができ、または当該技術分野において公知の方法によって得ることがで
きる。別の好ましい油は、α―トコフェロール（下記参照）である。油の混合物を使用す
ることができる。
【０１３３】
　界面活性剤をそれらの「ＨＬＢ」（親水親油バランス）によって分類することができる
。本発明の好ましい界面活性剤は、少なくとも１０、好ましくは少なくとも１５、および
さらに好ましくは少なくとも１６のＨＬＢを有する。本発明は、ポリオキシエチレンソル
ビタンエステル界面活性剤（一般にＴｗｅｅｎと呼ばれる）、特にポリソルベート２０お
よびポリソルベート８０；商品名ＤＯＷＦＡＸＴＭで販売されている、エチレンオキシド
（ＥＯ）、プロピレンオキシド（ＰＯ）および／またはブチレンオキシド（ＢＯ）のコポ
リマー、例えば、線状ＥＯ／ＰＯブロックコポリマー；反復するエトキシ（オキシ－１，
２－エタンジイル）基の数が様々であり得るオクトキシノール、オクトキシノール－９（
Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、すなわちｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール）
が特に興味深い；（オクチルフェノキシ）ポリエトキシエタノール（ＩＧＥＰＡＬ　ＣＡ
－６３０／ＮＰ－４０）；リン脂質、例えばホスファチジルコリン（レシチン）；ノニル
フェノールエトキシレート、例えばＴｅｒｇｉｔｏｌＴＭＮＰシリーズ；ラウリル、セチ
ル、ステアリルおよびオレイルアルコールから誘導されたポリオキシエチレン脂肪エーテ
ル（Ｂｒｉｊ界面活性剤として公知）、例えばトリエチレングリコールモノラウリルエー
テル（Ｂｒｉｊ　３０）；ならびにソルビタンエステル（一般にＳＰＡＮとして公知）、
例えばソルビタントリオレエート（Ｓｐａｎ　８５）およびソルビタンモノラウレートを
含む（しかしこれらに限定されない）界面活性剤と共に用いることができる。非イオン性
界面活性剤が好ましい。前記エマルジョンに含めるために好ましい界面活性剤は、Ｔｗｅ
ｅｎ　８０（ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート）、Ｓｐａｎ　８５（ソルビ
タントリオレエート）、レシチンおよびＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００である。
【０１３４】
　界面活性剤の混合物、例えばＴｗｅｅｎ　８０／Ｓｐａｎ　８５混合物、を使用するこ
とができる。ポリオキシエチレンソルビタンエステル、例えばポリオキシエチレンソルビ
タンモノオレエート（Ｔｗｅｅｎ　８０）、およびオクトキシノール、例えばｔ－オクチ
ルフェノキシポリエトキシエタノール（Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００）、の組み合わせも適
する。別の有用な組み合わせは、ラウレス９とポリオキシエチレンソルビタンエステルお
よび／またはオクトキシノールを含む。
【０１３５】
　界面活性剤の好ましい量（重量％）は、ポリオキシエチレンソルビタンエステル（例え
ば、Ｔｗｅｅｎ　８０）０．０１％から１％、特に約０．１％；オクチル－またはノニル
フェノキシポリオキシエタノール（例えば、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、またはＴｒｉｔ
ｏｎシリーズの他の洗剤）０．００１％から０．１％、特に０．００５％から０．０２％
；ポリオキシエチレンエーテル（例えば、ラウレス９）０．１％から２０％、好ましくは
０．１％から１０％および特に０．１％から１％または約０．５％である。
【０１３６】
　上記ワクチンがスプリットウイルスを含む場合、上記ワクチンは、水相中に遊離界面活
性剤を含むことが好ましい。これは、上記遊離界面活性剤が、上記抗原に対して「スプリ
ット効果」を発揮し得、それによって、他に存在し得る任意の非スプリットビリオンおよ
び／もしくはビリオン凝集物を破壊するので、有利である。これは、スプリットウイルス
ワクチンの安全性を改善し得る［４６］。
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【０１３７】
　好ましいエマルジョンは、＜１μｍの平均液滴サイズ（例えば、≦７５０ｎｍ、≦５０
０ｎｍ、≦４００ｎｍ、≦３００ｎｍ、≦２５０ｎｍ、≦２２０ｎｍ、≦２００ｎｍ、も
しくはこれより小さい）を有し得る。これら液滴サイズは、便利なことには、微小流動化
（ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｓａｔｉｏｎ）のような技術によって達成され得る。
【０１３８】
　本発明で有用な特定の水中油型エマルジョンアジュバントとしては、以下が挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１３９】
　・スクアレン、Ｔｗｅｅｎ　８０、およびＳｐａｎ８５のサブミクロンエマルジョン。
上記エマルジョンの容積での組成は、約５％　スクアレン、約０．５％　ポリソルベート
８０および約０．５％　Ｓｐａｎ　８５であり得る。重量では、これらの比は、４．３％
　スクアレン、０．５％　ポリソルベート８０および０．４８％　Ｓｐａｎ　８５になる
。このアジュバントは、引用文献５０の第１０章および引用文献５１の第１２章により詳
細に記載されるように、「ＭＦ５９」として公知である［４７～４９］。上記ＭＦ５９エ
マルジョンは、有利なことには、クエン酸イオン（例えば、１０ｍＭ　クエン酸ナトリウ
ム緩衝液）を含む。
【０１４０】
　・スクアレン、トコフェロール、およびポリソルベート８０を含むエマルジョン。この
エマルジョンは、リン酸緩衝化生理食塩水を含み得る。これらエマルジョンは、容積で、
２～１０％　スクアレン、２～１０％　トコフェロールおよび０．３～３％　ポリソルベ
ート８０を有し得、スクアレン：トコフェロールの重量比は、これがより安定なエマルジ
ョンを提供し得るように、好ましくは、＜１（例えば、０．９０）である。スクアレンお
よびポリソルベート８０は、約５：２の容積比もしくは約１１：５の重量比において存在
し得る。従って、上記３種の成分（スクアレン、トコフェロール、ポリソルベート８０）
は、１０６８：１１８６：４８５、もしくは約５５：６１：２５のの重量比において存在
し得る。１種のこのようなエマルジョン（「ＡＳ０３」）は、Ｔｗｅｅｎ　８０をＰＢＳ
中に溶解して、２％溶液を与え、次いで、この溶液の９０ｍｌと、（５ｇのＤＬ　α　ト
コフェロールおよび５ｍｌ　スクアレン）の混合物とを混合し、次いで、この混合物を微
小流動化することによって、作製され得る。得られたエマルジョンは、例えば、１００～
２５０ｎｍの間、好ましくは、約１８０ｎｍの平均直径を有するサブミクロン油滴を有し
得る。上記エマルジョンはまた、３－ｄｅ－Ｏ－アシル化ものホスホリルリピドＡ（３ｄ
　ＭＰＬ）を含み得る。このタイプの別の有用なエマルジョンは、例えば、上記で考察し
た比において、ヒト用量あたり、０．５～１０ｍｇ　スクアレン、０．５～１１ｍｇ　ト
コフェロール、および０．１～４ｍｇ　ポリソルベート８０を含み得る［５２］。
【０１４１】
　・スクアレン、トコフェロール、およびＴｒｉｔｏｎ洗剤（例えば、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ
－１００）のエマルジョン。上記エマルジョンはまた、３ｄ－ＭＰＬ（下記を参照のこと
）を含み得る。上記エマルジョンは、リン酸緩衝液を含み得る。
【０１４２】
　・ポリソルベート（例えば、ポリソルベート８０）、Ｔｒｉｔｏｎ洗剤（例えば、Ｔｒ
ｉｔｏｎ　Ｘ－１００）およびトコフェロール（例えば、α－トコフェロールスクシネー
ト）を含むエマルジョン。上記エマルジョンは、約７５：１１：１０（例えば、７５０μ
ｇ／ｍｌ　ポリソルベート８０、１１０μｇ／ｍｌ　Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００および１
００μｇ／ｍｌ　α－トコフェロールスクシネート）の質量比でこれら３種の成分を含み
得、これら濃度は、抗原由来のこれら成分の何らかの寄与を含むはずである。上記エマル
ジョンはまた、スクアレンを含み得る。上記エマルジョンはまた、３ｄ－ＭＰＬ（下記を
参照のこと）を含み得る。その水相は、リン酸緩衝液を含み得る。
【０１４３】
　・スクアラン、ポリソルベート８０およびポロキサマー４０１（「ＰｌｕｒｏｎｉｃＴ
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Ｍ　Ｌ１２１」）のエマルジョン。上記エマルジョンは、リン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７
．４）中に処方され得る。このエマルジョンは、ムラミルジペプチドの有用な送達ビヒク
ルであり、「ＳＡＦ－１」アジュバント中でトレオニル－ＭＤＰとともに使用されてきた
［５３］（０．０５～１％　Ｔｈｒ－ＭＤＰ、５％　スクアラン、２．５％　Ｐｌｕｒｏ
ｎｉｃ　Ｌ１２１および０．２％　ポリソルベート８０）。このエマルジョンはまた、「
ＡＦ」アジュバントでのように［５４］（５％　スクアラン、１．２５％　Ｐｌｕｒｏｎ
ｉｃ　Ｌ１２１および０．２％　ポリソルベート８０）、上記Ｔｈｒ－ＭＤＰなしでも使
用され得る。微小流動化が好ましい。
【０１４４】
　・スクアレン、水性溶媒、ポリオキシエチレンアルキルエーテル親水性非イオン性界面
活性剤（例えば、ポリオキシエチレン（１２）セトステアリルエーテル）および疎水性非
イオン性界面活性剤（例えば、ソルビタンエステルもしくはマンニドエステル（ｍａｎｎ
ｉｄｅ　ｅｓｔｅｒ）（例えば、ソルビタンモノオレエート（ｍｏｎｏｌｅａｔｅ）もし
くは「Ｓｐａｎ　８０」））を含むエマルジョン。上記エマルジョンは、好ましくは、熱
可逆性であり、そして／または上記油滴のうちの少なくとも９０％（容積で）が、２００
ｎｍ未満のサイズを有する［５５］。上記エマルジョンはまた、アルジトール；凍結保護
剤（ｃｒｙｏｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）（例えば、糖（例えば、ドデシルマル
トシドおよび／もしくはスクロース））；および／またはアルキルポリグリコシドのうち
の１種以上を含み得る。上記エマルジョンは、ＴＬＲ４アゴニストを含み得る［５６］。
このようなエマルジョンは、凍結乾燥され得る。
【０１４５】
　・スクアレン、ポロキサマー１０５およびＡｂｉｌ－Ｃａｒｅのエマルジョン［５７］
。アジュバント添加（ａｄｊｕｖａｎｔｅｄ）ワクチン中のこれら成分の最終濃度（重量
）は、５％　スクアレン、４％　ポロキサマー１０５（プルロニックポリオール）および
２％　Ａｂｉｌ－Ｃａｒｅ
　８５（ビス－ＰＥＧ／ＰＰＧ－１６／１６　ＰＥＧ／ＰＰＧ－１６／１６ジメチコン；
カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド（ｃａｐｒｙｌｉｃ／ｃａｐｒｉｃ　ｔｒｉｇｌ
ｙｃｅｒｉｄｅ））である。
【０１４６】
　・０．５～５０％の油、０．１～１０％のリン脂質、および０．０５～５％の非イオン
性界面活性剤を有するエマルジョン。参考文献５８に記載されるように、好ましいリン脂
質成分は、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルセ
リン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジン酸、
スフィンゴミエリンおよびカルジオリピンである。サブミクロン液滴サイズが有利である
。
【０１４７】
　・非代謝性の油（例えば、軽油（ｌｉｇｈｔ　ｍｉｎｅｒａｌ　ｏｉｌ））および少な
くとも１種の界面活性剤（例えば、レシチン、Ｔｗｅｅｎ　８０もしくはＳｐａｎ　８０
）のサブミクロン水中油型エマルジョン。添加剤が含まれ得る（例えば、ＱｕｉｌＡサポ
ニン、コレステロール、サポニン－親油性結合体（例えば、参考文献５９に記載され、グ
ルクロン酸のカルボキシル基を介して、脂肪族アミンを、デスアシルサポニン（ｄｅｓａ
ｃｙｌｓａｐｏｎｉｎ）に添加することにより生成されるＧＰＩ－０１００）、ジメチル
ジオクタデシルアンモニウムブロミド（ｄｉｍｅｔｈｙｉｄｉｏｃｔａｄｅｃｙｌａｍｍ
ｏｎｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ）および／もしくはＮ，Ｎ－ジオクタデシル－Ｎ，Ｎ－ビス
（２－ヒドロキシエチル）プロパンジアミン）。
【０１４８】
　・サポニン（例えば、ＱｕｉｌＡもしくはＱＳ２１）およびステロール（例えば、コレ
ステロール）が螺旋状ミセルとして会合されるエマルジョン［６０］。
【０１４９】
　・鉱油、非イオン性親油性エトキシ化脂肪アルコール、および非イオン性親水性界面活
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性剤（例えば、エトキシ化脂肪アルコールおよび／もしくはポリオキシエチレン－ポリオ
キシプロピレンブロックコポリマー）を含むエマルジョン［６１］。
【０１５０】
　・鉱油、非イオン性親水性エトキシ化脂肪アルコール、および非イオン性親油性界面活
性剤（例えば、エトキシ化脂肪アルコールおよび／もしくはポリオキシエチレン－ポリオ
キシプロピレンブロックコポリマー）を含むエマルジョン［６１］。
【０１５１】
　いくつかの実施形態において、エマルジョンは、送達時に抗原と即座に混合され得、従
って、上記アジュバントおよび抗原は、パッケージされたもしくは配布されたワクチン（
使用時に最終的な処方物の準備ができている）では別個に保持され得る。他の実施形態に
おいて、エマルジョンは、製造の間に抗原と混合され、従って、上記組成物は、液体アジ
ュバント添加形態でパッケージされる。上記抗原は、一般に、水性形態にあり、その結果
、上記ワクチンは、２種の液体を混合することによって最終的に調製される。混合するた
めの上記２種の液体の容積比は、変動し得る（例えば、５：１～１：５の間）が、一般に
、約１：１である。成分濃度が、上記の特定のエマルジョンの説明において与えられる場
合、これら濃度は、代表的には、非希釈組成物に関するものであり、したがって抗原溶液
と混合した後の濃度は低下する。
【０１５２】
　（ワクチン組成物のパッケージング）
　本発明の組成物（もしくはキット成分）に適した容器としては、バイアル、シリンジ（
例えば、使い捨てシリンジ）、鼻スプレー（ｎａｓａｌ　ｓｐｒａｙ）などが挙げられる
。これら容器は、滅菌であるべきである。
【０１５３】
　組成物／成分がバイアル中に配置される場合、上記バイアルは、好ましくは、ガラス材
料もしくはプラスチック材料から作製され得る。上記バイアルは、好ましくは、上記組成
物が上記バイアルに添加される前に、滅菌される。ラテックス感受性患者に伴う問題を回
避するために、バイアルは、好ましくは、ラテックス非含有ストッパーでシールされ、全
てのパッケージング材料中にラテックスが存在しないことが好ましい。上記バイアルは、
ワクチンの単一用量を含んでいてもよいし、１用量より多い用量（「複数用量」バイアル
）、例えば、１０用量を含んでいてもよい。好ましいバイアルは、無色ガラスから作製さ
れる。
【０１５４】
　バイアルは、あらかじめ充填されたシリンジがキャップに挿入され得るように適合され
たキャップ（例えば、ルアーロック）を有し得、上記シリンジの内容物は、上記バイアル
へと排出され得（例えば、その中の凍結乾燥された材料を再構成するために）、上記バイ
アルの内容物は、取り出されて上記シリンジへと戻され得る。上記バイアルから上記シリ
ンジを取り出した後、次いで、ニードルが取り付けられ得、上記組成物が、患者へと投与
され得る。上記キャップは、好ましくは、シールもしくはカバーの内部に配置され得る。
その結果、上記シールもしくはカバーは、上記キャップに到達し得る前に除去されなけれ
ばならない。バイアルは、特に、複数用量バイアルについては、その内容物の無菌的取り
出しを可能にするキャップを有し得る。
【０１５５】
　成分がシリンジにパッケージされる場合、上記シリンジは、これに取り付けられるニー
ドルを有し得る。ニードルが取り付けられていない場合、別個のニードルが、組み立てお
よび使用のために、上記シリンジと共に供給され得る。このようなニードルは、鞘に入れ
られ得る。安全ニードル（ｓａｆｅｔｙ　ｎｅｅｄｌｅ）が好ましい。１インチ　２３ゲ
ージ、１インチ　２５ゲージおよび５／８インチ　２５ゲージのニードルが代表的である
。シリンジは、記録保持を容易にするために、ロット番号、インフルエンザ流行期、およ
び内容物の使用期限がプリントされ得る剥離式ラベルとともに提供され得る。上記シリン
ジにおけるプランジャーは、好ましくは、上記プランジャーが吸引の間に偶発的に除去さ
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れてしまわないように、ストッパーを有し得る。上記シリンジは、ラテックスゴムキャッ
プおよび／もしくはプランジャーを有し得る。使い捨てシリンジは、単一用量のワクチン
を含む。上記シリンジは、一般に、ニードルの取り付け前に、先端をシールするために先
端キャップを有し、上記先端キャップは、好ましくは、ブチルゴムから作製され得る。上
記シリンジおよびニードルが別個にパッケージされる場合、上記ニードルは、好ましくは
、ブチルゴムシールドに合され得る。好ましいシリンジは、商品名「Ｔｉｐ－Ｌｏｋ」Ｔ

Ｍの下で市販されるものである。
【０１５６】
　容器は、例えば、小児への送達を容易にするために、半用量容積を示すために印が付け
られ得る。例えば、０．５ｍｌ用量を含むシリンジは、０．２５ｍｌ容積を示す印を有し
得る。
【０１５７】
　ガラス容器（例えば、シリンジもしくはバイアル）が使用される場合、ソーダ石灰ガラ
スよりむしろホウケイ酸ガラスから作製された容器を使用することが好ましい。
【０１５８】
　キットもしくは組成物は、（例えば、同じボックスの中に）上記ワクチンの詳細（例え
ば、投与の説明書、上記ワクチン内の抗原の詳細など）を含むリーフレットとともにパッ
ケージされ得る。上記説明書はまた、警告（例えば、ワクチン接種後のアナフィラキシー
反応の場合に容易に利用可能なアドレナリン溶液を保持することなど）を含み得る。
【０１５９】
　（処置方法、および上記ワクチンの投与）
　本発明は、本発明に従って製造されるワクチンを提供する。これらワクチン組成物は、
ヒト被験体もしくはヒト以外の動物被験体（例えば、ブタまたはトリ）への投与に適して
おり、本発明は、被験体に本発明の組成物を投与する工程を包含する、この被験体におけ
る免疫応答を惹起するための方法を提供する。本発明はまた、医薬として使用するための
本発明の組成物を提供し、被験体における免疫応答を惹起するための医薬の製造のための
、本発明の組成物の使用を提供する。
【０１６０】
　これら方法および使用によって惹起される免疫応答は、一般に、抗体応答（好ましくは
、防御的抗体応答）を含む。インフルエンザウイルスワクチン接種後の抗体応答、中和能
力および防御を評価するための方法は、当該分野で周知である。ヒトでの研究から、ヒト
インフルエンザウイルスのヘマグルチニンに対する抗体力価が、防御と相関する（約３０
～４０の血清サンプル赤血球凝集抑制力価が、同種のウイルスによる感染から約５０％防
御を与える）ことが示された［６２］。抗体応答は、代表的には、赤血球凝集抑制によっ
て、マイクロ中和によって、単一放射免疫拡散（ｓｉｎｇｌｅ　ｒａｄｉａｌ　ｉｍｍｕ
ｎｏｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）（ＳＲＩＤ）によって、および／もしくは単一放射溶血（ＳＲ
Ｈ）によって、測定される。これらアッセイ技術は、当該分野で周知である。
【０１６１】
　本発明の組成物は、種々の方法において投与され得る。最も好ましい免疫化経路は、筋
肉内注射（例えば、腕もしくは脚への）によるが、他の利用可能な経路としては、皮下注
射、鼻内［６３～６５］、経口［６６］、皮内［６７、６８］、経皮的（ｔｒａｎｓｃｕ
ｔａｎｅｏｕｓ）、経皮的（ｔｒａｎｓｄｅｒｍａｌ）［６９］などが挙げられる。
【０１６２】
　本発明に従って調製されるワクチンは、小児および成人の両方を処置するために使用さ
れ得る。インフルエンザワクチンは、６ヶ月齢からの小児および成人での免疫化における
使用に関して現在推奨されている。従って、ヒト被験体は、１歳未満、１～５歳、５～１
５歳、１５～５５歳、もしくは少なくとも５５歳であってもよい。上記ワクチンを受ける
のに好ましい被験体は、高齢（例えば、≧５０歳、≧６０歳、および好ましくは、≧６５
歳）、若年齢（例えば、≦５歳）、入院している被験体、ヘルスケアワーカー、軍隊およ
び軍職員、妊婦、慢性疾患の、免疫不全の被験体、上記ワクチンを受ける７日前までに抗
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ウイルス化合物（例えば、オセルタミビルおよびザナミビル化合物；以下を参照のこと）
を摂取した被験体、卵アレルギーがある人々、および外国に旅行する人々である。上記ワ
クチンは、これらの群に適しているのみではないが、一般に、集団においてより多く使用
され得る。汎流行性株については、すべての年齢群への投与が好ましい。
【０１６３】
　好ましい本発明の組成物は、効力についてＣＰＭＰ基準のうちの１つ、２つもしくは３
つを満たす。成人（１８～６０歳）において、これら基準は、以下である：（１）≧７０
％血清保有率（ｓｅｒｏｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）；（２）≧４０％セロコンバージョン；
および／もしくは（３）ＧＭＴ増加≧２．５倍。高齢者（＞６０歳）において、これら基
準は、以下である：（１）≧６０％血清保有率；（２）≧３０％セロコンバージョン；お
よび／もしくは（３）ＧＭＴ増加≧２倍。これら基準は、少なくとも５０名の患者でのオ
ープンラベル研究に基づく。
【０１６４】
　処置は、単一用量スケジュールもしくは複数用量スケジュールによってであり得る。複
数用量は、初回免疫化スケジュールおよび／もしくは追加免疫化スケジュールにおいて使
用され得る。複数用量スケジュールにおいて上記種々の用量は、同じ経路もしくは異なる
経路によって与えられ得る（例えば、非経口の初回免疫（ｐｒｉｍｅ）および粘膜の追加
免疫（ｂｏｏｓｔ）、粘膜の初回免疫および非経口の追加免疫など）。１より多くの用量
の投与（代表的には、２用量）は、免疫学的にナイーブな患者（例えば、これまでインフ
ルエンザワクチンを受けたことのない人に関して）において、または新たなＨＡサブタイ
プ（汎流行性アウトブレイクにおけるような）に対するワクチン接種のために、特に有用
である。複数用量は、代表的には、少なくとも１週間空けて（例えば、約２週間、約３週
間、約４週間、約６週間、約８週間、約１０週間、約１２週間、約１６週間など）投与さ
れる。
【０１６５】
　本発明によって生成されるワクチンは、他のワクチン（例えば、麻疹ワクチン、ムンプ
ス・ワクチン、風疹ワクチン、ＭＭＲワクチン、水痘ワクチン、ＭＭＲＶワクチン、ジフ
テリアワクチン、破傷風ワクチン、百日咳ワクチン、ＤＴＰワクチン、結合体化Ｈ．ｉｎ
ｆｌｕｅｎｚａｅタイプｂワクチン、不活性化ポリオウイルスワクチン、Ｂ型肝炎ウイル
スワクチン、髄膜炎菌結合型ワクチン（例えば、四価Ａ－Ｃ－Ｗ１３５－Ｙワクチン）、
ＲＳウイルスワクチン、肺炎球菌結合型ワクチンなど）と実質的に同時（例えば、同じ医
療相談の間に、またはヘルスケア専門家およびワクチン接種施設への訪問の間に）に患者
に投与され得る。肺炎球菌ワクチンおよび／もしくは髄膜炎菌ワクチンと実質的に同時の
投与は、高齢の患者において特に有用である。
【０１６６】
　同様に、本発明のワクチンは、抗ウイルス化合物、および特に、インフルエンザウイル
スに対して活性な抗ウイルス化合物（例えば、オセルタミビルおよび／もしくはザナミビ
ル）と実質的に同時（例えば、同じ医療相談の間に、またはヘルスケア専門家への訪問の
間に）に、患者に投与され得る。これら抗ウイルス剤としては、ノイラミニダーゼインヒ
ビター（例えば、（３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ）－４－アセチルアミノ－５－アミノ－３（１－エ
チルプロポキシ）－１－シクロヘキセン－１－カルボン酸もしくは５－（アセチルアミノ
）－４－［（アミノイミノメチル）－アミノ］－２，６－アンヒドロ－３，４，５－トリ
デオキシ－Ｄ－グリセロ－Ｄ－ガラクトノン－２－エノン酸（そのエステル（例えば、そ
のエチルエステル）およびその塩（例えば、そのリン酸塩）を含む）が挙げられる。好ま
しい抗ウイルス剤は、（３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ）－４－アセチルアミノ－５－アミノ－３（１
－エチルプロポキシ）－１－シクロヘキセン－１－カルボン酸、エチルエステル、ホスフ
ェート（１：１）（オセルタミビルホスフェート（ＴＡＭＩＦＬＵＴＭ）としても公知）
である。
【０１６７】
　（一般）
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　用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「
からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ）」を含み、例えば、Ｘを「含む」組成物は、もっぱら
Ｘからなってもよいし、さらなる何かを含んでいてもよい（例えば、Ｘ＋Ｙ）。
【０１６８】
　語句「実質的に」は、「完全に」を排除しない。例えば、Ｙを「実質的に含まない」組
成物は、完全にＹを含まなくてもよい。必要であれば、語「実質的に」は、本発明の定義
から省略され得る。
【０１６９】
　数値ｘに関する用語「約」とは、任意のものであり、例えば、ｘ±１０％を意味する。
【０１７０】
　別段示されなければ、２種以上の成分を混合する工程を包含するプロセスは、いかなる
具体的な混合する順序も必要としない。従って、成分は、任意の順序で混合され得る。３
つの成分が存在する場合、２つの成分が、互いに合わされ得、次いで、その組み合わせが
、第３の成分と合わせられ得るなど。
【０１７１】
　上記方法の種々の工程は、同時にもしくは異なる時間に、同じもしくは異なる地理学的
位置（例えば、国）において、および同じもしくは異なる人々もしくは実体によって、行
われ得る。
【０１７２】
　動物（および特にウシ）の材料が、細胞培養において使用される場合、それらは、伝染
性海綿状脳症（ＴＳＥ）を含まない、特に、ウシ海綿状脳症（ＢＳＥ）を含まない供給源
から得られるべきである。全体として、動物由来材料が完全に存在しない状態で細胞を培
養することが好ましい。
【０１７３】
　化合物が、組成物の一部として身体に投与される場合、その化合物は、代替的に、適切
なプロドラッグによって置換され得る。
【０１７４】
　２種のアミノ酸配列の間のパーセンテージ配列同一性への言及は、整列される場合、ア
ミノ酸のパーセンテージが、上記２種の配列を比較する際に同じであることを意味する。
このアラインメント、ならびに上記％相同性もしくは配列同一性は、当該分野で公知のソ
フトウェアプログラム（例えば、参考文献７０の第７．７．１８節において記載されるも
の）を使用して、決定され得る。好ましいアラインメントは、ギャップ開始ペナルティー
　１２およびギャップ伸長ペナルティー　２、ＢＬＯＳＵＭマトリクス　６２を伴うアフ
ィンギャップ検索を使用して、Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎ相同性検索アルゴリズムに
よって決定される。上記Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎ相同性検索アルゴリズムは、参考
文献７１において教示される。
【０１７５】
　２種の核酸配列の間のパーセンテージ配列同一性への言及は、整列される場合、塩基の
パーセンテージが、上記２種の配列を比較する際に同じであることを意味する。このアラ
インメントおよび上記％相同性もしくは配列同一性は、当該分野で公知のソフトウェアプ
ログラム（例えば、参考文献７０の第７．７．１８節に記載されるもの）を使用して、決
定され得る。好ましいアラインメントプログラムは、ＧＣＧ　Ｇａｐ（Ｇｅｎｅｔｉｃｓ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒｏｕｐ，　Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ，　Ｓｕｉｔｅ　Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ　１０．１）（好ましくは、デフォルトパラメーター（これは、以下のとおりである：
オープンギャップ＝３；伸長ギャップ＝１）を使用する）である。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
２種以上のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエ
ンザＡ型ウイルスであって、ここでＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントは、同じド
ナー株に由来する、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
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（項目２）
２種、３種もしくは４種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータ
ントインフルエンザＡ型ウイルスであって、ここで各ドナー株は、１種より多いバックボ
ーンセグメントを提供する、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目３）
２種以上のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエ
ンザＡ型ウイルスであって、ここでＰＢ１セグメントは、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７イン
フルエンザ株に由来しない、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目４）
２種以上のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエ
ンザＡ型ウイルスであって、ここで少なくともＰＡセグメント、ＮＰセグメント、もしく
はＭセグメントは、Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４に由来しない、リアソータン
トインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目５）
前記ＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントが、同じドナー株に由来する、項目２～４
のいずれか１項に記載のリアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目６）
前記インフルエンザＡ型ウイルスが、ペアワイズアラインメントアルゴリズムを使用して
、配列番号３３に整列される場合、配列番号３３のアミノ酸９５に対応する位置において
リジンを有するＭゲノムセグメントを含む、上述の項目のいずれかに記載のリアソータン
トインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目７）
インフルエンザドナー株であって、ここで該ドナー株は、１０５ｐ３０である、インフル
エンザドナー株。
（項目８）
インフルエンザＡ型株であって、ここでＭゲノムセグメントは、ペアワイズアラインメン
トアルゴリズムを使用して、配列番号３３に整列される場合、配列番号３３のアミノ酸９
５に対応する位置においてリジンを有する、インフルエンザＡ型株。
（項目９）
前記インフルエンザＡ型株が、Ｈ１Ｎ１株である、項目８に記載のインフルエンザＡ型株
。
（項目１０）
ドナー株に由来する少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントを含むリアソータ
ントインフルエンザＡ型ウイルスであって、ここで該ドナー株は、１０５ｐ３０およびＰ
Ｒ８－Ｘからなる群より選択される、リアソータントインフルエンザＡ型ウイルス。
（項目１１）
前記少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントが、配列番号１１～１４もしくは
配列番号１８～２２からなる群より選択される配列と、少なくとも９５％の同一性を有す
る配列を有する、項目９に記載のウイルス。
（項目１２）
前記少なくとも１種のバックボーンウイルスセグメントが、配列番号１７もしくは配列番
号２０の配列を有する、項目９に記載のウイルス。
（項目１３）
前記ウイルスは、２種以上のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む、項目９
～１２のいずれか１項に記載のウイルス。
（項目１４）
ＰＢ１ウイルスセグメントおよびＰＢ２ウイルスセグメントが、同じドナー株に由来する
、項目１３に記載のウイルス。
（項目１５）
ＰＢ１ウイルスセグメントおよびＰＢ２ウイルスセグメントが、配列番号１８および１９
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の配列と、少なくとも９５％の同一性を有する、項目１１に記載のウイルス。
（項目１６）
前記ウイルスが、配列番号１７～２２からなる群より選択される配列と、少なくとも９５
％の同一性を有するウイルスセグメントをさらに含む、項目１５に記載のウイルス。
（項目１７）
リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを調製する方法であって、該方法は、
　（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要とされるウイルスセグメント
をコードする１種以上の発現構築物を培養宿主に導入する工程であって、ここでバックボ
ーンウイルスセグメントは、２種以上のインフルエンザ株に由来し、ＰＢ１セグメントお
よびＰＢ２セグメントは、同じドナー株に由来する、工程；ならびに
　（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、該培養宿主を培養する工程、
を包含する、方法。
（項目１８）
前記発現構築物は、２種以上のインフルエンザドナー株のバックボーンセグメントをコー
ドする、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
リアソータントインフルエンザＡ型ウイルスを調製する方法であって、該方法は、
　（ｉ）インフルエンザＡ型ウイルスを生成するために必要とされるウイルスセグメント
をコードする１種以上の発現構築物を培養宿主に導入する工程であって、ここでバックボ
ーンウイルスセグメントは、２種以上のインフルエンザ株に由来する、工程；ならびに
　（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、該培養宿主を培養する工程；
を包含し、ここで該発現構築物は、Ａ／Ｔｅｘａｓ／１／７７インフルエンザ株に由来す
るＰＢ１セグメントをコードしない、方法。
（項目２０）
リアソータントインフルエンザウイルスを調製する方法であって、該方法は、
　（ｉ）インフルエンザウイルスを生成するために必要とされるウイルスセグメントをコ
ードする１種以上の発現構築物を培養宿主に導入する工程であって、ここで１種以上のバ
ックボーンウイルスセグメントは、１０５ｐ３０インフルエンザ株および／もしくはＰＲ
８－Ｘインフルエンザ株に由来し、ここで少なくとも１種のウイルスセグメントは、第２
のインフルエンザ株に由来する、工程；ならびに
　（ｉｉ）リアソータントウイルスを生成するために、該培養宿主を培養する工程、
を包含する、方法。
（項目２１）
前記少なくとも１種の発現構築物が、配列番号１１～１４および配列番号１８～２２から
なる群より選択される配列と、少なくとも９０％の同一性を有する配列を含む、項目１７
～２０のいずれか１項に記載の方法。
（項目２２）
工程（ｉｉ）において得られるリアソータントウイルスを精製する工程（ｉｉｉ）をさら
に包含する、項目１７～２１のいずれか１項に記載の方法。
（項目２３）
前記第２のインフルエンザ株に由来する前記少なくとも１種のウイルスセグメントは、Ｈ
Ａセグメントである、項目２０～２２のいずれか１項に記載の方法。
（項目２４）
インフルエンザウイルスを生成するための方法であって、該方法は、（ａ）培養宿主を、
項目１～１６に記載のリアソータントインフルエンザウイルスに感染させる工程；（ｂ）
該工程（ａ）からの宿主を培養して、該ウイルスを生成する工程；および必要に応じて、
（ｃ）該工程（ｂ）において得られたウイルスを精製する工程を包含する、方法。
（項目２５）
ワクチンを調製する方法であって、該方法は、（ａ）項目２４に記載の方法によってウイ
ルスを調製する工程、および（ｂ）該ウイルスからワクチンを調製する工程、を包含する
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、方法。
（項目２６）
前記培養宿主が、孵化鶏卵である、項目２４または２５に記載の方法。
（項目２７）
前記培養宿主が、哺乳動物細胞である、項目２４または２５に記載の方法。
（項目２８）
前記細胞が、ＭＤＣＫ細胞、Ｖｅｒｏ細胞もしくはＰｅｒＣ６細胞である、項目２７に記
載の方法。
（項目２９）
前記細胞が、接着して増殖する、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
前記細胞が、懸濁物中で増殖する、項目２８に記載の方法。
（項目３１）
前記ＭＤＣＫ細胞が、細胞株ＭＤＣＫ　３３０１６（ＤＳＭ　ＡＣＣ２２１９）である、
項目３０に記載の方法。
（項目３２）
工程（ｂ）が、前記ウイルスを不活性化する工程を包含する、項目２５～３１のいずれか
１項に記載の方法。
（項目３３）
前記ワクチンが、全ビリオンワクチンである、項目２５～３２に記載の方法。
（項目３４）
前記ワクチンが、スプリットビリオンワクチンである、項目２５～３２のいずれか１項に
記載の方法。
（項目３５）
前記ワクチンが、表面抗原ワクチンである、項目２５～３２のいずれか１項に記載の方法
。
（項目３６）
前記ワクチンが、ビロソームワクチンである、項目２５～３２のいずれか１項に記載の方
法。
（項目３７）
前記ワクチンが、１用量あたり１０ｎｇ未満の残留宿主細胞ＤＮＡを含む、項目２５～３
６のいずれか１項に記載の方法。
（項目３８）
前記インフルエンザ株のうちの少なくとも１種は、Ｈ１サブタイプ、Ｈ２サブタイプ、Ｈ
５サブタイプ、Ｈ７サブタイプもしくはＨ９サブタイプのものである、上述の項目のいず
れかに記載の方法。
（項目３９）
１０５ｐ３０ドナー株であって、該株は、インフルエンザＨＡ　Ｈ１サブタイプを含まな
い、１０５ｐ３０ドナー株。
（項目４０）
１種以上の発現構築物を含む発現システムであって、該発現システムは、１０５ｐ３０株
もしくはＰＲ８－Ｘ株のセグメントをコードするｖＲＮＡを含み、ここで該発現構築物は
、１０５ｐ３０株もしくはＰＲ８－Ｘ株に由来する少なくとも１種のバックボーンウイル
スセグメントを含む、発現システム。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】図１は、ＭＤＣＫ細胞において増殖させたｗｔ　ＰＲ８ウイルスおよびＰＲ８－
Ｘウイルスの感染後の異なる時間におけるウイルス力価（病巣形成アッセイ（Ｆｏｃｕｓ
－Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｓｓａｙ）（ＦＦＡ）によって；図１Ａ）、およびＨＡ力価（
赤血球凝集アッセイによって；図１Ｂ）を図示する。図１Ａにおける実線および図１Ｂに
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おける斜線の入った棒は、野生型ＰＲ８での結果を表す。図１Ａにおける破線および図１
Ｂにおける白抜きの棒は、野生型ＰＲ８－Ｘでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示
し、図１Ａおよび１Ｂにおけるｙ軸は、それぞれ、ウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）およびＨ
Ａ力価を示す。
【図２】図２は、ＭＤＣＫ細胞において増殖させた逆遺伝学由来のＰＲ８ウイルスおよび
ＰＲ８－Ｘウイルスの感染後の異なる時間において、ウイルス力価（ＦＦＡによって；図
２Ａ）およびＨＡ力価（赤血球凝集アッセイによって；図２Ｂ）を図示する。図２Ａにお
ける実線および図２Ｂにおける斜線の入った棒は、ＰＲ８での結果を表す。図２Ａにおけ
る破線および図２Ｂにおける白抜きの棒は、ＲＧ由来ＰＲ８－Ｘでの結果を表す。ｘ軸は
、感染後の時間を示し、図２Ａおよび２Ｂにおけるｙ軸は、それぞれ、ウイルス力価（Ｉ
Ｕ／ｍｌ）およびＨＡ力価を示す。
【図３】図３は、上記ＰＲ８－Ｘに由来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含む
ＰＲ８もしくはＰＲ８－Ｘいずれかのバックボーンセグメントで作製された逆遺伝学由来
の６：２リアソータントウイルスの、ＭＤＣＫ細胞での感染後の異なる時間において、ウ
イルス力価（ＦＦＡによって；図３Ａ）およびＨＡ力価（赤血球凝集アッセイによって；
図３Ｂ）を比較する。図３Ａにおける実線および図３Ｂにおける斜線の入った棒は、上記
ＰＲ８バックボーンでの結果を表す。図３Ａにおける破線および図３Ｂにおける白抜きの
棒は、上記ＰＲ８－Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、図３
Ａおよび３Ｂにおけるｙ軸は、それぞれ、ウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）およびＨＡ力価を
示す。
【図４】図４は、汎流行性Ｈ１株（株１）に由来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメン
トを含むｗｔ　ＰＲ８もしくはＰＲ８－Ｘいずれかのバックボーンセグメントで作製した
逆遺伝学由来の６：２リアソータントウイルスの、ＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる
時間において、ＦＦＡ（図４Ａ）によってウイルス力価を、そしてＨＡ力価（赤血球凝集
アッセイによって；図４Ｂ）を比較する。図４Ａにおける実線および図４Ｂにおける斜線
を入れた柱は、上記ｗｔ　ＰＲ８バックボーンでの結果を表す。図４Ａにおける破線およ
び図４Ｂにおける白抜きの棒は、上記ＰＲ８－Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、
感染後の時間を示し、図４Ａおよび４Ｂにおけるｙ軸は、それぞれ、ウイルス力価（ＩＵ
／ｍｌ）およびＨＡ力価を示す。
【図５】図５は、１０５ｐ３０に由来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含むＰ
Ｒ８もしくはＰＲ８－Ｘのいずれかのバックボーンセグメントで作製した逆遺伝学由来の
６：２リアソータントウイルスの、ＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、
病巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によってウイルス力価（図５Ａ）を、そしてＨＡ力価（図５
Ｂ）を比較する。図５Ａにおける実線および図５Ｂにおける斜線を入れた柱は、上記ｗｔ
　ＰＲ８バックボーンでの結果を表す。図５Ａにおける破線および図５Ｂにおける白抜き
の棒は、上記ＰＲ８－Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、ｙ
軸はウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図６】図６は、野生型ＰＲ８－Ｘウイルスおよび１０５ｐ３０ウイルス（図６Ａ）また
はＭＤＣＫ細胞において増殖させた逆遺伝学由来のＰＲ８－Ｘウイルスおよび１０５ｐ３
０ウイルス（図６Ｂ）の感染後の異なる時間において、病巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によ
ってウイルス力価を図示する。図６Ａおよび６Ｂにおいて、実線は、１０５ｐ３０での結
果を表す。破線は、ＰＲ８－Ｘでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、図６Ａお
よび６Ｂにおけるｙ軸は、それぞれ、ウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）およびＨＡ力価を示す
。
【図７】図７は、上記ｗｔ　ＰＲ８株（三角付きの線）もしくは１０５ｐ３０株（四角付
きの線）のバックボーンセグメント、および汎流行性Ｈ１インフルエンザ株（株２）のＨ
ＡセグメントおよびＮＡセグメントを含むリアソータントウイルスの増殖特徴を示す。図
７Ａおよび図７Ｂにおけるｘ軸は、感染後の時間を示す。図７Ａにおけるｙ軸は、１ｍＬ
あたりのＦＦＵにおける力価Ｌｏｇ１０を示す。図７Ｂにおけるｙ軸は、１ｍＬあたりの
ウイルス粒子における力価ｌｏｇ１０を示す。
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【図８】図８は、（Ａ）Ｈ１株（株１）もしくは（Ｂ）汎流行性Ｈ１株（株２）に由来す
るＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含む１０５ｐ３０もしくはＰＲ８－Ｘのいずれ
かのバックボーンセグメントで作製した逆遺伝学由来の６：２リアソータントウイルスの
ＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、病巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によっ
てウイルス力価を比較する。実線は、上記１０５ｐ３０バックボーンでの結果を表す。破
線は、上記ＰＲ８－Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、ｙ軸
は、ウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図９】図９は、（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株３）もしくは（Ｂ）Ｈ３（株１）に由来する
ＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとの組み合わせにおいて、＃１７、＃１９、もしく
はＰＲ８－Ｘのいずれかのバックボーンで作製された逆遺伝学由来の６：２　リアソータ
ントウイルスのＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、病巣形成アッセイ（
ＦＦＡ）によってウイルス力価を比較する。図９Ａおよび９Ｂにおいて、丸印付きの破線
は、＃１７バックボーンでの結果を表す。菱形印付きの実線は、＃１９バックボーンでの
結果を表す。四角印付きの破線は、ＰＲ８－Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感
染後の時間を示し、ｙ軸は、ウイルス力価（ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図１０－１】図１０は、キメラの＃１９バックボーンもしくはＰＲ８－Ｘバックボーン
のいずれかと、以下の株：（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株２）、（Ｂ）汎流行性Ｈ１株（株４
）、（Ｃ）Ｈ１株（株２）、（Ｄ）Ｈ１株（株３）、もしくは（Ｅ）Ｈ３株（株２）に由
来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとで作製された異なる逆遺伝学由来の６：２
リアソータントウイルスの一団のＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、病
巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によってウイルス力価を比較する。図１０Ａ～Ｅにおいて、三
角印付きの実線は、＃１９バックボーンでの結果を表す。四角印付きの破線は、ＰＲ８－
Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、ｙ軸は、ウイルス力価（
ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図１０－２】図１０は、キメラの＃１９バックボーンもしくはＰＲ８－Ｘバックボーン
のいずれかと、以下の株：（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株２）、（Ｂ）汎流行性Ｈ１株（株４
）、（Ｃ）Ｈ１株（株２）、（Ｄ）Ｈ１株（株３）、もしくは（Ｅ）Ｈ３株（株２）に由
来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとで作製された異なる逆遺伝学由来の６：２
リアソータントウイルスの一団のＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、病
巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によってウイルス力価を比較する。図１０Ａ～Ｅにおいて、三
角印付きの実線は、＃１９バックボーンでの結果を表す。四角印付きの破線は、ＰＲ８－
Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、ｙ軸は、ウイルス力価（
ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図１０－３】図１０は、キメラの＃１９バックボーンもしくはＰＲ８－Ｘバックボーン
のいずれかと、以下の株：（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株２）、（Ｂ）汎流行性Ｈ１株（株４
）、（Ｃ）Ｈ１株（株２）、（Ｄ）Ｈ１株（株３）、もしくは（Ｅ）Ｈ３株（株２）に由
来するＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとで作製された異なる逆遺伝学由来の６：２
リアソータントウイルスの一団のＭＤＣＫ細胞における感染後の異なる時間において、病
巣形成アッセイ（ＦＦＡ）によってウイルス力価を比較する。図１０Ａ～Ｅにおいて、三
角印付きの実線は、＃１９バックボーンでの結果を表す。四角印付きの破線は、ＰＲ８－
Ｘバックボーンでの結果を表す。ｘ軸は、感染後の時間を示し、ｙ軸は、ウイルス力価（
ＩＵ／ｍｌ）を示す。
【図１１－１】図１１は、キメラ＃１９（白抜きの棒）もしくはＰＲ８０－Ｘ（中実の棒
）のいずれかのバックボーンと、以下の株：（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株２）、（Ｂ）汎流
行性Ｈ１株（株４）、（Ｃ）Ｈ３株（株１）、もしくは（Ｄ）Ｈ３株（株２）に由来する
ＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとで作製された異なる６：２リアソータントウイル
スのＭＤＣＫ細胞における感染後６０時間において、ＨＡ収量を（レクチン捕捉ＥＬＩＳ
Ａによって）比較する。伝統的な再集合（「伝統的」）と、上記ｗｔ　ＰＲ８バックボー
ンとによって作製された対応する６：２リアソータントウイルスを、コントロールとして
含めた（斜線を入れた柱）。ｙ軸は、上記ＨＡ含有量（μｇ／ｍＬ単位）を示す。
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【図１１－２】図１１は、キメラ＃１９（白抜きの棒）もしくはＰＲ８０－Ｘ（中実の棒
）のいずれかのバックボーンと、以下の株：（Ａ）汎流行性Ｈ１株（株２）、（Ｂ）汎流
行性Ｈ１株（株４）、（Ｃ）Ｈ３株（株１）、もしくは（Ｄ）Ｈ３株（株２）に由来する
ＨＡセグメントおよびＮＡセグメントとで作製された異なる６：２リアソータントウイル
スのＭＤＣＫ細胞における感染後６０時間において、ＨＡ収量を（レクチン捕捉ＥＬＩＳ
Ａによって）比較する。伝統的な再集合（「伝統的」）と、上記ｗｔ　ＰＲ８バックボー
ンとによって作製された対応する６：２リアソータントウイルスを、コントロールとして
含めた（斜線を入れた柱）。ｙ軸は、上記ＨＡ含有量（μｇ／ｍＬ単位）を示す。
【図１２】図１２は、バックボーン１７、１８、１９および２０（表１に示されるとおり
；それぞれ、菱形、四角、三角および×印付きの線）を含むリアソータントインフルエン
ザウイルス、ＰＲ８－Ｘに由来する全てのバックボーンセグメントを除いて、Ｈ３インフ
ルエンザ株（株１）に由来する同じＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含むコントロ
ール（丸付きの線）、ならびに等価な野生型株（＋印付きの線）の増殖曲線を示す。ｘ軸
は、感染後の時間（ｈｐｉ）を示し、ｙ軸は、ＩＵ／ｍＬを示す。
【図１３】図１３は、バックボーン１７および１９（それぞれ、菱形および三角付きの線
）およびＨ３インフルエンザ株（株３）に由来するＨＡセグメントを含むリアソータント
インフルエンザウイルス、ＰＲ８－Ｘ（＋印付きの線）に由来する全てのバックボーンセ
グメントを除いて同じＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含むコントロールならびに
等価な野生型株（丸付きの線）の増殖曲線を示す。
【図１４－１】図１４は、バックボーン１９（白抜きのボックス）、ＰＲ８－Ｘバックボ
ーン（斜線が入ったボックス）および野生型インフルエンザウイルス（点付きのボックス
）を含むリアソータントインフルエンザウイルスを使用する、ＦＦＡ（１４（Ａ）および
１４（Ｃ））およびＨＡ－ＥＬＩＳＡ（１４（Ｂ）および１４（Ｄ））アッセイの結果を
示す。図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）は、Ｈ１インフルエンザ株（株２）での結果を示
し、図１４（Ｃ）および（Ｄ）は、Ｈ３インフルエンザウイルス株での結果を示す。図１
４（Ａ）および１４（Ｃ）におけるｙ軸は、ウイルス力価（ＩＵ／ｍＬ単位）を示し、図
１４（Ｂ）および１４（Ｄ）におけるｙ軸は、ＨＡ（μｇ／ｍＬ単位）を示す。
【図１４－２】図１４は、バックボーン１９（白抜きのボックス）、ＰＲ８－Ｘバックボ
ーン（斜線が入ったボックス）および野生型インフルエンザウイルス（点付きのボックス
）を含むリアソータントインフルエンザウイルスを使用する、ＦＦＡ（１４（Ａ）および
１４（Ｃ））およびＨＡ－ＥＬＩＳＡ（１４（Ｂ）および１４（Ｄ））アッセイの結果を
示す。図１４（Ａ）および図１４（Ｂ）は、Ｈ１インフルエンザ株（株２）での結果を示
し、図１４（Ｃ）および１４（Ｄ）は、Ｈ３インフルエンザウイルス株での結果を示す。
図１４（Ａ）および１４（Ｃ）におけるｙ軸は、ウイルス力価（ＩＵ／ｍＬ単位）を示し
、図１４（Ｂ）および１４（Ｄ）におけるｙ軸は、ＨＡ（μｇ／ｍＬ単位）を示す。
【図１５】図１５は、Ａ／Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０／９９（配列番号３３）お
よび１０５ｐ３０（配列番号４５）のＭ１ウイルスセグメントのアラインメントである。
【発明を実施するための形態】
【０１７７】
　（発明を実施するための態様）
　（新たなドナー株の開発）
　高増殖ドナー株を提供するために、ドナー株Ａ／Ｐｕｅｒｔｏ　Ｒｉｃｏ／８／３４を
、ＭＤＣＫ　３３０１６細胞において５回継代する。この方法を使用して、本発明者らは
、元の株と比較して、改善された増殖特徴を示す株ＰＲ８－Ｘを得ることができた。
【０１７８】
　上記１０５ｐ３０インフルエンザドナー株は、Ａ／Ｎｅｗ　Ｃａｌｅｄｏｎｉａ／２０
／１９９９インフルエンザウイルスを、ＭＤＣＫ　３３０１６細胞での臨床分離株から単
離し、上記ウイルスを３０回継代することによって提供した。得られた株は、配列番号３
３に対して整列させた場合、配列番号３３のアミノ酸９５に対応する位置においてリジン
を有するＭセグメントを有する。
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【０１７９】
　（ｗｔ　ＰＲ８ウイルスおよびＰＲ８－Ｘウイルスの増殖特徴）
　ＰＲ８－Ｘドナー株およびｗｔ　ＰＲ８ドナー株の増殖特徴を比較するために、これら
ウイルス株のウイルス力価を、病巣形成アッセイおよび赤血球凝集アッセイによって、Ｍ
ＤＣＫ細胞において測定する。
【０１８０】
　（病巣形成アッセイ（ＦＦＡ））
　上記ＦＦＡに関しては、感染していないＭＤＣＫ細胞を、９６ウェルプレートにおいて
、１０％　ＦＣＳを含むＤＭＥＭ　１００μｌ中、密度　１．８×１０４細胞／ウェルで
プレートする（ｐｌａｔｅ）。翌日、培地を吸引し、細胞を、容積　５０μｌ（ウイルス
をＤＭＥＭ＋１％　ＦＣＳ中で希釈）中で、ウイルスに感染させる。上記細胞を、３７℃
において翌日までインキュベートする。
【０１８１】
　感染後のいくつかの時点で、上記培地を吸引し、上記細胞をＰＢＳで１回洗浄する。氷
冷５０％／５０％　アセトン－メタノール５０μｌを、各ウェルに添加し、続いて、－２
０℃において３０分間にわたってインキュベートする。このアセトン混合物を吸引し、上
記細胞をＰＢＳＴ（ＰＢＳ＋０．１％　Ｔｗｅｅｎ）で１回洗浄する。ＰＢＳ中２％　Ｂ
ＳＡ　５０μｌを、各ウェルに添加し、続いて、室温（ＲＴ）において３０分間にわたっ
てインキュベートする。抗ＮＰの１：６０００希釈物　５０μｌを、ブロッキング緩衝液
中に添加し、続いて、室温において１時間にわたってインキュベートする。この抗体溶液
を吸引し、上記細胞をＰＢＳＴで３回洗浄する。二次抗体（ヤギ抗マウス）を、５０μｌ
　ブロッキング緩衝液で１：２０００希釈において添加し、上記プレートを、室温におい
て１時間にわたってインキュベートする。この抗体溶液を吸引し、上記細胞をＰＢＳＴで
３回洗浄する。５０μｌのＫＰＬ　Ｔｒｕｅ　Ｂｌｕｅを各ウェルに添加し、１０分間に
わたってインキュベートする。上記Ｔｒｕｅ－Ｂｌｕｅを吸引し、ｄＨ２Ｏで１回洗浄す
ることによって、上記反応を停止させる。上記水を吸引し、上記細胞を放置して乾燥させ
る。
【０１８２】
　結果（図１）から、上記ＰＲ８－Ｘ株は、これが由来した上記ｗｔ　ＰＲ８株と比較し
て、同じ時間枠においてより高い力価まで増殖し得ることが示される。
【０１８３】
　（ＰＲ８－Ｘバックボーンもしくはｗｔ　ＰＲ８バックボーンを含むリアソータントウ
イルスの増殖特徴）
　ウイルスの再集合のためのドナー株として上記ＰＲ８－Ｘ株が適切であることを試験す
るために、リアソータントウイルスを、逆遺伝学によって生成する。上記リアソータント
ウイルスは、汎流行性Ｈ１株に由来する上記ＨＡタンパク質およびＮＡタンパク質、なら
びにＰＲ８－ＸもしくはＰＲ８のいずれかに由来する他のウイルスセグメントを含む。こ
れらリアソータントウイルスのウイルス力価を、上記のように、ＦＦＡおよびＨＡアッセ
イによって決定する。結果を図４に示す。
【０１８４】
　結果から、ＰＲ８－Ｘに由来するウイルスセグメントを含むリアソータントウイルスは
、上記ＰＲ８／３４株に由来するウイルスセグメントを含むリアソータントウイルスと比
較して、ＭＤＣＫ細胞において迅速に増殖することが示される。
【０１８５】
　（ＰＲ８－Ｘと比較した、１０５ｐ３０株の増殖特徴）
　ＭＤＣＫ細胞を、ｍｏｉ　１０－３において１０５ｐ３０およびＰＲ８－Ｘに感染させ
、感染後のいくつかに時点において、サンプルを採取する。力価を、ＦＦＡアッセイによ
って決定する。結果から、１０５ｐ３０は、ＰＲ８－Ｘと比較して、ＭＤＣＫ細胞におい
てさらにより迅速に増殖することが示される（図６）。
【０１８６】
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　（１０５ｐ３０バックボーンもしくはｗｔ　ＰＲ８バックボーンを含むリアソータント
ウイルスの増殖特徴）
　ウイルスの再集合のためのドナー株として上記１０５ｐ３０株が適切であることを試験
するために、逆遺伝学を使用して、汎流行性Ｈ１インフルエンザ株に由来する上記ＨＡセ
グメントおよびＮＡセグメント、ならびに上記１０５ｐ３０株もしくは上記ｗｔ　ＰＲ８
株のいずれかに由来するバックボーンセグメントを含むリアソータントウイルスを生成す
る。ＭＤＣＫ細胞を、上記リアソータントウイルスに、ｍｏｉ　１０－３において感染さ
せ、感染後１時間、１２時間、３６時間および６０時間にサンプルを採取する。上記力価
を、病巣形成アッセイによって、もしくはリアルタイム検出ＰＣＲによってウイルス粒子
を測定することによって、のいずれかで決定する。上記１０５ｐ３０株に由来するバック
ボーンセグメントを含む上記リアソータントウイルスは、上記ｗｔ　ＰＲ８株のバックボ
ーンセグメントと再集合されているウイルスより迅速に増殖する。このことから、上記１
０５ｐ３０株は、迅速に増殖するリアソータントウイルスを生成するための良好なドナー
株であることが示される（図７）。
【０１８７】
　（２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを使用する、インフルエンザウイ
ルスのレスキュー）
　Ｈ３インフルエンザウイルスに由来する上記ＨＡセグメントおよびＮＡセグメント、な
らびに上記１０５ｐ３０ドナー株および上記ＰＲ８－Ｘドナー株に由来するバックボーン
セグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルスのレスキュー効率を、ＭＤＣＫ
細胞において試験する。上記リアソータントインフルエンザウイルスは、以下の表に示さ
れるように、上記１０５ｐ３０ドナー株および上記ＰＲ８－Ｘドナー株のバックボーンセ
グメントを含む：
【０１８８】
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【表１】

　番号３、４、１０、１１、１４および１６～２０に従うバックボーンを含むリアソータ
ントインフルエンザウイルスは、レスキュー可能である。バックボーン番号３、４、１０
、１１もしくは１６を含むインフルエンザウイルスは、１０２ＩＵ／ｍＬ未満のウイルス
力価を達成する。バックボーン番号１７および１８を含むインフルエンザウイルスは、１
０２ＩＵ／ｍＬ～１０６ＩＵ／ｍＬの間のウイルス力価を達成し、バックボーン番号１９
および２０を有するインフルエンザウイルスは、１０６ＩＵ／ｍＬより高い力価すら達成
する。
【０１８９】
　これらデータから、上記ＰＢ１セグメントおよびＰＢ２セグメントが同じインフルエン
ザドナー株に由来するインフルエンザウイルスは、これらセグメントが異なるインフルエ
ンザドナー株に由来するインフルエンザウイルスと比較して、より高いレスキュー効率を
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示し得ることが示される。
【０１９０】
　（２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエ
ンザウイルスの増殖特徴）
　バックボーン番号１７、１８、１９および２０（上記の表１に示されるとおり）、なら
びにＨ３インフルエンザ株（株１）に由来する上記ＨＡセグメントおよびＮＡセグメント
を含む、リアソータントインフルエンザ株を作る。コントロールとして、等価な野生型Ｈ
３インフルエンザウイルス、同じＨＡセグメントおよびＮＡセグメント、ならびにＰＲ８
－Ｘに由来する全てのバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイ
ルスを使用する。
【０１９１】
　さらに、バックボーン番号１７および１９、ならびに第２のＨ３インフルエンザ（株１
）ウイルスもしくは汎流行性Ｈ１インフルエンザウイルス（株３）のいずれかに由来する
上記ＨＡセグメントおよびＮＡセグメントを含む、リアソータントインフルエンザ株を生
成する。上記Ｈ３株のためのコントロールとして、等価な野生型Ｈ３（株２）インフルエ
ンザウイルス、ならびに同じＨＡセグメントおよびＮＡセグメント、ならびにＰＲ８－Ｘ
に由来する全てのバックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルス
を使用する。上記汎流行性Ｈ１インフルエンザウイルスについては、同じＨＡセグメント
およびＮＡセグメント、ならびにＰＲ８－Ｘに由来する全てのバックボーンセグメントを
含むリアソータントインフルエンザウイルスを使用する。
【０１９２】
　上記リアソータントインフルエンザウイルスおよび上記コントロールウイルスを、ＭＤ
ＣＫ細胞において増殖させ、ウイルス力価を、異なる時点においてＦＦＡによって測定す
る。バックボーン１７、１９および２０を含む上記リアソータントＨ３ウイルス（株１）
、ならびにバックボーン１７および１９を含む上記Ｈ３インフルエンザウイルス（株３）
に関して、２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む上記インフルエンザ
ウイルスは、上記野生型ウイルスおよび単一のドナー株にのみ由来するバックボーンセグ
メントを含む上記リアソータントウイルスと比較して、より高い力価まで増殖する（図１
１および図１２を参照のこと）。
【０１９３】
　上記汎流行性Ｈ１インフルエンザウイルスに関して、バックボーン１７および１９を含
む上記リアソータントインフルエンザ株は、ＰＲ８－Ｘに由来する全てのバックボーンセ
グメントを含んだ上記コントロールと比較して、より高い力価まで増殖する（図９を参照
のこと）。
【０１９４】
　上記データから、２種の異なるドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリア
ソータントインフルエンザウイルスは、単一のドナー株のみに由来するバックボーンセグ
メントを含むリアソータントインフルエンザウイルスと比較すると、改善された増殖速度
を示し得ることが示される。
【０１９５】
　上記実験をまた、４種の異なるＨ１株もしくはＨ３株に由来する上記ＨＡセグメントお
よびＮＡセグメントと組み合わせて、バックボーン１９または上記ＰＲ８－Ｘに由来する
バックボーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルスを使用して反復し
た。結果を図１０に示す。
【０１９６】
　（２種の異なるドナー株に由来するバックボーンセグメントを有するリアソータントイ
ンフルエンザウイルスは、より高い収量を与える）
　２種の異なるインフルエンザドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソ
ータントインフルエンザウイルスもまた、より高い収量を提供し得るか否かを試験するた
めに、上記リアソータント株のＨＡ収量を、ＨＡ－ＥＬＩＳＡによって試験する。この目
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フルエンザ株のＨＡ／ＮＡセグメントを含む同じリアソータントインフルエンザウイルス
を、使用する。コントロールとして、等価な野生型インフルエンザウイルス、ならびに同
じＨＡセグメントおよびＮＡセグメント、ならびにＰＲ８－Ｘに由来する全てのバックボ
ーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルスを、使用する。さらに、ウ
イルス力価を、ＦＦＡアッセイで確認する。
【０１９７】
　上記結果から、２種の異なるドナー株に由来するバックボーンセグメントを含む上記リ
アソータントインフルエンザ株は、ＰＲ８－Ｘに由来する全てのバックボーンを含んだイ
ンフルエンザウイルスと比較して、より高い収量まで増殖し得ることが確認される（図１
３（Ａ）および１３（Ｃ）を参照のこと）。さらに、２種のドナー株に由来するバックボ
ーンセグメントを含むリアソータントインフルエンザウイルスもまた、より高いＨＡ収量
を与える（図１３（Ｂ）および１３（Ｄ）を参照のこと）。
【０１９８】
　これらデータから、２種のドナー株に由来するバックボーンセグメントを含むリアソー
タントインフルエンザウイルスは、単一のドナー株のみに由来するバックボーンセグメン
トを含むリアソータントインフルエンザウイルスと比較して、より高い収量を与えること
が示される。
【０１９９】
　本発明は、例示によってのみ記載されてきたこと、および改変は、本発明の範囲および
趣旨内にありながら行われ得ることが理解される。
【０２００】
【化１】

【０２０１】
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