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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　SEQ ID NO: 16であるアミノ酸配列を含む、ヒト血清アルブミン（HSA）リンカーコンジ
ュゲートB2B3-1。
【請求項２】
　16 nMのKdでErbB3に結合し、かつ0.3 nMのKdでErbB2に結合する、請求項1記載のHSAリ
ンカーコンジュゲート。
【請求項３】
　前記HSAリンカーが、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列を含む、請求項1記載のHSA
リンカーコンジュゲート。
【請求項４】
　薬学的に許容される担体、賦形剤、または希釈剤と混合された、請求項1～3のいずれか
一項記載のHSAリンカーコンジュゲート。
【請求項５】
　請求項1～4のいずれか一項記載のHSAリンカーコンジュゲートを含む医薬。
【請求項６】
　シクロホスファミド、カンプトテシン、ホモカンプトテシン、コルヒチン、コンブレタ
スタチン、リゾキシン、ドリスタチン（dolistatin）、アンサマイトシンp3、メイタンシ
ノイド、アウリスタチン、カリチアマイシン（caleachimicin）、メトトレキサート、5-
フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン、パクリタキセル、ドセタキセル、シスプラ
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チン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラロキシフェン、レトロゾール、エピルビシン
、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブ、およびこれらの誘導体からなる群より
選択される1つまたは複数の治療剤と組み合わせて使用するための、請求項1～4のいずれ
か一項記載のHSAリンカーコンジュゲートを含む、組成物。
【請求項７】
　前記治療剤がトラスツズマブである、請求項6記載の組成物。
【請求項８】
　前記HSAリンカーコンジュゲートが、SEQ ID NO: 16であるアミノ酸配列を含むHSAリン
カーコンジュゲートB2B3-1である、請求項6記載の組成物。
【請求項９】
　ヒト乳房腫瘍細胞を用いたヒト異種移植モデルのヌードマウスにおいて第一の用量の治
療剤および第二の用量のHSAリンカーコンジュゲートにより試験した場合に、同一モデル
において第一の用量の治療剤のみまたは第二の用量のHSAリンカーコンジュゲートのみに
より提供されるよりも大きな効果が該組み合わせによって提供される、請求項8記載の組
成物。
【請求項１０】
　少なくとも3 mg/kgのB2B3-1および少なくとも0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するよ
うに対象に投与することが可能な剤形である、請求項9記載の組成物。
【請求項１１】
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与される
のに適合化された剤形である、請求項10記載の組成物。
【請求項１２】
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与される
のに適合化された剤形である、請求項10記載の組成物。
【請求項１３】
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与された
場合に、対応する対象の3 mg/kgのB2B3-1のみまたは0.1 mg/kgのトラスツズマブのみによ
る処理よりも効果的である、請求項11記載の組成物。
【請求項１４】
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与された
場合に、対応する対象の10 mg/kgのB2B3-1のみまたは1 mg/kgのトラスツズマブのみによ
る処理よりも効果的である、請求項12記載の組成物。
【請求項１５】
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブをそれぞれに提供するように複数の
対象に投与された場合に、20日後に該対象の10%超において腫瘍の退縮を誘導する、請求
項11記載の組成物。
【請求項１６】
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブをそれぞれに提供するように複数の
対象に投与された場合に、20日後に該対象の少なくとも50%において腫瘍の退縮を誘導す
る、請求項12記載の組成物。
【請求項１７】
　前記治療剤がラパチニブである、請求項6記載の組成物。
【請求項１８】
　前記治療剤がタキサンである、請求項6記載の組成物。
【請求項１９】
　タキサンがパクリタキセルまたはドセタキセルである、請求項18記載の組成物。
【請求項２０】
　前記治療剤がレトロゾールである、請求項6記載の組成物。
【請求項２１】
　疾患または障害を有する患者を治療するための医薬の製造における、請求項1～4のいず
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れか一項記載のHSAリンカーコンジュゲートまたは請求項5～20のいずれか一項記載の組成
物の使用。
【請求項２２】
　前記疾患または障害が増殖性疾患である、請求項21記載の使用。
【請求項２３】
　前記増殖性疾患が、細胞表面レセプターを通じた細胞シグナル伝達に関連する、請求項
22記載の使用。
【請求項２４】
　前記増殖性疾患が、黒色腫、明細胞肉腫、リンパ腫、頭頸部癌、膀胱癌、乳癌、結腸癌
、直腸癌、卵巣癌、子宮内膜癌、胃癌、食道癌、膵臓癌、腎臓癌、前立腺癌、唾液腺癌、
肺癌、肝臓癌、皮膚癌、または脳癌である、請求項22記載の使用。
【請求項２５】
　前記医薬が、シクロホスファミド、カンプトテシン、ホモカンプトテシン、コルヒチン
、コンブレタスタチン、リゾキシン、ドリスタチン（dolistatin）、アンサマイトシンp3
、メイタンシノイド、アウリスタチン、カリチアマイシン（caleachimicin）、メトトレ
キサート、5-フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン、パクリタキセル、ドセタキセ
ル、シスプラチン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラロキシフェン、レトロゾール、
エピルビシン、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブ、およびこれらの誘導体か
らなる群より選択される1つまたは複数の治療剤と組み合わせて投与することによって哺
乳類を治療するためのものである、請求項21～24のいずれか一項記載の使用。
【請求項２６】
　前記1つまたは複数の治療剤がトラスツズマブである、請求項25記載の使用。
【請求項２７】
　前記哺乳類がヒトである、請求項21～26のいずれか一項記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　ヒト血清アルブミン（HSA）リンカーコンジュゲート、ならびにその結合用、診断用、
および治療用のコンジュゲートを提供する。一態様では、HSAリンカーは、2つのアミノ酸
置換を包含する。別の態様は、第一および第二の単鎖Fv分子（scFv）であるアミノ末端お
よびカルボキシ末端の結合部分にHSAリンカーが共有結合している、コンジュゲートであ
る。例示的なコンジュゲートは、例えば治療用途等のために腫瘍細胞の増殖を低下させる
のに有用である。診断用および治療用のHSAリンカーコンジュゲートの製造および投与の
ための方法を、さらに提供する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　抗体様結合部分（無傷の抗体、抗体断片、およびscFv内のものを含む）は、治療用途の
ためにしばしば使用される。一般に抗体断片およびscFvは無傷の抗体よりも短い血清半減
期を呈し、一部の治療用途においては、そのような断片およびscFvの機能を保有する治療
剤に関してインビボ半減期の延長が望ましいことがあり得る。
【０００３】
　ヒト血清アルブミン（HSA）は、約66,500kDのタンパク質であって、少なくとも17個の
ジスルフィド架橋を含む585アミノ酸から構成される。アルブミンファミリーの多くのメ
ンバーと同様に、ヒト血清アルブミンはヒトの生理機能において重要な役割を果たし、実
質的にあらゆるヒトの組織および身体分泌物に存在する。HSAは、長鎖脂肪酸を含む広範
なリガンドを結合させて循環系全体に輸送する能力を有し、これらはさもなくば循環血漿
中で不溶性である。
【０００４】
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　血清アルブミンは、ビタミンD結合タンパク質としても公知である、α-フェトプロテイ
ンおよびヒト群に特異的な成分を含むタンパク質ファミリーに属する。血清アルブミンは
循環系の主要な可溶性タンパク質であって、多くの生命維持に必要な生理学的プロセスに
寄与している。血清アルブミンは一般に、乾燥重量あたり約50％の全血成分を含む。アル
ブミンおよびその関連する血液タンパク質はまた、種々の化学的に異なる分子、例えば脂
肪酸、アミノ酸、ステロイド、カルシウム、金属、例えば銅および亜鉛、ならびに種々の
薬剤を含む、人体における多くの内因性および外因性のリガンドの、輸送、分布、および
代謝において重要な役割も果たしている。アルブミンファミリーの分子は一般に、肝臓、
腸、腎臓、および脳などの器官-循環の境界を横断する、多くのこれらのリガンドの輸送
を促進すると考えられている。アルブミンはこのように、広範な循環機能および代謝機能
に関与している。
【発明の概要】
【０００５】
　第一の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 6～15のいずれか一つに示されるアミノ酸配列
を含むヒト血清アルブミン（HSA）リンカーと、抗体、単鎖Fv分子、二重特異性単鎖Fv（(
scFv')2）分子、ドメイン抗体、ダイアボディ、トリアボディ（triabody）、ホルモン、F
ab断片、F(ab')2分子、タンデムscFv（taFv）断片、レセプター（例えば細胞表面レセプ
ター）、リガンド、アプタマー、およびこれらの生物学的に活性な断片からなる群より選
択される、第一および第二の結合部分とを含むHSAリンカーコンジュゲートを提供し、こ
こで、該第一の結合部分は該HSAリンカーのアミノ末端に結合し、該第二の結合部分は該H
SAリンカーのカルボキシ末端に結合している。一態様では、該第一の結合部分はErbB3に
特異的に結合し、該第二の結合部分はErbB2に特異的に結合している。他の態様では、HSA
リンカーはSEQ ID NO: 1、9、10、14、または15に示されるアミノ酸配列を含む。
【０００６】
　第二の局面では、3つ以上の結合部分（例えば、4、5、6、7、8、9、10個以上）を上記
剤に含めることができ；これら追加の結合部分は、例えば第一または第二の結合部分と一
列になって（例えば、2、3、4もしくは5個以上が一列になって）該剤に付加されうる。
【０００７】
　第三の局面では本発明は、SEQ ID NO: 1に示される配列に対して少なくとも90％の配列
同一性を有するアミノ酸配列と、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列の34位のセリン残
基と、503位のグルタミン残基とを含む、HSAリンカーを提供する。一態様では、該アミノ
酸配列はSEQ ID NO: 1に示される配列に対して少なくとも95％の配列同一性を有する。別
の態様では、該HSAリンカーはSEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列を含む。さらに別の
態様では、該HSAリンカーはSEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列を有する。
【０００８】
　第四の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1に示される配列に対して少なくとも90％のア
ミノ酸配列同一性を有するHSAリンカーと、少なくとも第一の結合部分とを含む、HSAリン
カーコンジュゲートを提供する。一態様では、該HSAリンカーコンジュゲートは、第一の
結合部分をHSAリンカーに結合させる、第一のペプチドコネクターを含む。
【０００９】
　第五の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 11～15のいずれか一つに示されるアミノ酸配
列またはこれらの配列のいずれか一つの断片もしくは変異体を有するHSAリンカーと、少
なくとも第一の結合部分とを含む、HSAリンカーコンジュゲートを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第四または第五の局面どちらかの特定の態様では、HSAリンカーコンジュゲー
トは、第一の結合部分をHSAリンカーのアミノ末端またはカルボキシ末端に結合させる、
第一のペプチドコネクター（例えば、AAS、AAQ、またはAAAL（SEQ ID NO: 5））をさらに
含む。ある態様では、第一のコネクターは、第一の結合部分をHSAリンカーに共有結合さ
せる。
【００１１】
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　本発明の第四または第五の局面どちらかの特定の態様では、HSAリンカーコンジュゲー
トは、少なくとも第二の結合部分をさらに含む。ある態様では、HSAリンカーコンジュゲ
ートは、第二の結合部分をHSAリンカーに結合させる第二のペプチドコネクター（例えば
、AAS、AAQ、またはAAAL（SEQ ID NO: 5））をさらに含む。他の態様では、第二のコネク
ターは、第二の結合部分をHSAリンカーのアミノ末端またはカルボキシ末端に結合させる
。さらなる態様では、第二のコネクターは、第二の結合部分をHSAリンカーに共有結合さ
せる。他の態様では、HSAリンカーコンジュゲートは、第一または第二の結合部分と一列
になって含まれている3つ以上の結合部分をさらに含み；該3つ以上の結合部分は、該3つ
以上の結合部分を該第一または第二の結合部分に結合させかつ互いに結合させるコネクタ
ー配列をさらに含むことができる。
【００１２】
　本発明の第四または第五の局面どちらかの特定の態様では、HSAリンカーコンジュゲー
トは、第一の結合部分をHSAリンカーのアミノ末端に共有結合させる第一のペプチドコネ
クターと、第二の結合部分をHSAリンカーのカルボキシ末端に共有結合させる第二のペプ
チドコネクターとを含む。一態様では、第一のコネクターはアミノ酸配列AASまたはAAQを
有し、第二のコネクターはSEQ ID NO: 5に示されるアミノ酸配列を有する。
【００１３】
　本発明の第四または第五どちらかの局面の特定の態様では、第一または第二の結合部分
（または第三以降の結合部分）は、抗体、単鎖Fv分子、二重特異性単鎖Fv（(scFv')2）分
子、ドメイン抗体、ダイアボディ、トリアボディ、ホルモン、Fab断片、F(ab')2分子、タ
ンデムscFv（taFv）断片、レセプター（例えば、細胞表面レセプター）、リガンド、アプ
タマー、またはこれらの生物学的に活性な断片である。他の態様では、本明細書で提供さ
れるHSAリンカーコンジュゲートは、これらの別々のタイプの結合部分の組み合わせを含
む。一態様では、少なくとも第一または第二の結合部分はヒト単鎖Fv分子またはヒト化単
鎖Fv分子である。
【００１４】
　本発明の第一、第二、第三、第四、または第五の局面のいずれか一つの態様では、上記
第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分）の1つまた
は複数が、インスリン様成長因子1レセプター（IGF1R）、IGF2R、インスリン様成長因子
（IGF）、間葉上皮移行因子レセプター（c-met；肝細胞成長因子レセプター（HGFR）とし
ても公知）、肝細胞成長因子（HGF）、上皮細胞成長因子レセプター（EGFR）、上皮細胞
成長因子（EGF）、ヘレグリン、線維芽細胞成長因子レセプター（FGFR）、血小板由来成
長因子レセプター（PDGFR）、血小板由来成長因子（PDGF）、血管内皮成長因子レセプタ
ー（VEGFR）、血管内皮成長因子（VEGF）、腫瘍壊死因子レセプター（TNFR）、腫瘍壊死
因子α（TNF-α）、TNF-β、葉酸レセプター（FOLR）、葉酸、トランスフェリンレセプタ
ー（TfR）、メソセリン、Fcレセプター、c-kitレセプター、c-kit、インテグリン（例え
ば、α4インテグリンまたはβ-1インテグリン）、P-セレクチン、スフィンゴシン-1-リン
酸レセプター-1（S1PR）、ヒアルロン酸レセプター、白血球機能抗原-1（LFA-1）、CD4、
CD11、CD18、CD20、CD25、CD27、CD52、CD70、CD80、CD85、CD95（Fasレセプター）、CD1
06（血管細胞付着分子1（VCAMl）、CD166（活性化白血球細胞接着分子（ALCAM））、CD17
8（Fasリガンド）、CD253（TNF関連アポトーシス誘導性リガンド（TRAIL））、ICOSリガ
ンド、CCR2、CXCR3、CCR5、CXCL12（間質細胞由来因子1（SDF-1））、インターロイキン1
（IL-1）、CTLA-4、MART-1、gp100、MAGE-1、エフリン（Eph）レセプター、粘膜アドレシ
ン細胞付着分子1（MAdCAM-1）、癌胎児性抗原（CEA）、LewisY、MUC-1、上皮細胞接着分
子（EpCAM）、癌抗原125（CA125）、前立腺特異的膜抗原（PSMA）、TAG-72抗原、および
これらの断片からなる群より選択されるタンパク質であるかまたはそれらのタンパク質に
特異的に結合する。さらなる態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場
合には第三以降の結合部分）の1つまたは複数は、赤芽球白血病ウイルス癌遺伝子ホモロ
グ（ErbB）レセプター（例えば、ErbB1レセプター；ErbB2レセプター；ErbB3レセプター
；およびErbB4レセプター）であるか、またはこれに特異的に結合する。別の態様では、
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第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分）の1つまた
は複数は、α-フェトプロテイン（AFP）もしくはインターフェロン、またはこれらの生物
学的に活性な断片であるか、またはこれに特異的に結合する。さらなる態様では、第一ま
たは第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分）の1つまたは複数
は、ナタリズマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、リツキシマブ、アレムツズマブ、
ベバシズマブ、ダクリズマブ、エファリズマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、トラスツ
ズマブ、アバタセプト、エタネルセプト、ペルツズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ、
またはアナキンラである。
【００１５】
　本発明の第一、第二、第三、第四、または第五の局面のうちのいずれか一つでは、HSA
リンカーコンジュゲートは診断剤、治療剤またはその両方に結合している。一態様では、
診断剤は検出可能標識、例えば、放射性標識、蛍光標識、または重金属標識である。別の
態様では、治療剤は細胞毒性剤、細胞増殖抑制剤、または免疫調節剤である。細胞毒性剤
としてはアルキル化剤、抗生物質、抗腫瘍剤、抗増殖剤、代謝拮抗剤、チューブリンイン
ヒビター、トポイソメラーゼIもしくはIIのインヒビター、ホルモンのアゴニストもしく
はアンタゴニスト、免疫調節剤、DNAマイナーグルーブバインダー、および放射性剤、ま
たは、腫瘍細胞に結合して該細胞を殺傷できるかもしくは腫瘍細胞増殖を阻害できる任意
の剤が挙げられる。抗腫瘍剤としてはシクロホスファミド、カンプトテシン、ホモカンプ
トテシン、コルヒチン、コンブレスタチン（combrestatin）、コンブレスタチン、リゾキ
シン、ドリスタチン（dolistatin）、アンサマイトシンp3、メイタンシノイド、アウリス
タチン、カリチアマイシン（caleachimicin）、メトトレキサート、5-フルオロウラシル
（5-FU）、ドキソルビシン、パクリタキセル、ドセタキセル、シスプラチン、カルボプラ
チン、タモキシフェン、ラロキシフェン、レトロゾール、エピルビシン、ベバシズマブ、
ペルツズマブ、トラスツズマブ、およびこれらの誘導体が挙げられる。
【００１６】
　本発明の第一、第二、第三、第四、または第五の局面のうちのいずれか一つでは、HSA
リンカーコンジュゲートは薬学的に許容される担体、賦形剤、または希釈剤と混合される
。一態様では、該剤は6時間～7日間のインビボ半減期を呈する。別の態様では、該剤は、
8時間超のインビボ半減期を呈する。
【００１７】
　第六の局面では、本発明は、本明細書に記載のHSAリンカーコンジュゲートのいずれか
一つを投与することによって疾患または障害を有する哺乳動物を治療するための方法を特
徴とする。一態様では、該疾患または障害は、細胞表面レセプターを通じた細胞シグナル
伝達に関連する。別の態様では、該哺乳動物はヒトである。さらなる態様では、該疾患ま
たは障害は増殖性疾患または自己免疫疾患である。増殖性疾患としては、黒色腫、明細胞
肉腫、頭頸部癌、膀胱癌、乳癌、結腸癌、卵巣癌、子宮内膜癌、胃癌、膵臓癌、腎臓癌、
前立腺癌、唾液腺癌、肺癌、肝臓癌、皮膚癌、および脳癌などの癌が挙げられる。自己免
疫疾患としては、多発性硬化症、乾癬、重症筋無力症、ブドウ膜炎、全身性エリテマトー
デス、および関節リウマチが挙げられる。一態様では、HSAリンカーコンジュゲートは、1
つまたは複数の治療剤と、例えば抗腫瘍剤と組み合わせて投与される。
【００１８】
　第七の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1、3、もしくは6～15のいずれか一つに示され
るアミノ酸配列、または、SEQ ID NO: 1、3、もしくは6～15のいずれか一つに示される配
列に対して少なくとも90％、95％、97％、もしくは100％の配列同一性を有する配列を有
するHSAリンカーのアミノ末端に少なくとも第一の結合部分を、およびカルボキシ末端に
第二の結合部分を結合させることによって、HSAリンカーコンジュゲートを作製するため
の方法を特徴とする。一態様では、第一または第二の結合部分はHSAリンカーのアミノ末
端またはカルボキシ末端に共有結合している。他の態様では、第三以降の結合部分（例え
ば、第四、第五、第六、第七、第八、第九、または第十の結合部分）は、第一または第二
の結合部分と一列になって、HSAリンカーのアミノ末端またはカルボキシ末端に共有結合
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する。別の態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の
結合部分）の1つまたは複数は、抗体、単鎖Fv分子、二重特異性単鎖Fv（(scFv')2）分子
、ドメイン抗体、ダイアボディ、トリアボディ、ホルモン、Fab断片、F(ab')2分子、タン
デムscFv（taFv）断片、レセプター（例えば、細胞表面レセプター）、リガンド、または
アプタマーである。別の態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場合に
は第三以降の結合部分）はヒト単鎖Fv分子またはヒト化単鎖Fv分子である。さらに別の態
様では、この第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分
）の1つまたは複数は、インスリン様成長因子1レセプター（IGF1R）、IGF2R、インスリン
様成長因子（IGF）、間葉上皮移行因子レセプター（c-met；肝細胞成長因子レセプター（
HGFR）としても公知）、肝細胞成長因子（HGF）、上皮細胞成長因子レセプター（EGFR）
、上皮細胞成長因子（EGF）、ヘレグリン、線維芽細胞成長因子レセプター（FGFR）、血
小板由来成長因子レセプター（PDGFR）、血小板由来成長因子（PDGF）、血管内皮成長因
子レセプター（VEGFR）、血管内皮成長因子（VEGF）、腫瘍壊死因子レセプター（TNFR）
、腫瘍壊死因子α（TNF-α）、TNF-β、葉酸レセプター（FOLR）、葉酸、トランスフェリ
ンレセプター（TfR）、メソセリン、Fcレセプター、c-kitレセプター、c-kit、インテグ
リン（例えば、α4インテグリンまたはβ-1インテグリン）、P-セレクチン、スフィンゴ
シン-1-リン酸レセプター-1（S1PR）、ヒアルロン酸レセプター、白血球機能抗原-1（LFA
-1）、CD4、CD11、CD18、CD20、CD25、CD27、CD52、CD70、CD80、CD85、CD95（Fasレセプ
ター）、CD106（血管細胞付着分子1（VCAM1）、CD166（活性化白血球細胞接着分子（ALCA
M））、CD178（Fasリガンド）、CD253（TNF関連アポトーシス誘導性リガンド（TRAIL））
、ICOSリガンド、CCR2、CXCR3、CCR5、CXCL12（間質細胞由来因子1（SDF-1））、インタ
ーロイキン1（IL-1）、CTLA-4、MART-1、gp100、MAGE-1、エフリン、（Eph）レセプター
、粘膜アドレシン細胞付着分子1（MAdCAM-1）、癌胎児性抗原（CEA）、LewisY、MUC-1、
上皮細胞接着分子（EpCAM）、癌抗原125（CA125）、前立腺特異的膜抗原（PSMA）、TAG-7
2抗原、およびこれらの断片であるかまたはこれに特異的に結合する。さらなる態様では
、第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分）の1つま
たは複数は、赤芽球白血病ウイルス癌遺伝子ホモログ（ErbB）レセプター（例えば、ErbB
1レセプター；ErbB2レセプター；ErbB3レセプター；およびErbB4レセプター）であるかま
たはこれに特異的に結合する。別の態様では、第一または第二の結合部分（または、存在
する場合には第三以降の結合部分）の1つまたは複数は、α-フェトプロテイン（AFP）も
しくはインターフェロン、またはこれらの生物学的に活性な断片であるか、またはこれに
特異的に結合する。さらなる態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場
合には第三以降の結合部分）の1つまたは複数は、ナタリズマブ、インフリキシマブ、ア
ダリムマブ、リツキシマブ、アレムツズマブ、ベバシズマブ、ダクリズマブ、エファリズ
マブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、トラスツズマブ、アバタセプト、エタネルセプト、
ペルツズマブ、セツキシマブ、パニツムマブ、またはアナキンラである。別の態様では、
該剤は診断剤または治療剤に結合している。一態様では、診断剤は検出可能標識、例えば
、放射性タグ、生物発光タグ、蛍光タグ、重金属タグ、またはエピトープタグである。別
の態様では、治療剤は細胞毒性剤、細胞増殖抑制剤、または免疫調節剤である。細胞毒性
剤としては、アルキル化剤、抗生物質、抗腫瘍剤、抗増殖剤、代謝拮抗剤、チューブリン
インヒビター、トポイソメラーゼIおよびIIのインヒビター、ホルモンのアゴニストもし
くはアンタゴニスト、免疫調節剤、DNAマイナーグルーブバインダー、および放射性剤、
または、腫瘍細胞に結合して該細胞を殺傷できるかもしくは腫瘍細胞増殖を阻害できる、
任意の剤が挙げられる。抗腫瘍剤としてはシクロホスファミド、カンプトテシン、ホモカ
ンプトテシン、コルヒチン、コンブレスタチン、コンブレスタチン、リゾキシン、ドリス
タチン、アンサマイトシンp3、メイタンシノイド、アウリスタチン、カリチアマイシン、
メトトレキサート、5-フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン、パクリタキセル、ド
セタキセル、シスプラチン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラロキシフェン、レトロ
ゾール、エピルビシン、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブ、およびこれらの
誘導体が挙げられる。さらなる態様では、該剤は、薬学的に許容される担体、賦形剤、ま
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たは希釈剤と混合される。
【００１９】
　第八の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1、3、および6～15のいずれか一つに示される
アミノ酸配列中の1つまたは複数の表面露出アミノ酸残基を、診断剤または治療剤の結合
を可能にする化学修飾が可能な置換アミノ酸で置換することによって、HSAリンカーを作
製するための方法を特徴とする。一態様では、置換アミノ酸はシステインであり、表面露
出アミノ酸残基はセリンまたはトレオニンである。別の態様では、化学修飾によって、置
換アミノ酸と診断剤または治療剤との間の共有結合が生じる。さらなる態様では、表面露
出アミノ酸残基は、496位のトレオニン、58位のセリン、76位のトレオニン、79位のトレ
オニン、83位のトレオニン、125位のトレオニン、236位のトレオニン、270位のセリン、2
73位のセリン、304位のセリン、435位のセリン、478位のトレオニン、506位のトレオニン
、または508位のトレオニンである。
【００２０】
　第九の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1、3、および6～15のいずれか一つに示される
アミノ酸配列内の残基の1つまたは複数をアスパラギン、セリン、またはトレオニンで置
換して、それによりHSA剤内部にグリコシル化部位を組み込むことによって、HSAリンカー
を作製するための方法を特徴とする。
【００２１】
　第十の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1、3、および6～15のいずれか一つに示される
アミノ酸配列内の残基アスパラギン、セリン、またはトレオニンのうちの1つまたは複数
を、アスパラギン、セリン、またはトレオニン以外の任意のアミノ酸で置換し、それによ
りHSA剤からグリコシル化部位を取り除くことによって、HSAリンカーを作製するための方
法を特徴とする。
【００２２】
　第十一の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 16～25に示されるアミノ酸配列の一つに対
して少なくとも90％の配列同一性を有する配列を含む、HSAリンカーを特徴とする。一態
様では、該HSAリンカーはSEQ ID NO: 16～25に示されるアミノ酸配列のうちの一つに対し
て少なくとも95％の配列同一性を有する。別の態様では、該HSAリンカーはSEQ ID NO: 16
～25に示されるアミノ酸配列のうち一つを含む。さらに別の態様では、該HSAリンカーはS
EQ ID NO: 16～25に示されるアミノ酸配列のうち一つを有する。
【００２３】
　さらなる態様では、該HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートは、診断剤または
治療剤に結合している。診断剤としては、検出可能標識、例えば放射性標識、生物発光標
識、蛍光標識、もしくは重金属標識、またはエピトープタグが挙げられる。検出可能標識
として役立ち得る蛍光分子としては、緑色蛍光タンパク質（GFP）、高感度GFP（eGFP）、
黄色蛍光タンパク質（YFP）、シアン蛍光タンパク質（CFP）、赤色蛍光タンパク質（RFP
）およびdsRedが挙げられる。一態様では、生物発光分子はルシフェラーゼである。別の
態様では、エピトープタグはc-myc、赤血球凝集素、またはヒスチジンタグである。さら
なる態様では、治療剤は、シトクロムc、カスパーゼ1～10、グランザイムAまたはB、腫瘍
壊死因子-α（TNF-α）、TNF-β、Fas、Fasリガンド、Fas関連死ドメイン様IL-1β変換酵
素（FLICE）、TRAIL/APO2L、TWEAK/APO3L、Bax、Bid、Bik、Bad、Bak、RICK、血管アポト
ーシス誘導性タンパク質1および2（VAPlおよびVAP2）、ピエリシン、アポトーシス誘導性
タンパク質（AIP）、IL-1αプロピース（propiece）ポリペプチド、アポプチン、アポプ
チン関連タンパク質1（AAP-1）、エンドスタチン、アンギオスタチン、およびこれらの生
物学的に活性な断片などの、細胞毒性ポリペプチドである。HSAリンカーまたはHSAリンカ
ーコンジュゲートは、1つまたは複数の治療剤、例えば、シクロホスファミド、カンプト
テシン、ホモカンプトテシン、コルヒチン、コンブレスタチン、コンブレスタチン、リゾ
キシン、ドリスタチン、アンサマイトシンp3、メイタンシノイド、アウリスタチン、カリ
チアマイシン、メトトレキサート、5-フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン、パク
リタキセル、ドセタキセル、シスプラチン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラロキシ
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フェン、レトロゾール、エピルビシン、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブ、
およびこれらの誘導体と組み合わせる（例えば、薬学的組成物中で結合させるまたは混合
する）ことができる。
【００２４】
　本明細書に記載の任意の局面のある態様では、第一および第二の結合部分（および、存
在する場合には第三以降の結合部分のうちの1つまたは複数）が、同じ標的分子に特異的
に結合する。任意の局面の別の態様では、第一および第二の結合部分（および、存在する
場合には第三以降の結合部分のうちの1つまたは複数）が、異なる標的分子に特異的に結
合する。任意の局面のさらなる態様では、第一および第二の結合部分（および、存在する
場合には第三以降の結合部分のうちの1つまたは複数）が、同じ標的分子上の異なるエピ
トープに特異的に結合する。
【００２５】
　第十二の局面では、本発明は、SEQ ID NO: 1のアミノ酸配列のアミノ酸残基25～44およ
び494～513の1つまたは複数を含む、HSAリンカーを特徴とする。一態様では、該HSAリン
カーは、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列のアミノ酸残基25～70および450～513を含
む。別の態様では、該HSAリンカーは、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列のアミノ酸
残基15～100および400～520を含む。さらなる態様では、該HSAリンカーは、SEQ ID NO: 1
に示されるアミノ酸配列のアミノ酸残基10～200および300～575を含む。別の態様では、
該HSAリンカーは、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列のアミノ酸残基5～250および275
～580を含む。
【００２６】
　本発明の第十二の局面では、該HSAリンカーは、HSAリンカーコンジュゲートを形成する
ために、少なくとも第一の結合部分に結合している。一態様では、HSAリンカーコンジュ
ゲートは、HSAリンカーのアミノ末端またはカルボキシ末端に第一の結合部分を結合させ
る第一のペプチドコネクターを少なくとも含む。別の態様では、該第一のペプチドコネク
ターは、第一の結合部分をHSAリンカーに共有結合させる。さらなる態様では、該HSAリン
カーは、第二の結合部分を含む。一態様では、該HSAリンカーは、第二の結合部分を該HSA
リンカーに結合させる第二のペプチドコネクターを含む。他の態様では、第二のコネクタ
ーは、第二の結合部分をHSAリンカーのアミノ末端またはカルボキシ末端に結合させる。
さらなる態様では、第二のコネクターは、第二の結合部分をHSAリンカーに共有結合させ
る。他の態様では、該HSAリンカーは、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、ま
たは第十の結合部分を含む。他の態様では、これら追加の結合部分は、第一または第二の
結合部分の一方または両方と一列になって存在する。さらに他の態様では、ペプチドコネ
クター（例えば、AAS、AAQ、またはAAAL（SEQ ID NO: 5））によって、これらの追加の結
合部分の1つまたは複数は、互いから、第一もしくは第二の結合部分から、またはHSAリン
カーから隔てられる。
【００２７】
　本発明の第十二の局面では、該HSAリンカーは、該ポリペプチドリンカーのアミノ末端
に第一の結合部分を共有結合させる第一のペプチドコネクターと、該HSAリンカーのカル
ボキシ末端に第二の結合部分を共有結合させる第二のペプチドコネクターとを含む。一態
様では、第一のコネクターはアミノ酸配列AASまたはAAQを有し、第二のコネクターはSEQ 
ID NO: 5に示されるアミノ酸配列を有する。
【００２８】
　本発明の第十二の局面では、第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第
三以降の結合部分）の1つまたは複数は、抗体、単鎖Fv分子、二重特異性単鎖Fv（(scFv')

2）分子、ドメイン抗体、ダイアボディ、トリアボディ、ホルモン、Fab断片、F(ab')2分
子、タンデムscFv（taFv）断片、レセプター（例えば、細胞表面レセプター）、リガンド
、アプタマー、またはこれらの生物学的に活性な断片である。一態様では、第一または第
二の結合部分（または、存在する場合には第三以降の結合部分）のうちの1つまたは複数
は、ヒト単鎖Fv分子またはヒト化単鎖Fv分子である。
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【００２９】
　本発明の第十二の局面では、この第一および第二の結合部分（または存在する場合には
第三以降の結合部分）のうちの1つまたは複数が、インスリン様成長因子1レセプター（IG
F1R）、IGF2R、インスリン様成長因子（IGF）、間葉上皮移行因子レセプター（c-met；肝
細胞成長因子レセプター（HGFR）としても公知）、肝細胞成長因子（HGF）、上皮細胞成
長因子レセプター（EGFR）、上皮細胞成長因子（EGF）、ヘレグリン、線維芽細胞成長因
子レセプター（FGFR）、血小板由来成長因子レセプター（PDGFR）、血小板由来成長因子
（PDGF）、血管内皮成長因子レセプター（VEGFR）、血管内皮成長因子（VEGF）、腫瘍壊
死因子レセプター（TNFR）、腫瘍壊死因子α（TNF-α）、TNF-β、葉酸レセプター（FOLR
）、葉酸、トランスフェリンレセプター（TfR）、メソセリン、Fcレセプター、c-kitレセ
プター、c-kit、インテグリン（例えば、α4インテグリンまたはβ-1インテグリン）、P-
セレクチン、スフィンゴシン-1-リン酸レセプター-1（S1PR）、ヒアルロン酸レセプター
、白血球機能抗原-1（LFA-1）、CD4、CD11、CD18、CD20、CD25、CD27、CD52、CD70、CD80
、CD85、CD95（Fasレセプター）、CD106（血管細胞付着分子1（VCAMl）、CDl66（活性化
白血球細胞接着分子（ALCAM））、CD178（Fasリガンド）、CD253（TNF関連アポトーシス
誘導性リガンド（TRAIL））、ICOSリガンド、CCR2、CXCR3、CCR5、CXCL12（間質細胞由来
因子1（SDF-1））、インターロイキン1（IL-1）、CTLA-4、MART-1、gp100、MAGE-1、エフ
リン（Eph）レセプター、粘膜アドレシン細胞付着分子1（MAdCAM-1）、癌胎児性抗原（CE
A）、LewisY、MUC-1、上皮細胞接着分子（EpCAM）、癌抗原125（CA125）、前立腺特異的
膜抗原（PSMA）、TAG-72抗原、およびこれらの断片からなる群より選択されるタンパク質
であるかまたはこれに特異的に結合する。さらなる態様では第一または第二の結合部分は
、赤芽球白血病ウイルス癌遺伝子ホモログ（ErbB）レセプター（例えば、ErbB1レセプタ
ー；ErbB2レセプター；ErbB3レセプター；およびErbB4レセプター）であるかまたはこれ
に特異的に結合する。別の態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場合
には第三以降の結合部分）の1つまたは複数は、α-フェトプロテイン（AFP）もしくはイ
ンターフェロン、またはこれらの生物学的に活性な断片であるか、またはこれに特異的に
結合する。さらなる態様では、第一または第二の結合部分（または、存在する場合には第
三以降の結合部分）の1つまたは複数は、ナタリズマブ、インフリキシマブ、アダリムマ
ブ、リツキシマブ、アレムツズマブ、ベバシズマブ、ダクリズマブ、エファリズマブ、ゴ
リムマブ、セルトリズマブ、トラスツズマブ、アバタセプト、エタネルセプト、ペルツズ
マブ、セツキシマブ、パニツムマブ、またはアナキンラである。
【００３０】
　本発明の第十二の局面では、該HSAリンカーは、診断剤、治療剤、またはその両方に結
合している。一態様では、診断剤は検出可能標識、例えば、放射性標識、蛍光標識、また
は重金属標識である。別の態様では、治療剤は細胞毒性剤、細胞増殖抑制剤、または免疫
調節剤である。細胞毒性剤としてはアルキル化剤、抗生物質、抗腫瘍剤、抗増殖剤、代謝
拮抗剤、チューブリンインヒビター、トポイソメラーゼIもしくはIIのインヒビター、ホ
ルモンのアゴニストもしくはアンタゴニスト、免疫調節剤、DNAマイナーグルーブバイン
ダー、および放射性剤、または、腫瘍細胞に結合して該細胞を殺傷できるかもしくは腫瘍
細胞増殖を阻害できる任意の剤が挙げられる。抗腫瘍剤としてはシクロホスファミド、カ
ンプトテシン、ホモカンプトテシン、コルヒチン、コンブレスタチン、コンブレスタチン
、リゾキシン、ドリスタチン、アンサマイトシンp3、メイタンシノイド、アウリスタチン
、カリチアマイシン、メトトレキサート、5-フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン
、パクリタキセル、ドセタキセル、シスプラチン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラ
ロキシフェン、レトロゾール、エピルビシン、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズ
マブ、およびこれらの誘導体が挙げられる。一態様では、結合したHSAリンカーは、薬学
的に許容される担体、賦形剤、または希釈剤と混合される。別の態様では、該HSAリンカ
ーは、6時間～7日間のインビボ半減期を呈する。さらなる態様では、該HSAリンカーは8時
間超のインビボ半減期を呈する。
【００３１】
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　本発明の第十三の局面は、本発明の前述の局面（一～十二）のいずれかの剤であって、
該HSAリンカーが別のポリペプチドリンカーで置き換えられた剤を特徴とする。例えば、
ポリペプチドリンカー配列は、哺乳動物、非ヒト血清アルブミンポリペプチド配列、例え
ば、ウシ、マウス、ネコ、およびイヌの血清アルブミン（BSA）ポリペプチド配列などで
あってもよい。他の態様では、このポリペプチドリンカー配列は、5～1,000アミノ酸長、
例えば、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、200、300、400、500、600、700、8
00、もしくは900アミノ酸長、またはこの範囲内の任意の数のアミノ酸である。他の態様
では、ポリペプチドリンカー配列は、単一のアミノ酸（例えば、これらに限定されるわけ
ではないが、グリシン、アラニン、セリン、グルタミン、ロイシン、およびバリンが挙げ
られる）またはアミノ酸の組み合わせを含む。
【００３２】
　別の態様では、HSAリンカーは、α-フェトプロテイン（AFP）ポリペプチド、例えば哺
乳動物AFPポリペプチド、例えばヒト、マウス、ウシ、またはイヌのAFPポリペプチドによ
って置き換えられる。ある態様では、AFPリンカーは、全長ヒトAFPポリペプチド配列（ア
ミノ酸1～609；SEQ ID NO: 58）、シグナル配列のアミノ酸1～18を欠いている成熟ヒトAF
Pポリペプチド配列（SEQ ID NO: 58のアミノ酸19～609）、またはこれらの断片に相当す
る。他の態様では、AFPポリペプチドリンカーは、SEQ ID NO: 58の少なくとも5～8個の連
続アミノ酸、好ましくは少なくとも10、20、または50個の連続アミノ酸、より好ましくは
少なくとも100個の連続のアミノ酸、最も好ましくは少なくとも200、300、400個、もしく
はそれ以上の連続アミノ酸を含むか、あるいは、これらの長さのうちの1つまたは複数を
有するSEQ ID NO: 58の連続ポリペプチド配列に対して少なくとも90％の配列同一性（例
えば、少なくとも95％、97％、99％、またはそれ以上の配列同一性）を有する。例えば、
SEQ ID NO: 58のアミノ酸446～479

に相当する34merのヒトAFPペプチドに対して90％の配列同一性を有するAFPポリペプチド
リンカー配列は、SEQ ID NO: 58の446～479セグメントから改変されたアミノ酸を最大3個
含みうる。生物学的に活性なヒトAFP断片における配列変更のこのような例の一つは、米
国特許第5,707,963号（参照により本明細書に組み入れられる）で見出され、これは例え
ば、2つのアミノ酸残基（SEQ ID NO: 59のアミノ酸9および22）に柔軟性（flexibility）
を有するヒトAFPの34アミノ酸断片（SEQ ID NO: 59）を開示している。AFPポリペプチド
リンカー配列のその他の例としては、例えば、SEQ ID NO: 58のアミノ酸19～198（ヒトAF
PドメインI）、SEQ ID NO: 58のアミノ酸217～408（ヒトAFPドメインII）、SEQ ID NO: 5
8のアミノ酸409～609（ヒトAFPドメインIII）、SEQ ID NO: 58のアミノ酸19～408（ヒトA
FPドメインI+II）、SEQ ID NO: 58のアミノ酸217～609（ヒトAFPドメインII+III）、およ
びSEQ ID NO: 58のアミノ酸285～609（ヒトAFP断片I）が挙げられる。別の態様では、ヒ
トAFPポリペプチドリンカー配列は、SEQ ID NO: 58のアミノ酸489～496を含む8アミノ酸
の配列（すなわち、EMTPVNPG）である。
【００３３】
　本発明の第十四の局面は、HSAリンカー、HSAリンカーコンジュゲート、または上述の第
一、第二、第三、第四、第五、第十一、第十二、および第十三の局面に記載される任意の
他の剤のいずれかを包含する、キットを特徴とする。キットは、実施者（例えば、医師、
看護師、または患者）がそれに含まれる組成物および剤を投与することを可能にするため
の説明書をさらに備える。一態様では、キットは、剤の有効量を含む、例えば、本明細書
記載のHSAリンカーコンジュゲートまたは、例えば、1つもしくは複数の結合部分（例えば
、抗体または抗体断片（例えば、scFv））、診断剤（例えば、放射性核種またはキレート
剤）、および/もしくは治療剤（例えば、細胞毒性剤または免疫調節剤）を含む、HSAリン
カーの有効量を含む、単一用量または複数回用量の薬学的組成物の複数のパッケージを備
える。任意で、薬学的組成物を投与するために必要な説明書またはデバイスをキットに含
めてもよい。例えばキットは、HSAリンカーコンジュゲートもしくはHSAリンカー、または
それに結合した任意の結合剤、診断剤および/もしくは治療剤の有効量を含む、1つまたは
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複数の充填済み注射器を提供し得る。さらにキットは、疾患または病状（例えば、癌、自
己免疫疾患、または心血管系疾患）に罹患している患者が、例えばHSAリンカーコンジュ
ゲートもしくはHSAリンカーまたはそれに結合した任意の結合剤、診断剤、および/もしく
は治療剤を含む薬学的組成物を用いるための説明書または投与スケジュールなどの、追加
の構成要素を備えてもよい。
【００３４】
定義
　「抗体」という用語は、本明細書において互換的に用いる場合、抗体または免疫グロブ
リンの全体および、任意の抗原結合断片またはその単鎖を包含する。抗体とは、本明細書
において用いる場合、哺乳動物（例えば、ヒトまたはマウス）のものでもよく、ヒト化さ
れても、キメラであっても、組み換えられていても、合成的に作製されても、または天然
から単離されてもよい。ヒトを含むほとんどの哺乳動物では、抗体全体とは、ジスルフィ
ド結合によって接続された少なくとも2つの重（H）鎖および2つの軽（L）鎖を有する。各
々の重鎖は、重鎖可変領域（本明細書においてVHと省略される）および重鎖定常領域から
なる。重鎖定常領域は、3つのドメインであるCH1、CH2、およびCH3、ならびにCH1とCH2と
の間のヒンジ領域からなる。各軽鎖は、軽鎖可変領域（本明細書においてVLと省略される
）および軽鎖定常領域からなる。軽鎖定常領域は、一つのドメインであるCLからなる。VH
およびVL領域はさらに、相補性決定領域（CDR）と呼ばれる超可変性の領域と、より保存
された、散在するフレームワーク領域（FR）と呼ばれる領域に細分することができる。VH
およびVLは各々、3つのCDRと4つのFRから構成され、これらは、アミノ末端からカルボキ
シ末端まで以下の順序で、整列されている：FR1、CDR1、FR2、CDR2、FR3、CDR3、FR4。重
鎖および軽鎖の可変領域は、抗原と相互作用する結合ドメインを含む。抗体の定常領域は
、免疫系の種々の細胞（例えば、エフェクター細胞）、および古典的な補体系の第一成分
（Clq）などを含む宿主の組織または因子への免疫グロブリンの結合を媒介し得る。本発
明の抗体には、全ての公知の形態の抗体および抗体様特性を有するその他のタンパク質骨
格が挙げられる。例えば抗体は、ヒト抗体、ヒト化抗体、二重特異性抗体、キメラ抗体、
または抗体様特性を有するタンパク質骨格、例えばフィブロネクチンまたはアンキリンリ
ピートであってもよい。抗体はまた、Fab、Fab'2、scFv、SMIP、ダイアボディ、ナノボデ
ィ、アプタマー、またはドメイン抗体であってもよい。抗体は、以下のアイソタイプのい
ずれを有してもよい：IgG（例えば、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4）、IgM、IgA（例え
ば、IgA1、IgA2、およびIgAsec）、IgD、またはIgE。本明細書において規定される結合部
分として、HSAリンカーと組み合わせて使用可能な抗体には、これらに限定されるわけで
はないが、ナタリズマブ、インフリキシマブ、アダリムマブ、リツキシマブ、アレムツズ
マブ、ベバシズマブ、ダクリズマブ、エファリズマブ、ゴリムマブ、セルトリズマブ、ト
ラスツズマブ、アバタセプト、エタネルセプト、ペルツズマブ、セツキシマブ、およびパ
ニツムマブが含まれる。
【００３５】
　「抗体断片」という用語は、本明細書において用いる場合、抗原（例えば、ErbB2）に
特異的に結合する能力を保持している抗体の1つまたは複数の断片を指す。抗体の抗原結
合機能は、全長抗体の断片によって発揮することが可能である。抗体の「抗原結合部分」
という用語に包含される結合断片の例としては、これらに限定されるわけではないが、以
下が挙げられる：（i）Fab断片、VL、VH、CLおよびCH1ドメインからなる一価断片；（ii
）F(ab')2断片、ヒンジ領域でジスルフィド架橋によって結合した2つのFab断片を含む二
価断片；（iii）VHおよびCH1ドメインからなるFd断片；（iv）抗体の単独のアームのVLお
よびVHドメインからなるFv断片；（v）VHおよびVLドメインを含むdAb；（vi）VHドメイン
からなるdAb断片（Wardら、Nature 341:544～546（1989））；（vii）VHまたはVLドメイ
ンからなるdAb；（viii）単離された相補性決定領域（CDR）；ならびに（ix）任意で合成
リンカーによって接続され得る、2つ以上の単離されたCDRの組み合わせ。さらに、Fv断片
の2つのドメインであるVLおよびVHは別々の遺伝子によってコードされているが、組換え
法を用いて、これらを、VLおよびVH領域が対になって一価の分子を形成する単一のタンパ
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ク質鎖（単鎖Fv（scFv）として公知；例えば、Birdら、Science 242:423～426（1988）；
ならびに、Hustonら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879～5883(1988)を参照のこと）
として作製することが可能である合成リンカーによって、接続することができる。これら
の抗体断片は当業者に公知の従来技術を用いて得られ、かつ該断片は、無傷の抗体と同じ
様式で有用性についてスクリーニングされる。抗体断片は、組み換えDNA技術によって、
または無傷の免疫グロブリンの酵素切断もしくは化学切断によって作製することができる
。
【００３６】
　「自己免疫疾患」とは、自己のエピトープまたは抗原に対して免疫系応答が生じる疾患
を意味する。自己免疫疾患の例としては、これらに限定されるわけではないが、円形脱毛
症、強直性脊髄炎、抗リン脂質症候群、自己免疫性アジソン病、自己免疫性溶血性貧血、
自己免疫性肝炎、ベーチェット病、水疱性類天疱瘡、心筋症、セリアックスプルー皮膚炎
、慢性疲労免疫機能障害症候群（CFIDS）、慢性炎症性脱髄性多発神経神経障害、チャー
グ・ストラウス症候群、瘢痕性類天疱瘡、CREST症候群、寒冷凝集素症、クローン病、円
板状狼瘡、本態性混合型クリオグロブリン血症、線維筋痛-線維筋炎、グレーブス病、ギ
ラン・バレー症候群、橋本甲状腺炎、甲状腺機能低下症、特発性肺線維症、特発性血小板
減少性紫斑病（ITP）、IgA腎症、インスリン依存性糖尿病、若年性関節炎、扁平苔癬、ル
ープス、メニエール病、混合結合組織病、多発性硬化症、重症筋無力症、尋常性天疱瘡、
悪性貧血、結節性多発性動脈炎、多発性軟骨炎、多内分泌腺症候群、リウマチ性多発性筋
痛、多発性筋炎および皮膚筋炎、原発性無ガンマグロブリン血症、原発性胆汁性肝硬変、
乾癬、レイノー現象、ライター症候群、リウマチ熱、関節リウマチ、サルコイドーシス、
強皮症、シェーグレン症候群、スティフ－マン症候群、全身性エリテマトーデス（SLE）
、高安動脈炎、側頭動脈炎/巨細胞性動脈炎、潰瘍性大腸炎、ブドウ膜炎（例えば、散弾
状脈絡網膜炎およびサルコイドブドウ膜炎）、脈管炎、白斑、ウェゲネル肉芽腫症および
重症筋無力症が挙げられる。
【００３７】
　「結合部分」とは標的のエピトープ、抗原、リガンド、またはレセプターに特異的に結
合する任意の分子を意味する。結合部分としては、これらに限定されるわけではないが、
抗体（例えば、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、組み換え抗体、ヒト化抗体、
およびキメラ抗体）、抗体断片（例えば、Fab断片、Fab'2、scFv抗体、SMIP、ドメイン抗
体、ダイアボディ、ミニボディ、scFv-Fc、アフィボディ、ナノボディ、およびドメイン
抗体）、レセプター、リガンド、アプタマー、および、公知の結合パートナーを有するそ
の他の分子が挙げられる。
【００３８】
　「生物学的に活性である」とは、核酸、ペプチド、ポリペプチド、およびタンパク質な
どの生物学的分子を含む分子が、それ自体または他の分子に対して物理的または化学的な
活性を発揮することを意味する。例えば、「生物学的に活性な」分子は、例えば、酵素的
活性、タンパク質結合活性（例えば、抗体相互作用）、あるいは細胞毒性活性を有しても
よく、「生物学的に活性」である。
【００３９】
　「キメラ抗体」という用語は、第一の種に由来する可変領域と、第二の種に由来する定
常領域とを有する、免疫グロブリンまたは抗体を指す。キメラ抗体は、例えば、別々の種
に属する免疫グロブリン遺伝子セグメントから（例えば、マウスおよびヒトから）、遺伝
子操作によって構築され得る。
【００４０】
　「コネクター」または「ペプチドコネクター」とは、HSAリンカーのアミノ末端または
カルボキシ末端の一方もしくは両方に共有結合しているか、またはHSAリンカーの1つもし
くは複数の残基（例えば、アミノ末端残基とカルボキシ末端残基の間の残基）に共有結合
している、2～20残基長のアミノ酸配列を意味する。好ましい態様では、HSAリンカーのア
ミノ末端に結合したペプチドコネクターはアミノ酸配列AASまたはAAQを有し、カルボキシ
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末端に結合したコネクターはアミノ酸配列AAAL（SEQ ID NO: 5）を有する。
【００４１】
　「有効量」または「～に有効な量」または「治療上有効量」という用語は、剤（例えば
、コネクター配列有りまたは無しで1つもしくは複数の結合部分または診断剤または治療
剤と結合させたHSAリンカー）が、所望の結果、例えば、癌細胞の殺傷、腫瘍細胞増殖の
低減、疾患組織もしくは器官における炎症の低減、または組織、器官、もしくは生物体（
例えば、ヒト）における特定の細胞集団の標識をもたらすのに十分な量を意味する。
【００４２】
　「ヒト抗体」という用語は、本明細書において用いる場合、例えばKabatら、（Sequenc
es of proteins of Immunological Interest、第5版、U.S. Department of Health and H
uman Services、NIH Publication No. 91～3242(1991)）によって記載される、フレーム
ワーク領域とCDR領域の両方がヒト生殖細胞系列の免疫グロブリン配列に由来するような
可変領域を有する抗体、またはその断片を含むことが意図される。さらに、抗体が定常領
域を含む場合、該定常領域もヒト生殖細胞系列の免疫グロブリン配列由来である。ヒト抗
体は、ヒト生殖細胞系列の免疫グロブリン配列によってコードされていないアミノ酸残基
（例えば、インビトロにおける無作為もしくは部位特異的な突然変異誘発またはインビボ
における体細胞変異によって導入された変異）を含んでもよい。しかしながら、「ヒト抗
体」という用語は、本明細書において用いる場合、マウスなどの別の哺乳動物種の生殖細
胞系列に由来するCDR配列がヒトのフレームワーク配列に移植された抗体（すなわち、ヒ
ト化抗体または抗体断片）を含むことは意図していない。
【００４３】
　「ヒト化抗体」という用語は、ヒト免疫グロブリンまたはヒト抗体に実質的に由来する
可変フレームワーク領域を含む可変領域を有する少なくとも一つの免疫グロブリンドメイ
ンと、非ヒト免疫グロブリンまたは非ヒト抗体に実質的に由来する相補性決定領域（例え
ば、少なくとも一つのCDR）とを含む、任意の抗体または抗体断片を指す。
【００４４】
　本明細書において用いる場合、「炎症性シグナル伝達インヒビター」または「ISI」と
は、炎症促進性サイトカイン（例えば、TNF-α、TNF-β、またはIL-1）とそのレセプター
（例えばそれぞれ、TNFレセプター1もしくは2、またはIL-1レセプター）との間の結合を
低下させる剤；炎症促進性の細胞表面シグナル伝達分子（例えば、CD20、CD25、CTLA-4、
CD80/CD86、またはCD28）と活性化分子との結合を低下させる剤；あるいは、炎症促進性
サイトカインとそのレセプターとの結合の後に、または炎症促進性の細胞表面シグナル伝
達分子と活性化分子との結合の後に活性化される細胞内シグナル伝達分子の下流の活性化
またはその活性を低下させる剤（例えば、p38 MAPKシグナル伝達経路におけるシグナル伝
達分子の活性化またはその活性を低下させる剤）である。ISIによって媒介される該低下
とは、炎症促進性サイトカインとそのレセプターとの間の結合の低下、炎症促進性の細胞
表面シグナル伝達分子と活性化分子との結合の低下、あるいは、炎症促進性サイトカイン
とそのレセプターとの結合の後に起こるか、または炎症促進性の細胞表面シグナル伝達分
子と活性化分子との結合の後に起こる、細胞内シグナル伝達の低下である。好ましくは、
ISIによって媒介されるそのような低下は、少なくとも約10%、好ましくは少なくとも20%
、30%、40%、または50%、より好ましくは少なくとも60%、70%、80%、または90%（最大100
%）の低下である。ISIは、レセプターへの結合のために自由に使用可能な炎症促進性サイ
トカイン（例えば、TNF-α、TNF-β、またはIL-1）の量を減らすことによって作用し得る
。例えばISIは、可溶性の炎症促進性サイトカインレセプタータンパク質（例えば、可溶
性のTNFレセプター融合タンパク質、例えば、エタネルセプト（ENBREL（登録商標））ま
たはレネルセプト）であってもよく、または、可溶性で炎症促進性の細胞表面シグナル伝
達分子（例えば、可溶性CTLA-4（アバタセプト））であってもよく、または、炎症促進性
サイトカインもしくは炎症促進性の細胞表面シグナル伝達分子に対する抗体（例えば、抗
TNF抗体、例えば、アダリムマブ、セルトリズマブ、インフリキシマブ、もしくはゴリム
マブ；抗CD20抗体、例えば、リツキシマブ；またはTRU-015（Trubion Pharmaceuticals）
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）であってもよい。さらにISIは、内因性の野性型炎症促進性サイトカインまたは炎症促
進性の細胞表面シグナル伝達分子がそのレセプター（例えば、TNFレセプター1もしくは2
、IL-1レセプター－例えばアナキンラ、またはCD11a－例えばエファリズマブ（RAPTIVA（
登録商標）、Genentech））に結合する能力を妨害することによって作用し得る。ドミナ
ントネガティブなTNF-α変異体の例は、XENP345（TNF変異体A145R/I97Tのペグ化型）およ
びXproTM1595、ならびに、参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願公開第2003
0166559号および同第20050265962号に開示された、さらなる変異体である。ドミナントネ
ガティブなIL-1変異体の例はアナキンラ（KINERET（登録商標））であり、これは、細胞
内のシグナル伝達経路を活性化することなくIL-1レセプターに結合するIL-1の可溶型であ
る。本発明で使用可能な炎症性シグナル伝達インヒビターはまた、炎症促進性サイトカイ
ンまたは炎症促進性の細胞表面シグナル伝達分子（例えば、DE 096）の下流のシグナル伝
達経路を阻害または低減する低分子でもある。この種のISIの例としてはp38 MAPキナーゼ
のインヒビター、例えば、5-アミノ-2-カルボニルチオペン（thiopene）誘導体（本明細
書に組み入れられる、WO 04/089929に記載）；ARRY-797；BIRB 796 BS、（1-5-tert-ブチ
ル-2-p-トリル-2H-ピラゾール-3-イル）-3-［4-2（モルホリン-4-イル-エトキシ）-ナフ
タレン-1-イル］-尿素）；CHR-3620；CNI-1493；FR-167653（藤沢薬品、日本、大阪）；I
SIS 101757（Isis Pharmaceuticals）；ML3404；NPC31145；PD169316；PHZ1112；RJW6765
7、（4-（4-（4-フルオロフェニル）-1-（3-フェニルプロピル）-5-（4-ピリジニル）-1H
-イミダゾール-2-イル）-3-ブチン-1-オール；SCIO-469；SB202190；SB203580、（4-（4-
フルオロフェニル）-2-（4-メチルスルフィニルフェニル）-5-（4-ピリジル）1H-イミダ
ゾール）；SB239063、トランス-1-（4-ヒドロキシシクロヘキシル）-4-（4-フルオロフェ
ニル-メトキシピリジミジン-4-イル）イミダゾール；SB242235；SD-282；SKF-86002；TAK
 715；VX702；およびVX745が挙げられる。さらに、ISIは、炎症促進性サイトカイン（例
えば、TNF-αおよびTNF-β）がその膜結合型から可溶性型へとプロセシングされることを
妨げ得る。TACEのインヒビターはこのクラスのISIである。TACEのインヒビターの例とし
ては、BB-1101、BB-3103、BMS-561392、ブチニルオキシフェニルβ-スルホンピペリジン
ヒドロキソマート（hydroxomate）、CH4474、DPC333、DPH-067517、GM6001、GW3333、Ro 
32-7315、TAPI-1、TAPI-2、およびTMI 005が挙げられる。ISIの追加の例としては、疾患
特異的な免疫調節活性について操作された、大腸菌（E. coli）の熱ショックタンパク質
由来の短いペプチドが挙げられる（例えば、dnaJP1）。
【００４５】
　「インテグリンアンタゴニスト」とは、インテグリン分子、例えばインテグリン分子の
α4サブユニットの生物学的活性を低減または阻害する（例えば、インテグリンアンタゴ
ニスト非存在下の生物学的活性に対して少なくとも10％、20％、30％、40％、50％、60％
、70％、80％、90％、95％、99％、またはそれ以上の低減または阻害）、任意の剤を意味
する。該剤は、α4インテグリンサブユニット（NCBIアクセッション番号P13612；Takada
ら、EMBO J. 8:1361～1368(1989)）の活性または発現を阻害することによって、直接的ま
たは間接的にα4インテグリンサブユニットに作用してもよく、α4サブユニットを含む無
傷のインテグリンが結合する標的に作用してもよい。例えば、血管細胞接着分子-1（VCAM
-1）に結合することによってα4β1インテグリンとVCAM-1との結合を妨げる抗体またはブ
ロッキングペプチドは、本発明の目的に関してインテグリンアンタゴニストとみなされる
。本発明での使用に適した非限定的な例示的インテグリンアンタゴニストとしては、タン
パク質、ブロッキングペプチド、抗体、例えばナタリズマブ（TYSABRI（登録商標））、
および低分子インヒビターを挙げることができる。α4インテグリンアンタゴニストの例
としては、これらに限定されるわけではないが、ナタリズマブ（Elan/Biogen Idec；例え
ば、参照により本明細書に組み入れられる米国特許第5,840,299号；同第6,033,665号；同
第6,602,503号；同第5,168,062号；同第5,385,839号；および同第5,730,978号を参照され
たい）、oMEPUPA-V（Biogen；参照により本明細書に組み入れられる米国特許第6,495,525
号）、アレファセプト、CDP-323（Celltech）；フィラテグラスト（SB-68399; GlaxoSmit
hKline）；TR-9109（Pfizer）；ISIS-107248（Antisense Therapeutics）；R-1295（Roch



(16) JP 5677972 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

e）；およびTBC-4746（Schering-Plough）が挙げられる。α4インテグリンアンタゴニス
トのさらなる非限定的な例としては、以下に記載の低分子が挙げられる：米国特許第5,82
1,231号；同第5,869,448号；同第5,936,065号；同第6,265,572号；同第6,288,267号；同
第6,365,619号；同第6,423,728号；同第6,426,348号；同第6,458,844号；同第6,479,666
号；同第6,482,849号；同第6,596,752号；同第6,667,331号；同第6,668,527号；同第6,68
5,617号；同第6,903,128号；および同第7,015,216号（それぞれが参照により本明細書に
組み入れられる）；米国特許出願公開第2002/0049236号；同第2003/0004196号；同第2003
/0018016号；同第2003/0078249号；同第2003/0083267号；同第2003/0100585号；同第2004
/0039040号；同第2004/0053907号；同第2004/0087574号；同第2004/0102496号；同第2004
/0132809号；同第2004/0229858号；同第2006/0014966号；同第2006/0030553号；同第2006
/0166866号；同第2006/0166961号；同第2006/0241132号；同第2007/0054909号；および同
第2007/0232601号（それぞれが参照により本明細書に組み入れられる）；欧州特許EP 084
2943；EP 0842944；EP 0842945；EP 0903353；およびEP 0918059；ならびに国際公開公報
WO 95/15973；WO 96/06108；WO 96/40781；WO 98/04247；WO 98/04913；WO 98/42656；WO
 98/53814；WO 98/53817；WO 98/53818；WO 98/54207；WO 98/58902；WO 99/06390；WO 9
9/06431；WO 99/06432；WO 99/06433；WO 99/06434；WO 99/06435；WO 99/06436；WO 99/
06437；WO 99/10312；WO 99/10313；WO 99/20272；WO 99/23063；WO 99/24398；WO 99/25
685；WO 99/26615；WO 99/26921；WO 99/26922；WO 99/26923；WO 99/35163；WO 99/3639
3；WO 99/37605；WO 99/37618；WO 99/43642；WO 01/42215；およびWO 02/28830；これら
全てが参照により本明細書に組み入れられる。α4インテグリンアンタゴニストのさらな
る例としては、以下に記載のフェニルアラニン誘導体が挙げられる：米国特許第6,197,79
4号；同第6,229,011号；同第6,329,372号；同第6,388,084号；同第6,348,463号；同第6,3
62,204号；同第6,380,387号；同第6,445,550号；同第6,806,365号；同第6,835,738号；同
第6,855,706号；同第6,872,719号；同第6,878,718号；同第6,911,451号；同第6,916,933
号；同第7,105,520号；同第7,153,963号；同第7,160,874号；同第7,193,108号；同第7,25
0,516号；および同第7,291,645号（それぞれが参照により本明細書に組み入れられる）。
α4インテグリンアンタゴニストであるさらなるアミノ酸誘導体としては、以下に記載の
ものが挙げられる：例えば、米国特許出願公開第2004/0229859号および同第2006/0211630
号（参照により本明細書に組み入れられる）；ならびに国際公開公報WO 01/36376；WO 01
/47868；およびWO 01/70670；これら全てが参照により本明細書に組み入れられる。α4イ
ンテグリンアンタゴニストのその他の例としては、以下に記載のペプチド、およびペプチ
ドと半ペプチド（semi-peptide）の化合物が挙げられる：例えば、国際公開公報WO 94/15
958；WO 95/15973；WO 96/00581；WO 96/06108；WO 96/22966（Leu-Asp-Valトリペプチド
；Biogen, Inc.）；WO 97/02289；WO 97/03094；およびWO 97/49731。α4インテグリンア
ンタゴニストのさらなる例としては、以下に記載のペグ化分子が挙げられる：米国特許出
願公開第2007/066533号（参照により本明細書に組み入れられる）。α4インテグリンアン
タゴニストである抗体の例としては、以下に記載のものが挙げられる：例えば、国際公開
公報WO 93/13798；WO 93/15764；WO 94/16094；およびWO 95/19790。さらなるα4インテ
グリンアンタゴニストの例は、本明細書に記載される。
【００４６】
　「インターフェロン」とは、哺乳動物（例えばヒト）のインターフェロン-α、-β、-
γ、もしくは-τのポリペプチド、またはこれらの生物学的に活性な断片、例えば、IFN-
α（例えばIFN-α-1a；参照により本明細書に組み入れられる米国特許出願第20070274950
号を参照されたい）、IFN-α-1b、IFN-α-2a（参照により本明細書に組み入れられる国際
公開公報WO 07/044083を参照されたい）、およびIFN-α-2b）、IFN-β（例えば参照によ
り組み入れられる米国特許第7,238,344号；参照により組み入れられる米国特許第6,962,9
78に記載のIFN-b-1a（AVONEX（登録商標）およびREBIF（登録商標）)、およびIFN-β-1b
（その全文が参照により組み入れられる、米国特許第4,588,585号；同第4,959,314号；同
第4,737,462号；および同第4,450,103号に記載のBETASERON（登録商標））、IFN-g、なら
びにIFN-t（参照により組み入れられる米国特許第5,738,845号および米国特許出願公開第
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20040247565号および同第20070243163号に記載）を意味する。
【００４７】
　「HSAリンカーコンジュゲート」とは、1つまたは複数の結合部分、ペプチドコネクター
、診断剤、または治療剤と組み合わされた（好ましくは共有結合した）、ヒト血清アルブ
ミン（HSA）リンカーを意味する。
【００４８】
　「モノクローナル抗体」という用語は、本明細書において使用する場合、実質的に均質
な抗体の集団から得られる抗体を指し、すなわち、該集団を含む個々の抗体は、僅かな量
で存在し得る潜在的な天然の変異を除いて、同一である。モノクローナル抗体は極めて特
異的であって、単一の抗原部位に対して指向している。さらに、異なる決定基（エピトー
プ）に対して指向した様々な抗体を典型的には含む従来の（ポリクローナル）抗体調製物
とは対照的に、各モノクローナル抗体は、抗原の単一の決定基に対して指向している。モ
ノクローナル抗体は、任意の当技術分野で認められている技術、および本明細書に記載さ
れる技術、例えば、Kohlerら、Nature, 256:495（1975）に記載されるハイブリドーマ法
、トランスジェニック動物（例えば、Lonbergら、Nature 368（6474）:856～859（1994）
）、組換えDNA法（例えば、米国特許第4,816,567号）を用いて、または、例えばClackson
ら、Nature、352:624～628（1991）およびMarksら、J. Mol. Biol, 222:581～597（1991
）に記載の技術を用いるファージ、酵母、もしくは合成骨格（scaffold）抗体ライブラリ
ーを用いて、調製することができる。
【００４９】
　「薬学的に許容される担体」とは、治療される哺乳動物に生理学的に許容される一方で
一緒に投与される化合物の治療特性を保持する、担体を意味する。薬学的に許容される担
体の一例は生理食塩水である。その他の生理学的に許容される担体およびそれらの配合は
当業者に公知であり、例えばRemington’s Pharmaceutical Sciences,（第18版）,. ed. 
A. Gennaro, 1990, Mack Publishing Company, Easton, PAに記載される。
【００５０】
　「増殖性疾患」または「癌」とは、異常なまたは無秩序な細胞増殖を特徴とする任意の
病態を意味する。増殖性疾患の例としては例えば、固形腫瘍、例えば、肉腫（例えば、明
細胞肉腫）、癌腫（例えば、腎細胞癌）、およびリンパ腫；乳癌、結腸癌、直腸癌、肺癌
、中咽頭癌、下咽頭癌、食道癌、胃癌、膵臓癌、肝臓癌、胆嚢癌、胆管癌、小腸癌、泌尿
器系（腎臓、膀胱および尿管の上皮を含む）の癌、女性生殖器系（子宮頸、子宮、卵巣、
絨毛癌および妊娠性栄養膜）の癌、男性生殖器系（前立腺、精嚢および精巣を含む）の癌
、内分泌腺（甲状腺、副腎および下垂体を含む）の癌、皮膚（血管腫、黒色腫、骨または
軟部組織由来の肉腫およびカポジ肉腫を含む）の癌；脳および髄膜（星状細胞腫、神経膠
腫、神経膠芽細胞腫、網膜芽腫、神経腫、神経芽腫、神経鞘腫および神経芽腫を含む）の
癌、神経の癌、眼の癌、造血系の癌（緑色白血病、プラズマ細胞腫、および真皮T細胞リ
ンパ腫/白血病を含む）、ならびに免疫系の癌（リンパ腫、例えば、ホジキンリンパ腫お
よび非ホジキン病リンパ腫を含む）が挙げられる。非固形腫瘍増殖性疾患の例は白血病（
例えば、急性リンパ芽球性白血病）である。
【００５１】
　「組み換え抗体」という用語は、組み換え手段によって調製、発現、作製または単離さ
れた抗体、例えば以下を指す：（a）免疫グロブリン遺伝子（例えば、ヒト免疫グロブリ
ン遺伝子）について遺伝子導入されたか染色体導入された動物（例えば、マウス）から、
またはそこから調製されたハイブリドーマから、単離された抗体、（b）抗体を発現する
ように形質転換された宿主細胞から、例えば、トランスフェクトーマから単離された該抗
体、（c）ファージ、酵母、または合成骨格ディスプレイを用いる組み換えコンビナトリ
アル抗体ライブラリー（例えば、ヒト抗体配列を含む）から単離された抗体、ならびに（
d）免疫グロブリン遺伝子配列（例えば、ヒト免疫グロブリン遺伝子）を他のDNA配列へと
スプライシングする工程を伴う任意の他の手段によって調製、発現、作製、または単離さ
れた、抗体。
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【００５２】
　「特異的に結合する」とは、結合部分（例えば、本明細書に記載の抗体、抗体断片、レ
セプター、リガンド、または剤の低分子部分）と、標的分子を欠く非標的細胞または組織
ではなく、標的分子（例えば、分泌された標的分子、例えばサイトカイン、ケモカイン、
ホルモン、レセプター、またはリガンド）との、または標的分子（例えば、細胞表面抗原
、例えばレセプターまたはリガンド）を保有する細胞もしくは組織との、優先的な結合を
意味する。結合部分と非標的分子（単独でまたは細胞もしくは組織と共に存在する）との
間で、ある程度の非特異的な相互作用が起こり得ることが認識される。それにもかかわら
ず、特異的結合は、標的分子の特異的認識を通じて媒介されるとして区別され得る。特異
的結合は、例えば標的分子（例えば、抗原）を保有する細胞と結合部分（例えば、抗体）
との間に、例えば標的分子を欠いている細胞と結合部分との間よりも強力な結合をもたら
す。特異的結合は典型的に、例えば、標的分子またはマーカーを欠いている細胞または組
織と比較して、該標的分子またはマーカーを保有している細胞または組織に結合した結合
部分の量（単位時間あたり）を、2倍超、好ましくは5倍超、より好ましくは10倍超、最も
好ましくは100倍超に増大させる。結合部分は、例えば、10-6M未満、より好ましくは10-7

M未満、10-8M未満、10-9M未満、10-10M未満、10-11M未満、または10-12M未満、最も好ま
しくは10-13M未満、10-14M未満、または10-15M未満の解離定数で、標的分子またはマーカ
ーに結合する。そのような条件下でのタンパク質への特異的結合には、該特定のタンパク
質に対する特異性について選択された結合部分が必要である。種々のアッセイ形式が、特
定の標的分子に特異的に結合できる結合部分（例えば、抗体）を選択するのに適している
。例えば、固相ELISAイムノアッセイは、タンパク質との特異的免疫反応性を有するモノ
クロナール抗体を選択するのに常用される。特異的免疫反応性を決定するために使用でき
るイムノアッセイの形式および条件の記載については、Harlow & Lane、Antibodies、A L
aboratory Manual、Cold Spring Harbor Publications、New York(1988)を参照のこと。
【００５３】
　（参照配列に対してポリヌクレオチドまたはポリペプチドの配列を比較する文脈におい
て）「配列同一性」とは、該ポリヌクレオチドまたはポリペプチドの配列が、該参照配列
と同一であるか、または、二つの配列を最適に整列させた場合に該参照配列内の対応する
位置において同一であるヌクレオチド残基もしくはアミノ酸残基を所与のパーセンテージ
で有することを意味する。
【００５４】
　「表面露出アミノ酸残基」または「表面露出した」とは、折り畳まれかつ立体配置的に
正しい三次構造であるHSAポリペプチドの外面上に存在する、アミノ酸残基を意味する。
このような残基は、診断剤または治療剤の部位特異的結合を可能にするように、例えば、
化学反応性を有する他のアミノ酸（例えば、システイン）で置換することができる。さら
に、表面露出アミノ酸残基は、グリコシル化を（例えば、セリン、トレオニン、もしくは
アスパラギン残基、またはグリコシル化モチーフの追加によって）可能にするかまたは（
例えば、セリン、トレオニン、もしくはアスパラギン残基、またはグリコシル化モチーフ
の除去によって）妨害するように、置換することができる。表面露出アミノ酸残基として
は、これらに限定されるわけではないが、496位のトレオニン、58位のセリン、76位のト
レオニン、79位のトレオニン、83位のトレオニン、125位のトレオニン、236位のトレオニ
ン、270位のセリン、273位のセリン、304位のセリン、435位のセリン、478位のトレオニ
ン、506位のトレオニン、および508位のトレオニンが挙げられる（アミノ酸の番号付けは
、例えば、SEQ ID NO: 1に示されるHSAリンカーの配列を基準とする）。他の表面露出残
基は、HSA結晶構造を用いて当業者によって同定され得る（Sugioら、「Crystal structur
e of human serum albumin at 2. 5 A resolution」Protein Eng. 12:439～446（1999）
）。
【００５５】
　「対象」とは、ヒト患者または、ヒト腫瘍細胞を有するヌードマウス異種移植モデルを
指す。
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【００５６】
　「標的分子」または「標的細胞」とは、結合部分（例えば、抗体）または1つもしくは
複数の結合部分を含むHSAコンジュゲート（例えば、1つまたは複数の抗体または抗体断片
に結合したHSAリンカー）が特異的に結合できる分子（例えば、タンパク質、エピトープ
、抗原、レセプター、またはリガンド）または細胞を意味する。好ましい標的分子は標的
細胞の外側上に露出している（例えば、細胞表面タンパク質または分泌タンパク質）が、
標的分子は代替的にもしくはさらに、標的細胞の内側に存在してもよい。
【００５７】
　好ましくは、「治療」により、対象における、ヒトの疾患もしくは障害（例えば、自己
免疫疾患または増殖性疾患）の進行もしくは重症度が、または、ヒトの該疾患または障害
の1つまたは複数の症状の進行、重症度、もしくは頻度が、低減（例えば、少なくとも10
％、15％、20％、25％、30％、35％、40％、45％、50％、60％、70％、80％、90％、95％
、99％、または100％までも）する。
[本発明1001]
　以下を含む、HSAリンカーコンジュゲート：
(i) SEQ ID NO: 6～15のいずれか一つに示されるアミノ酸配列を含む、ヒト血清アルブミ
ン（HSA）リンカー；ならびに
(ii) 抗体、単鎖Fv分子、二重特異性単鎖Fv（(scFv')2）分子、ドメイン抗体、ダイアボ
ディ、トリアボディ（triabody）、ホルモン、Fab断片、F(ab')2分子、タンデムscFv（ta
Fv）断片、レセプター、リガンド、アプタマー、およびこれらの生物学的に活性な断片か
らなる群より選択される第一および第二の結合部分であって、該第一の結合部分が、該HS
Aリンカーのアミノ末端に結合し、かつ該第二の結合部分が、該HSAリンカーのカルボキシ
末端に結合している、第一および第二の結合部分。
[本発明1002]
　前記HSAリンカーが、SEQ ID NO: 1に示されるアミノ酸配列を含む、本発明1001のHSAリ
ンカーコンジュゲート。
[本発明1003]
　前記第一の結合部分がErbB3に特異的に結合し、かつ前記第二の結合部分がErbB2に特異
的に結合する、本発明1001のHSAリンカーコンジュゲート。
[本発明1004]
　SEQ ID NO: 16であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-1。
[本発明1005]
　SEQ ID NO: 17であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-2。
[本発明1006]
　SEQ ID NO: 18であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-3。
[本発明1007]
　SEQ ID NO: 19であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-4。
[本発明1008]
　SEQ ID NO: 20であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-5。
[本発明1009]
　SEQ ID NO: 21であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-6。
[本発明1010]
　SEQ ID NO: 22であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-7。
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[本発明1011]
　SEQ ID NO: 23であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-8。
[本発明1012]
　SEQ ID NO: 24であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-9。
[本発明1013]
　SEQ ID NO: 25であるアミノ酸配列を有するまたは含む、HSAリンカーコンジュゲートB2
B3-10。
[本発明1014]
　薬学的に許容される担体、賦形剤、または希釈剤と混合された、本発明1001～1013のい
ずれかのHSAリンカーコンジュゲート。
[本発明1015]
　本発明1001～1013のいずれかのHSAリンカーコンジュゲートの有効量を哺乳動物に投与
する工程を含む、疾患または障害を有する患者を治療するための方法。
[本発明1016]
　シクロホスファミド、カンプトテシン、ホモカンプトテシン、コルヒチン、コンブレス
タチン（combrestatin）、コンブレスタチン、リゾキシン、ドリスタチン（dolistatin）
、アンサマイトシンp3、メイタンシノイド、アウリスタチン、カリチアマイシン（caleac
himicin）、メトトレキサート、5-フルオロウラシル（5-FU）、ドキソルビシン、パクリ
タキセル、ドセタキセル、シスプラチン、カルボプラチン、タモキシフェン、ラロキシフ
ェン、レトロゾール、エピルビシン、ベバシズマブ、ペルツズマブ、トラスツズマブ、お
よびこれらの誘導体からなる群より選択される1つまたは複数の治療剤と組み合わせた、
本発明1001～1013のいずれかのHSAリンカーコンジュゲートを含む、組成物。
[本発明1017]
　前記治療剤がトラスツズマブである、本発明1016の組成物。
[本発明1018]
　前記HSAリンカーコンジュゲートが、SEQ ID NO: 16であるアミノ酸配列を有するまたは
含むHSAリンカーコンジュゲートB2B3-1である、本発明1016の組成物。
[本発明1019]
　前記治療剤がトラスツズマブであり、かつ前記HSAリンカーコンジュゲートが、SEQ ID 
NO: 16であるアミノ酸配列を有するまたは含むHSAリンカーコンジュゲートB2B3-1である
、本発明1016の組成物。
[本発明1020]
　ヒト乳房腫瘍細胞を用いたヒト異種移植モデルのヌードマウスにおいて第一の用量の治
療剤および第二の用量のHSAリンカーコンジュゲートにより試験した場合に、同一モデル
において第一の用量の治療剤のみまたは第二の用量のHSAリンカーコンジュゲートのみに
より提供されるよりも大きな効果が該組み合わせによって提供される、本発明1019の組成
物。
[本発明1021]
　少なくとも3 mg/kgのB2B3-1および少なくとも0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するよ
うに対象に投与することが可能な剤形である、本発明1020の組成物。
[本発明1022]
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与される
のに適合化された剤形である、本発明1021の組成物。
[本発明1023]
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与される
のに適合化された剤形である、本発明1021の組成物。
[本発明1024]
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与された
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場合に、対応する対象の3 mg/kgのB2B3-1のみまたは0.1 mg/kgのトラスツズマブのみによ
る処理よりも効果的である、本発明1022の組成物。
[本発明1025]
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブを提供するように対象に投与された
場合に、対応する対象の10 mg/kgのみまたは1 mg/kgのトラスツズマブのみによる処理よ
りも効果的である、本発明1023の組成物。
[本発明1026]
　3 mg/kgのB2B3-1および0.1 mg/kgのトラスツズマブをそれぞれに提供するように複数の
対象に投与された場合に、20日後に該対象の10%超において腫瘍の退縮を誘導する、本発
明1022の組成物。
[本発明1027]
　10 mg/kgのB2B3-1および1 mg/kgのトラスツズマブをそれぞれに提供するように複数の
対象に投与された場合に、20日後に該対象の少なくとも50%において腫瘍の退縮を誘導す
る、本発明1023の組成物。
[本発明1028]
　前記治療剤がラパチニブである、本発明1016の組成物。
[本発明1029]
　前記治療剤がタキサンである、本発明1016の組成物。
[本発明1030]
　タキサンがパクリタキセルまたはドセタキセルである、本発明1029の組成物。
[本発明1031]
　前記治療剤がレトロゾールである、本発明1016の組成物。
[本発明1032]
　前記第一の結合部分が約16 nMのKdでErbB3に結合し、かつ前記第二の結合部分が約0.3 
nMのKdでErbB2に結合する、本発明1003のHSAリンカーコンジュゲート。
[本発明1033]
　対象を治療する方法であって、該対象が腫瘍の治療を必要としており、該治療が、本発
明1001～1014および1032のいずれかのHSAリンカーコンジュゲートの有効量を該対象に投
与する工程を含む、方法。
[本発明1034]
　対象を治療する方法であって、該対象が腫瘍の治療を必要としており、該治療が、本発
明1016～1030のいずれかの組成物の有効量を該対象に投与する工程を含む、方法。
[本発明1035]
　腫瘍の治療のための医薬の調製における、本発明1001～1014および1032のいずれかのHS
Aリンカーコンジュゲートの使用。
[本発明1036]
　腫瘍の治療のための医薬の調製における、本発明1016～1030のいずれかの組成物の使用
。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】例示的なHSAリンカーコンジュゲートの模式図を示す図である。アミノ末端結合
部分とHSAリンカーとの間のコネクターは、アラニン-アラニン-セリンの配列を有する。H
SAリンカーとカルボキシ末端結合部分との間のコネクターはアラニン-アラニン-アラニン
-ロイシンの配列（SEQ ID NO: 5）を有する。
【図２】B2B3変異体がZR75-1乳癌細胞においてHRG誘導性pErbB3を阻害することを示すグ
ラフである。
【図３Ａ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-2（A5-HSA-B1D2）における24時
間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ErbB3の阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図３Ｂ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-1（H3-HSA-B1D2）における24時
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間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ErbB3の阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図３Ｃ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-10（H3-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ErbB3の阻害を示すグラフである。こ
のHSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図３Ｄ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-8（F4-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ErbB3の阻害を示すグラフである。こ
のHSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図４Ａ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-2（A5-HSA-B1D2）における24時
間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化AKTの阻害を示すグラフである。このHS
Aリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図４Ｂ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-1（H3-HSA-B1D2）における24時
間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化AKTの阻害を示すグラフである。このHS
Aリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図４Ｃ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-10（H3-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化AKTの阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図４Ｄ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-8（F4-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化AKTの阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図５Ａ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-2（A5-HSA-B1D2）における24時
間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ERKの阻害を示すグラフである。このHS
Aリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図５Ｂ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB1D2-1（H3-HSA-B1D2）における24時
間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ERKの阻害を示すグラフである。このHS
Aリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図５Ｃ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-10（H3-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ERKの阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図５Ｄ】B2B3 HSAリンカーコンジュゲートであるB2B3-8（F4-HSA-F5B6H2）における24
時間の前処理後の、BT474乳癌細胞におけるリン酸化ERKの阻害を示すグラフである。この
HSAリンカーコンジュゲートに関するさらなる詳細は、以下、例えば表6で述べる。
【図６】B2B3-1変異体によるBT474乳癌細胞の処理がG1停止およびS期の細胞数の減少をも
たらすことを示すグラフである。
【図７】BT-474-M3細胞と1μM B2B3-1のプレインキュベーションによってHRGの結合が実
質的に遮断されることを示すフローサイトメトリーヒストグラムである。
【図８】図8A～図8Dは、B2B3-1がB-T474-M3細胞株およびZR75-30細胞株におけるErbB3お
よびAKTのリン酸化を阻害することを示すグラフである。乳癌細胞株BT-474-M3（図8Aおよ
び図8C）およびZR75-30（図8Bおよび図8D）を、24時間にわたりB2B3-1の用量滴定によっ
て前処理し、次いで10分間にわたり5nMのHRG 1β EGFドメインで刺激した。その後、ErbB
3およびAKTのリン酸化状態をELISAアッセイを用いて調べた。
【図９】BT474乳癌細胞におけるシグナル伝達タンパク質に対する漸増濃度のB2B3-1によ
る処理の有効性を示す、ウエスタンブロットの写真である。「p-」は、チロシンリン酸化
型のシグナル伝達タンパク質を示す。βチューブリン（本文脈においてシグナル伝達タン
パク質ではない）は、ローディング対照を規定する。βチューブリン（本文脈においてシ
グナル伝達タンパク質ではない）は、ローディング対照を規定する。
【図１０】B2B3-1処理したBT474乳癌細胞の免疫沈降を示すウエスタンブロットの写真で
ある。βチューブリンは、免疫沈降反応に入力された細胞タンパク質のレベルに関する対
照を規定する。
【図１１】図11A～図11Cは、BT-474細胞株のB2B3-1処理により、G1停止およびS期におけ
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る細胞数の減少がもたらされること（図11A）、および、処理なしの細胞と比較してBT-47
4細胞およびSKBr3細胞の両方においてコロニー形成が阻害されること（図11B）を示すグ
ラフである。さらに、B2B3-1は細胞インピーダンスアッセイにおいてBT-474-M3細胞の増
殖を阻害する（図11C）。
【図１２】B2B3-1がZR75-1細胞においてErbB3リン酸化を刺激しないことを示すグラフで
ある。
【図１３】図13A～図13Bは、B2B3-1がErbB3（図13A）およびErbB2（図13B）に特異的に結
合することを示すグラフである。
【図１４】MALME-3細胞に対するB2B3-1の高親和力の（avidity）結合が、ErbB2のみの結
合変異体であるSKO-3、およびErbB3のみの結合変異体であるSKO-2と比較して、見かけの
結合親和性における有意な増大をもたらすことを示す、グラフである。
【図１５】図15A～図15Cは、マウス、カニクイザル（Cynomolgus monkey）、およびヒト
の血清におけるB2B3-1の安定性を示すグラフである。100nMのB2B3-1を、マウス（図15A）
、カニクイザル（図15B）、またはヒト（図15C）の血清中で120時間、37℃でインキュベ
ーションした。試料を0、24、48、72、96、および120時間目に取り出し、B2B3-1がErbB2
およびErbB3の両方に結合する能力をELISAによって測定した（RLU＝相対的発光量）。
【図１６】BT-474-M3乳癌異種移植モデルにおけるB2B3-1の用量応答を示すグラフである
。腫瘍応答に対するB2B3-1用量の関連性を、示した用量においてBT-474-M3乳房腫瘍株で
評価した。HSAは、90mg/kgのB2B3-1用量と等モル用量である52.5mg/kgで与えた。
【図１７】図17A～図17Eは、B2B3-1がErbB2依存的様式で、複数の異種移植モデルにおい
て有効であることを示すグラフである。Calu-3（ヒト肺腺癌；図17A）、SKOV-3（ヒト卵
巣腺癌；図17B）、NCI-N87（ヒト胃癌；図17C）、ACHN（ヒト腎臓腺癌；図17D）、および
MDA-MB-361（ヒト乳房腺癌；図17E）の異種移植モデルが示される。マウスを、30mg/kgの
B2B3-1で3日毎に、またはB2B3-1と等モル用量のHSA対照で処理した。
【図１８Ａ】ErbB2の過剰発現によって、B2B3-1不応答のADRr乳癌異種移植モデルが応答
モデルに変換されることを示すグラフである。レトロウイルス発現系を用いて、野性型AD
Rr異種移植片においてErbB2を過剰発現させた。
【図１８Ｂ】ErbB2の過剰発現によって、B2B3-1不応答のADRr乳癌異種移植モデルが応答
モデルに変換されることを示すグラフである。レトロウイルス発現系を用いて、ADRr-E2
異種移植片においてErbB2を過剰発現させた。
【図１９Ａ】B2B3-1活性が、インビトロにおいてErbB2発現レベルと正に相関しているこ
とを示すグラフである。
【図１９Ｂ】B2B3-1活性が、インビボにおいてErbB2発現レベルと正に相関していること
を示すグラフである。
【図２０】図20A～図20Bは、B2B3-1処理によって腫瘍細胞の周期が改変されることを示し
ている。図20Aは、6時間にわたるBT474-M3乳房腫瘍細胞のB2B3-1処理によって細胞周期イ
ンヒビターp27kip1の核への移行がもたらされることを示す、蛍光顕微鏡写真を含む。Hoe
chst染色を用いて核を同定した。図20BはB2B3-1で72時間処理したBT-474-M3細胞のウエス
タンブロットであり、これにより、細胞周期調節因子Cyclin D1のレベルの低下がもたら
された。この実験では、細胞骨格タンパク質であるビンクリンをタンパク質ローディング
対照としてプローブした。
【図２１】図21A～図21Bは、BT474乳房腫瘍異種移植片のB2B3-1処理によってp27kip1の核
への移行がもたらされることを示す、顕微鏡写真である。BT474乳房腫瘍異種移植片を、
用量30mg/kgのB2B3-1（図21A）または等モル用量のHSA（図21B）で、3日毎に計4回処理し
、p27kip1について染色した。
【図２２】図22A～図22Bは、B2B3-1処理によってBT474-M3乳癌異種移植片における増殖マ
ーカーKi67の減少がもたらされることを示す、蛍光顕微鏡写真である。BT474-M3乳房腫瘍
異種移植片を、用量30mg/kgのB2B3-1（図22A）または等モル用量のHSA（図22B）で、3日
毎に計4回処理した。
【図２３】図23A～図23Bは、B2B3-1処理によって、BT474-M3乳癌異種移植腫瘍における血
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管密度の減少（CD31染色の低下により判定される）がもたらされることを示す、蛍光顕微
鏡写真である。BT474-M3乳房腫瘍異種移植片を、用量30mg/kgのB2B3-1（図23A）または等
モル用量のHSA（図23B）で、3日毎に計4回処理した。
【図２４】図24A～図24Bは、B2B3-1がインビボにおいてErbB3のリン酸化を阻害すること
を示すグラフである。B2B3-1（M1～M5）または対照HSA（H1～H2）で処理した個別のBT-47
4-M3異種移植腫瘍に由来する溶解物をSDS-PAGEに供し、ウエスタンブロット分析を用いて
pErbB3およびβチューブリンについてプローブした（図24A）。βチューブリンシグナル
平均値に対するpErbB3シグナル平均値の正規化によって、B2B3-1処理された腫瘍はHSA腫
瘍よりも有意に少ないpErbB3を含んでいたことが実証された（図24B）。
【図２５Ａ】BT-474-M3 shPTENおよびBT-474-M3 shControlの異種移植におけるB2B3-1の
インビボ活性を示すグラフである。培養したBT-474-M3腫瘍細胞を対照ベクター（図25A）
で、または、PTEN活性をノックアウトするshPTENを発現するレトロウイルスベクター（図
25B）でトランスフェクトする。このようにPTEN活性をノックアウトするように操作され
たBT-474-M3乳癌細胞をマウスの右側腹部に注射し、対照ベクターでトランスフェクトし
た細胞を同じマウスの左側腹部に注射した。マウスを、30mg/kgのB2B3-1で3日毎に、また
は10mg/kgのハーセプチンで毎週処理し、対照としてHSAをB2B3-1と等モル用量で注射した
。B2B3-1およびハーセプチンは、対照のBT-474-M3乳癌細胞によって形成された腫瘍の大
きさの低下を促進した。
【図２５Ｂ】BT-474-M3 shPTENおよびBT-474-M3 shControlの異種移植におけるB2B3-1の
インビボ活性を示すグラフである。培養したBT-474-M3腫瘍細胞を対照ベクター（図25A）
で、または、PTEN活性をノックアウトするshPTENを発現するレトロウイルスベクター（図
25B）でトランスフェクトする。このようにPTEN活性をノックアウトするように操作され
たBT-474-M3乳癌細胞をマウスの右側腹部に注射し、対照ベクターでトランスフェクトし
た細胞を同じマウスの左側腹部に注射した。マウスを、30mg/kgのB2B3-1で3日毎に、また
は10mg/kgのハーセプチンで毎週処理し、対照としてHSAをB2B3-1と等モル用量で注射した
。B2B3-1のみ（かつハーセプチンなし）は、PTENの発現を欠くBT-474-M3乳癌細胞によっ
て形成された腫瘍の大きさの低下を促進させた。
【図２６Ａ】B2B3-1が、PTEN活性が低下しているBT-474-M3異種移植片におけるAKTのリン
酸化を阻害することを示す。処理（q3d×11）の完了後に腫瘍を溶解させて、ウエスタン
ブロット分析によってPTEN、pErbB3、およびpAKTの発現レベルについて試験した。
【図２６Ｂ】B2B3-1が、PTEN活性が低下しているBT-474-M3異種移植片におけるAKTのリン
酸化を阻害することを示す。総AKTおよび総タンパク質に対して正規化したpAKTのバンド
強度に対する濃度測定によって、B2B3-1はこのタンパク質のリン酸化を阻害でき、ハーセ
プチンはしなかったことが実証される。
【図２７】図27A～図27Dは、nu/nuマウスにおけるボーラス用量5mg/kg（図27A）、15mg/k
g（図27B）、30mg/kg（図27C）、および45mg/kg（図27D）のB2B3-1の単一用量薬物動態特
性を示すグラフである。B2B3-1血清濃度の測定値は、HSAアッセイまたはErbB2/ErbB3アッ
セイにおいて同程度であり、このことは、B2B3-1の抗原結合活性が循環中で保持されてい
ることを示している。
【図２８】ヌードマウスにおけるボーラス用量5、15、30、および45mg/kgのB2B3-1の用量
-曝露の関係を示すグラフである。用量の増大は、B2B3-1に対する全体的曝露の直線的な
増大をもたらす。
【図２９】4mg/kg（n＝2）、20mg/kg（n＝2）、および200mg/kg（336時間の時点までn＝4
、384時間、552時間および672時間の時点についてn＝2）を3日毎に4回投与したカニクイ
ザルで測定した、B2B3-1血清濃度を示すグラフである。
【図３０】B2B3-1発現プラスミドpMP10k4H3-mHSA-B1D2の説明図である。
【図３１】ネオマイシン耐性プラスミドpSV2-neoの説明図である。
【図３２】ハイグロマイシン耐性プラスミドpTK-Hygの説明図である。
【図３３】q7dで投与したB2B3-1がq3d投与と同等の有効性を示すことを実証するデータを
示す。



(25) JP 5677972 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

【図３４】B2B3-1およびトラスツズマブが異なるErbB3阻害機序を呈することを実証する
ウエスタンブロットのデータを示す。
【図３５Ａ】ヒト乳房腫瘍のモデルとなる様々なヒト乳癌細胞株のスフェロイドにおいて
B2B3-1とトラスツズマブの組み合わせ治療を調べた、実施例43で詳述する実験の結果を示
す。BT-474-M3細胞を用いて得たデータを示す。単独または組み合わせたB2B3-1のモル濃
度をX軸に示す。単独または組み合わせたトラスツズマブのモル濃度は、示されたB2B3-1
の各濃度の1/3である。
【図３５Ｂ】ヒト乳房腫瘍のモデルとなる様々なヒト乳癌細胞株のスフェロイドにおいて
B2B3-1とトラスツズマブの組み合わせ治療を調べた、実施例43で詳述する実験の結果を示
す。SKBR3細胞を用いて得たデータを示す。単独または組み合わせたB2B3-1のモル濃度をX
軸に示す。単独または組み合わせたトラスツズマブのモル濃度は、示されたB2B3-1の各濃
度の1/3である。
【図３５Ｃ】ヒト乳房腫瘍のモデルとなる様々なヒト乳癌細胞株のスフェロイドにおいて
B2B3-1とトラスツズマブの組み合わせ治療を調べた、実施例43で詳述する実験の結果を示
す。MDA-MB-361細胞を用いて得たデータを示す。単独または組み合わせたB2B3-1のモル濃
度をX軸に示す。単独または組み合わせたトラスツズマブのモル濃度は、示されたB2B3-1
の各濃度の1/3である。
【図３６】実施例44で詳述する、インビボにおける腫瘍異種移植実験の結果を示す。X軸
の「日数」とは、腫瘍移植後日数を示す。各データ点のエラーバーは、少なくとも2つの
独立した異種移植片に対する応答を表す。
【図３７】使用した腫瘍細胞が米国国立癌研究所より入手され得るN-87胃腫瘍細胞である
ことを除き、本質的には実施例44で説明するような、異種移植モデルから得られたデータ
を示す。
【図３８】図36に提示したデータのサブセットを示す。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
詳細な説明
　本発明は、ヒト血清アルブミン（HSA）リンカー、ならびに、HSAリンカーと1つまたは
複数のさらなる部分、例えば結合部分とを含むHSAリンカーコンジュゲート（例えば、結
合剤、診断剤、または治療剤）を提供する。そのようなHSAリンカーコンジュゲートは、
例えば6時間～7日間という延長されたインビボ半減期などの望ましい特性を有し、かつ、
哺乳動物（例えばヒト）にインビボで投与されても、体液性または細胞媒介性の有意な免
疫応答を誘導しない。一局面では、本発明は、2つの所定のアミノ酸置換（すなわち、SEQ
 ID NO: 1に示される「C34S」および「N503Q」の置換）を有する変異HSAリンカーを提供
する。別の局面では、本発明は、インビボでの哺乳動物（例えば、ヒト）における診断用
途もしくは治療用途のための、または哺乳動物の細胞、組織、もしくは器官と関連したイ
ンビトロでの使用のための、1つまたは複数の結合部分（例えば、抗体、抗体断片、レセ
プター/リガンド、または低分子）に結合したHSAリンカーを提供する。さらなる局面にお
いて、哺乳動物における（または哺乳動物の細胞、組織、または器官と関連した）診断用
途または治療用途のために、HSAリンカーを1つまたは複数の免疫調節剤、細胞毒性剤また
は細胞増殖抑制剤、検出可能標識、または放射性剤と連結してもよい。HSAリンカーを含
むHSAリンカーコンジュゲートは任意で、1つまたは複数の薬学的に許容される担体または
賦形剤と組み合わされてもよく、かつ、静脈内に、筋肉内に、経口的に、吸入によって、
非経口的に、腹腔内に、動脈内に、経皮的に、舌下に、経鼻的に、座剤の使用を通じて、
経頬的に、リポソームで、脂肪に（adiposally）、眼球に（opthalmically）、眼内に、
皮下に、髄腔内に、局部的に、または局所的に投与されるように製剤化されてもよい。HS
Aリンカーコンジュゲートは、1つまたは複数の生物学的活性剤（例えば、生物学的または
化学的な剤、例えば化学療法剤および抗腫瘍剤）と組み合わせたり同時投与することがで
きるが、必ずしもその必要はない。さらなる局面において本発明は、結合部分（例えば、
抗体、抗体断片、レセプター、またはリガンド）、免疫調節剤、細胞毒性剤または細胞増
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殖抑制剤、検出可能標識、または放射性剤をHSAリンカーに結合させて、診断または治療
の用途に使用できるHSAリンカーコンジュゲートを調製するための、説明書を備えたキッ
トを提供する。
【００６０】
ヒト血清アルブミン（HSA）リンカー
　HSAリンカーは、SEQ ID NO: 3に示される野生型HSAアミノ酸配列を含みうる。あるいは
、HSAリンカーは、改変配列または変異配列を含んでもよい。1つの変異HSAリンカーは、S
EQ ID NO: 3に示される野性型HSAアミノ酸配列を基準として34位および503位に2つのアミ
ノ酸変異を含む。34位のシステイン残基（すなわち、C34）はシステイン以外の任意のア
ミノ酸残基（例えば、セリン、トレオニン、またはアラニン）に変異してもよい。同様に
、503位のアスパラギン残基（すなわち、N503）はアスパラギン以外の任意のアミノ酸残
基（例えば、グルタミン、セリン、ヒスチジン、またはアラニン）に変異してもよい。一
態様では、HSAリンカーは、それぞれSEQ ID NO: 1およびSEQ ID NO: 2に示されるアミノ
酸配列および対応するヌクレオチド配列を有する。この変異HSAリンカーは、2つのアミノ
酸置換（すなわち、アミノ酸残基34のシステインの代わりにセリン（「C34S」）、および
アミノ酸残基503のアスパラギンの代わりにグルタミン（「N503Q」））を含む。1つまた
は複数の結合部分（例えば、抗体、抗体断片（例えば、単鎖抗体）、または他の標的化剤
もしくは生物学的に活性な剤（例えば、レセプターおよびリガンド））に結合させた場合
、HSAリンカーは、これらのコンジュゲートに対して、および、同じく結合させた追加の
診断剤もしくは治療剤（例えば、免疫調節剤、細胞毒性剤、もしくは細胞増殖抑制剤、検
出可能標識、または放射性剤）に対して、該HSAリンカーの非存在下におけるこれらの剤
の薬理学的特性と比べて有益な、いくつかの薬理学的特性を付与する。哺乳動物（例えば
、ヒト）への投与の場合、これらの恩典には、免疫原性の低下（例えば、リンカー-抗体
コンジュゲートの宿主抗体中和反応の低減）、（例えば、質量分析による）HSAリンカー
コンジュゲートの検出の増大、および薬理学的半減期の延長（例えば、6時間超、8時間超
、12時間超、24時間超、36時間超、2日超、3日超、4日超、5日超、6日超、または7日超の
半減期）が含まれる。具体的には、アミノ酸残基34のシステインをセリンで置換すること
により、HSAリンカーの酸化およびタンパク質不均一性が低減する。野性型HSAにおいて、
アミノ酸残基503のアスパラギンは脱アミノ反応に感受性であり、これは薬理学的半減期
の低下をもたらす可能性が高い。アミノ酸残基503のアスパラギンをグルタミンで置換す
ることにより、HSAリンカーの薬理学的半減期の延長と、それに対応して、哺乳動物（例
えば、ヒト）またはその細胞、組織、または器官に投与された場合のHSAリンカーを含む
コンジュゲート剤の薬理学的半減期の延長をもたらすことができる。
【００６１】
　他の態様では、変異HSAリンカーは、HSAのドメインI（SEQ ID NO: 53；SEQ ID NO: 1の
残基1～197）、HSAのドメインIII（SEQ ID NO: 55；SEQ ID NO: 1の残基381～585）、HSA
のドメインIおよびIIIの組み合わせ、またはHSAのドメインIまたはIIIとHSAのドメインII
（SEQ ID NO: 54；SEQ ID NO: 1の残基189～385）との組み合わせを含む。例えば、HSAリ
ンカーはドメインIとII、IとIII、またはIIとIIIを含むことができる。さらに、ドメイン
I（SEQ ID NO: 53）の34位のシステイン残基（すなわち、C34）を、システイン以外の任
意のアミノ酸残基（例えば、セリン、トレオニン、またはアラニン）に変異させてもよい
。同様に、ドメインIII（SEQ ID NO: 55）の503位のアスパラギン残基（すなわち、N503
）を、アスパラギン以外の任意のアミノ酸残基（例えば、グルタミン、セリン、ヒスチジ
ン、またはアラニン）に変異させてもよい。これらのHSAリンカーは、各々が下記で詳述
されている、1つまたは複数のペプチドコネクター、結合部分、および治療剤または診断
剤を含む、HSAリンカーコンジュゲートに組み込むことができる。
【００６２】
ペプチドコネクター
　HSAリンカーに対する、本明細書において定義される結合部分の結合を容易にするため
に、短い（例えば、2～20アミノ酸長の）ペプチドコネクターを、HSAリンカーのアミノ末
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端またはカルボキシ末端に結合させることができる（例えば、共有結合（例えば、ペプチ
ド結合）、イオン結合、または疎水性結合させるか、または高親和性のタンパク質-タン
パク質結合相互作用を介する（例えば、ビオチンとアビジン））。これらのコネクターは
、本明細書に記載の任意の結合部分が結合可能である、柔軟なテザーを提供する。ペプチ
ドコネクターは、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、
20またはそれ以上のアミノ酸長であってもよい。一態様では、コネクターは、例えばグリ
シン、アラニン、セリン、グルタミン、ロイシン、またはバリン残基の配列である。本明
細書において具体的に列挙されてはいないが、コネクターは、グリシン、アラニン、セリ
ン、グルタミン、ロイシン、もしくはバリン残基のみであってもよく、または最大約20ア
ミノ酸長までのこれらの残基の任意の組み合わせであってもよい。好ましい態様では、HS
Aリンカーのアミノ末端に結合したコネクターはアミノ酸配列AASまたはAAQを有し、カル
ボキシ末端に結合したコネクターはアミノ酸配列「AAAL」（SEQ ID NO: 5）を有する。コ
ネクターは、HSAリンカー内のアミノ酸残基に対して、HSAリンカーのアミノ末端もしくは
カルボキシ末端と共有結合してもよいし、または存在する場合には1つまたは複数の結合
部分の間に含まれてもよい。
【００６３】
HSAリンカーの作製
　1つまたは複数の上述のペプチドコネクター、1つまたは複数の後述の結合部分、ポリペ
プチドベースの検出可能標識、および他のポリペプチドベースの治療剤を含むまたは含ま
ない、HSAリンカーは、組み換えにより作製することができる。例えば、HSAリンカー（お
よび1つまたは複数の任意のエレメント）をコードするヌクレオチド配列は、細菌（例え
ば、大腸菌）、昆虫、酵母、もしくは哺乳動物の細胞（例えば、CHO細胞）、または、哺
乳動物の組織、器官、もしくは生物体（例えば、トランスジェニックのげっ歯類、有蹄類
（例えば、ヤギ）または非ヒト霊長類）において、（例えば、プラスミド内で、ウイルス
ベクター内で、または遺伝子導入により）発現させてもよい。宿主の細胞、組織、または
器官でHSAリンカーを発現させた後、当業者は、標準的なタンパク質精製法（例えば、FPL
Cまたはアフィニティクロマトグラフィー）を用いて該HSAリンカーを単離および精製し得
る。2つの結合部分と組み合わせたHSAリンカーの産生のための組み換え発現系を図1に図
示する。
【００６４】
　あるいは、1つまたは複数の上述の任意のエレメントを含むまたは含まないHSAリンカー
を、合成により作製することができる。例えば、HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュ
ゲートは、固相アプローチのようなペプチド合成の分野において一般に確立されている技
術によって、調製することができる。固相合成は、ポリスチレンのような不溶性の支持体
またはマトリックスに連結させた、伸長するペプチド鎖へのアミノ酸残基の段階的な付加
を伴う。ペプチドのC末端残基をまず、t-ブチルオキシカルボニル基（tBoc）またはフル
オレニルメトキシカルボニル（FMOC）基などのN保護剤で保護されたアミノ基をもつ市販
の支持体に固定する。アミノ保護基を、適切な脱保護剤、例えば、tBOCについてはTFA、F
MOCについてはピペリジンで除去し、次のアミノ酸残基（N保護型）を、ジシクロカルボジ
イミド（DCC）などのカップリング剤によって付加する。ペプチド結合が形成されたら、
該試薬を支持体から洗浄によって除く。最後の残基の付加後、トリフルオロ酢酸（TFA）
またはフッ化水素（HF）などの適切な試薬を用いて剤を支持体から切断する。望ましい場
合、1つまたは複数の上述の任意のエレメントを含むまたは含まないHSAリンカーを1つ、2
つ、3つ、またはそれ以上のセグメントで作製することができ、次にこれらを連結してHSA
リンカー構築物全体を形成することができる。
【００６５】
結合部分
　HSAリンカーコンジュゲートはまた、標的の細胞、組織、または器官へのHSAリンカーコ
ンジュゲートの選択的かつ特異的な結合を可能にする、1つまたは複数の結合部分、例え
ば、抗体、抗体断片（本明細書記載のとおり、例えば、単鎖Fv（scFv））、またはレセプ
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ター/リガンド（すなわち、タンパク質または糖タンパク質のリガンドまたはレセプター
）を含んでもよい。結合部分を、（例えば、共有結合（例えば、ペプチド結合）、イオン
結合、もしくは疎水性結合を介して、または高親和性のタンパク質-タンパク質の結合相
互作用を介して（例えば、ビオチンとアビジン））HSAリンカーに結合させることができ
る。
【００６６】
　1つまたは複数の結合部分をHSAリンカーに結合させることができる。一態様では、2つ
以上の同一の結合部分（すなわち、同じ構造および結合親和性を有する部分）の1つまた
は複数（例えば、一列になって）それぞれをHSAリンカーのアミノ末端およびカルボキシ
末端に結合させ、それによって該HSAリンカーは、その標的抗原に対する該結合部分の結
合活性の向上を提供する。あるいは、2つ以上の異なる結合部分（例えば、2つ以上の異な
る標的分子に対して結合親和性を有するscFv、または同じ標的分子上の2つ以上の異なる
エピトープに対して結合親和性を有するscFvなどの、抗体）をHSAリンカー（例えば、二
重特異性HSAリンカーコンジュゲート）に結合させて、複数の標的抗原またはエピトープ
をHSAリンカーコンジュゲートによって結合させることができる。別の態様では、例えば
、リンカーコンジュゲートに2つ以上の異なる結合特異性または生物学的な作動/拮抗（ag
onistic/antagonistic）特性をもたらすために、異なる種の結合部分をHSAリンカーに結
合させることもできる。二重特異性HSAリンカーコンジュゲートの調製において使用する
ための結合部分対の有用な組み合わせは、例えば、参照により本明細書に組み入れられる
国際公開公報WO 2006/091209およびWO 2005/117973に開示されている。他の態様では、3
つ以上の結合部分（例えば、同じまたは異なる結合部分）をHSAリンカーに結合させて、H
SAリンカーコンジュゲートを形成させることができる。
【００６７】
　本発明は、少なくとも第一および第二の結合部分を有するHSAリンカーコンジュゲート
を特徴とし、その各々がHSAリンカーのアミノ末端もしくはカルボキシ末端のいずれかに
結合可能であるか、または、該末端のいずれかもしくは両方に存在する、本明細書におい
て規定されるようなペプチドコネクターに結合可能である。図1は例示的な変異HSAリンカ
ーを図示し、ここで2つの結合部分（「アーム1」および「アーム2」）は、アミノ末端ペ
プチドコネクターAASおよびカルボキシ末端ペプチドコネクターAAAL（SEQ ID NO: 5）に
よって該変異HSAリンカーに結合している。また結合部分（例えば、抗体またはscFv）を
、例えば共有結合でまたはイオン結合によって、例えばビオチン-アビジン相互作用を用
いて、他の遺伝子座（例えば、HSAリンカーの内部アミノ酸残基）に結合させることがで
きる。アミン（例えば、リジン残基）およびスルフヒドリル（例えば、システイン残基）
のアミノ酸側鎖のビオチン化は当技術分野において公知であり、結合部分をHSAリンカー
に結合させるために用いることができる。
【００６８】
　HSAリンカーコンジュゲートに含まれ得る結合部分としては、抗体、抗体断片、レセプ
ター、およびリガンドが挙げられる。HSAリンカーに結合させた結合部分は組み換え（例
えば、ヒト、マウス、キメラ、またはヒト化）型でも、合成型でも、天然型でもよい。代
表的な結合部分としては、例えば、完全抗体、ドメイン抗体、ダイアボディ、トリアボデ
ィ、二重特異性抗体、抗体断片、Fab断片、F(ab')2分子、単鎖Fv（scFv）分子、二重特異
性単鎖Fv（(scFv’)2）分子、タンデムscFv断片、抗体融合タンパク質、ホルモン、レセ
プター、リガンド、およびアプタマー、ならびにこれらの生物学的に活性な断片が挙げら
れる。
【００６９】
抗体
　抗体には、IgG、IgA、IgM、IgD、およびIgEアイソタイプが含まれる。抗体またはその
抗体断片は、本明細書において用いる場合、標的細胞の外側上にまたは内部に存在する標
的タンパク質、糖タンパク質、またはエピトープに結合する、1つまたは複数の相補性決
定領域（CDR）または結合ペプチドを含む。
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【００７０】
　本明細書に記載される多くの抗体またはその断片は、結合特異性もエフェクター機能も
失うことなく、かつ、容認できない結合親和性低下（例えば、約10-7M未満）も伴うこと
なく、可変領域および定常領域の両方で、不可欠ではないアミノ酸の置換、付加、または
欠失を受けることができる。通常、そのような改変を組み込んだ抗体または抗体断片は、
それが由来する参照の抗体または抗体断片に対して実質的な配列同一性を呈する。場合に
よっては、自身が由来する参照の抗体または抗体断片と比較して同じ特異性と増大した親
和性とを有する変異抗体または変異抗体断片が選択される場合がある。ファージディスプ
レイ技術によって、このような抗体を選択するための強力な技術が提供される。例えば、
Dowerら、WO 91/17271 McCaffertyら、WO 92/01047；およびHuse、WO 92/06204（参照に
より本明細書に組み入れられる）を参照のこと。
【００７１】
　またHSAリンカーを、標的抗原に対して特異性を有して結合する能力を保持している抗
体の1つまたは複数の断片に結合させることができる。抗体断片としては、個別の可変重
鎖、可変軽鎖、Fab、Fab'、F(ab')2、Fabc、およびscFvが挙げられる。断片は、無傷の免
疫グロブリンの酵素的または化学的な分離によって作製することができる。例えば、F(ab
')2断片は、HarlowおよびLane、Antibodies:A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor 
Pubs., N. Y. (1988)に記載の方法のような標準的な方法を用いた、pH3.0～3.5でペプシ
ンを用いるタンパク質分解性消化によって、IgG分子から得ることができる。Fab断片は、
限定的な還元によってF(ab')2断片から、または、還元剤の存在下でのパパインを用いた
消化によって抗体全体から得てもよい。断片はまた、組み換えDNA技術によって作製する
こともできる。選択した断片をコードする核酸のセグメントを、制限酵素を用いた全長コ
ード配列の消化によって、または新規合成によって、作製する。断片は、ファージ被覆（
phage-coat）融合タンパク質の形態で発現されることが多い。この発現様式は、抗体の親
和性強化（sharpening）のために有利である。
【００７２】
ヒト化抗体
　またヒト化抗体をHSAリンカーと組み合わせて使用してもよく、ここで、該抗体CDRの1
つまたは複数は非ヒト抗体配列由来であり、該CDRの1つまたは複数（ただし好ましくは全
て）は、抗原（例えば、タンパク質、糖タンパク質、または他の適切なエピトープ）に特
異的に結合する。
【００７３】
　ヒト化抗体は、ヒト抗体（アクセプター抗体と称する）に実質的に由来する定常フレー
ムワーク領域、ならびに、場合によっては、ヒト抗体に由来する可変領域の大部分を含む
。該CDRの1つまたは複数（全てまたはその一部、ならびに、CDRの1つまたは複数の周囲の
目立たないアミノ酸）は、マウス抗体などの非ヒト抗体から提供される。該抗体の定常領
域は存在してもしなくてもよい。
【００７４】
　1つまたは複数のマウスCDRを置換によりヒト可変ドメインフレームワークに入れること
は、該CDRが由来するマウス可変フレームワークと同じまたは類似している高次構造を該
ヒト可変領域ドメインフレームワークがとる場合にその正確な空間的配向の保持をもたら
す可能性が最も高い。これは、該CDRが由来する該マウス可変フレームワークドメインと
高度な配列同一性および構造同一性を呈するフレームワーク配列を有するヒト抗体由来の
該ヒト可変ドメインを得ることによって、達成される。重鎖および軽鎖の可変フレームワ
ーク領域は、同じまたは異なるヒト抗体配列に由来することができる。ヒト抗体配列は、
天然ヒト抗体の配列であっても、いくつかのヒト抗体のコンセンサス配列であっても、ま
たはヒト生殖系列可変ドメイン配列であってもよい。例えば、Kettleboroughら、Protein
 Engineering 4:773(1991)；Kolbingerら、Protein Engineering 6:971(1993)を参照のこ
と。
【００７５】
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　適切なヒト抗体配列は、マウス可変領域のアミノ酸配列と公知のヒト抗体の配列とのア
ラインメントによって特定される。比較は、重鎖および軽鎖について別々に行うが、その
原理はどちらについても同様である。
【００７６】
　キメラ抗体およびヒト化抗体ならびに抗体断片を調製する方法は、米国特許第4,816,56
7号、同第5,530,101号、同第5,622,701号、同第5,800,815号、同第5,874,540号、同第5,9
14,110号、同第5,928,904号、同第6,210,670号、同第6,677,436号、および同第7,067,313
号ならびに米国特許出願第2002/0031508号、同第2004/0265311号、および同第2005/02268
76号に記載されている。抗体またはその抗体断片の調製は、例えば米国特許第6,331,415
号、同第6,818,216号、および同第7,067,313号にさらに記載されている。
【００７７】
レセプターおよびリガンド
　特定のHSAリンカーコンジュゲート内部では、タンパク質または糖タンパク質のレセプ
ターまたはリガンドがHSAリンカーと結合している。レセプターまたはリガンドと結合し
たHSAリンカーを用いて、例えば、分泌タンパク質、細胞（例えば、癌細胞）、組織、ま
たは器官を特異的に標的してもよい。さらにHSAリンカー-レセプターまたは-リガンドコ
ンジュゲートと、同起源の標的レセプターまたはリガンドとの特異的結合によって、細胞
内または細胞間のシグナル伝達経路における生物学的な作動/拮抗活性を生じさせること
ができる。本明細書に記載の他の結合部分と同様に、レセプターおよびリガンドまたはこ
れらの断片を、HSAリンカーのアミノ末端および/もしくはカルボキシ末端に、HSAリンカ
ーに連結したペプチドコネクターに、またはHSAリンカー内のアミノ酸残基に、結合させ
ることができる。
【００７８】
　HSAリンカーに結合され得る例示的なレセプターおよびリガンドとしては、これらに限
定されるわけではないが、インスリン様成長因子1レセプター（IGF1R）、IGF2R、インス
リン様成長因子（IGF）、間葉上皮移行因子レセプター（c-met；肝細胞成長因子レセプタ
ー（HGFR）としても公知）、肝細胞成長因子（HGF）、上皮細胞成長因子レセプター（EGF
R）、上皮細胞成長因子（EGF）、ヘレグリン、線維芽細胞成長因子レセプター（FGFR）、
血小板由来成長因子レセプター（PDGFR）、血小板由来成長因子（PDGF）、血管内皮成長
因子レセプター（VEGFR）、血管内皮成長因子（VEGF）、腫瘍壊死因子レセプター（TNFR
）、腫瘍壊死因子α（TNF-α）、TNF-β、葉酸レセプター（FOLR）、葉酸、トランスフェ
リンレセプター（TfR）、メソセリン、Fcレセプター、c-kitレセプター、c-kit、α4イン
テグリン、P-セレクチン、スフィンゴシン-1-リン酸レセプター-1（S1PR）、ヒアルロン
酸レセプター、白血球機能抗原-1（LFA-1）、CD4、CD11、CD18、CD20、CD25、CD27、CD52
、CD70、CD80、CD85、CD95（Fasレセプター）、CD106（血管細胞付着分子1（VCAM1）、CD
166（活性化白血球細胞接着分子（ALCAM））、CD178（Fasリガンド）、CD253（TNF関連ア
ポトーシス誘導性リガンド（TRAIL））、ICOSリガンド、CCR2、CXCR3、CCR5、CXCL12（間
質細胞由来因子1（SDF-1））、インターロイキン1（IL-1）、CTLA-4、レセプターαおよ
びβ、MART-1、gp100、MAGE-1、エフリン（Eph）レセプター、粘膜アドレシン細胞付着分
子1（MAdCAM-1）、癌胎児性抗原（CEA）、LewisY、MUC-1、上皮細胞接着分子（EpCAM）、
癌抗原125（CA125）、前立腺特異的膜抗原（PSMA）、TAG-72抗原、およびその生物学的に
活性な断片が挙げられる。
【００７９】
　上述の任意の方法を用いて、レセプターおよびリガンドを発現させることができ、単離
することができ、またはHSAリンカーに結合させることができる。
【００８０】
診断剤
　HSAリンカー、またはそれに結合した任意の結合部分（例えば、抗体、抗体断片、レセ
プター、またはリガンド）を、キレート剤または検出可能標識に連結して、診断剤をする
ことができる。また、本明細書に記載のような検出可能標識と、1つまたは複数の本明細
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書に記載の治療剤または結合部分とを含む、HSAリンカーコンジュゲートも意図される。
【００８１】
　HSAリンカー（またはHSAリンカーコンジュゲート）のトレオニン残基の遊離アミノ基と
、キレーターの適切な官能基、例えばカルボキシル基または活性化エステルとを反応させ
ることによって、HSAリンカー（またはHSAリンカーコンジュゲート）とキレーター成分を
連結することができる。例えばそのような連結は、キレーターであるエチレンジアミン四
酢酸（EDTA）（錯体化学の分野では一般的である）を、エチレン鎖上のカルボキシル置換
基によって官能基化される際に組み込むことによって、達成され得る。この種のEDTA誘導
体の合成はAryaら（Bioconjugate Chemistry 2:323(1991)）において報告されており、剤
のペプチド部分のアミノ基と反応させるためのエチレン鎖上のカルボキシル置換基が遊離
している一方で、4つの配位するカルボキシル基の各々をt-ブチル基で遮断することが記
載されている。
【００８２】
　HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートは、ペプチド性である、すなわち固相ペ
プチド合成に適合性である、金属キレーター成分を組み込んでもよい。この場合、該キレ
ーターは、上記のEDTAと同じ様式で連結されてもよく、あるいは、より好都合には、該キ
レーターおよびHSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートは、該HSAリンカーまたはH
SAリンカーコンジュゲートのC末端残基から開始して該キレーターのN末端残基で終結する
ように全体として合成される。
【００８３】
　HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートは、該HSAリンカーをキレーターに連結
させるようにはたらく一方で、該HSAリンカーの生物学的特性、該HSAリンカーコンジュゲ
ートの結合部分の標的化機能、または該キレーターの金属結合機能にとって有害な影響を
有さない、連結基成分をさらに組み込んでもよい。適切な連結基としては、HSAリンカー
またはHSAリンカーコンジュゲートに対する、およびキレーターに対する連結のための反
応性基によって官能基化された、アミノ酸鎖およびアルキル鎖が挙げられる。HSAリンカ
ーまたはHSAリンカーコンジュゲートを固相技術によって全体として合成できるようにキ
レーターがペプチド性である場合、好ましい連結基はアミノ酸鎖である。アルキル鎖連結
基は、HSAリンカーのペプチド部分のトレオニン残基のアミノ基と、アルキル鎖上の第一
の官能基、例えばカルボキシル基または活性化エステルとの反応によって、HSAリンカー
またはHSAリンカーコンジュゲートに組み込まれ得る。続いて、該キレーターを該アルキ
ル鎖に付加して、該アルキル鎖上の第二の官能基と該キレーター上の適切な基とを反応さ
せることによって、HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートの形成を完了する。ア
ルキル鎖上の第二の官能基は、変異HSAリンカーのトレオニン残基に対して反応性ではな
いがキレーター上の官能基に対して反応性を有する置換基から選択される。例えば、キレ
ーターがカルボキシル基または活性化エステルなどの官能基を組み込んでいる場合、アル
キル鎖連結基の第二の官能基は、アミノ基であってもよい。HSAリンカーまたはHSAリンカ
ーコンジュゲートの形成には、望ましくない産物の形成を回避するために存在する官能基
の保護および脱保護を要する場合があることを認識されたい。保護および脱保護は保護基
、試薬、および有機合成分野で一般的なプロトコールを用いて達成される。特に上記の固
相ペプチド合成で使用される保護および脱保護の技術を用いてもよい。
【００８４】
　アルキル鎖に対する代替的な化学連結基はポリエチレングリコール（PEG）であり、こ
れは、HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートへの組み込みについて上記されたア
ルキル鎖と同じ様式で官能基化される。代替的に、連結基をまずキレーターに連結し、次
いでHSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートに連結してもよいことを、認識された
い。
【００８５】
　一局面では、HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートを、錯体を形成することが
できる診断上有用な金属に連結する。適切な金属としては、例えば、種々の形態のテクネ
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チウムおよびレニウム（例えば、99mTcO3＋、99mTcO2
＋、ReO3＋、およびReO2

＋）などの
放射性核種が挙げられる。HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートへの金属の組み
込みは、錯体化学分野で一般的な種々の方法によって達成できる。金属がテクネチウム-9
9 mである場合、以下の一般的手順を用いて、テクネチウム錯体を形成してもよい。エタ
ノールなどのアルコール水溶液中にHSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートを溶解
することによって、HSAリンカー-キレーターコンジュゲート溶液を最初に形成する。次い
で、該溶液を脱気して酸素を除いた後、適切な試薬を用いて、例えば水酸化ナトリウムを
用いてチオール保護基を取り除き、次いで、有機酸、例えば酢酸（pH6.0～6.5）で中和す
る。標識工程では、モリブデン発生源から得た化学量論的に過剰な過テクネチウム酸ナト
リウムを、テクネチウムを還元するのに十分な量の還元剤、例えば塩化第一スズとともに
該コンジュゲート溶液に添加して、加熱する。標識されたHSAリンカーまたはHSAリンカー
コンジュゲートを、混入物である99mTcO4

-およびコロイド状99mTcO2から、例えばC-18Sep
 Pakカートリッジを用いるクロマトグラフィーによって分離させてもよい。
【００８６】
　別の方法では、HSAリンカーの標識はトランスキレート化（transchelation）反応によ
って達成できる。テクネチウム供給源とは、選択されたキレーターとのリガンド交換を容
易にする不安定性リガンドと複合体化されたテクネチウムの溶液である。トランスキレー
ト化に適したリガンドとしては、酒石酸塩、クエン酸塩、およびヘプタグルコン酸塩が挙
げられる。この場合、好ましい還元試薬は亜ジチオン酸ナトリウムである。HSAリンカー
またはHSAリンカーコンジュゲートを上記の技術を用いて標識してもよいし、あるいは、
キレーター自体を標識した後にHSAリンカーに連結して、HSAリンカー-キレーターコンジ
ュゲートを形成させてもよい（「前標識（prelabeled）リガンド」方法と呼ばれるプロセ
ス）ことを認識されたい。
【００８７】
　HSAリンカーまたはそれに結合させた任意の剤を標識するための別のアプローチは、金
属キレート化の際に切断される連結を通じて、固相支持体上でHSAリンカー-キレーターコ
ンジュゲートを固定する工程を伴う。これは、錯化原子の一つによってキレーターが支持
体の官能基に連結されると、達成される。好ましくは、マレイミドのような硫黄保護基で
官能基化された支持体に、錯化硫黄原子を連結する。
【００８８】
　診断上有用な金属で標識されている場合、HSAリンカー-キレーターコンジュゲートを含
む剤を用いて、癌（例えば、肺癌、乳癌、結腸癌、および前立腺癌）、加齢関連疾患（例
えば、心血管系疾患、脳血管疾患、またはアルツハイマー病）、タバコ関連疾患（例えば
、肺気腫、大動脈瘤、食道癌、または頭頚部扁平上皮癌）を発症するリスクのある組織を
、診断画像化分野で確立された手順によって検出することができる。テクネチウム-99mな
どの放射性核種金属で標識されたHSAリンカーを組み込んでいる剤を、等張食塩水などの
薬学的に許容される溶液中での静脈注射によって、または本明細書に記載の他の方法によ
って、哺乳動物（例えば、ヒト）に投与してもよい。急速に除去されるHSAリンカーまた
はHSAリンカーコンジュゲートを組み込んでいる剤は、それほど急速には除去されないHSA
リンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートを組み込んでいる剤よりも高用量で投与され
得るという観点から、標識された剤の、投与に適した量は、選択されるHSAリンカーまた
はHSAリンカーコンジュゲートの分布プロフィールに依存する。組織を画像化するために
許容可能な単位用量は、体重70kgの個体に対して約5～40mCiの範囲である。標識されたHS
AリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートを組み込んでいる剤のインビボでの分布およ
び局在化は、投与後の適切な時点で、非標的組織でのクリアランス速度に対する標的部位
での蓄積速度に応じて典型的には30分後～180分後および最大約5日後まで、本明細書に記
載の標準的技術によって追跡することができる。
【００８９】
　また、診断上または治療上の使用を容易にするために、HSAリンカー、またはそれに結
合された任意の分子もしくは部分を修飾または標識することもできる。検出可能標識、例
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えば、放射性分子、蛍光分子、重金属分子、または他の分子を該剤のいずれに結合させて
もよい。剤の一重、二重、または多重の標識が有利である場合がある。例えば、例えば90

Yをキレート基を介してアミン含有側鎖または反応性基にさらに連結することと組み合わ
せた、放射性ヨウ素化による1つまたは複数の残基の二重標識によって、組み合わせ標識
が可能になるであろう。これは、広範に分散した小さな新生細胞塊の特定などの、専門的
な診断要件に有用であり得る。
【００９０】
　また、HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、例えばペプ
チド成分のチロシン残基のハロゲン化によって修飾することもできる。ハロゲンとしては
、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、およびアスタチンが挙げられる。例えばハロゲンが、例
えば18F、75Br、77Br、122I、123I、124I、125I、129I、131I、または211Atなどの放射性
同位体である場合に、このようなハロゲン化剤は検出可能に標識され得る。ハロゲン化剤
は、各剤の分子内の少なくとも一つのアミノ酸に、および好ましくはD-Tyr残基に共有結
合したハロゲンを含む。他の適切な検出可能修飾としては、剤またはアナログ、特にリジ
ンを含むリンカーを有する剤またはアナログの、リジン残基に対する他の化合物（例えば
、フルオレセインなどの蛍光色素）の結合が挙げられる。
【００９１】
　HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を放射性標識するため
の放射性同位体としては、剤またはそのアナログのペプチド成分の残基に対して共有結合
され得る任意の放射性同位体が挙げられる。また放射性同位体を、β線もしくはγ線のい
ずれかを放射する放射性同位体から選択することもでき、あるいは代替的に、任意の剤を
、例えば、HSAリンカーまたはそれに結合された任意のペプチド剤のリジン残基に共有結
合できるキレート基を含むように、修飾することもできる。次いでキレート基を、任意の
種々の放射性同位体、例えば、ガリウム、インジウム、テクネチウム、イッテルビウム、
レニウム、またはタリウム（例えば、125I、67Ga、111In、99mTc、169Yb、186Re）を含む
ように修飾することができる。
【００９２】
　HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、放射性同位体の付
加によって修飾することができる。好ましい放射性同位体は、用いられるHSAコンジュゲ
ートの生物学的半減期に相当するかまたはそれより長い放射性半減期を有している、放射
性同位体である。より好ましくは、該放射性同位体は、ハロゲン原子の放射性同位体（例
えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、およびアスタチンの放射性同位体）であり、さらに
より好ましくは75Br、77Br、76Br、122I、123I、124I、125I、129I、131I、または211At
である。
【００９３】
　HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を組み込んでいる剤を
、放射性金属に連結して、X線画像解析または放射線療法で用いることができる。同じく
好ましい放射性同位体としては、99mTc、51Cr、67Ga、68Ga、111In、168Yb、140La、90Y
、88Y、153Sm、156Ho、165Dy、64Cu、97Ru、103Ru、186Re、188Re、203Pb、211Bi、212Bi
、213Bi、および214Biが挙げられる。金属の選択は、所望の治療用途または診断用途に基
づいて決定される。
【００９４】
　診断剤または治療剤を作製するために、HSAリンカー、またはそれに結合された任意の
分子もしくは部分を、金属成分に連結することができる。検出可能標識は、重元素または
希土類イオン由来の金属イオン、例えばGd3＋、Fe3＋、Mn3＋、またはCr2＋であり得る。
常磁性または超常磁性の金属が結合されたHSAリンカーを組み込んでいる剤が、MRI画像化
用途における診断剤として有用である。常磁性金属としては、これらに限定されるわけで
はないが、クロム（III）、マンガン（II）、鉄（II）、鉄（III）、コバルト（II）、ニ
ッケル（II）、銅（II）、プラセオジム（III）、ネオジム（III）、サマリウム（III）
、ガドリニウム（III）、テルビウム（III）、ジスプロシウム（III）、ホルミウム（III
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）、エルビウム（III）、およびイッテルビウム（III）が挙げられる。
【００９５】
　検出可能標識または他の分子を、HSAリンカーまたはそれに結合された剤に間接的に連
結するために、キレート基を用いてもよい。キレート基は、剤と放射性標識、例えば、安
定な二官能性キレーターとを連結させることもでき、または、1つもしくは複数の末端も
しくは内部のアミノ酸反応性基に連結されることもできる。HSAリンカー、またはそれに
結合された任意の分子もしくは部分を、イソチオシアネートβ-Alaを介して、または、エ
ドマン分解を妨げる適切な非α-アミノ酸リンカーを介して連結させることができる。当
技術分野で公知のキレーターの例としては、例えば、イニノカルボン（ininocarboxylic
）およびポリアミノポリカルボン反応性基、イニノカルボン（ininocarboxylic）および
ポリアミノポリカルボン反応性基、ジエチレントリアミン五酢酸（DTPA）、および1,4,7,
10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-四酢酸（DOTA）が挙げられる。
【００９６】
　HSAリンカーを組み換え発現させた場合、検出可能ペプチド標識または診断剤に結合さ
せることができる。HSAリンカーとともに検出可能標識として使用可能なペプチドおよび
タンパク質としては、これらに限定されるわけではないが、蛍光タンパク質、生物発光タ
ンパク質、およびエピトープタグが挙げられ、その各々が以下で詳述される。また、これ
らの検出可能標識の1つまたは複数を、同じく治療剤、細胞毒性剤、または細胞増殖抑制
剤も含む、HSAリンカーコンジュゲートに組み込むことができる。
【００９７】
　蛍光タンパク質または蛍光色素、例えば、緑色蛍光タンパク質（GFP；SEQ ID NO: 47）
、高感度GFP（eGFP）、黄色蛍光タンパク質（SEQ ID NO: 48；YFP）、シアン蛍光性タン
パク質（SEQ ID NO: 49；CFP）、および赤色蛍光性タンパク質（SEQ ID NO: 50；RFPまた
はDsRed）を、HSAリンカーに結合される検出可能標識として使用することができる。蛍光
タンパク質は、該蛍光タンパク質のヌクレオチド配列をコードする発現ベクターを細胞（
例えば、リンパ球などの血液細胞）にトランスフェクションまたは形質導入した後に、該
細胞中で組み換え発現させることができる。蛍光タンパク質を刺激周波数の光に曝露する
と、該蛍光タンパク質は、顕微鏡下の肉眼でまたは光学画像化デバイスで観察できる低、
中、または高強度の光を放射する。剤における診断用配列として用いるのに適した例示的
な蛍光タンパク質は、例えば、その各々が参照により本明細書に組み入れられる、米国特
許第7,417,131号および同第7,413,874号に記載されている。
【００９８】
　生物発光タンパク質もまた、HSAリンカーに組み込まれる検出可能標識として使用可能
である。生物発光タンパク質、例えば、ルシフェラーゼ（例えば、ホタル（SEQ ID NO: 5
1）、ウミシイタケ（Renilla）（SEQ ID NO: 52）、およびキノコ（Omphalotus）のルシ
フェラーゼ）およびエクオリンは、基質（例えば、ルシフェリンおよびセレンテラジン）
との化学反応の一部として発光する。一態様では、ルシフェラーゼ遺伝子をコードするベ
クターにより、本明細書に記載のものなどの標準的な方法に従って形質導入またはトラン
スフェクトされている細胞（例えば、リンパ球などの血液細胞）のインビボ、インビトロ
、またはエクスビボにおける検出が提供される。診断用配列としての使用に適した例示的
な生物発光タンパク質およびそれらの使用に関する方法は、例えば、その各々が参照によ
り本明細書に組み入れられる、米国特許第5,292,658号、同第5,670,356号、同第6,171,80
9号、および同第7,183,092に記載される。
【００９９】
　エピトープタグは短いアミノ酸配列、例えば、5～20アミノ酸残基長であり、これを、
一旦細胞中で発現されるか、細胞から分泌されるか、または標的細胞に結合されたら検出
を容易にするための検出可能標識として、HSAリンカーコンジュゲートに組み込むことが
できる。診断用配列としてエピトープタグを組み込んでいる剤は、該エピトープタグに特
異的な抗体、抗体断片、または他の結合分子とのその相互作用のおかげで、検出可能であ
る。エピトープタグをコードするヌクレオチド配列は、天然遺伝子の適切な部分をクロー
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ニングすることによって、または該エピトープタグをコードするポリヌクレオチドを合成
することによって、作製される。エピトープタグに結合する抗体、抗体断片、または他の
結合分子は、検出可能標識（例えば、蛍光色素、放射性標識、重金属、または酵素、例え
ば、西洋ワサビペルオキシダーゼ）を直接組み込んでもよいし、または、このような標識
を組み込んでいる二次抗体、抗体断片、もしくは他の結合分子の標的としてそれ自体が機
能してもよい。診断用配列として使用することができる例示的なエピトープタグとしては
、c-myc（SEQ ID NO: 33）、赤血球凝集素（HA；SEQ ID NO: 34）、およびヒスチジンタ
グ（His6；SEQ ID NO: 35）が挙げられる。さらに、蛍光タンパク質（例えば、GFP）およ
び生物発光タンパク質も、エピトープタグとして、抗体、抗体断片として機能でき、かつ
、これらのタンパク質の検出用に他の結合分子が市販されている。
【０１００】
　診断用配列（例えば、蛍光タンパク質、生物発光タンパク質、またはエピトープタグ）
を組み込んでいるHSAリンカーコンジュゲート、またはそれを発現しているかそれに結合
した任意の細胞のインビボ、インビトロ、またはエクスビボでの検出、画像化、または追
跡は、顕微鏡、フローサイトメーター、ルミノメーター、または他の最先端の光学画像化
デバイス、例えば、IVIS（登録商標）Imaging System（Caliper LifeSciences, Hopkinto
n, MA）を用いて達成することができる。
【０１０１】
HSAリンカーに連結される治療剤または細胞毒性剤
　HSAリンカー、またはそれに結合した任意の分子もしくは部分を任意の公知の細胞毒性
部分または治療部分に連結して、疾患（例えば、癌、自己免疫疾患、または心血管系の疾
患）または疾患の1つまたは複数の症状を治療、阻害、軽減、または緩和するために投与
可能な剤（HSAリンカーコンジュゲート）を形成させることができる。例としては、これ
らに限定されるわけではないが、抗腫瘍剤、例えば：アシビシン；アクラルビシン；塩酸
アコダゾール；アクロニン；アドゼレシン；アドリアマイシン；アルデスロイキン；アル
トレタミン；アンボマイシン（ambomycin）；酢酸アメタントロン；アミノグルテチミド
；アムサクリン；アナストロゾール；アントラマイシン；アスパラギナーゼ；アスペルリ
ン（asperlin）；アザシチジン；アゼテパ（azetepa）；アゾトマイシン（azotomycin）
；バチマスタット；ベンゾデパ；ビカルタミド；塩酸ビサントレン；ビスナフィドジメシ
レート（bisnafide dimesylate）；ビゼレシン；硫酸ブレオマイシン；ブレキナルナトリ
ウム；ブロピリミン；ブスルファン；カクチノマイシン；カルステロン；カンプトテシン
；カラセミド；カルベチマー；カルボプラチン；カルムスチン；塩酸カルビシン；カルゼ
レシン；セデフィンゴール；クロラムブシル；シロレマイシン；シスプラチン；クラドリ
ビン；コンブレテスタチンa-4；クリスナトールメシレート；シクロホスファミド；シタ
ラビン；ダカルバジン；ダカ（n-［2-（ジメチル-アミノ）エチル］アクリジン-4-カルボ
キサミド）；ダクチノマイシン；塩酸ダウノルビシン；ダウノマイシン；デシタビン；デ
キソルマプラチン；デザグアニン；デザグアニンメシレート；ジアジクオン（diaziquone
）；ドセタキセル；ドラサチン；ドキソルビシン；塩酸ドキソルビシン；ドロロキシフェ
ン；クエン酸ドロロキシフェン；プロピオン酸ドロモスタノロン；デュアゾマイシン；エ
ダトレキサート；塩酸エフロールニチン；エリプチシン；エルサミトルシン；エンロプラ
チン；エンプロマート；エピプロピジン；塩酸エピルビシン；エルブロゾール；塩酸エソ
ルビシン；エストラムスチン；リン酸エストラムスチンナトリウム；エタニダゾール；ヨ
ード化ケシ油エチルエステルi131；エトポシド；リン酸エトポシド；エトプリン；塩酸フ
ァドロゾール；ファザラビン；フェンレチニド；フロクスウリジン；リン酸フルダラビン
；フルオロウラシル；5-fdump；フルオロシタビン；ホスキドン；ホストリエシンナトリ
ウム；ゲムシタビン；塩酸ゲムシタビン；金au198；ホモカンプトテシン；ヒドロキシ尿
素；塩酸イダルビシン；イホスファミド；イルモホシン；インターフェロンα-2a；イン
ターフェロンα-2b；インターフェロンα-n1；インターフェロンα-n3；インターフェロ
ンβ-ia；インターフェロンγ-ib；イプロプラチン；塩酸イリノテカン；ランレオチド酢
酸；レトロゾール；酢酸リュープロリド；塩酸リアロゾール；ロメトレキソールナトリウ
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ム；ロムスチン；塩酸ロソキサントロン；マソプロコール；メイタンシン；塩酸メクロレ
タミン；酢酸メゲストロール；メレンゲストロール酢酸；メルファラン；メノガリル；メ
ルカプトプリン；メトトレキサート；メトトレキサートナトリウム；メトプリン；メツレ
デパ；ミチンドミド；ミトカルシン（mitocarcin）；ミトクロミン；ミトジリン（mitogi
llin）；ミトマルシン（mitomalcin）；マイトマイシン；ミトスペル（mitosper）；ミト
タン；塩酸ミトキサントロン；ミコフェノール酸；ノコダゾール；ノガラマイシン；オル
マプラチン；オキシスラン；パクリタキセル；ペガスパルガーゼ；ペリオマイシン（peli
omycin）；ペンタムスチン；硫酸ペプロイシン；ペルホスファミド；ピポブロマン；ピポ
スルファン；塩酸ピロキサントロン；プリカマイシン；プロメスタン；ポルフィマーナト
リウム；ポルフィロマイシン；プレドニムスチン；塩酸プロカルバジン；ピューロマイシ
ン；塩酸ピューロマイシン；ピラゾフリン；リゾキシン；リゾキシンd；リボプリン；ロ
グレチミド；サフィンゴール；塩酸サフィンゴール；セムスチン；シムトラゼン；スパル
ホサートナトリウム；スパルソマイシン；塩酸スピロゲルマニウム；スピロムスチン；ス
ピロプラチン；ストレプトニグリン；ストレプトゾシン；塩化ストロンチウムsr89；スロ
フェヌル；タリソマイシン；タキサン；タキソイド；テコガラン（tecogalan）ナトリウ
ム；テガフール；塩酸テロキサントロン；テモポルフィン；テニポシド；テロキシロン；
テストラクトン；チアミプリン；チオグアニン；チオテパ；チミタック（thymitaq）；チ
アゾフリン；チラパザミン；トムデックス；top53；塩酸トポテカン；クエン酸トレミフ
ェン；酢酸トレストロン；リン酸トリシリビン；トリメトレキサート；グルクロン酸トリ
メトレキサート；トリプトレリン；塩酸ツブロゾール；ウラシルマスタード；ウレデパ；
バプレオチド；ベルテポルフィン；ビンブラスチン；硫酸ビンブラスチン；ビンクリスチ
ン；硫酸ビンクリスチン；ビンデシン；硫酸ビンデシン；硫酸ビネピジン；硫酸ビングリ
シナート；硫酸ビンロイロシン；酒石酸ビノレルビン；硫酸ビンロシジン（vinrosidine
）；硫酸ビンゾリジン；ボロゾール；ゼニプラチン；ジノスタチン；塩酸ゾルビシン；2-
クロロデオキシアデノシン；2'-デオキシホルマイシン；9-アミノカンプトテシン；ラル
チトレキセド；N-プロパルギル-5,8-ジデアザ葉酸；2-クロロ-2'-アラビノ-フルオロ-2'-
デオキシアデノシン；2-クロロ-2'-デオキシアデノシン；アニソマイシン；トリコスタチ
ンA；hPRL-G129R；CEP-751；リノミド（linomide）；硫黄マスタード；ナイトロジェンマ
スタード（メクロレタミン）；シクロホスファミド；メルファラン；クロラムブシル；イ
ホスファミド；ブスルファン；N-メチル-N-ニトロソ尿素（MNU）；N,N'-ビス（2-クロロ
エチル）-N-ニトロソ尿素（BCNU）；N-（2-クロロエチル）-N'-シクロヘキシル-N-ニトロ
ソ尿素（CCNU）；N-（2-クロロエチル）-N'-（トランス-4-メチルシクロヘキシル-N-ニト
ロソ尿素（MeCCNU）；N-（2-クロロエチル）-N'-（ジエチル）エチルホスホン酸-N-ニト
ロソ尿素（フォテムスチン）；ストレプトゾトシン；ジアカルバジン（DTIC）；ミトゾロ
ミド；テモゾロミド；チオテパ；マイトマイシンC；AZQ；アドゼレシン；シスプラチン；
カルボプラチン；オルマプラチン；オキサリプラチン；C1-973；DWA2114R；JM216；JM335
；ビス（白金）；トムデックス；アザシチジン；シタラビン；ゲムシタビン；6-メルカプ
トプリン；6-チオグアニン；ヒポキサンチン；テニポシド9-アミノカンプトテシン；トポ
テカン；CPT-11；ドキソルビシン；ダウノマイシン；エピルビシン；ダルビシン；ミトキ
サントロン；ロソキサントロン；ダクチノマイシン（アクチノマイシンD）；アムサクリ
ン；ピラゾロアクリジン；オールトランスレチノール；14-ヒドロキシ-レトロ-レチノー
ル；オールトランスレチノイン酸；N-（4-ヒドロキシフェニル）レチナミド；13-シス-レ
チノイン酸；3-メチルTTNEB；9-シス-レチノイン酸；フルダラビン（2-F-アラ-AMP）；ま
たは2-クロロデオキシアデノシン（2-Cda）が挙げられる。
【０１０２】
　他の治療用化合物としては、これらに限定されるわけではないが、20-ピ-1,25ジヒドロ
キシビタミンD3；5-エチニルウラシル；アビラテロン；アクラルビシン；アシルフルベン
；アデシペノール；アドゼレシン；アルデスロイキン；ALL-TKアンタゴニスト；アルトレ
タミン；アンバムスチン；アミドックス；アミホスチン；アミノレブリン酸；アムルビシ
ン；アムサクリン；アナグレリド；アナストロゾール；アンドログラホリド；脈管形成イ
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ンヒビター；アンタゴニストD；アンタゴニストG；アンタレリックス；抗背側化形態形成
タンパク-1（anti-dorsalizing morphogenetic protein-1）；抗アンドロゲン、前立腺癌
；抗エストロゲン；抗新生物薬；アンチセンスオリゴヌクレオチド；アフィジコリングリ
シネート；アポトーシス遺伝子モジュレーター；アポトーシス調節因子；アプリン酸；ア
ラ-CDP-DL-PTBA；アルギニンデアミナーゼ；アシュラクリン；アタメスタン；アトリムス
チン；アクシナスタチン1；アクシナスタチン2；アクシナスタチン3；アザセトロン；ア
ザトキシン；アザチロシン；バッカチンIII誘導体；バラノール；バチマスタット；BCR/A
BLアンタゴニスト；ベンゾクロリン；ベンゾイルスタウロスポリン；βラクタム誘導体；
β-アレチン；ベタクラマイシンB；ベツリン酸；bFGFインヒビター；ビカルタミド；ビサ
ントレン；ビサジリジニルスペルミン；ビスナフィド；ビストラテンA；ビゼレシン；ブ
レフレート；ブレオマイシンA2；ブレオマイシンB2；ブロピリミン；ブドチタン；ブチオ
ニンスルホキシイミン；カルシポトリオール；カルホスチンC；カンプトテシン誘導体（
例えば、10-ヒドロキシ-カンプトテシン）；カナリポクスIL-2；カペシタビン；カルボキ
サミド-アミノ-トリアゾール；カルボキサミドトリアゾール；CaRest M3；CARN 700；軟
骨由来インヒビター；カルゼレシン；カゼインキナーゼインヒビター（ICOS）；カスタノ
スペルミン；セクロピンB；セトロレリックス；クロリン（chlorins）；クロロキノキサ
リンスルホンアミド；シカプロスト；シス-ポルフィリン；クラドリビン；クロミフェン
アナログ；クロトリマゾール；コリスマイシンA；コリスマイシンB；コンブレタスタチン
A4；コンブレタスタチンアナログ；コナゲニン；クラムベスシジン816（crambescidin 81
6）；クリスナトール；クリプトフィシン8；クリプトフィシンA誘導体；クラシンA；シク
ロペンタントラキノン；シクロプラタム；シペマイシン；シタラビンオクホスファート；
細胞溶解因子；サイトスタチン；ダクリキシマブ；デシタビン；デヒドロジデムニンB；2
'デオキシコホルマイシン（DCF）；デスロレリン；デキシホスファミド；デキシラゾキサ
ン；デキシベラパミル；ジアジクオン；ジデムニンB；ジドックス；ジエチルノルスペル
ミン；ジヒドロ-5-アザシチジン；ジヒドロタキソール,9-；ジオキサマイシン；ジフェニ
ルスピロムスチン；ジスコデルモリド；ドコサノール；ドラセトロン；ドキシフルリジン
；ドロロキシフェン；ドロナビノール；デュオカルマイシンSA；エブセレン；エコムスチ
ン；エデルホシン；エドレコロマブ；エフロルニチン；エレメン；エミテフール；エピル
ビシン；エポチロン（A、R＝H；B、R＝Me）；エピチロン；エプリステリド；エストラム
スチンアナログ；エストロゲンアンタゴニスト；エストロゲンアンタゴニスト；エタニダ
ゾール；エトポシド；エトポシド4'-ホスフェート（エトポホス（etopofos））；エキセ
メスタン；ファドロソール；ファザラビン；フェンレチニド；フィルグラスチム；フィナ
ステリド；フラボピリドール；フレゼラスチン；フルアステロン；フルダラビン；塩酸フ
ルオロダウノルニシン；ホルフェニメックス；ホルメスタン；ホストリエシン；フォテム
スチン；ガドリニウムテキサフィリン；硝酸ガリウム；ガロシタビン；ガニレリックス；
ゼラチナーゼインヒビター；ゲムシタビン；グルタチオンインヒビター；ヘプスルファム
；ヘレグリン；ヘキサメチレンビスアセトアミド；ホモハリントニン（HHT）；ヒペリシ
ン；イバンドロン酸；イダルビシン；イドキシフェン；イドラマノトン；イルモホシン；
イロマスタット；イミダゾアクリドン；イミキモド；免疫刺激ペプチド；インスリン様成
長因子-1レセプターインヒビター；インターフェロンアゴニスト；インターフェロン；イ
ンターロイキン；イオベングアン；ヨードドキソルビシン；イポメアノール,4-；イリノ
テカン；イロプラクト；イルソグラジン；イソベンガゾール；イソホモハリコンドリンB
；イタセトロン；ジャスプラキノリド；カハラリドF；三酢酸ラメラリン-N；ラノレオチ
ド；レイナマイシン；レノグラスチム；硫酸レンチナン；レプトールスタチン；レトロゾ
ール；白血病抑制因子；白血球αインターフェロン；ロイプロリド＋エストロゲン＋プロ
ゲステロン；ロイプロレリン；レバミソール；リアロゾール；線状ポリアミンアナログ；
親油性二糖類ペプチド；親油性白金化合物；リソクリナミド7；ロバプラチン；ロムブリ
シン；ロメトレキソール；ロニダミン；ロソキサントロン；ロバスタチン；ロキソルビシ
ン；ルートテカン（lurtotecan）；ルテチウムテキサフィリン；リゾフィリン；溶菌ペプ
チド；メイタンシン；マンノスタチンA；マリマスタット；マソプロコール；マスピン；
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マトリリシンインヒビター；マトリックスメタロプロテアーゼインヒビター；メノガリル
；メルバロン；メテレリン；メチオニナーゼ；メトクロプラミド；MIFインヒビター；イ
フェプリストン；ミルテホシン；ミリモスチム；ミスマッチ二本鎖RNA；ミトラシン；ミ
トグアゾン；ミトラクトール；マイトマイシンアナログ；ミトナフィド；ミトトキシン線
維芽細胞成長因子サポリン；ミトキサントロン；モファロテン；モルグラモスチム；モノ
クローナル抗体；ヒト絨毛性ゴナドトロピン；モノホスホリルリピドA＋ミオバクテリア
細胞壁sk；モピダモール；多剤耐性遺伝子インヒビター；多発性腫瘍抑制因子-1ベースの
療法；マスタード抗癌剤；ミカペルオキシドB；マイコバクテリア細胞壁抽出物；ミリア
ポロン；N-アセチルジナリン；N-置換ベンズアミド；ナファレリン；ナグレスチップ；ナ
ロキソン＋ペンタゾシン；ナパビン；ナフテルピン；ナルトグラスチム；ネダプラチン；
ネモルビシン；ネリドロン酸；中性エンドペプチダーゼ；ニルタミド；ニサマイシン；酸
化窒素モジュレーター；ニトロキシド抗酸化物質；ニトルリン；06-ベンジルグアニン；
オクトレオチド；オキセノン；オリゴヌクレオチド；オナプリストン；オンダンセトロン
；オンダンセトロン；オラシン；経口サイトカイン誘導物質；オルマプラチン；オサテロ
ン；オキサリプラチン；オキサウノマイシン；パクリタキセルアナログ；パクリタキセル
誘導体；パラウアミン（palauamine）；パルミトイルリゾキシン；パミドロン酸；パナキ
シトリオール；パノミフェン；パラバクチン；パゼルリプチン；ペガスパルガーセ；ペル
デシン；ペントサン多硫酸ナトリウム；ペントスタチン；ペントロゾール；ペルフルブロ
ン；ペルホスファミド；ペリリルアルコール；フェナジノマイシン；フェニルアセテート
；ホスファターゼインヒビター；ピシバニル；塩酸ピロカルピン；ピラルビシン；ピリト
レキシム；プラセチンA；プラセチンB；プラスミノーゲン・アクチベータ・インヒビター
；白金錯体；白金化合物；白金-トリアミン複合体；ポドフィロトキシン；ポルフィマー
ナトリウム；ポルフィロマイシン；プロピルビス-アクリドン；プロスタグランジンJ2；
プロテアソームインヒビター；プロテインAベースの免疫調節物質；プロテインキナーゼC
インヒビター；プロテインキナーゼCインヒビター、微小藻類（microalgal）；プロテイ
ンチロシンホスファターゼインヒビター；プリンヌクレオシドホスホリラーゼインヒビタ
ー；プルプリン；ピラゾロアクリジン；ピリドキシル化ヘモグロビンポリオキシエチレン
コンジュゲート；rafアンタゴニスト；ラルチトレキセド（raltitrexed）；ラモステロン
；rasファルネシルプロテイントランスフェラーゼインヒビター；rasインヒビター；ras-
GAPインヒビター；ジメチル化レテルリプチン；エチドロン酸レニウムRe 186；リゾキシ
ン；リボザイム；RIIレチナミド；ログレチミド；ロヒツカイン（rohitukine）；ロムル
チド；ロキニメックス；ルビジノンB1；ルボキシル；サフィンゴール；サントピン；SarC
NU；サルコフィトールA；サルグラモスチム；Sdi 1模倣物；セムスチン；老化誘導インヒ
ビター1（senescence derived inhibitor 1）；センスオリゴヌクレオチド；シグナル伝
達インヒビター；シグナル伝達モジュレーター；単鎖抗原結合タンパク質；シゾフィラン
；ソブゾキサン；ナトリウムボロカプテート；フェニル酢酸ナトリウム；ソルベロール；
ソマトメジン結合蛋白；ソネルミン；スパルホス酸（sparfosic acid）；スピカマイシン
D；スピロムスチン；スプレノペンチン；スポンジスタチン1；スクアラミン；幹細胞イン
ヒビター；幹細胞分裂インヒビター；スチピアミド、ストロメリシンインヒビター；スル
フィノシン；過活性血管作用性小腸ペプチドアンタゴニスト；スラジスタ；スラミン；ス
ワインソニン；合成グリコサミノグリカン；タリムスチン；タモキシフェンメチオダイド
；タウロムスチン；タザロテン；テコガランナトリウム；テガフール；テルルラピリリウ
ム；テロメラーゼインヒビター；テモポルフィン；テモゾロミド；テニポシド；テトラク
ロロデカオキシド；テトラゾミン；サリブラスチン；サリドマイド；チオコラリン；トロ
ンボポエチン；トロンボポエチン模倣物；チマルファシン；サイモポイエチンレセプター
アゴニスト；サイモトリナン；甲状腺刺激ホルモン；スズ・エチル・エチオプルプリン；
チラパザミン；チタノセンジクロライド；トポテカン；トプセンチン；トレミフェン；全
能性幹細胞因子；翻訳インヒビター；トレチノイン；トリアセチルウリジン；トリシリビ
ン；トリメトレキセート；トリプトレリン；トロピセトロン；ツロステリド；チロシンキ
ナーゼインヒビター；チルホスチン；UBCインヒビター；ウベニメックス；尿生殖洞由来
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成長阻害因子；ウロキナーゼレセプターアンタゴニスト；バプレオチド；バリオリンB；
ベクター系、赤血球遺伝子療法；ベラレゾール；ベラミン；ベルジン；ベルテポルフィン
；ビノレルビン；ビンキサルチン；ビタキシン；ボロゾール；ザノテロン；ゼニプラチン
；ジラスコルブおよびジノスタチンスチマラマーが挙げられる。
【０１０３】
　HSAリンカーコンジュゲートはまた、部位特異的に結合した分子および部分を含むこと
もできる。部位特異的結合によって、例えば抗チューブリン剤、DNAマイナーグルーブバ
インダー、DNA複製インヒビター、アルキル化剤、アントラサイクリン、抗生物質、葉酸
代謝拮抗剤、代謝拮抗剤、化学療法増感剤または放射線増感剤、デュオカルマイシン、エ
トポシド、フッ化ピリミジン、イオノフォア、レキシトロプシン、ニトロソ尿素、プラチ
ノール、プリン代謝拮抗剤、ピューロマイシン、ステロイド、タキサン、トポイソメラー
ゼインヒビター、およびビンカアルカロイド、または本明細書に記載の任意の他の分子も
しくは部分を含む、細胞毒性剤、免疫調節剤、または細胞増殖抑制剤のHSAリンカー中の
特定残基に対する、制御された化学量論的付着が可能になる。
【０１０４】
　治療剤をタンパク質、特に抗体に結合させるための技術は周知である（例えば、Arnon 
et al., “Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In Cancer Therapy,
” in Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy (Reisfeld et al., eds., Alan R. L
iss, Inc., 1985); Hellstrom et al., “Antibodies For Drug Delivery,” in Control
led Drug Delivery (Robinson et al., eds., Marcel Dekker, Inc., 2nd ed. 1987); Th
orpe, “Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review,” in 
Monoclonal Antibodies '84: Biological And Clinical Applications (Pinchera et al.
, eds., 1985); “Analysis, Results, and Future Prospective of the Therapeutic Us
e of Radiolabeled Antibody In Cancer Therapy,” in Monoclonal Antibodies For Can
cer Detection And Therapy (Baldwin et al., eds., Academic Press, 1985); Thorpe e
t al., Immunol. Rev. 62:119-58 (1982); およびDoronina et al., “Development of p
otent monoclonal antibody auristatin conjugates for cancer therapy,” Nature Bio
tech. 21:(7)778-784 (2003)）。同じく、例えば国際公開公報WO 89/12624も参照された
い。
【０１０５】
　HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、溶解性ペプチドに
連結することもできる。そのような溶解性ペプチドは細胞死を誘導し、これらに限定され
るわけではないが、ストレプトリシンO；イソギンチャク（stoichactis）毒素；ファロリ
シン；ブドウ球菌（staphylococcus）のα毒素；ホロスリンA；ジギトニン；メリチン；
リゾレシチン；カルジオトキシン；およびヒモムシ（cerebratulus）のA毒素（Kemら、J.
 Biol. Chem. 253（16）:5752～5757, 1978）を含む。HSAリンカー、またはそれに結合し
た任意の分子もしくは部分（例えば、抗体または抗体断片のコンジュゲート）を、任意の
天然ペプチドリシンの配列相同性または化学的特徴の一部と共通している合成ペプチドに
連結してもよい；このような特徴としては、これらに限定されるわけではないが、直線性
、正電荷、両親媒性、および疎水性環境におけるαへリックス構造の形成が挙げられる（
Leuschnerら、Biology of Reproduction 73:860-865, 2005）。また、HSAリンカー、また
はそれに結合した任意の分子もしくは部分を、補体媒介性細胞溶解を誘発する剤、例えば
免疫グロブリンFcサブユニットなどに連結することもできる。また、HSAリンカー、また
はそれに結合した任意の分子もしくは部分を、酵素のホスホリパーゼファミリーの任意の
メンバー（ホスホリパーゼA、ホスホリパーゼB、ホスホリパーゼC、またはホスホリパー
ゼDを含む）に、またはその触媒活性サブユニットに連結することもできる。
【０１０６】
　また、HSAリンカー、またはそれに結合した任意の分子もしくは部分を、検出用途また
は治療用途のために用いられ得る剤を形成するように放射性剤に連結することもできる。
用いられ得る放射性剤としては、これらに限定されるわけではないが、フィブリノーゲン
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125I；フルデオキシグルコース18F；フルオロドーパ18F；インスリン125I；インスリン13

1I；ロベングアン123I；ヨージパミドナトリウム131I；ヨードアンチピリン131I；ヨード
コレステロール131I；ヨード馬尿酸ナトリウム123I；ヨード馬尿酸ナトリウム125I；ヨー
ド馬尿酸ナトリウム131I；ヨードピラセト125I；ヨードピラセト131I；ロフェタミン塩酸
塩123I；イオメシン125I；イオメシン131I；ヨータラム酸ナトリウム125I；ヨータラム酸
ナトリウム131I；チロシン131I；リオチロニン125I；リオチロニン131I；メリソプロール
アセテート197Hg；メリソプロールアセテート203Hg；メリソプロール197Hg；セレノメチ
オニン75Se；テクネチウム99mTc三硫化アンチモンコロイド；テクネチウム99mTcビシセー
ト；テクネチウム99mTcジソフェニン；テクネチウム99mTcエチドロネート；テクネチウム
99mTcイクサメタジム；テクネチウム99mTcフリフォスミン；テクネチウム99mTcグルセプ
テート；テクネチウム99mTcリドフェニン；テクネチウム99mTcメブロフェニン；テクネチ
ウム99mTcメドロネート；テクネチウム99mTcメドロネート二ナトリウム；テクネチウム99

mTcメルチアチド；テクネチウム99mTcオキシドロネート；テクネチウム99mTcペンテテー
ト；テクネチウム99mTcペンテテートカルシウム三ナトリウム；テクネチウム99mTcセスタ
ミビ；テクネチウム99mTcシボロキシム；テクネチウム99mTcスクシマー；テクネチウム99

mTcイオウコロイド；テクネチウム99mTcテボロキシム；テクネチウム99mTcテトロフォス
ミン；テクネチウム99mTcチアチド；チロキシン125I；チロキシン131I；トルポビドン131

I；トリオレイン125I；またはトリオレイン131Iが挙げられる。
【０１０７】
　さらに、放射性同位体を、HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートに対して部位
特異的に結合させることができる。利用可能な反応性基を用いて、123I、124I、125I、13

1I、99mTc、111In、64Cu、67Cu、186Re、188Re、177Lu、90Y、77As、72As、86Y、89Zr、2

11At、212Bi、213Bi、または225Acを含む放射性同位体の標識のために部位特異的二官能
性キレート剤を結合させてもよい。
【０１０８】
　HSAリンカーまたはHSAリンカーコンジュゲートに組み込まれるかまたは連結される治療
剤または細胞毒性剤はさらに、例えば、抗癌補助的増強剤を含んでもよく、これには、こ
れらに限定されるわけではないが以下が挙げられる：三環系抗うつ薬（例えば、イミプラ
ミン、デシプラミン、アミトリプチリン、クロミプラミン、トリミプラミン、ドキセピン
、ノルトリプチリン、プロトリプチリン、アモキサピンおよびマプロチリン）；非環系抗
うつ剤（例えば、セルトラリン、トラゾドンおよびシタロプラム）；Ca2＋アンタゴニス
ト（例えば、ベラパミル、ニフェジピン、ニトレンジピンおよびカロベリン）、カルモジ
ュリンインヒビター（例えば、プレニルアミン、トリフルオロペラジン、およびクロミプ
ラミン）；アンホテリシンB；トリパラノールアナログ（例えば、タモキシフェン）；抗
不整脈薬（例えば、キニジン）；抗高血圧薬（例えば、レセルピン）；チオール枯渇剤（
例えば、ブチオニンおよびスルホキシミン）ならびに多剤耐性低減剤、例えばクレマホル
（Cremaphor）EL。
【０１０９】
　また、HSAリンカーまたはそれに結合した任意の分子もしくは部分を含む剤を、1つまた
は複数のサイトカイン（例えば、顆粒球コロニー刺激因子、インターフェロン-α、およ
び腫瘍壊死因子-α）と連結することができ、または一緒に投与することができる。また
、HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、代謝拮抗剤に連結
することもできる。代謝拮抗剤としては以下の化合物およびこれらの誘導体が挙げられる
が、これらに限定されるわけではない：アザチオプリン、クラドリビン、シタラビン、ダ
カルバジン、リン酸フルダラビン、フルオロウラシル、ゲムシタビンクロルハイドレート
（gencitabine chlorhydrate）、メルカプトプリン、メトトレキセート、ミトブロニトー
ル、ミトタン、プログアニルクロルハイドレート、ピリメタミン、ラルチトレキセド、ト
リメトレキセートグルクロネート、ウレタン、硫酸ビンブラスチン、硫酸ビンクリスチン
など。より好ましくは、HSAリンカーまたはコンジュゲートを、葉酸タイプの代謝拮抗剤
、例えばメトトレキセート、プログアニルクロルハイドレート、ピリメタニン、トリメト
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プリン、またはトリメトレキセートグルクロネートを含む、ある種の薬剤、またはこれら
の化合物の誘導体と連結することができる。
【０１１０】
　また、HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、アクラルビ
シンクロルハイドレート、ダウノルビシンクロルハイドレート、ドキソルビシンクロルハ
イドレート、エピルビシンクロルハイドレート、イダルビシンクロルハイドレート、ピラ
ルビシン、またはゾルビシンクロルハイドレートを非限定的に含む、アントラサイクリン
ファミリーメンバーの腫瘍剤；カンプトテシン、またはその誘導体もしくは関連化合物、
例えば、10,11メチレンジオキシカンプトテシン；あるいは、種々の構造的に関連する化
合物を含むメイタンシノイドファミリーメンバーの化合物、例えば、アンサミトシンP3、
メイタンシン、2'-N-デメチルメイタンブチン、およびメイタンビシクリノールに連結す
ることもできる。
【０１１１】
　HSAリンカー、またはそれに結合された任意の分子もしくは部分を、公知の化学的方法
を用いて細胞毒性剤もしくは治療剤に直接的に連結することもでき、または間接的な結合
を介して細胞毒性剤もしくは治療剤に間接的に連結することもできる。例えば、HSAリン
カーを、細胞毒性剤または治療剤と結合しているキレート基に結合させることができる。
キレート基としては、これらに限定されるわけではないが、イニノカルボキシ（ininocar
boxylic）反応性基およびポリアミノポリカルボキシ反応性基である、ジエチレントリア
ミン五酢酸（DTPA）、および1,4,7,10-テトラアザシクロドデカン-1,4,7,10-四酢酸（DOT
A）が挙げられる。一般的な方法に関しては、例えば、Liu et al., Bioconjugate Chem. 
12(4):653, 2001；Cheng et al., WO 89/12631；Kieffer et al., WO 93/12112；Albert 
et al., U.S.P.N. 5,753,627；およびWO 91/01144（それぞれが本明細書において参照に
より組み入れられる）を参照されたい。
【０１１２】
　例えばHSAリンカー、（本明細書で定義した介在性ペプチドコネクターを伴うまたは伴
わない）1つまたは複数の結合部分、および治療剤または細胞毒性剤を含む、HSAリンカー
コンジュゲートを、該結合部分（例えば抗体、抗体断片、またはレセプター/リガンド）
によって、細胞または組織に対して特異的に標的とすることができ、それによって、該結
合部分が指向される該標的細胞または組織の選択的な破壊が可能になる。例えば、HSAリ
ンカーコンジュゲートが肺、乳房、前立腺、および結腸の癌細胞に特異的に結合する結合
部分を含む場合、これらの器官に由来する癌を予防、安定化、その進行を阻害、または治
療するために、該HSAリンカーコンジュゲートを用いてこれらの器官における該癌細胞を
標的としかつ破壊することができる。また、例えば自己免疫疾患の場合には、（例えば、
自己反応性T細胞上に存在する腫瘍壊死因子レセプター2（TNFR2）に結合させかつ拮抗さ
せることによって）自己反応性T細胞を標的とすることによって、脈管構造、脳、肝臓、
腎臓、心臓、肺、前立腺、結腸、上咽頭、中咽頭、喉頭、気管支、および皮膚に関連する
、加齢関連疾患もしくは状態、タバコ関連疾患もしくは状態、または自己免疫疾患もしく
は状態を、予防、安定化、その進行を阻害、または治療するために、例えば、HSAリンカ
ーコンジュゲートを用いて、これらの器官の細胞を標的としかつ破壊することができる。
【０１１３】
　HSAリンカーを組み換え的に発現させる場合、細胞毒性ポリペプチドに結合させること
ができる。細胞毒性ポリペプチドは、標的細胞（例えば、癌細胞）と接触させると、該細
胞に対して細胞毒性効果または細胞増殖抑制効果を発揮する。例えば、細胞毒性ポリペプ
チドは、HSAリンカーと連結された場合、標的細胞の結合の際に標的細胞中で、細胞死を
もたらすイベント、例えばアポトーシス、壊死、または老化を誘発できる。あるいは、HS
Aリンカーと結合させた細胞毒性ポリペプチドは、正常な生物学的細胞活性、例えば、分
裂、代謝、および増殖、または異常な生物学的細胞活性、例えば、転移を妨害または阻害
できる。
【０１１４】
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　例えば、カスパーゼ3に結合させたHSAリンカーは、標的細胞（例えば、癌細胞）に結合
して、エンドサイトーシスを受けると考えられる。標的細胞によって一旦内部移行されれ
ば、HSAリンカーコンジュゲートのカスパーゼ部分がアポトーシス促進性のカスパーゼカ
スケードを開始することができ、最終的には該標的細胞のアポトーシスが起こる。
【０１１５】
　好ましい態様では、HSAリンカーコンジュゲートは、癌細胞を殺傷できる細胞毒性ポリ
ペプチドを含む。別の態様では、細胞毒性ポリペプチドは、癌細胞の増殖または転移を阻
害する。また、HSAリンカーに結合した細胞毒性ポリペプチドを用いて、固形腫瘍を還流
する血管を形成する内皮細胞などの、癌増殖に関連するか、必須であるか、または有益で
ある細胞を殺傷することまたはその増殖を阻害することもできる。
【０１１６】
　一態様では、HSAリンカーコンジュゲートには、標的細胞（例えば、癌細胞）に対する
細胞毒性効果または細胞増殖抑制効果の特異性、強度、または持続期間を調節する（例え
ば、延長させる）ように2つ以上の細胞毒性ポリペプチドを含めることができる。
【０１１７】
　別の態様では、HSAリンカーを、活性化可能型の細胞毒性ポリペプチド（例えば、酵素
または薬物による切断の際に活性化が可能である、生物学的に不活性なプロ薬剤）に結合
させる。この態様では、該細胞毒性ポリペプチドを切断できる酵素または薬物に対して該
細胞毒性ポリペプチドプロ薬剤を（例えば、インビボにおいて）曝露することにより、該
細胞毒性ポリペプチドを生物学的に活性（例えば、細胞毒性または細胞増殖抑制性）にす
る。HSAリンカーとの使用のために生物学的活性型へと変換することが可能な生物学的に
不活性な細胞毒性ポリペプチドの一例は、プロカスパーゼ（例えば、プロカスパーゼ8ま
たは3）である。例えば、HSAリンカーのプロカスパーゼ8ドメインは、標的細胞（例えば
、癌細胞）による内部移行の際にTRAILまたはFasLによって切断できる。一旦切断されれ
ば、生物学的に活性なカスパーゼ8は、標的細胞のアポトーシスを促進することができる
。
【０１１８】
　一態様では、HSAリンカーに結合した細胞毒性ポリペプチドは、細胞毒性または細胞増
殖抑制性を有することが公知である、全長のペプチド、ポリペプチド、もしくはタンパク
質、またはこれらの生物学的に活性な断片（例えば、「死ドメイン」）を含むことができ
る。細胞毒性または細胞増殖抑制性を有するペプチド、ポリペプチド、またはタンパク質
を（例えば、アミノ酸を置換、変異、短縮、または付加することによって）改変して、本
明細書記載の剤への細胞毒性配列の組み込みを容易にすることができる。望ましい改変と
しては、例えば、タンパク質の発現、寿命、細胞分泌、および標的細胞毒性を促進するア
ミノ酸配列への変更が挙げられる。
【０１１９】
　本発明はまた、任意で結合部分およびペプチドコネクターを含むHSAリンカーとの融合
タンパク質として細胞毒性ポリペプチドをコードする核酸分子も提供する。ベクター（例
えば、発現ベクター）をトランスフェクトまたは形質導入した細胞中でのHSAリンカーの
発現の際に、細胞毒性ポリペプチド、HSAリンカー、および結合部分が（存在するならば
）、操作可能に連結される（例えば、融合されるか、隣接して結合されるか、または一緒
につながれる）ように、核酸分子を該ベクター内に組み込むことができる。本発明の細胞
毒性ポリペプチドとして用いられ得るペプチド、ポリペプチド、およびタンパク質の例と
しては、これらに限定されるわけではないが、アポトーシス誘導性タンパク質、例えば、
シトクロムc（SEQ ID NO: 39）；カスパーゼ（例えば、カスパーゼ3（SEQ ID NO: 36）お
よびカスパーゼ8（SEQ ID NO: 37））；プロカスパーゼ、グランザイム（例えば、グラン
ザイムAおよびB（SEQ ID NO: 38））；腫瘍壊死因子（TNF）およびTNFレセプターファミ
リーのメンバー、例としては、TNF-α（TNFα；SEQ ID NO: 40））、TNF-β、Fas（SEQ I
D NO: 41）およびFasリガンド；Fas-関連死ドメイン様IL-1β変換酵素（FLICE）；TRAIL/
APO2L（SEQ ID NO: 45）およびTWEAK/APO3L（例えば、参照により本明細書に組み入れら
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れる米国特許出願公開第2005/0187177号を参照のこと）；Bcl-2ファミリーのアポトーシ
ス促進性メンバー、例としては、Bax（SEQ ID NO: 46）、Bid、Bik、Bad（SEQ ID NO: 42
）、Bak、およびRICK（例えば、参照により本明細書に組み入れられる、米国特許出願公
開第2004/0224389号を参照のこと）；血管アポトーシス誘導性タンパク質1および2（VAP1
およびVAP2；Masudaら、Biochem. Biophys. Res. Commun. 278:197～204（2000））；ピ
エリシン（pierisin）（SEQ ID NO: 44；Watanabeら、Biochemistry 96:10608～10613（1
999））；アポトーシス誘導性タンパク質（SEQ ID NO: 43；AIP；Murawakaら、Nature 8:
298～307（2001））；IL-1αプロピースポリペプチド（例えば、参照により本明細書に組
み入れられる米国特許第6,191,269号を参照のこと）；アポプチンおよびアポプチン関連
タンパク質、例えば、AAP-1（例えば、参照により本明細書に組み入れられる欧州特許出
願公開第EP 1083224号を参照のこと）；抗血管形成因子、例えば、エンドスタチンおよび
アンギオスタチン；ならびに他のアポトーシス誘導性タンパク質、例としては、各々が参
照により本明細書に組み入れられる以下の国際特許出願公開公報番号および米国特許出願
公開：米国特許出願公開第2003/0054994号、同第2003/0086919号、同第2007/0031423号、
WO 2004/078112、WO 2007/012430、およびWO 2006/0125001（デルタ1およびジャグド（ja
gged）1の細胞内ドメイン）に記載されるものが挙げられる。
【０１２０】
野性型HSAリンカーコンジュゲート
　本発明はまた、結合剤、診断剤、または治療剤の形成における、天然の野性型HSAリン
カーを包含し、そのアミノ酸配列およびヌクレオチド配列をそれぞれSEQ ID NO: 3および
4に示す。SEQ ID NO: 3に列挙されるアミノ酸配列を有するHSAリンカーを利用する全ての
態様では、1つまたは複数の上記のペプチドコネクターを、該HSAリンカーのアミノ末端お
よび/もしくはカルボキシ末端に共有結合させるか、または該HSAリンカー配列内のアミノ
酸残基に共有結合させて、1つまたは複数の結合部分の結合を容易にする。
【０１２１】
短縮
　本発明はさらに、1つまたは複数のペプチドコネクターまたは結合部分と組み合わせて
もよい、短縮した野性型HSAポリペプチドを用いて形成される、HSAリンカーコンジュゲー
トを提供する。野性型の全長HSAアミノ酸配列（すなわち、SEQ ID NO: 3）のアミノ酸の
うち1個、2個、3個、4個、5個、10個、15個、20個、50個、100個、200個、またはそれ以
上を欠いている野性型HSAポリペプチドを、本明細書において記載されるような任意の結
合部分または診断剤または治療剤のいずれかに結合させることができる。短縮は、HSAリ
ンカーの一端または両端で行うことができ、または内部残基の欠失を含むことができる。
2つ以上のアミノ酸残基の短縮は一列に並んでいる（すなわち、連続的である）必要はな
い。野性型HSAリンカーの例としては、1つまたは複数のペプチドコネクターまたは結合部
分、1つまたは複数のドメインI（SEQ ID NO: 56；SEQ ID NO: 3の残基1～197）、ドメイ
ンII（SEQ ID NO: 54；SEQ ID NO: 3の残基189～385）、もしくはドメインIII（SEQ ID N
O: 57；；SEQ ID NO: 3の残基381～585）、またはこれらの組み合わせを有するもお、例
えば、ドメインIとII、IとIII、およびIIとIIIを組み合わせて有するものが挙げられる。
【０１２２】
　コンジュゲート（例えば、二重特異性のHSA-薬物、または放射性同位体含有剤）の血清
クリアランス速度は、上記のような短縮型の野性型HSAリンカーを含むコンジュゲートを
試験することによって最適化することができる。
【０１２３】
追加的なHSAリンカー修飾
　HSAリンカーを、該HSAリンカーのアミノ酸残基の部位特異的化学的修飾によって修飾し
てもよいが、必須ではない。正確に折り畳まれた三次構造のHSAは、該タンパク質の外面
上に特定のアミノ酸残基を提示している。化学的反応性を有するアミノ酸残基（例えば、
システイン）を、表面露出したこれらの残基に対して置換することができ、これによって
診断剤または治療剤の部位特異的結合が可能になる。
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【０１２４】
　代替的または追加的に、任意でHSAリンカー配列からのアスパラギン残基、セリン残基
、またはトレオニン残基の追加または除去によってHSAリンカーを修飾して、これらのア
ミノ酸残基のグリコシル化を改変してもよい。本明細書で述べるように、HSAリンカーに
追加されたグリコシル化部位は、表面露出していることが好ましい。HSAリンカーに導入
されたグリコシル部分または他の糖質部分を、診断剤、治療剤、または細胞毒性剤に直接
結合させることができる。
【０１２５】
システイン（チオール）結合
　HSAリンカーの表面露出アミノ酸残基は、診断剤、治療剤、または細胞毒性剤の化学結
合を可能にするためにシステイン残基で置換されてもよい。（その天然の三次構造に折り
畳まれている場合に）HSAリンカーの表面上に露出したシステイン残基は、マレイミドま
たはハロアセチルなどのチオール反応性基に対する診断剤、治療剤、または細胞毒性剤の
特異的結合を可能にする。マレイミド基に対するシステイン残基のチオール官能基の求核
反応性は、リジン残基のアミノ基またはN末端アミノ基などのタンパク質内の他の全ての
アミノ酸官能基と比較して約1000倍高い。ヨードアセチル試薬およびマレイミド試薬にお
けるチオール特異的な官能性はアミン基と反応し得るが、より高いpH（＞9.0）およびよ
り長い反応時間が必要である（Garman, 1997, Non-Radioactive Labelling: A Practical
 Approach, Academic Press, London）。タンパク質中の遊離チオールの量は、標準的な
エルマンアッセイを用いて推定され得る。反応性の遊離チオールを生成するために、ジチ
オスレイトール（DTT）またはセレノールなどの試薬によるジスルフィド結合の還元（Sin
ghら、Anal. Biochem. 304:147～156（2002））が必要である場合もある。
【０１２６】
　システイン置換のための部位は、HSAリンカーの表面接触性の解析によって特定され得
る（例えば、置換に適したセリン残基およびトレオニン残基の特定は下記の実施例1に記
載される）。該表面接触性は、溶媒分子、例えば、水が接触し得る表面積（例えば、平方
オングストローム）として表現できる。水の占有領域は半径1.4オングストロームの球に
近似される。タンパク質の各のアミノ酸の表面接触性を算出するためのソフトウェアは自
由に入手可能であるかまたは使用許可され得る。例えば、結晶学プログラムCCP4 Suiteは
、公知のx線結晶学由来の座標を用いてタンパク質の各々のアミノ酸の表面接触性を算出
するためのアルゴリズムを使用する（「The CCP4 Suite: Programs for Protein Crystal
lography」Acta. Cryst. D50:760-763 (1994); www.ccp4.ac.uk/dist/html/INDEX.html）
。また溶媒接触性は、スイスバイオインフォマティクス研究所（Swiss Institute of Bio
informatics）からダウンロードしたフリーソフトウェアDeep View Swiss PDB Viewerを
用いて評価してもよい。表面露出部位でのシステインの置換によって、診断剤または治療
剤に連結したチオール反応性基に対する反応性システインの結合が可能になる。
【０１２７】
グリコシル化
　さらに、血清クリアランス速度の改変は、HSAリンカー内部にグリコシル化部位を設計
することによって達成できる。特定の態様では、HSAリンカーはグリコシル化されている
。ポリペプチドのグリコシル化は、典型的にはN結合型かO結合型のどちらかである。N結
合とは、アスパラギン残基の側鎖への糖質部分の結合を指す。トリペプチド配列であるア
スパラギン-X-セリンおよびアスパラギン-X-トレオニン（ここでXはプロリン以外の任意
のアミノ酸を表す）は、アスパラギン側鎖に対する糖質部分の酵素的結合に対する認識配
列である。従って、ポリペプチド内にこれらのトリペプチド配列のどちらかが存在するこ
とによって、可能性のあるグリコシル化部位が作製される。O結合型グリコシル化とは、
糖であるN-アセチルガラクトサミン（aceylgalactosamine）、ガラクトース、またはキシ
ロースのうち一つの、ヒドロキシアミノ酸に対する、最も一般的にはセリンまたはトレオ
ニンに対する結合を指すが、5-ヒドロキシプロリンまたは5-ヒドロキシリジンを用いても
よい。
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【０１２８】
　（N結合型グリコシル化部位について）HSAリンカーに対するグリコシル化部位の付加ま
たは欠失は、上記したトリペプチド配列の1つまたは複数が作製されるようにアミノ酸配
列を改変することによって、好都合に達成される。（O結合型グリコシル化部位について
）元のHSAリンカーの配列に対する1つまたは複数のセリン残基またはトレオニン残基の付
加、欠失、または置換によって改変を行ってもよい。また、HSA上で得られた糖質構造を
、上述の細胞毒性剤、免疫調節剤、または細胞増殖抑制剤の部位特異的結合に用いること
ができる。
【０１２９】
他の治療剤と組み合わせたHSAリンカーコンジュゲート
　本明細書に記載のHSAリンカーコンジュゲートを、本明細書に記載の治療剤、細胞毒性
剤、または細胞増殖抑制剤の1つまたは複数と共に投与してもよい。例えば、乳癌に罹患
している患者に、ErbB2およびErbB3 scFv（例えば、B2B3-1）を含むHSAリンカーを投与す
ることができ、これは、乳癌の治療のための一般的な化学療法レジメンである、例えばド
キソルビシン、シクロホスファミド、およびパクリタキセルと同時投与することができる
。この点に関して使用のために好ましい治療剤は、トラスツズマブである。この組み合わ
せに関するデータは、後述の実施例42～44に示される。癌治療に有用である追加の生物学
的および化学的な剤は、本明細書に、例えば付表2に示される。
【０１３０】
放射線療法または外科手術と組み合わせたHSAリンカーコンジュゲート
　放射線療法または外科手術の前に、それと同時に、またはその後に、HSAリンカーコン
ジュゲートを投与してもよい。例えば、増殖性障害（例えば、乳癌）に罹患している患者
に、HSAリンカーコンジュゲートを単独で、または、癌性組織の部位における標的放射線
療法または外科的処置（例えば、乳腺腫瘍摘出術または乳房切除術）と同時に本明細書に
記載のその他の治療剤、細胞毒性剤、もしくは細胞毒性剤と組み合わせて、投与すること
ができる。HSAリンカーコンジュゲートとの組み合わせに適した放射線療法としては、近
接照射療法および標的術中放射線療法（TARGIT）が挙げられる。
【０１３１】
薬学的組成物
　本明細書で提供される薬学的組成物は、1つまたは複数の結合部分（例えば、抗体また
は抗体断片）、診断剤（例えば、放射性核種またはキレート剤）、または治療剤（例えば
、細胞毒性剤または免疫調節剤）を含むHSAリンカーコンジュゲートの、治療上有効量ま
たは診断上有効量を包含する。活性成分であるHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複
数の結合部分、診断剤、または治療剤と共に調製される）は、種々の薬物送達系における
使用のために製剤化することができる。1つまたは複数の生理学的に許容可能な賦形剤ま
たは担体を、適切な製剤化のために組成物に含めることができる。本発明での使用に適し
た製剤は、Remington’s Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, Philade
lphia, PA, 第17版（1985）に見出される。薬物送達のための方法の概説については、Lan
ger Science 249:1527～1533（1990）を参照のこと。
【０１３２】
　該薬学的組成物は、予防的および/または治療的な処置のための、例えば経皮手段によ
る、非経口の、経鼻の、局部的な、経口の、または局所的な投与を目的としている。通常
は、該薬学的組成物は、非経口的に（例えば、静脈内、筋肉内、または皮下の注射によっ
て）、または経口摂取によって、または局所塗布によって、投与される。従って非経口投
与のための組成物は、許容可能な担体に、好ましくは水性の担体に、例えば水、緩衝水、
生理食塩水、PBSなどに溶解するかまたは懸濁された、1つまたは複数の結合剤、診断剤、
および/または治療剤が結合されたまたは結合されていない、HSAリンカーを含み得る。組
成物は、適切な生理学的条件に必要な、薬学的に許容される補助物質、例えばpH調節剤お
よびpH緩衝剤、等張化剤、湿潤剤および界面活性剤などを含んでもよい。本発明はまた、
経口送達のための組成物も提供し、これには、錠剤およびカプセルなどの製剤化のための
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、結合剤または充填剤などの不活性成分が含まれうる。さらに本発明は局所投与のための
組成物を提供し、これには、クリームおよび軟膏の製剤化のための、溶媒または乳化剤な
どの不活性成分が含まれうる。
【０１３３】
　これらの組成物は従来の滅菌技術によって滅菌されてもよいし、滅菌ろ過されてもよい
。得られた水溶液は、そのまま使用するために包装されてもよく、または凍結乾燥されて
もよく、該凍結乾燥調製物は、滅菌済の水性担体と投与前に混合される。調製物のpHは、
典型的には3～11であり、より好ましくは5～9、または6～8であり、最も好ましくは7～8
、例えば7～7.5である。得られた固体形態の組成物は複数の単回投与単位で包装され得、
そのそれぞれが、例えば、錠剤またはカプセルの密封包装1つの中の、一定量のHSAリンカ
ーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製
された）を含む。また、固体形態の組成物を、局部適用可能なクリームまたは軟膏用に設
計された絞り出し可能なチューブなどの、量を可変にするための容器内に、包装すること
もできる。
【０１３４】
　有効量のHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/また
は治療剤とともに調製された）を含む組成物を、予防的および/または治療的な処置のた
めに哺乳動物（例えば、ヒト）に投与することができる。予防的用途において、HSAリン
カーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調
製された）を含む組成物は、疾患もしくは病態（例えば、癌、自己免疫疾患、または心血
管系疾患）に感受性であるか、またはさもなくば該疾患もしくは病態を発症するリスクを
有する患者に投与される。そのような量は、「予防上有効な用量」と定義される。この使
用において、正確な量はやはり患者の健康状態に依存するが、一般的には、1用量あたり
約0.5mg～約400mgの（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調
製された）HSAリンカーコンジュゲート（例えば、1用量あたり10mg、50mg、100mg、200mg
、300mg、または400mg、またはそれ以上）、および、1用量あたり約0.1μg～約300mgの1
つまたは複数の免疫調節剤（例えば、1用量あたり10μg、30μg、50μg、0.1mg、10mg、5
0mg、100mg、または200mg）の範囲にわたる。1用量のHSAリンカーコンジュゲート（1つま
たは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製された）を、患者に対し
て予防的に、1時間あたり、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、または1年あたり1回
以上（例えば、1時間あたり、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、または1年あたり2
、4、5、6、7、8、9、10、11、または12回）投与することができる。より一般的には、1
週間あたり1用量のHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、およ
び/または治療剤とともに調製された）が投与される。
【０１３５】
　治療用途において、1用量のHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診
断剤、および/、または治療剤とともに調製された）は、疾患または病態（例えば、癌、
自己免疫疾患、または心血管系疾患）に既に罹患している哺乳動物（例えば、ヒト）に、
治癒に十分な量で、または該疾患もしくは病態およびその合併症の症状の1つもしくは複
数を少なくとも部分的に停止もしくは軽減するのに十分な量で、投与される。この目的を
達成するのに十分な量は、「治療上有効な用量」と定義される。この使用に有効な量は、
疾患または病態の重症度および患者の全身状態に依存し得るが、一般的には、1用量あた
り約0.5mg～約400mgの（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに
調製された）HSAリンカーコンジュゲート（例えば、1用量あたり10mg、50mg、100mg、200
mg、300mg、または400mg、またはそれ以上）の範囲にわたる。1用量のHSAリンカーコンジ
ュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製された）
を、患者に対して治療的に、1時間あたり、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、また
は1年あたり1回以上（例えば、1時間あたり、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、ま
たは1年あたり2、4、5、6、7、8、9、10、11、または12回）投与することができる。より
一般的には、1週間あたり1用量のHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、
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診断剤、および/または治療剤とともに調製された）が投与される。
【０１３６】
　いくつかの態様において、患者に、HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合
剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製された）を、1用量あたり約0.5mg～約400
mgの範囲で、1週間あたり1回以上（例えば、1週間あたり2、3、4、5、6、または7回、ま
たはそれ以上）、好ましくは、1用量あたり約5mg～約300mgで1週間あたり1回以上、さら
により好ましくは、1用量あたり約5mg～約200mgで1週間あたり1回以上、投与してもよい
。また患者に、HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/
または治療剤とともに調製された）を約50mg～約800mgの範囲で隔週に1回、または、HSA
リンカー、またはこれに結合された任意の結合剤、診断剤、および/もしくは治療剤を約5
0mg～約1,200mgの範囲で月1回、投与してもよい。
【０１３７】
　他の態様において、HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、お
よび/または治療剤とともに調製された）を、患者に対して、約0.5mg/週～約2,000 mg/週
、約1.0mg/週～約1,000 mg/週、約5mg/週～約500 mg/週、約10mg/週～約100mg/週、約20m
g/週～約80mg/週、約100mg/週～約300mg/週、または約100mg/週～約200mg/週の通常の用
量範囲で投与してもよい。別の局面では、70 kgの患者へ投与するための本明細書で提供
するHSAリンカーコンジュゲートの用量は、例えば約1μg～約5000 mg、約2μg～約4500 m
g、約3μg～約4000 mg、約4μg～約3,500 mg、約5μg～約3000 mg、約6μg～約2500 mg、
約7μg～約2000 mg、約μg～約1900 mg、約9μg～約1,800 mg、約10μg～約1,700 mg、約
15μg～約1,600 mg、約20μg～約1,575 mg、約30μg～約1,550 mg、約40μg～約1,500 mg
、約50μg～約1,475 mg、約100μg～約1,450 mg、約200μg～約1,425 mg、約300μg～約1
,000 mg、約400μg～約975 mg、約500μg～約650 mg、約0.5 mg～約625 mg、約1 mg～約6
00 mg、約1.25 mg～約575 mg、約1.5 mg～約550 mg、約2.0 mg～約525 mg、約2.5 mg～約
500 mg、約3.0 mg～約475 mg、約3.5 mg～約450 mg、約4.0 mg～約425 mg、約4.5 mg～約
400 mg、約5 mg～約375 mg、約10 mg～約350 mg、約20 mg～約325 mg、約30 mg～約300 m
g、約40 mg～約275 mg、約50 mg～約250 mg、約100 mg～約225 mg、約90 mg～約200 mg、
約80 mg～約175 mg、約70 mg～約150 mg、または約60 mg～約125 mgの範囲であり得る。
最適な治療応答を提供するように投与レジメンを調整してもよい。別の局面では、HSAリ
ンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに
調製された）を、隔日で約0.5mg～隔日で約500 mg、好ましくは、隔日で約5mg～隔日で約
75mg、より好ましくは、隔日で約10mg～隔日で約50mg、さらにより好ましくは、隔日で20
mg～隔日で約40mgの範囲で、投与してもよい。HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複
数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製された）はまた、約0.5mg×3回/
週～約100mg×3回/週、好ましくは、約5mg×3回/週～約75mg×3回/週、より好ましくは、
約10mg×3回/週～約50mg×3回/週、さらにより好ましくは、約20mg×3回/週～約40mg×3
回/週の範囲で、投与されてもよい。
【０１３８】
　本発明における方法の非限定的な態様では、HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複
数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製された）は、哺乳動物（例えば
、ヒト）に対して、継続的に1、2、3、または4時間；1日に1、2、3、または4回；隔日で
、または3日、4日、5日、もしくは6日毎に；1週間に1、2、3、4、5、6、7、8、9、または
10回；隔週で；1ヵ月に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、または30回；隔月で；6ヵ月毎に1、
2、3、4、5、6、7、8、9、または10回；1年に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、19、または20回；あるいは1年に2回、投与される。HSAリンカ
ーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに調製
された）を、治療レジメンの間に異なる頻度で投与してもよい。追加の態様では、HSAリ
ンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤とともに
調製された）を、同じ頻度で患者に投与してもよく、または異なる頻度で患者に投与して
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もよい。
【０１３９】
　所望の治療効果を達成するために必要な、1つまたは複数の診断剤もしくは治療剤およ
びHSAリンカーまたはそこに結合された任意の剤の量は、選択した具体的な診断剤または
治療剤、投与方式、およびレシピエントの臨床状態などの、いくつかの要素に依存する。
当業者であれば、1つまたは複数の診断剤または治療剤およびHSAリンカー、またはそこに
結合された任意の剤の、所望の結果を達成するのに適した投薬量を決定することができる
であろう。
【０１４０】
　有効量のHSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/また
は治療剤とともに調製された）を含む組成物の単回または複数回の投与は、処理を行って
いる医師によって選択された用量レベルおよびパターンで実施可能である。用量および投
与スケジュールは、哺乳動物（例えば、ヒト）における疾患または病態の重症度に基づい
て決定および調節することができ、これは、臨床医が一般に実施する方法または本明細書
に記載の方法により治療経過全体にわたってモニターされ得る。
【０１４１】
　HSAリンカーコンジュゲート（1つまたは複数の結合剤、診断剤、および/または治療剤
とともに調製された）を、哺乳動物対象、例えばヒトに、直接、または当技術分野で公知
の任意の薬学的に許容される担体もしくは塩と組み合わせて、投与することができる。薬
学的に許容される塩としては、製薬業界で一般に用いられる非毒性の酸付加塩または金属
錯体を挙げることができる。酸付加塩の例としては、酢酸、乳酸、パモ酸、マレイン酸、
クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸、コハク酸、安息香酸、パルミチン酸、スベリン酸
、サリチル酸、酒石酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸、またはトリフルオロ酢
酸などの有機酸；タンニン酸、またはカルボキシメチルセルロースなどの重合酸（polyme
ric acid）；および、塩酸、臭化水素酸、硫酸、またはリン酸などの無機酸が挙げられる
。金属錯体としては亜鉛および鉄などが挙げられる。薬学的に許容される担体の一例は生
理食塩水である。その他の生理学的に許容される担体およびそれらの配合は当業者に公知
であり、例えばRemington’s Pharmaceutical Sciences, (18th edition), ed. A. Genna
ro, 1990, Mack Publishing Company, Easton, PAに記載される。
【０１４２】
診断用途および治療用途
　HSAリンカーコンジュゲートは、例えば、増殖性疾患（例えば、黒色腫、明細胞肉腫、
および腎臓癌などの癌）、および自己免疫疾患（例えば、多発性硬化症、関節リウマチ、
およびブドウ膜炎）の診断または治療を含む、ヒトにおける診断用途および治療用途に用
いることができる。ヒトの増殖性疾患および自己免疫疾患についての以下の記載は、診断
用途および治療用途においてHSAリンカーコンジュゲートをどのように適用できるのかに
ついての全体的な理解を当業者に与えるためのものであり、本発明の範囲を限定する意図
はない。
【０１４３】
増殖性疾患（癌）
　HSAリンカーコンジュゲートは、これらに限定されるわけではないが、乳癌、黒色腫、
明細胞肉腫、腎臓癌（例えば、腎細胞癌）、前立腺癌、肺癌、胃癌、および卵巣癌などの
増殖性疾患を、診断、治療、予防、または除去するために使用できる。増殖性疾患を有す
ることが疑われるまたはそれに罹患している患者における診断用途または治療用途のため
にHSAリンカーと結合させる結合部分は、増殖性疾患に関連する標的分子（例えば、チロ
シンキナーゼレセプターなどの細胞表面レセプター）を特異的に結合させるか、アゴナイ
ズするか、活性化するか、拮抗するか、または阻害する能力に基づいて、選択され得る。
例えば、インスリン様成長因子レセプター（IGFR、例えば、IGF1RおよびIGF2R）、線維芽
細胞成長因子レセプター（FGFR）、血小板由来成長因子レセプター（PDGFR）、血管内皮
成長因子レセプター（VEGFR）、腫瘍壊死因子レセプター（TNFR）、上皮細胞成長因子レ
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は間葉上皮移行因子レセプター（c-met；肝細胞成長因子レセプター（HGFR）としても公
知）を標的する結合部分をHSAリンカーに結合させて、増殖性疾患を診断または治療する
ことができる。HSAリンカーコンジュゲートによる癌細胞の特異的結合は、結合された癌
細胞の検出（例えば、本明細書で定義したような検出可能標識に結合させたHSAリンカー
）または破壊（例えば、細胞毒性剤に結合させたHSAリンカー）を可能にし得る。乳癌お
よび腎臓癌の治療に関するHSAリンカーコンジュゲートの具体的な用途を、下記に記載す
る。
【０１４４】
乳癌
　一般的な形態の乳癌としては、浸潤性の乳管癌つまり乳管の悪性癌、および浸潤性の小
葉癌つまり乳腺小葉の悪性癌が挙げられる。ある種の乳癌細胞は、高レベルの上皮細胞成
長因子レセプター、特にErbB2（すなわち、HER2/neu）を発現することが公知である。EGF
Rの異常なシグナル伝達または無秩序な活性化は、乳癌を含む多くの癌の発達および進行
に関連づけられている。機能不全EGFR経路を介して媒介される無制限細胞増殖は、上皮由
来の多種多様な固形腫瘍で見出され、データによって、腫瘍のEGFR発現、過剰発現、およ
び調節不全と、疾患の進行、転移の表現型、化学療法に対する耐性、および全体的な予後
不良とが関連付けられている。
【０１４５】
　EGFRに特異的な1つまたは複数の結合部分（例えば、抗ErbB2；トラスツズマブ）に結合
させたHSAリンカーを、本明細書に記載のように、診断剤（例えば、検出可能標識）、ま
たは細胞毒性剤、細胞増殖抑制剤、もしくは治療剤とともに用いて、乳癌を診断または治
療することができる。あるいは、本明細書においてさらに記載される、ErbB2およびErbB3
に特異的な結合部分、例えば「B2B3-1」を含む二重特異性HSAリンカーコンジュゲートを
用いて、癌、例えば、乳癌、腎臓癌、卵巣癌、および肺癌を診断または治療することがで
きる。
【０１４６】
　上記のとおり、乳癌を治療するために用いられるHSAリンカーコンジュゲートは、放射
線療法または外科的処置の前に（例えば、ネオアジュバント化学療法）、同時に、または
後に（例えば、アジュバント化学療法）、投与することができる。また、HSAリンカーコ
ンジュゲートを、乳癌の治療に有用な他の化合物（例えば、生物学的治療剤または化学的
治療剤などの抗腫瘍剤）と同時に投与することもできる。例えば、有糸分裂阻害剤（例え
ば、タキサン）、トポイソメラーゼインヒビター、アルキル化剤（例えば白金ベースの剤
を含む）、選択的エストロゲンモジュレーター（SERM）、アロマターゼインヒビター、代
謝拮抗剤、抗腫瘍抗生物質（例えば、アントラサイクリン抗生物質）、抗VEGF剤、抗ErbB
2（HER2/neu）剤、および抗ErbB3剤を含む、表1に列挙される抗腫瘍剤が、乳癌の治療に
特に有用であることが公知である。臨床医は、乳癌の治療のために有益であると考えられ
るかまたはそれが公知である、付表2に列挙されるものを含む任意の化合物と組み合わせ
て、HSAリンカーコンジュゲートを投与することができる。
【０１４７】
　（表１）HSAリンカーコンジュゲートと組み合わせた乳癌の治療のための例示的な抗腫
瘍剤
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【０１４８】
腎臓癌
　腎臓癌、例えば腎細胞癌は、従来の放射線療法および化学療法に対して特に耐性である
。そういう訳で、HSAリンカーと結合させた生物学的治療剤の適用は、これらの癌に罹患
している患者にとっての魅力的な選択肢に相当する。例えば、腎癌を治療するために、I
型インターフェロンまたはインターロイキン2レセプターをアゴナイズする結合部分と結
合させたHSAリンカーを用いることができる。固形腫瘍として、腫瘍血管新生を標的およ
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び阻害する結合部分（例えば、ベバシズマブなどの抗血管内皮成長因子（VEGF）抗体）も
、治療効果のために用いることができる。
【０１４９】
自己免疫疾患
　HSAリンカーコンジュゲートを用いて、例えばヒト患者における自己免疫疾患および自
己免疫障害、例えば、多発性硬化症（MS）、インスリン依存性糖尿病（IDDM）、関節リウ
マチ（RA）、ブドウ膜炎、シェーグレン症候群、グレーブス病、乾癬、および重症筋無力
症などを、診断、治療、予防、または安定化することができる。自己免疫疾患および自己
免疫障害は、免疫系の自己反応性要素（例えば、T細胞、B細胞、および自己反応性抗体）
によって生じる。そういう訳で、自己反応性の免疫細胞および抗体を阻害、遮断、拮抗、
または枯渇させる結合部分（例えば、抗リンパ球または抗胸腺細胞グロブリン；モノクロ
ーナル抗体であるバシリキシマブ、ダクリズマブ、またはムロモナブ-CD3）を、治療用途
のためにHSAリンカーと結合させることができる。本明細書で定義された、炎症性シグナ
ル伝達インヒビター（ISI）として機能する結合部分を、自己免疫の治療のためにHSAリン
カーに結合させることができる。さらに、インテグリン機能を阻害またはこれに拮抗する
結合部分（例えば、本明細書で定義されたインテグリンアンタゴニスト）は、疾患の進行
を回復または停止できる。
【０１５０】
　他の態様では、該結合部分は、可溶性TNFレセプター、例えばエタネルセプトまたはレ
ネルセプト；炎症促進性サイトカインまたは炎症促進性の細胞表面シグナル伝達分子に対
して指向した抗体、例えばアダリムマブ、セルトリズマブ、インフリキシマブ、ゴリムマ
ブ、およびリツキシマブ；ドミナントネガティブな炎症促進性サイトカイン変異体、例え
ばXENP345、XPROTM1595、アナキンラ、ならびに、米国特許出願公開第20030166559号およ
び同第20050265962号に開示された変異体；炎症促進性サイトカインまたは炎症促進性の
細胞表面シグナル伝達分子の下流のシグナル伝達経路のインヒビター、例えば、DE 096、
5-アミノ-2-カルボニルチオペン誘導体（WO2004089929に記載）、ARRY-797、BIRB 796 BS
、(1-5-tert-ブチル-2-p-トリル-2H-ピラゾール-3-イル)-3-[4-2(モルホリン-4-イル-エ
トキシ)-ナフタレン-1-イル]-尿素、CHR-3620、CNI-1493、FR-167653（Fujisawa Pharmac
eutical, Osaka, Japan）、ISIS 101757（Isis Pharmaceuticals）、ML3404、NPC31145、
PD169316、PHZ1112、RJW67657、4-(4-(4-フルオロフェニル)-1-(3-フェニルプロピル)-5-
(4-ピリジニル)-1H-イミダゾール-2-イル)-3-ブチン-1-オール、SCIO-469、SB202190、SB
203580、(4-(4-フルオロフェニル)-2-(4-メチルスルフィニルフェニル)-5-(4-ピリジル)1
H-イミダゾール)、SB239063、トランス-1-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-4-(4-フルオロ
フェニル-メトキシピリジミジン-4-イル)イミダゾール、SB242235、SD-282、SKF-86002、
TAK 715、VX702、およびVX745；あるいは、TNF-α変換酵素（TACE）のインヒビター、例
えばBB-1101、BB-3103、BMS-561392、ブチニルオキシフェニルβ-スルホンピペリジンヒ
ドロキソマート、CH4474、DPC333、DPH-067517、GM6001、GW3333、Ro 32-7315、TAPI-1、
TAPI-2、およびTMI 005)；あるいは、抗イディオタイプ剤、例えばモノクローナル抗体、
LJP 394（abetimus, RIQUENT（登録商標）, La Jolla Pharmaceuticals）である。
【０１５１】
　他の態様では、該結合部分は、本明細書に記載のインターフェロンである。HSAリンカ
ーに結合可能な結合部分としては、例えば、インターフェロン-β（REBIF（登録商標）（
IFN-β-1a）、AVONEX（登録商標）（IFN-β-1a）、およびBETASERON（登録商標）（IFN-
β-1b））、インターフェロン-t（TAUFERONTM）、インターフェロン-α（例えば、ROFERO
N-A（登録商標）（IFN-α-2a）、INTRON-A（登録商標）（IFN-α-2b）、REBETRON（登録
商標）（IFN-α-2b）、ALFERON-N（登録商標）（IFN-α-n3）、PEG-INTRON（登録商標）
（モノメトキシポリエチレングリコールと共有結合したIFN-α-2b）、INFERGEN（登録商
標）（IFN-α-2bに対して88％の相同性を有する、非天然1型インターフェロン）、または
PEGASYS（登録商標）（ペグ化IFN-α-1a））、ならびにACTIMMUNE（登録商標）（IFN-g-1
b）が挙げられる。
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【０１５２】
　本発明はさらに、自己免疫を治療するための、これらの炎症促進性分子またはその特異
的レセプターに拮抗する結合部分を有するHSAリンカーコンジュゲートを提供する。MSお
よびRAの診断および治療に関するHSAリンカーコンジュゲートの具体的な適用は、下記に
記載されている。
【０１５３】
多発性硬化症
　多発性硬化症（MS）は、中枢神経系（CNS）の神経の不可逆的な変性を特徴とする神経
学的疾患である。根源的な原因は不明であるが、MSにおける神経変性は、脱髄すなわち、
通常は外層を裏打ちして神経を絶縁するタンパク質であるミエリンの剥離の直接的結果で
ある。T細胞は、MSの発症に重要な役割を果たしている。正常な白質でない、炎症を起こ
したMS病変は、ヒトHLA-DR2などのMHCクラスII関連分子によって提示される自己抗原に応
答する、浸潤性CD4＋T細胞を有し得る。浸潤性CD4T細胞（TH1細胞）は、炎症促進性サイ
トカインIL-2、IFN-γ、およびTNF-αを産生し、これが、マクロファージなどの抗原提示
細胞（APC）を活性化して、さらなる炎症促進性サイトカイン（例えば、IL-1β、IL-6、I
L-8、およびIL-12）を産生させる。IL-12はさらにIFN-γ合成を誘導する。その結果、神
経鞘の進行性脱髄が起こり、これがヒト疾患につながる。
【０１５４】
　MSの診断を補助するためにHSAリンカーコンジュゲートを用いることができる。診断用H
SAリンカーコンジュゲート（例えば、二重特異性HSAリンカーコンジュゲート）は、1つま
たは複数の免疫細胞活性化マーカー（例えば、CD69、CD28、HLA-DR、およびCD45）を特異
的に標的する結合部分を含む。他の因子または細胞に対する1つまたは複数のこれらの炎
症促進性または免疫細胞活性化メディエーターの不均衡は、診断剤（例えば、放射性同位
体または蛍光色素）と結合されたHSAリンカーコンジュゲートを用いることによって測定
され得る。
【０１５５】
　MSに罹患しているかもしくはその発症リスクを有する人を治療するため、または該疾患
の症状を予防、寛解、もしくは治癒するために、HSAリンカーコンジュゲートを用いるこ
とができる。例えば、α4インテグリン（例えば、ナタリズマブ）、CD52（例えば、アレ
ムツズマブ）、CD80、P-セレクチン、スフィンゴシン-1-リン酸レセプター-1（S1PR1）、
ヒアルロン酸レセプター、白血球機能抗原-1（LFA-1）、CD11（例えば、エファリズマブ
）、CD18、CD20（例えば、リツキシマブ）、CD85、ICOSリガンド、CCR2、CXCR3、またはC
CR5を特異的に標的しかつ拮抗する結合部分は、MSに罹患している患者での治療用途のた
めにHSAリンカーに結合させた場合に、有用であり得る。同様に、I型インターフェロン（
例えば、インターフェロンαおよびインターフェロンβ）を中和するかまたはI型インタ
ーフェロンレセプター（例えば、IFNαR1）に拮抗する結合部分もまた、治療用途のため
にHSAリンカーに結合させることができる。
【０１５６】
関節リウマチ
　関節リウマチ（RA）は、免疫系による関節の攻撃が起こっている慢性的な炎症性自己免
疫障害である。これは、日常生活に支障を来し（disabling）かつ疼痛性の炎症状態であ
り、疼痛および関節破壊によって運動機能の実質的な喪失をもたらし得る。RAは全身性の
疾患であって、皮膚、血管、心臓、肺、および筋肉を含む身体全体にわたって関節外組織
に影響を与える場合が多い。
【０１５７】
　RAに罹患している患者ではしばしば、HLA-DR4/DR1クラスターの細胞性発現が増大して
いる。これらの細胞表面分子の一つまたは両方に特異的なHSAリンカーコンジュゲートは
、RAの診断に有用である。
【０１５８】
　RAに罹患しているかもしくはその発症リスクを有する人を治療するため、または該疾患
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の症状を予防、寛解、もしくは治癒するために、HSAリンカーコンジュゲートを用いるこ
とができる。例えば、本明細書で定義された結合部分は、TNF-α（例えば、エタネルセプ
ト、インフリキシマブ、およびアダリムマブ）、IL-1（例えば、アナキンラ）、またはCT
LA-4（例えば、アバタセプト）を特異的に標的しかつこれに拮抗する。RAを治療または予
防するために、B細胞を特異的に標的しかつ枯渇させる結合部分（例えば、リツキシマブ
などの抗CD20抗体）もまた、本明細書に記載のHSAリンカーに結合させることができる。
【０１５９】
ブドウ膜炎
　ブドウ膜炎とは、具体的には眼球の中間層の炎症を指すが、眼球の内部に関与する任意
の炎症性プロセスを指す場合もある。ブドウ膜炎は、自己免疫性原因によっても特発性原
因によってもよい。
【０１６０】
　自己免疫性ブドウ膜炎に罹患しているかもしくはその発症リスクを有する人を治療する
ため、または該疾患の症状を予防、寛解、もしくは治癒するために、HSAリンカーコンジ
ュゲートを用いることができる。自己免疫性または特発性のブドウ膜炎に関連する炎症を
低減または消失させるために、例えば、α-フェトプロテイン（例えば、ヒトAFP；NCBIア
クセッション番号NM_001134）またはその生物学的活性断片を、HSAリンカーに結合させる
ことができる。
【０１６１】
キット
　本発明はさらに、HSAリンカーならびに1つまたは複数の結合部分（例えば、抗体または
抗体断片）、診断剤（例えば、放射性核種またはキレート剤）、および治療剤（例えば、
細胞毒性剤または免疫調節剤）と共に、必要に応じて、これらを該HSAリンカーに結合さ
せるために使用可能である試薬を含む、薬学的組成物と、薬学的に許容される担体とを、
疾患または病態（例えば、癌、自己免疫疾患、または心血管疾患）を治療するための治療
上有効量で含む、キットを提供する。キットは、それに含まれる組成物を実施者（例えば
、医師、看護師、または患者）が投与することを可能にするための説明書を含む。
【０１６２】
　好ましくは、キットは、有効量のHSAリンカーまたは、任意のその結合コンジュゲート
（例えば、抗体または抗体断片（例えば、scFv））、診断用コンジュゲート（例えば、放
射性核種またはキレート剤）、および/もしくは治療用コンジュゲート（例えば、細胞毒
性剤または免疫調節剤）を含む、単一用量の薬学的組成物の複数パッケージを含む。任意
で、薬学的組成物を投与するのに必要な説明書またはデバイスをキットに含めてもよい。
例えばキットは、有効量のHSAリンカー、またはそれに結合した任意の結合剤、診断剤、
および/もしくは治療剤を含む、1つまたは複数の充填済み注射器を提供し得る。さらに、
疾患または病態（例えば、癌、自己免疫疾患、または心血管疾患）に罹患している患者が
HSAリンカーまたはそれに結合させた任意の結合剤、診断剤、および/もしくは治療剤を含
む薬学的組成物を用いるための、説明書または投与スケジュールなどの追加の構成要素を
、キットに含めてもよい。
【０１６３】
　本発明の範囲および趣旨から逸脱することなく、本発明の組成物、方法、およびキット
において種々の修飾および変更がなされ得ることは、当業者には明白であろう。従って、
添付の特許請求の範囲およびその等価物内の範囲に入るという条件で、本発明の修飾およ
び変更は本発明に包含されることが意図される。
【実施例】
【０１６４】
　以下の実施例は、限定目的ではなく、単なる例示の目的で提供されるものである。当業
者は、本質的に同じまたは類似した結果を得るために種々の重要でないパラメーターを変
更または改変できることを容易に認識するであろう。
【０１６５】
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実施例1：細胞毒性薬または細胞増殖抑制薬の部位特異的結合のためのHSAリンカー中の残
基を同定する方法
　HSAに対する薬物の特異的結合のための部位を特定するために、結晶構造を調査して、
表面に露出したセリン残基およびトレオニン残基を同定する。これらの特定の表面露出し
たアミノ酸をその後システインに変異させることができ、これによって、マレイミドのよ
うなチオール特異的結合を用いた、置換されたシステインへの薬物の結合が可能になる。
薬物結合の前には、温和な還元が必要であり得る。結合させる薬物の数は、HSAに導入さ
れる、表面露出したシステイン残基の数によって、制御される。どちらも大部分の構造が
システインと同一であるので、セリンおよびトレオニンは変異のための最も適切な残基と
して選択されるが、他の表面露出した残基を変異させてシステインとしてもよく、細胞増
殖抑制薬または細胞毒性薬に対して成功裏に結合しうる。
【０１６６】
　HSAの結晶構造は、RSCB Protein Data Bankに寄託されている（1bm0 - Sugio et al., 
“Crystal structure of human serum albumin at 2.5 A resolution,” Protein Eng. 1
2:439-446 (1999)）。この構造は、スイスバイオインフォマティクス研究所からダウンロ
ードしたDeep View Swiss PDB Viewerを用いて解析された。50％、40％、および30％表面
露出したセリンおよびトレオニンの残基を、システインへの変異に最も適しているとした
（表2）。標準的な分子生物学的手順を用いて変異を導入することができる。導入された
システインへのチオール反応薬またはキレート剤の結合は、標準的なタンパク質化学技術
を用いて試験することができる。
【０１６７】
　（表２）

【０１６８】
実施例2：アスパラギン連結グリコシル化部位の導入のためのHSAリンカー中の残基を同定
する方法
　HSA中のアスパラギン連結グリコシル化部位の導入のための領域を特定するために、結
晶構造を調査して、表面露出した（＞30％）アスパラギン、セリン、およびトレオニンの
残基が変異に適しているとする。コンセンサス配列であるアスパラギン-x-セリン/トレオ
ニン（ここで、xはプロリンではない）が存在する場合、グリコシル化はアスパラギン残
基で起こる。表2は、アスパラギン連結グリコシル化の導入のためのHSA中の可能な変異部
位を列挙している。
【０１６９】
　（表３）
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*これらの変異がHSA内で起こることは滅多に無いことも、報告されている（Carlson et a
l., “Alloalbuminemia in Sweden: Structural study and phenotypic distribution of
 nine albumin variants,” Proc. Nat. Acad. Sci. USA 89:8225- 8229 (1992); Madiso
n et al., “Genetic variants of human serum albumin in Italy: point mutants and 
a carboxyl-terminal variant,” Proc. Nat. Acad. Sci. USA 91:6476-6480 (1994); Hu
tchinson et al., “The N-terminal sequence of albumin Redhill, a variant of huma
n serum albumin,” FEBS Lett. 193:211-212 (1985); Brennan et al., “Albumin Redh
ill (-1 Arg, 320 Ala-Thr): a glycoprotein variant of human serum albumin whose p
recursor has an aberrant signal peptidase cleavage site,” Proc. Nat. Acad. Sci.
 USA 87:26-30 (1990); Minchiotti et al., “Structural characterization of four g
enetic variants of human serum albumin associated with alloalbuminemia in Italy,
” Eur. J. Biochem. 247:476-482 (1997); Peach et al., “Structural characterizat
ion of a glycoprotein variant of human serum albumin: albumin Casebrook (494 Asp
-Asn),” Biochim. Biophys. Acta 1097:49-54 (1991)）。
【０１７０】
実施例3
　B2B3-1は、ヒト抗ErbB2 scFv抗体であるB1D2（SEQ ID NO: 27）、および、ヒト抗ErbB3
 scFvであるH3（SEQ ID NO: 26）を含む、二重特異性scFv抗体融合分子である。2つのscF
vは、修飾されたヒト血清アルブミン（HSA）リンカーによって連結されている。抗ErbB3 
scFvであるH3は、短いコネクターポリペプチドを組み込んでいるHSAリンカーのアミノ末
端に組み換えによって融合されており、抗ErbB2 scFvであるB1D2は、さらなる短いコネク
ターポリペプチドを組み込んでいる該修飾HSAリンカーのカルボキシ末端に組み換えによ
って融合されている。各々のコネクターポリペプチドは、プロテアーゼ耐性の特性に基づ
いて選択される。該修飾HSAリンカーは2つのアミノ酸置換を含む。天然HSAの34位のシス
テイン残基を、この部位での酸化に起因する潜在的なタンパク質の不均一性を低下させる
ために、セリンに変異させる。薬理学的半減期を低下させ得る脱アミドに対して天然HSA
では感受性であり得る、天然HSAのアミノ酸503のアスパラギン残基を、グルタミンに変異
させる。その抗ErbB2 scFv結合部分の高い親和性（10.0nM～0.01nMの範囲のkD、より好ま
しくは約0.3nMのkDを有する）のために、B2B3-1は、ErbB2を過剰発現している腫瘍に選択
的に結合すると考えられている。続いて50～1nMの範囲、より好ましくは約16nMのkDを有
する抗ErbB3 scFvによりErbB3が結合することによって、ErbB3のHRG誘導性リン酸化が阻
害される。修飾HSAリンカーは、該二重特異性分子の循環半減期を延長させる。B2B3-1は
分子量119.6kDaを有し、好ましくはグリコシル化されていない。
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【０１７１】
　B2B3-1は、ナノモル未満の力価でErbB3のリガンド誘導性リン酸化を阻害し；この活性
は少なくとも部分的に、その二量体化パートナーであるErbB2の大量発現によるものと考
えられ、このことによって、両方のレセプターを発現している癌細胞の特異的標的化が容
易になる。
【０１７２】
実施例4
　図2に示されるとおり、B2B3-1変異体は、ZR75-1乳癌細胞においてHRG誘導性のpErbB3を
阻害する。ZR75-1乳癌細胞を、ある用量範囲のB2B3-1変異体で24時間処理した後、HRG刺
激を行う。ELISAによって細胞溶解物中でpErbB3レベルを測定し、パーセント阻害と共にI
C50値を算出する。繰り返し実験を表すエラーバーと共にIC50平均値（Y軸）を示す。対応
するバーの上にパーセント阻害値を示す。
【０１７３】
ELISAアッセイ
　特記しない限り、全ErbB3およびリン酸化ErbB3のELISAのためのELISA試薬は、R&D Syst
emsより購入したDUOSETキットである。96ウェルのNUNC MAXISORBプレートを抗体50μlで
被覆し、室温で一晩インキュベーションする。翌朝、カルシウムおよびマグネシウムを含
まないDulbeccoリン酸緩衝生理食塩水（PBS）にTween界面活性剤を含めたもの（PBST）（
0.05% Tween-20）を用いるBIOTEKプレートウォッシャー内で1000μl/ウェルでプレートを
3回洗浄する。続いて、2% BSAを含むPBSを用いて、室温で約1時間プレートをブロッキン
グする。PBSTを用いるBIOTEKプレートウォッシャー内で1000μl/ウェルでプレートを3回
洗浄する。細胞は、37℃および5%二酸化炭素で増殖させ、冷PBSで洗浄した後、150mM NaC
l、5mMピロリン酸ナトリウム、10uM bpV(phen)、50uMフェニルアルシン、1mMオルトバナ
ジン酸ナトリウム、およびプロテアーゼインヒビターカクテル（Sigma、P2714）を添加し
た哺乳動物タンパク質抽出（MPER）溶解緩衝液（Pierce, 78505）を用いて回収する。さ
らなる処理に関しては、50%溶解緩衝液および1% BSAで希釈した50μLの細胞溶解物および
標準を2つ組で使用する。試料を4℃で2時間、プレートシェーカー上でインキュベーショ
ンし、上述のように洗浄する。約50μlの検出抗体を2% BSAで希釈し、PBSTを添加し、室
温で約1～2時間インキュベーションする。リン酸化ErbB3については検出抗体を西洋ワサ
ビペルオキシダーゼ（HRP）に直接結合させるが、全ErbB3についてはビオチン化マウス抗
ヒトErbB3二次検出抗体を使用する。プレートを上述のように洗浄する。全ErbB3について
は約50μlのストレプトアビジン-HRPを添加して30分間インキュベーションし、プレート
を上述のように洗浄する。約50μlのSUPERSIGNAL ELISA Pico（Thermo Scientific）基質
を添加し、FUSIONプレートリーダーを用いてプレートを読み取る。2つ組の試料は平均さ
れ、存在する場合、エラーバーは2つの複製物の間の標準偏差を表す。
【０１７４】
実施例5
　B2B3-1変異体A5-HSA-B1D2（図3～5のパネルA）、H3-HSA-B1D2（図3～5のパネルB）、H3
-HSA-F5B6H2（図3～5のパネルC）、およびF4-HSA-F5B6H2（図3～5のパネルD）による24時
間の前処理の後に、リン酸化ErbB3（図3A～D）、AKT（図4A～D）、およびERK（図5A～D）
の阻害を測定する。BT474乳癌細胞を、ある用量範囲のB2B3-1変異体で24時間処理した後
、HRG刺激を行う。ELISAによって細胞溶解物中でpErbB3、pAKT、およびpERKのレベルを測
定し、パーセント阻害と共にIC50値を算出する。これらの結果は、10-8モルおよびそれ以
上の濃度においてAKT、ERK、およびErbB3のHRG誘導性リン酸化を50%超阻害するHSAリンカ
ーコンジュゲートは、試験したものの中でB1B2-1のみであることを実証するものである。
【０１７５】
実施例6
　図6に示すとおり、B2B3-1変異体によるBT474乳房腫瘍細胞の処理は、G1細胞周期停止、
およびS期の細胞群の減少を引き起こす。BT474細胞を、1μMのB2B3-1変異体および対照を
用いて72時間処理する。処理の終了後、細胞をトリプシン処理して、ヨウ化プロピジウム
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を含む低張液中に穏やかに再懸濁し、単一の細胞をフローサイトメトリーによって解析す
る。G1期およびS期の細胞周期分布は、細胞周期分析のために設計された曲線あてはめア
ルゴリズム（FlowJoソフトウェア細胞周期プラットフォーム）を用いて測定する。
【０１７６】
実施例7
　B2B3-1（SEQ ID NO: 16）は、その二量体化パートナーであるErbB2の大量発現を利用し
てErbB3活性化を阻害し、腫瘍細胞を標的する。高親和性抗ErbB2 scFv抗体であるB1D2は
、ErbB2を過剰発現している腫瘍細胞をB2B3-1が標的とするのを容易にする。修飾HSAリン
カーによってB1D2を低親和性の抗ErbB3 scFv抗体であるH3に接続し、これが、ErbB3のリ
ガンドであるHRGの結合を遮断する。B2B3-1によって媒介される、ErbB3リン酸化および下
流のAKTシグナル伝達の阻害は、この遮断によるものと考えられる。ErbB2結合性scFvであ
るB1D2は、作動作用も拮抗作用も有さない親scFvのC6.5に由来する。従ってB1D2は、単な
る標的剤として機能する可能性が高い。ErbB3結合性scFvの比較的低い結合親和性により
、ErbB3を発現しているがErbB2はほとんどまたは全く発現していない正常な非癌性組織と
B2B3-1との強い結合が妨害されると考えられ、それによって非特異的な毒性の可能性が低
下する。ErbB2とErbB3の両方を発現している腫瘍細胞では、両方のレセプターに結合する
二重特異性B2B3-1の結合活性の影響が存在し、これによって、ErbB3 scFvの親和性の低さ
が克服され、ErbB3レセプター複合体とのHRG相互作用の強力な阻害が可能になる。
【０１７７】
　ErbB3に対するHRG結合をB2B3-1が阻害する能力は、フローサイトメトリー（FACS）を用
いて調べる。ヒト乳癌細胞株（ErbB2を過剰発現するBT-474の変異体）の細胞を、1μMのB
2B3-1で前処理した後、10nMのビオチン化HRG 1β EGFドメインとともにインキュベーショ
ンする。徹底的に洗浄した後、ストレプトアビジン-AlexaFluor 647コンジュゲートを用
いて結合を評価する。全てのインキュベーションを4℃で行う。図7は、ErbB3に対するHRG
の結合をB2B3-1が遮断できることを示し、濃度1μMで100％遮断が提供されるようである
。
【０１７８】
実施例8
　ErbB3に対するHRGの結合を遮断できるB2B3-1の能力を実証した後、ErbB3を発現しかつE
rbB2を過剰発現している2つの細胞株におけるインビトロErbB3シグナル伝達に対するB2B3
-1の効果を調査する。ヒト乳癌細胞株BT-474-M3（例えばDrummond et al. (2005) Clin. 
Cancer Res. 11:3392; Park et al. (2002) Clin. Cancer Res. 8:1172; Kirpotin et al
. (2006) Cancer Res. 66:6732に記載）およびZR7530（US NIH Lawrence Berkeley Natio
nal Laboratory breast cancer cell collectionより入手可能）を、一晩にわたり血清飢
餓処理し、24時間にわたりB2B3-1の用量滴定で前処理した後、10分間にわたり5 nMのHRG 
1β EGFドメインで刺激する。その後、ほぼ上述したとおりにELISAアッセイを用いてErbB
3およびAKTのリン酸化状態を調べる。その結果、両細胞株において、用量依存的様式で、
かつ強力なIC50で、ErbB3およびAKT両方のリン酸化のHRG誘導性活性化をB2B3-1が阻害す
ることが示される（図8A～D）。
【０１７９】
実施例9
　図9は、BT474乳癌細胞におけるシグナル伝達タンパク質に対するB2B3-1処理の効果を示
す。細胞を、ある用量範囲のB2B3-1を用いて24時間処理した後、ヘレグリン刺激を行う。
pErbB2、pErbB3、pErk、およびpAKTのレベル、ならびにこれらの対応する総タンパク質レ
ベルを、細胞溶解物についてウエスタンブロット分析によって測定する。少なくともpErb
B2およびpErbB3のレベルはB2B3-1処理によって用量依存的様式で低下することが、結果に
より示される。
【０１８０】
実施例10
　図10は、B2B3-1処理したBT474乳癌細胞の免疫沈降-ウエスタンブロット分析を示す。細
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胞を、ある用量範囲のB2B3-1を用いて24時間処理した後、ヘレグリン刺激を行う。ErbB2
に会合した複合体を、抗ErbB2抗体を用いて細胞溶解物から単離した後、ウエスタンブロ
ット分析によってpErbB2およびpErbB3、ならびに対応する総タンパク質のレベルを検出す
る。抗ErbB2抗体によって実質的により多くのErbB3およびリン酸化ErbB3が沈降するよう
に、B2B3-1がErbB2をErbB3に架橋させていることが、結果により示される。
【０１８１】
実施例11
　B2B3-1の抗腫瘍活性を、いくつかのアッセイを用いてインビトロで調べる。第一のアッ
セイでは、G1期のBT-474細胞またはSKBR3細胞の蓄積に対するB2B3-1の影響、ならびに随
伴するS期の細胞周期の減少を調べる。簡潔に言うと、細胞を1μMのB2B3-1またはPBSビヒ
クルを用いて72時間処理する。処理の終了後、細胞をトリプシン処理して、ヨウ化プロピ
ジウムを含む低張液中に穏やかに再懸濁し、単一の細胞をフローサイトメトリーによって
解析する。G1期およびS期の細胞周期分布は、細胞周期分析のために設計された曲線あて
はめアルゴリズム（FlowJoソフトウェア細胞周期プラットフォーム, Tree Star, Inc.）
を用いて測定する。B2B3-1は、S期の細胞の割合をわずかに低下させ、G1期の細胞群を増
大させることが見出された（図11A）。第二の実験では、B2B3-1による処理の後に形成さ
れた細胞コロニーの数を調べる。乳癌細胞BT-474およびSKBR3を1μMのB2B3-1の存在下で
プレーティングし、培地のみにプレーティングした細胞と比較する。培地のみまたは処理
を含む培地は、3日毎に補充する。14日後、コロニー数を計数して、処理なしの細胞と比
較する。図11Bは、B2B3-1で細胞を処理した場合に形成されるコロニーの数が対照細胞と
比較して40～45％低下することを示している。最後に、B2B3-1が細胞増殖を阻害する能力
を、Real-Time Cell Electronic Sensing System(RT-CES；ACEA Biosciences)を用いる細
胞インピーダンスアッセイで評価する。BT-474細胞を、マイクロエレクトロニクスセンサ
ーアレイを組み込んだプレート上に播種して、B2B3-1または培地のみの用量滴定で72時間
処理する。細胞-電極インピーダンス応答の発生を表すデータを72時間にわたり1時間毎に
収集し、IC50値を処理から68時間後に算出する。図11Cは、B2B3-1がBT-474細胞のインピ
ーダンスを33nMのIC50で阻害できたことを示す。
【０１８２】
実施例12
　本発明者らはまた、B2B3-1が、ErbB2レセプターとErbB3レセプターに同時に結合して架
橋できるその能力に基づいて、アゴニスト活性を呈するか否かも検討した。血清飢餓処理
したZR75-1乳癌細胞を1μMのB2B3-1またはPBSビヒクルとともに24時間インキュベーショ
ンする。また細胞を、B2B3-1またはPBSビヒクルで24時間処理した後、5nMのHRG 1β EGF
ドメインを用いて10分間刺激する。細胞を溶解し、ほぼ上述したとおりのELISAによって
、溶解物のpErbB3含量を評価する。図12は、B2B3-1のみで処理した細胞が、処理なしの細
胞のレベルと同等レベルのリン酸化ErbB3を含んでいたことを示し、これにより、B2B3-1
はErbB3リン酸化を促進するアゴニストとしては作用しないことが示される。
【０１８３】
実施例13
　ErbB2およびErbB3に対して特異的に結合でき、関連するErbBファミリーメンバーである
EGFRおよびErbB4には結合できないB2B3-1の能力を、ELISAによって調べる。プレートを、
ErbB2またはErbB3いずれかの組み換え細胞外ドメインで被覆する。プレートをブロッキン
グして、競合するEGFR、ErbB2、ErbB3、またはErbB4の組み換え細胞外ドメインの連続希
釈物の存在下で、半最大結合濃度のB2B3-1を用いてインキュベーションする。ErbB2被覆
プレートに対するB2B3-1結合を遮断したのは可溶性ErbB2細胞外ドメインだけであったこ
とが、結果により示される（図13A）。同様に、ErbB3被覆プレートに対するB2B3-1結合を
遮断したのは、可溶性ErbB3細胞外ドメインだけであった（図13B）。これらの結果は、Er
bB2に対する、抗ErbB2アームであるB1D2の特異性、およびErbB3に対する、抗ErbB3アーム
であるH3の特異性を実証するものと考えられる。ErbB3被覆プレート上でB2B3-1と共に可
溶性ErbB2細胞外ドメインをインキュベーションした場合に観察されたシグナルの増大は
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、該プレート上でのErbB2-ErbB3-B2B3-1複合体の形成によるものと考えられる。
【０１８４】
実施例14
　B2B3-1の単特異性変異体を用いて、ErbB2およびErbB3の両方を発現している腫瘍細胞に
結合できるB2B3-1の能力を調査した。SKO-2（SEQ ID NO: 67）およびSKO-3（SEQ ID NO: 
68）は、それぞれErbB2またはErbB3と相互作用できる能力を欠いた、B2B3-1の変異体であ
る。
【０１８５】
　鋳型ベクターの対向する鎖にそれぞれ相補的なオリゴヌクレオチドプライマー対を用い
るQUIKCHANGE部位特異的突然変異誘発キット（STRATAGENE）を用いて、SKO-2およびSKO-3
を構築する。これらは温度サイクルの間に伸長し、互い違いのニックを含む変異プラスミ
ドを生じる。温度サイクルに続いて、親DNA鋳型を消化するために用いられるDpn Iで生成
物を処理する。所望の変異を含む、ニックの入ったベクターDNAを次に、XL1-BLUE superc
ompetent cells（STRATAGENE）内に形質転換し、プラスミドDNAを増殖させる。
【０１８６】
　SKO-2を作製するために、抗ErbB2 scFvであるB1D2のVH CDR3ループ内の5ヌクレオチド
を変異させて、以下のアミノ酸置換を生じる：H95A、W100hA、およびE100jA。これらの位
置における変異は、B1D2親scFvであるC6.5のErbB2に対する結合をノックアウトすること
が実証されている（Schier et al, 1996 JMB）。段階的な様式で、B2B3-1プラスミドpMP9
043（SEQ ID NO: 60）に変異を導入する。まず、プライマー

および

と、以下の温度サイクルを用いて、変異c295gおよびa296cを作成する：95℃1分間の後、9
5℃1分間、55℃分間、および65℃17.2分間を30サイクル。プラスミドDNAのDNA配列決定に
よって、変異を確認する。t334g、g335c、およびa341cに変異を導入するために、c295gお
よびa296cに配列確認済みの変異を有するプラスミドに対して、プライマー

および

と以下の温度サイクルを用いて、2回目の部位特異的突然変異誘発を実施する：95℃30秒
間ならびに、95℃30秒間、55℃1分間、および68℃17.2分間を18サイクル。得られるプラ
スミドDNAのDNA配列決定によって、変異を確認する。
【０１８７】
　SKO-3を作製するために、変異B1D2 scFvを元のB2B3-1プラスミド内にサブクローニング
して抗ErbB3 scFvであるH3を除く。SKO-2にアニーリングするプライマーである

および

を用いて、変異B1D2 scFvをSKO-2から単離し、Kas I/ Not I制限消化B2B3-1プラスミドへ
のサブクローニングのためにKas I制限部位およびNot I制限部位を導入する。PCRは以下
の通り実施する：変異B1D2の増幅のため、94℃1分間の後、94℃30秒間、58℃1分間、72℃
1分間を30サイクル、その後72℃5分間を1サイクル。クローニングの成功は、DNA配列決定
によりモニタリングする。SKO-2およびSKO-3プラスミドは、振とうフラスコまたは10L WA
VEバッグ中のCHO-K1細胞より安定に発現され、Blue SEPHAROSEおよび陽イオン交換クロマ
トグラフィーを用いて調整培地から精製される。
【０１８８】
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　ほぼ同数のErbB2レセプターおよびErbB3レセプターを発現するMALME-3M黒色腫細胞を、
飽和濃度のAlexafluor-647結合ヤギ抗HSA抗体の存在下で、B2B3-1、SKO-2、またはSKO-3
の連続希釈物とともにインキュベーションする。細胞結合をフローサイトメトリーによっ
て評価し、見かけの結合親和性を各分子について決定する。対照細胞は、二次抗体のみと
インキュベーションする。SKO-2については測定可能な細胞結合が観察されず、これは、H
3に媒介されるErbB3に対する低親和性の結合しか保持しておらず、ErbB2結合活性が欠如
している。SKO-3は、機能性かつ高親和性のErbB2結合B1D2 scFvを保持するが、ErbB3に結
合する能力は欠如しており、6.7 nMのKDを有していた。B2B3-1は0.2 nMのKDで細胞に結合
した。このことは、該分子の二重特異性設計に媒介される結合の増大を示している（図14
）。
【０１８９】
実施例15
　100nMのB2B3-1を、ヒト、カニクイザル、またはマウスの血清中で120時間にわたり37℃
でインキュベーションすることによって、生理学的条件下でのB2B3-1の安定性を評価する
。試料を0、24、48、72、96、および120時間目に取り出して、B2B3-1がErbB2およびErbB3
の両方に結合する能力をELISAによって測定する。このELISAは、組み換えErbB2細胞外ド
メインで96ウェルプレートを一晩被覆する工程、引き続くブロッキング工程、およびその
後のB2B3-1の連続希釈物とのインキュベーションを伴う。次いで、プレートをFc-ErbB3細
胞外ドメイン融合タンパク質と共に、続いてヤギ抗ヒトFc-HRPコンジュゲートと共に、イ
ンキュベーションする。スーパーシグナル化学発光基質の添加によって、プレートを現像
する。図15A～Cは、B2B3-1が、3つの種全てに由来する血清において生理学的条件下で安
定であり続け、測定した全ての時点でErbB2およびErbB3の両方に結合できる同等の能力を
維持していることを示している。
【０１９０】
実施例16：BT-474-M3ヒト乳癌インビボ異種移植モデルにおけるB2B3-1の用量応答
　ヒトBT-474-M3異種移植片を保有しているヌードマウスを用いて、インビボでのB2B3-1
の効果を評価する。1群あたり10匹のマウスを、0.3、1、3、10、30、または90mg/kgのB2B
3-1で12回、3日毎に処理する。対照群には、90mg/kgのB2B3-1用量と等モル用量のPBSビヒ
クルまたはHSAを投与する。全ての用量を腹腔内（i.p.）投与する。腫瘍の大きさを週2回
測定して、相当する腫瘍容積を算出する。B2B3-1処理は、対照群と比較してBT-474-M3腫
瘍の大きさを有意に低下させることが、結果により示される（図16）。最低用量のB2B3-1
（0.1mg/kg）で処理されたマウス以外のB2B3-1処理群の各々で、完全退縮が観察された。
【０１９１】
実施例17
　図17A～図17Eで示されるとおり、B2B3-1は複数の異種移植モデルにおいて、腫瘍の大き
さをErbB2依存的様式で低下させる。B2B3-1は、ErbB2をレセプター>1×105個/細胞で発現
しているCalu-3（図17A）、SKOV-3（図17B）、NCI-N87（図17C）、およびMDA-MB-361（図
17E）の異種移植モデルでは有効であったが、4.5×104個/細胞のErbB2レセプターを発現
するACHN（図17D）異種移植モデルではそれほど作用しなかった。マウスは、30mg/kgのB2
B3-1で3日毎に処理した。
【０１９２】
実施例18
　ErbB2の過剰発現によって、B2B3-1不応答のADRr乳癌異種移植モデルがB2B3-1に対する
応答モデルに変換される（図18Aおよび18B）。ErbB2は、レトロウイルス発現系を用いてA
DRr乳癌細胞で過剰発現する。高レベルのErbB2を発現しているトランスフェクト細胞（AD
Rr-E2）をFACSを用いて選択し、続いてヌードマウス中に皮下注射して、異種移植腫瘍を
樹立する。マウスは、30mg/kgのB2B3-1で3日毎に処理する。野性型ADRr異種移植片（図18
A）ではB2B3-1に対する応答は観察されなかったが、ADRr-E2異種移植片（図18B）はB2B3-
1に応答した。
【０１９３】
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実施例19
　図19A～Bに示すように、B2B3-1活性は、インビトロ（図19A）およびインビボ（図19B）
においてErbB2発現レベルと正に相関する。B2B3-1によるErbB3リン酸化の阻害を、ErbB2
発現レベルがレセプター5×104個/細胞～レセプター2.4×106個/細胞の範囲である9種類
の腫瘍細胞株において、ELISAアッセイを用いて判定する。B2B3-1がErbB3リン酸化を基底
レベル（％pErbB3阻害）まで阻害する能力の程度は、ErbB2発現レベルと正に相関してい
ることが見出された。同様に、低～高レベルのErbB2を発現している10種類の異種移植モ
デルにおいてB2B3-1活性を評価する。異種移植片応答は同じく、ErbB2発現レベルと正に
相関していた。
【０１９４】
実施例20
　BT474-M3乳房腫瘍細胞のB2B3-1処理によって、核に対するp27kip1の転位が生じる（図2
0A）。BT474-M3細胞を1μMのB2B3-1で6時間処理する。p27kip1の細胞内位置を、免疫蛍光
技術を用いて評価する。B2B3-1で処理した細胞において、p27kip1は核へと転位し、これ
は細胞増殖の阻害をもたらすことが示されている。p27kip1は処理なしの細胞の細胞質内
に残存した。
【０１９５】
　細胞周期に対するB2B3-1の効果をさらに調査するため、B2B3-1で72時間処理したBT-474
-M3細胞を、ウエスタンブロット分析を用いて細胞周期調節因子サイクリンD1についてプ
ローブする（図20B）。この実験におけるタンパク質ローディング対照として、細胞骨格
タンパク質であるビンクリンを用いる。B2B3-1処理によって、処理なしの細胞と比較して
サイクリンD1のレベルの低下が生じた。
【０１９６】
実施例21
　図21A～Bに示すように、BT474-M3乳房腫瘍異種移植片のB2B3-1処理によって核へのp27k
ip1の転位が起こる。BT474乳房腫瘍異種移植片を、用量30mg/kgのB2B3-1（図21A）、また
は等モル用量のHSA（図21B）で3日毎に計4回処理する。HSA対照腫瘍と比較して、B2B3-1
処理した腫瘍においてp27kip1に関する核染色の増大が観察され、このことはインビボに
おけるB2B3-1の抗増殖効果を示した。
【０１９７】
実施例22
　B2B3-1処理によって、BT474乳癌異種移植腫瘍における増殖マーカーKi67の減少がもた
らされる。BT474-M3乳房腫瘍異種移植片を、用量30mg/kgのB2B3-1（図22A）または等モル
用量のHSA（図22B）で3日毎に計4回処理する。その後のKi67に対する腫瘍切片の染色によ
り、HSA処理腫瘍と比較して、B2B3-1処理腫瘍に関する発現パターンの低下が実証された
。
【０１９８】
実施例23
　CD31発現に関するアッセイによって判定されるように（図23A～図23B）、B2B3-1処理は
、BT474-M3乳癌異種移植腫瘍において血管密度の低下をもたらす。BT474乳房腫瘍異種移
植片を、用量30mg/kgのB2B3-1（図23A）または等モル用量のHSA（図23B）で、3日毎に計4
回処理する。腫瘍を、血管マーカーCD31の存在について染色する。B2B3-1で処理した腫瘍
は、HSAで処理した対照腫瘍と比較して、血管密度の顕著な低下を示す。
【０１９９】
実施例24：B2B3-1は、インビボにおけるErbB3のリン酸化を阻害する
　BT-474-M3異種移植腫瘍を30mg/kgのB2B3-1または17.5 mg/kgのHSAで、3日毎に計4回処
理して、最後の投与から24時間後に腫瘍を回収する。腫瘍を溶解し、SDS-PAGE、続いてウ
エスタン分析に供して、B2B3-1の標的であるErbB3のリン酸化の相対レベルを評価する。
等量のタンパク質を各レーンにロードし、βチューブリンについてプローブすることによ
って総タンパク質レベルを制御する。リン酸化ErbB3に特異的な抗体を用いるウエスタン



(62) JP 5677972 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

ブロット分析によって、B2B3-1処理腫瘍が含むpErbB3は、HSA処理腫瘍よりも少ないこと
が示される（図24A）。ウエスタンブロット分析の濃度測定と、その後の、βチューブリ
ン積分バンド強度平均値に対するpErbB3積分バンド強度平均値の正規化によって、B2B3-1
処理腫瘍が含むpErbB3は対照のHSA処理腫瘍よりも有意に少ないことが、実証された（図2
4B）。これらのデータによって、B2B3-1はインビボにおいてその標的ErbB3のリン酸化を
阻害することが確認された。
【０２００】
実施例25：PTEN活性が減少したBT-474-M3異種移植片におけるB2B3-1のインビボ活性
　BT-474-M3乳癌細胞において腫瘍サプレッサー遺伝子であるホスファターゼ・テンシン
ホモログ（PTEN）の活性をノックアウトするために、shRNA技術を適用する。簡潔に言う
と、レトロウイルストランスフェクションによって、shPTENまたはshControl RNAでBT-47
4-M3培養細胞をトランスフェクトする。PTENが減少したトランスフェクト細胞を、FACSを
用いて選択し、続いてヌードマウスの右側腹部に皮下注射して異種移植腫瘍を樹立する。
対照ベクターでトランスフェクトした細胞を、同じマウスの左側腹部に注射する。30mg/k
gのB2B3-1で3日毎に、または10mg/kgのトラスツズマブで毎週、マウスを処理する。B2B3-
1と等モル用量のHSAを対照として注射する。全て、腹腔内（i.p.）注射とする。
【０２０１】
　B2B3-1およびトラスツズマブは、対照のBT-474-M3乳癌細胞によって形成された腫瘍の
大きさの低下を促進させた（図25A）一方、B2B3-1のみ（かつトラスツズマブなし）は、P
TENの発現を欠くBT-474-M3ヒト乳癌細胞によって形成された腫瘍の大きさの低下を促進さ
せた（図25B）。
【０２０２】
実施例26：B2B3-1は、PTEN活性が減少しているBT-474-M3乳癌細胞におけるErbB3シグナル
伝達を阻害する
　腫瘍異種移植片でシグナル伝達するErbB3のリン酸化をB2B3-1が阻害する能力を、上述
のPTEN欠損BT-474-M3モデルを用いて調査する。操作された細胞株または対照細胞株の異
種移植腫瘍を、30mg/kgのB2B3-1、17.5mg/kgのHSAで3日毎に、または10mg/kgのトラスツ
ズマブで毎週処理して、腫瘍を最終回の24時間後に回収する。腫瘍を溶解し、SDS-PAGEに
続いてウエスタン分析に供し、B2B3-1の標的であるErbB3、AKTのリン酸化の相対レベル、
および総PTENレベルを評価する。等量のタンパク質を各レーンにロードし、PCNAについて
プローブすることによって総タンパク質レベルを制御する。リン酸化ErbB3特異的な抗体
を用いるウエスタンブロット分析によって、B2B3-1処理腫瘍が含むpAKTは、HSA処理腫瘍
やハーセプチン処理腫瘍よりも少ないことが示される（図26A）。ウエスタンブロット分
析の濃度測定と、その後の、PCNA積分バンド強度平均値に対するpAKT積分バンド強度平均
値の正規化によって、B2B3-1処理腫瘍が含むpAKTは、対照のHSA処理腫瘍およびハーセプ
チン処理腫瘍よりも有意に少ないことが実証された（図26B）。
【０２０３】
実施例27
　B2B3-1の薬物動態学的パラメーターをnu/nuマウスで調べる。動物を無作為にグループ
分けし、単一用量5、15、30、または45mg/kgのB2B3-1を静脈内（IV）投与する（それぞれ
、図27A～図27D）。投与前、ならびに投与から0.5、4、8、24、48、72、および120時間後
に、採血する。各時点について3匹のマウスを用いる。B2B3-1の血清レベルを、2つのELIS
A方法を用いて測定する。第一の方法は、ErbB2およびErbB3の両方に対するB2B3-1の機能
的な結合を要するが、第二の方法は、血清中のB2B3-1のHSA成分しか測定しない。HSAのEL
ISAは、ポリクローナル抗HSA捕捉抗体およびHRP結合ポリクローナル抗HSA検出抗体を利用
する。HSA法に対してErbB2/ErbB3結合法を用いて測定したB2B3-1血清濃度が低下している
ことは、機能性B2B3-1の損失を示しうる。図27A～Dは、いずれのELISA法を用いて評価し
た場合にもB2B3-1の薬物動態特性が同等であることを示しており、これは、B2B3-1がマウ
スの循環中で安定であることを示している。
【０２０４】
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実施例28
　B2B3-1血清濃度は、2コンパートメントの双指数関数モデルを用いてあてはめられ、二
相性の配置を示す。5、15、30、または45mg/kg用量に対して、終末半減期はそれぞれ17、
16、23、および18時間と算出され、これを表4に示す。B2B3-1用量の増加によって、曝露
の直線的な増大がもたらされた（図28）。
【０２０５】
　（表４）マウスおよびカニクイザルにおけるB2B3-1の薬物動態特性

＊回復した動物
【０２０６】
実施例29
　薬物動態分析のための血液試料は、雌性カニクイザルにおける用量範囲決定用の毒性試
験からも得る。この試験では、動物に4、20、または200mg/kgのB2B3-1を3日毎に4回、注
入投与する。サンプリングは、投与前濃度およびピーク/トラフ濃度を得るために、各投
与日（試験1日目、4日目、7日目、および10日目）における投与の前および5分後に、なら
びに、1日目の初回注入から1、2、4、8、24、および48時間後と、10日目の最終注入から1
、2、4、8、24、48、72、および120時間後とに行った。200mg/kgを投与した動物の回復に
関しては、最終注入から168、336、および456時間後にも血清試料を採取する。
【０２０７】
　カニクイザルの血清試料は、上述のErbB2/ErbB3 ELISA法を用いて分析する。各用量に
対する経時的な血清濃度は図29に示す。1日目および10日目の投与後の血清中B2B3-1の平
均濃度-時間のプロフィールは、一般に時間とともにCmaxから下落する濃度と質的に類似
していたことが、この分析によって示される。推定の半減期平均値は、1日目に38.3～67.
2時間の範囲であり、10日目に45.0～121.0時間の範囲であった（表4）。
【０２０８】
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実施例30
　B2B3-1二重特異性scFv抗体融合タンパク質をコードするプラスミドは、固有のヒト抗Er
bB3 scFv（「H3」と命名される）、ヒト抗ErbB2 scFv（「B1D2」と命名される）、および
改変されたヒト血清アルブミン（HSA）リンカーの遺伝子配列を組み合わせて作製される
。抗ErbB3 scFvであるH3は、接続用ペプチド（Ala-Ala-Ser）を介してHSAリンカーのアミ
ノ末端に組み換え的に連結され、抗ErbB2 scFvであるB1D2は接続用ペプチド（Ala-Ala-Al
a-Leu；SEQ ID NO: 5）を介してHSAリンカーのカルボキシ末端に遺伝子的に連結される。
ペプチドコネクターは、哺乳動物の発現ベクター構築の際に制限部位を導入することによ
って形成され、単鎖抗体断片およびHSAリンカーと一緒に哺乳動物で発現するのに適した
コドン使用頻度で合成される。
【０２０９】
　B1D2 scFvは、非免疫ファージディスプレイライブラリーから選択されたErbB2結合scFv
 C6.5の突然変異誘発によって作成した、コンビナトリアルファージディスプレイライブ
ラリーから選択される。H3 scFvは、元はSheetsらにより作製された非免疫ファージディ
スプレイライブラリーから選択される。B1D2およびH3の単鎖抗体断片をコードする遺伝子
配列を、CHO細胞コドン選択について最適化し、B2B3-1をコードするプラスミドのその後
の構築のために合成する。
【０２１０】
　修飾HSAリンカーは2つのアミノ酸置換を含む。34位のシステイン残基を、この部位での
酸化に起因する潜在的なタンパク質不均一性を低下させるために、セリンに変異させる。
アミノ酸503のアスパラギン残基を、野性型HSAにおいては脱アミノ反応に対して感受性で
ありかつ薬理学的半減期の低下を生じ得る、グルタミンに変異させる。
【０２１１】
　修飾HSAリンカーをコードする遺伝子配列を、B2B3-1をコードするプラスミドを続いて
構築するために哺乳動物での発現に適したコドン使用頻度で合成する。
【０２１２】
実施例31
　標準的な分子生物学的技術を用いてB2B3-1コード配列をpMP10kベースのベクター中にク
ローニングし、図30に示されるプラスミドpMP10k4H3-mHSA-B1D2を作製する。この構築物
は大部分が、一般に用いられる遺伝子エレメントを使用している。B2B3-1発現は、ヒトGA
PDプロモーターによって駆動される。このベクターは、マトリックス付着領域またはMAR
エレメントと呼ばれる遺伝子エレメントを利用している。MAR遺伝子レエレメントは、ク
ロマチンの動的な機構を制御し、隣接する遺伝子を周囲のクロマチンの影響から遮断する
ことによって、遺伝子のコピー数依存性、位置独立性、発現を増大させる。MARエレメン
トは、組み換えタンパク質の産生に関して所望のレベルの発現を呈しているクローンの単
離確率を向上させ、かつ産生の安定性を増大させることが示されている。B2B3-1構築物で
用いられるMARエレメントは非コードヒトMARエレメントである。B2B3-1プラスミドに加え
て、ネオマイシン抗生物質耐性プラスミド（図31）およびハイグロマイシン耐性プラスミ
ド（図32）も、安定な形質転換体を選択するために用いられる。
【０２１３】
実施例32：初回の遺伝子トランスフェクション
　チャイニーズハムスター卵巣CHO-K1細胞は、ATCC（ATCC ＃ CCL-61）から購入する。CH
O-K1細胞株は、T. T. Puckが作製した、親CHO細胞株の血清依存的かつプロリン依存的な
接着性サブクローンである。B2B3-1トランスフェクションに用いるCHO-K1細胞は、トラン
スフェクションの前に無血清培地での懸濁増殖について予め適合させる。B2B3-1細胞株を
発生させるために、反復トランスフェクション手順を用いる。トランスフェクションの24
時間前に、CHO-K1細胞を、8mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、およ
び0.016mMのチミジンを補充したSFM4CHO（無血清）培地（HyClone, Logan, UT）中で、細
胞1.0×106個/mLまで事前継代（sub passage）する。トランスフェクション当日、細胞を
OptiMEM培地（Invitrogen Corp, Carlsbad, CA）中に再懸濁し、細胞40,000個を24ウェル
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プレートの各ウェル中に入れる。最初のトランスフェクションでは、B2B3-1発現プラスミ
ド（pMP10k4H3-mHSA-B1D2）およびネオマイシン耐性プラスミド（図30；pSV2-neo（Selex
is, Inc., Marlborough, MA）を、プラスミドモル比75：1（B2B3-1：ネオマイシン耐性）
で一緒に混合する。該プラスミド混合物を次に、陽イオン性脂質トランスフェクション試
薬（Lipofectamine LTX, Invitrogen Corp, Carlsbad, CA）と混合し、30分間にわたり脂
質/DNA複合体を形成させる。その後、該DNA/脂質複合体をCHO-K1細胞に添加して、24ウェ
ルプレートを37℃、5％CO2のインキュベーター内に入れる。
【０２１４】
実施例33：高産生株の選択およびスクリーニング
　各トランスフェクションウェルの内容物をPBSで洗浄し、トリプシン処理して、2つの96
ウェルプレートに分配する。用いる増殖培地は、10％FBS（Invitrogen Corp, Carlsbad, 
CA）および500mg/Lのジェネティシン（G418；Invitrogen Corp, Carlsbad, CA）を含むDM
EM/F12（Invitrogen Corp, Carlsbad, CA）からなる。96ウェルプレート中の培地を、4日
目に、8mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、0.016mMのチミジン、お
よび500mg/Lのジェネティシンを補充したSFM4CHO培地に交換する。選択培地中でさらに2
週間培養した後、生存細胞は明確なコロニーを形成している。該クローンを、定量用スポ
ットブロット技術を用いて評価する。産生性最大のコロニーをトリプシン処理して、24ウ
ェルプレートの単一ウェルに広げる。
【０２１５】
　B2B3-1高産生性コロニーをスクリーニングするために、7日間の生産性分析を用いる。
広げた後に、24ウェルプレート中の細胞を、8mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチン
ナトリウム、および0.016mMのチミジンを補充したSFM4CHO培地中で7日間にわたり増殖さ
せる。使用した培地中のB2B3-1濃度を測定する。24ウェル規模で最高のクローンを125mL
のバッフル付き振とうフラスコ中に広げる。振とうフラスコにおける、8mMのL-グルタミ
ン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、および0.016mMのチミジンを補充したSFM4CHO培
地中での7日間の試験を用いて、細胞プールを増殖およびB2B3-1産生についてスクリーニ
ングする。
【０２１６】
実施例34：2回目の遺伝子トランスフェクション
　初回のトランスフェクション（前記）から決定された産生性最大の細胞プールを、産生
を増大させるために2回目のトランスフェクションに供する。トランスフェクションの24
時間前、細胞プールを、8mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、および
0.016mMのチミジンを補充したSFM4CHO（無血清）培地中で細胞1.0×106個/mLまで事前継
代する。トランスフェクション当日、細胞をOptiMEM培地（Invitrogen Corp, Carlsbad, 
CA）中に再懸濁し、細胞40,000個を24ウェルプレートの各ウェル中に再度入れる。最初の
トランスフェクションでは、B2B3-1およびハイグロマイシン耐性プラスミド（図32；pTK-
Hyg（Clontech, Mountain View, CA））を50：1（B2B3-1：ハイグロマイシン耐性）とい
うプラスミドモル比で一緒に混合する。該プラスミド混合物を次に、陽イオン性脂質トラ
ンスフェクション試薬（Lipofectamine LTX, Invitrogen Corp）と混合し、30分間にわた
り脂質/DNA複合体を形成させる。その後、該DNA/脂質複合体を前記細胞プールに添加して
、24ウェルプレートを37℃、5％CO2のインキュベーター内に配置する。
【０２１７】
実施例35：2回目のトランスフェクションからの高産生株の選択およびスクリーニング
　各トランスフェクションウェルの内容物をPBSで洗浄し、トリプシン処理して、2つの96
ウェルプレートに分配する。用いる増殖培地は、10％のFBSおよび400mg/Lのハイグロマイ
シンB（Invitrogen Corp）を補充したDMEM/F12からなる。96ウェルプレート中の培地を、
4日目に、8mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、0.016mMのチミジン、
および400 mg/LのハイグロマイシンBを補充したHyclone SFM4CHO培地に交換する。さらに
2週間の選択の後、生存細胞は明確なコロニーを形成している。該クローンを、定量用ス
ポットブロット技術を用いて評価する。産生性最大のコロニーをトリプシン処理して、24
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ウェルプレートの単一ウェルに広げる。
【０２１８】
　B2B3-1高産生性コロニーをスクリーニングするために、7日間の生産性分析を用いる。
【０２１９】
　広げた後に、細胞を7日間にわたり増殖させ、使用した培地中のB2B3-1濃度を測定する
。
【０２２０】
　24ウェルプレートからの最高クローンを、125mLのバッフル付き振とうフラスコ内の、8
mMのL-グルタミン、0.1mMのヒポキサンチンナトリウム、および0.016mMのチミジンを補充
したHyclone SFM4CHO培地中に広げる。振とうフラスコにおける7日間の試験を用いて、増
殖およびB2B3-1産生性について細胞プールをスクリーニングする。使用した培地を、Prot
ein AresinおよびHPLC装置を用いて定量する。
【０２２１】
実施例36：限界希釈クローニング
　前記産生分析によって特定される、増殖性が最高でB2B3-1産生性が最大であるコロニー
を、125mLの振とうフラスコから移して、5つの96ウェルプレート中に、細胞1個/ウェルと
なるよう算出した細胞濃度でプレーティングする。96ウェルプレートを37℃かつ5％CO2の
インキュベーター内に配置する。ウェルを週2回試験して、コロニーの形成を追跡する。
単一細胞から生じるコロニーを、該コロニーの対称形状に基づいて特定する。そのような
コロニーを含むウェルを、24ウェルでの7日間の評価、および125mL振とうスラスコでの7
日間の評価による、さらなるスクリーニングのために選び出す。
【０２２２】
　2回目の限界希釈クローニングは、1回目と同様の様式で行う。クローンの選択を確認す
るために、さらに100mLの流加培養による評価を行う。播種前バンク（pre-seed bank）を
凍結保存する。
【０２２３】
実施例37：B2B3-1の製剤化
　B2B3-1は、患者の耐容度に応じて、60分間または90分間にわたる点滴静注によって週1
回投与される。B2B3-1は、患者（例えば、ヒト）への投与用に、20mMのL-ヒスチジン塩酸
塩、150mMの塩化ナトリウム、pH6.5の滅菌溶液中に25mg/mLの濃度で処方される。
【０２２４】
実施例38：乳癌の治療
　患者の癌が、ErbB2（HER2/neu）を含む上皮細胞成長因子レセプターを高レベルで発現
していると考えられる場合、ErbB2結合部分と結合したHSAリンカー、例えばB2B3-1、B2B3
-2、v-3、B2B3-4、B2B3-5、B2B3-6、B2B3-7、B2B3-8、B2B3-9、またはB3B3-10（後述の表
6を参照のこと）による治療が適応であり得る。癌生検の遺伝型スクリーニングまたは組
織学的スクリーニングによって患者腫瘍におけるErbB2高発現が明らかになる場合も該当
しうる。
【０２２５】
　乳癌と診断された患者に、患者の耐容度に応じて例えば60分間または90分間にわたる点
滴静注を介して、B2B3 HSAリンカーコンジュゲート（例えばB2B3-1、SEQ ID NO: 16）を3
0mg/kg以下の用量で週1回または週2回投与する。B2B3 HSAリンカーコンジュゲートは、該
患者への投与用に20mM L-ヒスチジン塩酸塩、150mMの塩化ナトリウム、pH6.5の滅菌溶液
中に25mg/mLの濃度で処方される。B2B3 HSAリンカーコンジュゲートの投与を監督する臨
床医は、一般的な処方および投与の慣例に従って患者の適切な治療経過を判定する。
【０２２６】
　臨床医は、B2B3 HSAリンカーコンジュゲートと共に1つまたは複数の療法をさらに同時
に施してもよい。例えばドキソルビシン、シクロホスファミド、およびパクリタキセルを
含む乳癌治療用の一般的な化学療法レジメンなどの1つまたは複数の治療薬または化合物
を、B2B3 HSAリンカーコンジュゲートと組み合わせて投与してもよい。あるいは、臨床医
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は、B2B3 HSAリンカーコンジュゲートを、乳癌患者を治療するための外科的療法または放
射線療法と組み合わせて投与することができる。
【０２２７】
実施例39：卵巣癌の治療
　患者の癌がErbB2（HER2/neu）を含む上皮細胞成長因子レセプターを高レベルで発現し
ていると考えられる場合、ErbB2結合部分と結合させたHSAリンカー、例えばB2B3-1、B2B3
-2、v-3、B2B3-4、B2B3-5、B2B3-6、B2B3-7、B2B3-8、B2B3-9、またはB3B3-10（後述の表
6を参照のこと）による治療が適応であり得る。癌生検の遺伝型スクリーニングまたは組
織学的スクリーニングによって患者腫瘍におけるErbB2高発現が明らかになる場合も該当
しうる。
【０２２８】
　B2B3 HSAリンカーコンジュゲート（例えばB2B3-1、SEQ ID NO: 16）を、卵巣癌と診断
された患者に、単独で、または前述の実施例で本質的に述べた通りの1つもしくは複数の
その他の療法と組み合わせて、投与する。
【０２２９】
実施例40：さらなるHSAリンカーコンジュゲート
　HSAリンカーコンジュゲートは、後述の表5で列挙する1つまたは複数のエレメント（グ
ループA～E）を用いて構築される。特に、後述の表5でグループCとして示されるHSAリン
カーコンジュゲートは、表5に示されるグループAおよびEから選択される1つまたは複数の
結合部分を組み込んでいる。さらに、HSAリンカーコンジュゲートはまた、表5のグループ
BおよびDから選択される1つまたは複数のペプチドコネクターを、HSAリンカーのアミノ末
端およびカルボキシ末端の各々に含んでもよい。ペプチドコネクターは、コネクター配列
の長さを増大または減少させるために、繰り返されてもよいし短縮されてもよい。
【０２３０】
実施例41：インビボにおいてq7dで投与したB2B3-1は、q3dで投与したB2B3-1と同等の効果
を示す
　q7d（7日毎に1回）投与レジメンを使用したB2B3-1の効果を、ヒト乳癌細胞株BT-474-M3
の異種移植腫瘍を有する、Charles River Labsより入手した5～6週齢の雌性無胸腺ヌード
マウス（nu/nu）において測定する（図33）。PBS中のヒトBT-474-M3細胞20×106個を注射
する24時間前に、マウスの反対側腹部にエストロゲン放出インプラントを皮下移植する（
0.72 mgペレット、60日、遅延放出、Innovative Research of America, Sarasota, FL）
。腫瘍増殖（腫瘍容積約400 mm3）が確認されたら投与を開始し、試験全体にわたって30 
mg/kgを3日毎に1回（q3d）、あるいは、22 mg/kg、66 mg/kg、132 mg/kg、または198 mg/
kgを7日毎に1回、1群あたり10匹のマウスに腹腔内注射によりB2B3-1を投与する。デジタ
ル式キャリパーを用いて、1週間に2回、腫瘍を計測する。腫瘍容積は下記式を用いて算出
する：π/6 x (W2 x L)、式中、Wは短径であり、Lは長径である。異種移植腫瘍に対して
、66 mg/kgのq7d投与によって与えられるB2B3-1の曝露は、30 mg/kgのq3d投与と類似して
いることが、薬物動態の算出によって示唆される。PBSビヒクルを陰性対照として用いる
。B2B3-1の効果は、B2B3-1の30 mg/kg、q3d投与および高い順に3種類の用量のq7d投与に
ついて同等であった。このことは、B2B3-1に関するq7d投与スケジュールが本モデルに適
していることを示す。
【０２３１】
実施例42：B2B3-1およびトラスツズマブは異なるErbB3阻害機序を有する
　B2B3-1がヘレグリン誘導性ErbB3活性を阻害する能力を、ウエスタンブロット解析を用
いて試験する。血清飢餓させたBT-474-M3細胞の単層を100 nM B2B3-1またはトラスツズマ
ブで24時間処理した後、5 nM HRG 1β EGFで10分間刺激する。細胞は、10nMおよび100 nM
のB2B3-1または10nMおよび100 nMのトラスツズマブでも処理し、刺激せずに放置する。溶
解物を、ErbB3、pErbB3、AKT、およびpAKTに対する免疫ブロット解析に供する。B2B3-1処
理はリガンド依存的様式でpErbB3およびpAKTの阻害をもたらすことがウエスタンブロット
解析（図34）によって実証されたが、一方、トラスツズマブによるpErbB3およびpAKTの阻
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害はリガンド非存在下でしか認められなかった。
【０２３２】
実施例43：B2B3-1はインビトロにおいてトラスツズマブと共に投与された場合に相加効果
を有する 
　4種類の異なる乳癌細胞株を用いて、B2B3-1、トラスツズマブ、および両薬物の組み合
わせが癌細胞スフェロイドの増殖に与える効果を調べた。ヒト乳癌細胞BT-474-M3、SKBR3
（ATCC）、またはMDA-MB-361（ATCC）2,000個を低接着性の丸底96ウェルプレート（Corni
ng（登録商標） 96 Well Clear Round Bottom Ultra Low Attachment Microplate - Prod
uct #7007）に播種し、翌日、スフェロイドを計測して、ある用量範囲のB2B3-1、トラス
ツズマブ、または、トラスツズマブに対してB2B3-1が3倍モル過剰である両者の組み合わ
せで処理した。増殖の12日後、スフェロイドの表面積を計測し、処理なしの細胞と比較し
た。図35A～Cで認められるように、ある濃度範囲にわたるB2B3-1とトラスツズマブの組み
合わせは、最低濃度を除く全ての薬物濃度で試験した全細胞株において、単一の剤を上回
るスフェロイド増殖阻害をもたらした。またこれらの結果は、ErbB2（HER2）への結合に
関してB2B3-1がトラスツズマブとは競合しないことも示す。
【０２３３】
実施例44：B2B3-1はインビボにおいてトラスツズマブと共に投与された場合に相加効果を
有する
　トラスツズマブと同時投与された場合のB2B3-1のインビボにおける効果を、Charles Ri
ver Labsより入手した5～6週齢の雌性無胸腺ヌードマウス（nu/nu）において、BT-474-M3
異種移植モデルを用いて調べる。PBS中のヒトBT-474-M3細胞20×106個を注射する24時間
前に、マウスの反対側腹部にエストロゲン放出インプラントを皮下移植する（0.72 mgペ
レット、60日、遅延放出、Innovative Research of America, Sarasota, FL）。腫瘍増殖
（腫瘍容積約400 mm3）が確認されたら投与を開始する。デジタル式キャリパーを用いて
、1週間に2回、腫瘍を計測する。腫瘍容積は下記式を用いて算出する：π/6 x (W2 x L)
、式中、Wは短径であり、Lは長径である。1群あたり10匹のマウスに、B2B3-1を3 mg/kgま
たは10 mg/kgでq3d投与するか、トラスツズマブを1 mg/kgまたは0.1 mg/kgでq7d投与する
か、あるいは両薬物の組み合わせを、試験全体にわたって腹腔内注射により投与する。B2
B3-1とトラスツズマブの組み合わせ（10 mg/kg B2B3-1 + 1 mg/kgトラスツズマブ、10 mg
/kg B2B3-1 + 0.1 mg/kgトラスツズマブ、3 mg/kg B2B3-1 + 1 mg/kgトラスツズマブ、3 
mg/kg B2B3-1 + 0.1 mg/kgトラスツズマブ）は全て、対応する単一の剤と同様に投与する
。
【０２３４】
　図36に示すように、全組み合わせに関して、単一の剤よりも実質的に大きな効果が認め
られ、かつ、10 mg/kg B2B3-1と両用量のトラスツズマブ、および3 mg/kg B2B3-1と1 mg/
kgトラスツズマブを投与した組み合わせ群に関しては、少なくとも早くも20日目以降には
有意な効果が観察された。10 mg/kg B2B3-1 + 1 mg/kgトラスツズマブの組み合わせ群に
おいてマウス10匹中5匹で腫瘍の完全な退縮が生じたが、これに対し、組み合わせと同用
量で単一の剤を投与された群では10匹中0匹であった。3 mg/kg B2B3-1 + 1 mg/kgトラス
ツズマブの組み合わせ群においてはマウス10匹中7匹で腫瘍の完全な退縮が生じたが、こ
れに対し、組み合わせと同用量で単一の剤を投与された群では10匹中0匹であった。これ
らの結果は、ErbB2（HER2）への結合に関してB2B3-1がトラスツズマブとは競合しないこ
とを示す。またこれらの結果は、少なくとも3 mg/kgのB2B3-1と少なくとも0.1 mg/kgのト
ラスツズマブの組み合わせによる処理が、3 mg/kgもしくは10 mg/kgのB2B3-1単独または0
.1 mg/kgもしくは1 mg/kgのトラスツズマブ単独による処理より有効であることも、実証
している。特に、少なくとも3 mg/kgのB2B3-1と1 mg/kgのトラスツズマブの組み合わせは
、ヒト乳房腫瘍細胞異種移植片を有するヌードマウスの少なくとも約50%において本質的
に完全な腫瘍退縮を誘導するが、同じ濃度のB2B3-1またはトラスツズマブのどちらか単独
では、同マウスの10%においてさえも完全な退縮をもたらさない。
【０２３５】
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　上述のHSAリンカー、ペプチドコネクター、および結合部分の特定の態様もさらに提供
される。後述の表6は、HSAリンカーのアミノ末端およびカルボキシ末端に種々のErbB2特
異的結合部分またはErbB3特異的結合部分ならびにペプチドコネクターを有する、10個のH
SAリンカーコンジュゲートを列挙する。
【０２３６】
　当業者は、本明細書に記載された具体的な態様についての多くの等価物を認識し、かつ
、ルーチンの実験法のみを使用して確認および実行することができるであろう。そのよう
な等価物は、添付の特許請求の範囲に含まれることが意図される。従属する請求項に開示
された態様の任意の組み合わせは、当該開示の範囲内に含まれることが意図される。
【０２３７】
　本明細書において言及される、米国および外国の特許および係属中の特許出願ならびに
刊行物の各々および全ての開示は、その全文が参照により本明細書に組み入れられる。
【０２３８】
　（表６）

【０２３９】
付表A
配列、配列アノテーション、および配列アラインメント
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【０２４０】
付表2
抗癌剤
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【０２４１】
他の態様
　本発明をその特定の態様を参酌して記載してきたが、さらなる改変が可能であること、
および、概して本発明の原理に従い、かつ本発明が属する技術分野内で公知のまたは慣例
の実施に近くかつ本明細書で上述される本質的な特徴に適用され得るような本発明の開示
からの逸脱を含む、本発明の任意の改変、用途、または適応を、本出願が包含することを
意図していることが理解されるであろう。
【０２４２】
　本明細書で言及される全ての特許および特許出願は、個々の独立した特許または特許出
願がその全体が参照により組み入れられると具体的かつ個別に示されたのと同じ程度に、
参照により本明細書に組み入れられる。
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