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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】終末糖化産物レセプター（ＲＡＧＥ）の活性化
に関連した疾患を治療するための新規な治療剤及び方法
の提供。
【解決手段】少なくとも１つのポリペプチドを含む融合
タンパク質をコードする核酸であって、（ａ）特定のア
ミノ酸１～３０１、アミノ酸２４～３０１、アミノ酸１
～３４４及びアミノ酸２４～３４４から選択されるアミ
ノ酸配列を含む第一アミノ酸配列と；（ｂ）ヒト免疫グ
ロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ドメインと少なくとも９
５％の配列同一性を有する第二アミノ酸配列とを含む、
核酸。前記核酸によりコードされる融合タンパク質と薬
学的に許容可能な基材とを含む医薬組成物を終末糖化産
物（ＡＧＥ）関連疾患の治療用医薬として用いる方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つのポリペプチドを含む融合タンパク質をコードする核酸であって、該少な
くとも１つのポリペプチドは：
（ａ）配列番号６のアミノ酸１～３０１、アミノ酸２４～３０１、アミノ酸１～３４４及
びアミノ酸２４～３４４からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む第一アミノ酸配列
と；
（ｂ）ヒト免疫グロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ドメインと少なくとも９５％の配列同一
性を有する第二アミノ酸配列とを含む、核酸。
【請求項２】
前記第一アミノ酸配列は、配列番号６のアミノ酸１～３４４を含む、請求項１に記載の核
酸。
【請求項３】
前記融合タンパク質は配列番号６又は配列番号８であるアミノ酸配列を含む、請求項１に
記載の核酸。
【請求項４】
前記融合タンパク質は配列番号６を含む、請求項１に記載の核酸。
【請求項５】
前記融合タンパク質は配列番号６からなるアミノ酸配列を有する、請求項１に記載の核酸
。
【請求項６】
前記第一アミノ酸配列と前記第二アミノ酸配列との間のリンカーをコードする配列をさら
に含む、請求項１に記載の核酸。
【請求項７】
請求項１に記載の核酸を含む、組み換え宿主細胞。
【請求項８】
請求項１に記載の核酸によりコードされる融合タンパク質と薬学的に許容可能な基剤とを
含む医薬組成物の、ＡＧＥ関連疾患の治療用医薬の製造における使用。
【請求項９】
前記疾患は、皮膚炎、糸球体腎炎、多発性硬化症、ぶどう膜炎、自己免疫性肺炎、インス
リン依存性真性糖尿病、自己免疫性眼炎、全身性紅斑性狼瘡、インスリン抵抗性、関節リ
ウマチ、糖尿病性網膜症、硬皮症、糖尿病性腎症、自己免疫疾患、糖尿病性ニューロパシ
ー、アルツハイマー病、及び炎症性疾患からなる群から選択される、請求項８に記載の使
用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本出願は、２００７年６月１４日付で出願された米国特許仮出願番号第６０／９４３，９
９４号に基づいて優先権を主張する。米国特許仮出願番号第６０／９４３，９９４号の開
示の全体を具体的に本明細書に引用して援用する。
【０００２】
本発明は、概して、終末糖化産物（「ＡＧＥ」）に関し、具体的には終末糖化産物レセプ
ター（「ＲＡＧＥ」）を含む特定の融合タンパク質に関する。本発明の融合タンパク質は
、ＡＧＥ及び他のＲＡＧＥリガンド（例えば、Ｓ１００、ＨＭＧＢ１）と結合する。本発
明の融合タンパク質を含む組成物（又は構成物）を用いることで、疾患を治療することが
できる。
【背景技術】
【０００３】
終末糖化産物（ＡＧＥ）は、タンパク質の非酵素的糖化や酸化によって生成される。ＡＧ
Ｅは、自己免疫性結合組織疾患等のストレスが関係する状況下で出現し、酸化又はミエロ
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ペルオキシダーゼ反応により炎症を起こした組織で生成される。ＡＧＥは糖尿病に関連す
る多くの合併症と密接に関わっている。ＡＧＥの蓄積に付随して、例えば、糖尿病性腎症
、糸球体基底膜の肥厚、メサンギウムの拡大等の特有の構造変化が生じ、糸球体硬化症や
間質性線維症に至る。長期間にわたって非糖尿病ラットにＡＧＥを注入すると、同様の形
態変化や深刻なタンパク尿が引き起こされた。糖尿病動物モデルでは、アミノグアニジン
等のＡＧＥ阻害剤によって糖尿病性腎症が予防されることが示されており、近年、糖尿病
患者の或る臨床試験でも同じ効果が示された。ＡＧＥはまた、糖尿病性網膜症の非常に有
効な治療標的でもある。糖尿病マウス及びラットの大規模な試験によって、この疾患の治
療においてＡＧＥの形成阻害が有効であることが実証された。
【０００４】
糖尿病患者では、アテローム性動脈硬化症の進行が著しく、アテローム性動脈硬化症に関
連して、心血管や脳血管に起因する死亡リスクが大幅に高い。動物及び人体試験により、
ＡＧＥがアテローム性動脈硬化の病変の形成及び進行に重要な役割を果たしていることが
示唆されている。糖尿病患者の血管組織中に増加したＡＧＥの蓄積は、内皮細胞、マクロ
ファージ及び平滑筋細胞の機能の変化に関係している。
【０００５】
ＡＧＥは、単球、マクロファージ、微小血管系の内皮細胞、平滑筋細胞、メサンギウム細
胞及びニューロンの細胞表面レセプターと相互作用する。終末糖化産物レセプター（ＲＡ
ＧＥ）は、細胞表面レセプターの免疫グロブリンスーパーファミリーの一員である。ＲＡ
ＧＥは、３つの細胞外免疫グロブリン様ドメインと、膜貫通領域と、シグナル関連細胞質
ドメインとにより構成されている。ＲＡＧＥは、Ｓ１００／カルグラニュリン（ｃａｌｇ
ｒａｎｕｌｉｎｓ）、アンフォテリン（ａｍｐｈｏｔｅｒｉｎ）／ＨＭＧＢ１及びアミロ
イドフィブリル等、ＡＧＥだけでなく様々なリガンドとも結合する。ＲＡＧＥは、ＮＦ－
κＢが関与するシグナルカスケードを介して作用する。ＲＡＧＥリガンドの存在下では、
ＲＡＧＥの発現がアップレギュレートされるので、関節リウマチ（ＲＡ）に罹患した対象
の関節では、ＲＡＧＥの発現が上昇している。
【０００６】
ＲＡＧＥには、可溶性ＲＡＧＥ（ｓＲＡＧＥ）と称される膜貫通領域を欠く、分泌型アイ
ソフォームが含まれる。ｓＲＡＧＥを投与すると、創傷治癒が回復したり（非特許文献１
）、糖尿病性アテローム性動脈硬化症が抑制されたりする（非特許文献２）ことが示され
ている。特許文献１及び２には、ＲＡＧＥリガンド結合要素と免疫グロブリン要素とから
成る融合タンパク質が記載されている。
【０００７】
高濃度ＡＧＥに関連した疾患等、ＡＧＥ関連疾患の新規な治療方法が必要とされており、
本発明はこの要求等を満たすものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００４／０１６２２９号パンフレット（Ａ２）（Ｗｙｅｔｈ
，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＮＪ）
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／００５７６７９号明細書（Ａ１）（Ｏ’Ｋ
ｅｅｆｅ，Ｔ．ｅｔ　ａｌ．）
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｇｏｏｖａ，ｅｔ　ａｌ．（２００１）Ａｍ．Ｊ．Ｐａｔｈｏｌ．１５
９，５１３－５２５
【非特許文献２】Ｐａｒｋ，ｅｔ　ａｌ．（１９９８）Ｎａｔ　Ｍｅｄ．４（９）：１０
２５－３１
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
本発明は、少なくとも１つのポリペプチドを含む融合タンパク質をコードする核酸であっ
て、該少なくとも１つのポリペプチドは：
（ａ）配列番号６のアミノ酸１～３０１、アミノ酸２４～３０１、アミノ酸１～３４４及
びアミノ酸２４～３４４からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む第一アミノ酸配列
と；
（ｂ）ヒト免疫グロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ドメインと少なくとも９５％の配列同一
性を有する第二アミノ酸配列とを有する、
を含む、核酸に関する。
【００１１】
前記第一アミノ酸配列は、配列番号６のアミノ酸１～３４４を含むことが好ましい。
【００１２】
前記融合タンパク質は配列番号６又は配列番号８であるアミノ酸配列を含むことが好まし
い。
【００１３】
前記融合タンパク質は配列番号６を含むことが好ましい。
【００１４】
前記融合タンパク質は配列番号６からなるアミノ酸配列を有することが好ましい。
【００１５】
前記第一アミノ酸配列と前記第二アミノ酸配列との間のリンカーをコードする配列をさら
に含むことが好ましい。
【００１６】
また、本発明は、前記核酸を含む、組み換え宿主細胞に関する。
【００１７】
また、本発明は、前記核酸によりコードされる融合タンパク質と薬学的に許容可能な基剤
とを含む医薬組成物の、ＡＧＥ関連疾患の治療用医薬の製造における使用に関する。
【００１８】
前記疾患は、皮膚炎、糸球体腎炎、多発性硬化症、ぶどう膜炎、自己免疫性肺炎、インス
リン依存性真性糖尿病、自己免疫性眼炎、全身性紅斑性狼瘡、インスリン抵抗性、関節リ
ウマチ、糖尿病性網膜症、硬皮症、糖尿病性腎症、自己免疫疾患、糖尿病性ニューロパシ
ー、アルツハイマー病、及び炎症性疾患からなる群から選択される疾患であることが好ま
しい。
【００１９】
本発明は、高濃度ＡＧＥに関連した疾患を治療するための物質及び方法を提供する。本発
明は、一実施形態において、少なくとも１つのポリペプチドを含む融合タンパク質であっ
て、該少なくとも１つのポリペプチドは：（ａ）哺乳動物の終末糖化産物レセプター（Ｒ
ＡＧＥ）リガンド結合ドメインと少なくとも９５％の配列同一性を有し、ＲＡＧＥリガン
ドと結合可能な第一アミノ酸配列と；（ｂ）ヒト免疫グロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ド
メイン又はその断片と少なくとも９５％の配列同一性を有する第二アミノ酸配列とを有し
、該第一アミノ酸配列は、野生型ＲＡＧＥリガンド結合ドメインに少なくとも１つの変異
を含む、融合タンパク質を提供する。本発明の一実施形態において、本発明の融合タンパ
ク質はさらに、上記第一アミノ酸配列と上記第二アミノ酸配列との間にリンカー配列を含
んでいてもよい。ある実施形態において、上記ＲＡＧＥリガンド結合ドメインは、哺乳動
物ＲＡＧＥ（例えばヒトＲＡＧＥ）由来であってもよい。好適な哺乳動物ＲＡＧＥリガン
ド結合ドメインは、配列番号６のアミノ酸１～３４４、又は、配列番号６のアミノ酸２４
～３４４を含んでいてもよい。一実施形態において、本発明の融合タンパク質は、配列番
号２、配列番号４、配列番号６、及び、配列番号８からなる群から選択されるアミノ酸配
列を含んでいてもよい。一実施形態において、本発明の単離された融合タンパク質は、配
列番号６又は配列番号８を含む。他の実施形態において、本発明の単離された融合タンパ
ク質は、配列番号６又は配列番号８からなる。本発明のある実施形態において、本発明の
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融合タンパク質はさらに、上記ＲＡＧＥアミノ酸配列と上記ＩｇＧ４アミノ酸配列との間
にリンカーを含んでいてもよい。本発明はまた、本発明の融合タンパク質をコードする核
酸分子（例えば、ＤＮＡ又はＲＮＡ分子）、及び、本発明の融合タンパク質をコードする
核酸分子を発現する宿主細胞についても考察する。
【００２０】
本発明はまた、本発明の融合タンパク質と薬学的に許容可能な賦形剤又は希釈剤とを含む
医薬組成物を提供する。
【００２１】
本発明は、ＡＧＥに関連した疾患の治療方法を提供する。このような疾患には、対象（例
えば、ヒト等の哺乳動物）においてＡＧＥ量が増加するという特徴を有する全ての疾患が
含まれる。ＡＧＥ関連疾患の治療方法は、治療上効果的な量の本発明の融合タンパク質を
含む医薬組成物を、ＡＧＥ関連疾患に罹患した対象に投与することを含む。本発明の方法
により治療可能な疾患の例としては、以下に限定されないが、糖尿病腎症、関節リウマチ
及び自己免疫疾患が挙げられ、具体的には、皮膚炎、糸球体腎炎、多発性硬化症、ぶどう
膜炎、自己免疫性肺炎、インスリン依存性真性糖尿病、自己免疫性眼炎、全身性紅斑性狼
瘡、インスリン抵抗性、関節リウマチ、糖尿病性網膜症及び硬皮症等が挙げられる。本発
明の融合タンパク質はいずれも、本発明の方法の実施に際して用いることができる。一実
施形態においては、配列番号６又は配列番号８を含む融合タンパク質を用いて本発明の方
法を実施してもよく、他の実施形態においては、配列番号６又は配列番号８からなる融合
タンパク質を用いて本発明の方法を実施してもよい。
【００２２】
本発明の他の実施形態において、本発明は、ＲＡＧＥが結合するリガンドの濃度をその濃
度の低下を必要とする哺乳動物（例えばヒト）において低下させる方法を提供する。この
ような方法は、ＲＡＧＥリガンドを低下させる量の本発明の融合タンパク質を上記哺乳動
物に投与することを含んでいてもよい。
【００２３】
本発明は、他の実施形態において、本発明のＤＮＡ塩基配列を含む組み換え発現ベクター
と；該ベクターで形質転換、形質導入又はトランスフェクトされた宿主細胞と；本発明の
融合タンパク質をコードする核酸で形質転換、形質導入又はトランスフェクトされた宿主
細胞を該融合タンパク質の発現に好適な条件下で培養することを含む融合タンパク質の製
造方法とを提供する。
【００２４】
本発明はまた、本発明の融合タンパク質又はその断片を含む組成物（又は構成物）を提供
する。本発明は、ある実施形態において、放射性同位体、キレート化剤、毒素、蛍光色素
、ビオチン、ｈｉｓタグ（ｈｉｓ－ｔａｇｓ）、ｍｙｃタグ（ｍｙｃ－ｔａｇｓ）等のペ
プチドエピトープ又は糖類が、直接又は間接的に付着した本発明の融合タンパク質又はそ
の断片を含む組成物（又は構成物）を包含する。本発明の他の実施形態には、融合タンパ
ク質の生物学的半減期又は生物学的機能を変化させるために別のタンパク質と融合させた
本発明の融合タンパク質、及び、該融合タンパク質のグリコシル化変異体が含まれる。
【００２５】
本発明のこれらの態様及び他の態様は、以下の詳細な説明を参照することにより明らかと
なろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、白血球停滞に対する典型
的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図２Ａ】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜の各層での網膜血
管透過性に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図２Ｂ】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜の各層での網膜血
管透過性に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
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【図２Ｃ】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜の各層での網膜血
管透過性に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図２Ｄ】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜の各層での網膜血
管透過性に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図３】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜のタンパク質のニト
ロ化に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図４】ストレプトゾトシン誘発糖尿病モデルマウスにおける、網膜でのＩＣＡＭの発現
に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図５Ａ】糖尿病に罹患して１０か月後の糖尿病マウスの網膜組織１ｍｍ２当たりに観察
される無細胞毛細血管の数に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す
棒グラフである。
【図５Ｂ】糖尿病に罹患して１０か月後の糖尿病マウスで観察される、毛細血管細胞１０
００個当たりの周皮細胞ゴースト（ｐｅｒｉｃｙｔｅ　ｇｈｏｓｔ）の数に対する典型的
なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図６】糖尿病に罹患して１０か月後の糖尿病マウスにおける、接触に対する反応の５０
％閾値に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図７】実施例３の実験プロトコールを示すフローチャートである。
【図８】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、試験動物の体重に対する典
型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す折れ線グラフである。
【図９】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節炎の発症率に対する典
型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図１０】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節炎の発症時期に対す
る典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図１１】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節炎の発症率に対する
典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の経時的な効果を示す折れ線グラフである。
【図１２】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節炎の重症度に対する
典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の経時的な効果を示す折れ線グラフである。
【図１３】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節炎に罹患した足の数
に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の経時的な効果を示す折れ線グラフであ
る。
【図１４】Ａ～Ｄは、ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、融合タンパク
質量をそれぞれ増加させた場合の典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の、関節の形態
に対する効果を示す顕微鏡写真である。
【図１５】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、滑膜炎（黒色棒）及びパ
ンヌス（灰色棒）に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフ
である。
【図１６】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、辺縁部の糜爛（黒色棒）
及び構造変化（灰色棒）に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒
グラフである。
【図１７】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、総合的な組織学的関節炎
スコアに対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである。
【図１８】ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節のマトリックスタン
パク質損失に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す棒グラフである
。
【図１９】Ａ～Ｄは、ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスにおける、関節のマトリ
ックスタンパク質損失に対する典型的なＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を示す、ト
ルイジンブルー染色切片の顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
定義
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【００２８】
本明細書中、「終末糖化産物レセプター」即ちＲＡＧＥとは、野生型哺乳動物ＲＡＧＥア
ミノ酸配列と実質的に同様なアミノ酸配列を有するタンパク質を意味し、特異的なリガン
ド－レセプター結合様式で１つ以上のＲＡＧＥリガンドと結合する機能を有する。「終末
糖化産物」及び「ＡＧＥ」とは、上述したように還元糖がタンパク質、脂質及び核酸の遊
離アミノ基と非酵素的に反応することにより生じた分子の混成群（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅ
ｏｕｓ　ｇｒｏｕｐ）を意味する。
【００２９】
本明細書中、「ＲＡＧＥリガンド結合ドメイン」又は「ＲＡＧＥ－ＬＢＤ」は、任意の哺
乳動物ＲＡＧＥタンパク質、又は、特異的なリガンド－レセプター結合様式でＲＡＧＥリ
ガンドと結合する性質を保持した哺乳動物のＲＡＧＥタンパク質の任意の部分を意味する
。具体的なＲＡＧＥリガンド結合ドメインとしては、以下に制限されないが、膜貫通性Ｒ
ＡＧＥタンパク質の１つ以上の細胞外ドメインを有するポリペプチドが挙げられる。表６
に関して、ＲＡＧＥ－ＬＢＤは、少なくとも配列番号６のアミノ酸１～９９、又はアミノ
酸２４～９９、又はアミノ酸１～２０８、又はアミノ酸２４～２０８、又はアミノ酸１～
３０１、又はアミノ酸２４～３０１、又はアミノ酸１～３４４、又はアミノ酸２４～３４
４を含むことが好ましい。
【００３０】
本明細書において、「単離された」とは、上記融合タンパク質が純粋であることを定義す
る用語であり、以下に限定されないが、細胞培養培地における融合タンパク質の発現中に
存在する他のタンパク質を実質的に含んでいないことも含めて、生成の過程で伴う他のタ
ンパク質を当該タンパク質が実質的に含んでいないことを意味する。本発明の単離された
タンパク質は、生産工程の残留タンパク質汚染物質を、例えば、１～２５質量％、２０～
２５質量％、１５～２０質量％、１０～１５質量％、５～１０質量％、１～５質量％、又
は、約２質量％未満、含んでいてもよい。しかしながら、本発明の単離されたタンパク質
を含む組成物（又は構成物）は、安定剤、基剤、賦形剤又は補治療剤（ｃｏ－ｔｈｅｒａ
ｐｅｕｔｉｃｓ）として添加される他のタンパク質を含んでいてもよい。
【００３１】
本明細書では、「タンパク質」及び「ポリペプチド」を同義的に用いている。
【００３２】
本明細書において、疾患又は障害を「治療する」とは、対象の疾患又は障害の少なくとも
１つの徴候又は症状を改善することを意味する。
【００３３】
「核酸」とは、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）や、場合によってはリボ核酸（ＲＮＡ）等の
ポリヌクレオチドを意味する。また、上記用語は、均等物として、ヌクレオチド類似体か
らなるＲＮＡ又はＤＮＡ類似体、及び、下記の実施形態に適用可能なものとして、一重（
センス若しくはアンチセンス）又は二重らせん構造のポリヌクレオチドも含むものである
ことを理解されたい。
【００３４】
特に明記しない限り、本明細書では「又は」、「若しくは」及び「或いは」（ｏｒ）を「
及び／又は」（ａｎｄ／ｏｒ）と同義的に用いている。
【００３５】
「パーセント同一」とは、２つのアミノ酸配列間、又は、２つのヌクレオチド配列間の配
列同一性を意味する。パーセント同一性は、比較するために整列させた各配列中の位置を
比較することによって求めることができる。同一性パーセントは、比較した配列が共に有
する部分における同一アミノ酸又は核酸の数の関数で表される。ＦＡＳＴＡ、ＢＬＡＳＴ
又はＥＮＴＲＥＺ等の様々なアライメントアルゴリズム及び／又はプログラムを用いるこ
とができる。ＦＡＳＴＡ及びＢＬＡＳＴは、ＧＣＧ配列解析パッケージ（ウィスコンシン
大学（ウィスコンシン州、マディソン））の一部として入手することができ、例えばデフ
ォルト設定で用いることができる。ＥＮＴＲＥＺは、メリーランド州ベセズダの国立保健
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研究所、国立医学図書館、国立バイオテクノロジー情報センターを通じて入手することが
できる。ある実施形態では、例えば、各アミノ酸ギャップをそれが２つの配列間の単一の
アミノ酸又はヌクレオチドのミスマッチであるかの如く重みを付けるなど、ギャップウェ
イトを１に設定したＧＣＧプログラムを用いて２つの配列のパーセント同一性を決定する
ことができる。
【００３６】
配列同一性は、標準配列又は標準配列のサブ配列を検査配列（例えば、ヌクレオチド配列
、アミノ酸配列等）と比較することにより決定してもよい。標準配列及び検査配列を、比
較ウィンドウと称される任意の数の残基にわたって最適に整列させる。最適なアライメン
トを得るために、付加又は欠失（ギャップ等）を検査配列へ導入してもよい。パーセント
配列同一性は、同一残基が両方の配列に共通して存在する位置の数を求め、一致する位置
の数を比較ウィンドウの配列の全長で除算し、１００を乗算することで百分率として求め
られる。パーセント配列同一性を計算する際には、一致する位置の数に加えて、ギャップ
の数及びサイズについても考慮する。
【００３７】
通常、配列同一性はコンピュータプログラムを用いて決定される。代表的なプログラムと
しては、ＢＬＡＳＴ（Ｂａｓｉｃ　Ｌｏｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｔ
ｏｏｌ）プログラムが挙げられる。ＢＬＡＳＴは、国立バイオテクノロジー情報センター
（ＮＣＢＩ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／）において公
衆にアクセス可能なプログラムである。このプログラムでは、検査配列のセグメントをデ
ータベースの配列と比較することによって、マッチの統計的有意性を判定し、閾値レベル
より有意なマッチだけを識別し、出力する。ＢＬＡＳＴプログラムのバージョンとしては
、ギャップを許すバージョン、例えばバージョン２．Ｘ（Ａｌｔｓｃｈｕｌ，ｅｔ　ａｌ
．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　２５（１７）：３３８９－４０２，１９９７
）が好適である。本発明のタンパク質の配列と同一な配列を有するタンパク質の識別に好
適な別のプログラムとしては、以下に限定されないが、ＰＨＩ－ＢＬＡＳＴ（Ｐａｔｔｅ
ｒｎ　Ｈｉｔ　Ｉｎｉｔｉａｔｅｄ　ＢＬＡＳＴ，Ｚｈａｎｇ，ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌ
ｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　２６（１７）：３９８６－９０，１９９８）及びＰＳＩ－
ＢＬＡＳＴ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｔｅｒａｔｅｄ　ＢＬＡＳＴ，Ａ
ｌｔｓｃｈｕｌ，ｅｔ　ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ　２５（１７）：
３３８９－４０２，１９９７）が挙げられる。これらのプログラムは、上記したＮＣＢＩ
のウェブサイトで公衆に入手可能であり、本発明における配列同一性の決定にデフォルト
設定で用いてもよい。
【００３８】
融合タンパク質
【００３９】
本発明は、少なくとも１つのポリペプチドを含む単離された融合タンパク質であって、該
少なくとも１つのポリペプチドは：（ａ）哺乳動物の終末糖化産物レセプター（ＲＡＧＥ
）リガンド結合ドメインと少なくとも９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％又は９９％の配列同一性を有し、ＲＡＧＥリガンドに結合可能
な第一アミノ酸配列と；（ｂ）ヒト免疫グロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ドメイン又はそ
の断片と少なくとも９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％
、９８％又は９９％の配列同一性を有する第二アミノ酸配列とを有し、該第一アミノ酸配
列は、野生型ＲＡＧＥリガンド結合ドメインに少なくとも１つの変異、又は少なくとも２
つの変異、又は少なくとも３つの変異、又は１～４個の変異、又は１～１０個の変異を含
む、単離された融合タンパク質を提供する。第一アミノ酸配列に生じていてもよい変異と
しては、タンパク質分解に対するＲＡＧＥリガンド結合ドメインの耐性を向上させること
などにより、融合タンパク質の安定性を向上させる変異、例えばフリン様プロテアーゼに
対する融合タンパク質の耐性を向上させる変異などが挙げられる。第二アミノ酸配列の断
片としては、それが一部を形成している融合タンパク質の血清半減期を、第一アミノ酸配
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ミノ酸配列及び第二アミノ酸配列は、ヒトＲＡＧＥリガンド結合ドメイン及びヒトＩｇＧ
４由来であることが好ましい。
【００４０】
本発明の融合タンパク質は、ＲＡＧＥリガンド結合ドメイン、及び、ＩｇＧ４定常ドメイ
ン又はその断片に加えて、１つ以上のアミノ酸配列を含んでいてもよい。例えば、本発明
の融合タンパク質では、ＲＡＧＥリガンド結合ドメインとＩｇＧ配列との間にリンカー配
列が挿入されていてもよい。本発明の融合タンパク質は、１つ以上のタグ配列、例えば６
－ヒスチジン等の精製タグ配列を含んでいてもよい。本発明の融合タンパク質は、例えば
ｃ－ｍｙｃ（ＥＱＫＬＩＳＥＥＤＬ（配列番号９））、インフルエンザ赤血球凝集素タン
パク質のエピトープタグ由来の赤血球凝集素（ＹＰＹＤＶＰＤＹＡ（配列番号１０））等
の市販の抗体に認識される１つ以上のエピトープを含んでいてもよい。
【００４１】
本発明の実施に際して、当該技術分野で公知の任意の哺乳動物ＲＡＧＥタンパク質を用い
ることができる。変異可能で、融合タンパク質の第一アミノ酸配列として使用可能なリガ
ンド結合ドメインを同定するために、ＲＡＧＥタンパク質の細胞外ドメインを用いること
が好ましい。哺乳動物ＲＡＧＥタンパク質の好適な例としては、以下に限定されないが、
霊長類、ヒト（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１１２
７及びＮＰ＿７５１９４７）、マウス（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　
ｎｏ．ＮＰ＿０３１４５１）、イヌ（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎ
ｏ．ＡＡＱ８１２９７）、ラット（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ
．ＮＰ＿４４５７８８）、ネコ、ウシ（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　
ｎｏ．ＡＡＩ２０１２８）、ヒツジ、ウマ及び豚（ＧｅｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ
　ｎｏ．ＡＡＱ７３２８３）のＲＡＧＥドメインが挙げられる。
【００４２】
本発明では、野生型配列に対して１つ以上の変更又は修飾を含むＲＡＧＥアミノ酸配列を
用いてもよい。このような変更又は修飾としては、以下に限定されないが、点突然変異、
Ｎ末端の欠失、Ｃ末端の欠失、内部欠失、及び、それらの組み合わせが挙げられる。得ら
れるタンパク質が生物活性（例えば、１つ以上のＲＡＧＥリガンドに結合する性質）を保
持する限り、本発明で使用するＲＡＧＥ配列に任意の変更又は修飾が導入されてもよい。
本発明の融合タンパク質としてはまた、以下に限定されないが、第一アミノ酸配列が、結
合ドメインに固有のグリコシル化パターンを付随させていても、付随させていなくてもよ
い哺乳動物のＲＡＧＥリガンド結合ドメイン由来である融合タンパク質等、内因性グリコ
シル化パターンを有するもの、又は、有さないものが挙げられる。
【００４３】
本発明の実施に際し、任意の好適なＩｇＧのＦｃ領域を用いることができ、例えば、Ｇｅ
ｎＢａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＨ２５９８５のアミノ酸残基１４９～４７
３等、ＩｇＧ４分子由来のものが好ましい。本発明で使用するＩｇＧ領域はＩｇＧ４のＦ
ｃ領域であってもよく、ＩｇＧ４分子のＣＨ２及びＣＨ３領域を１つ以上含んでいてもよ
い。
【００４４】
好適な融合タンパク質としては、例えば以下の表のものが挙げられる。
【００４５】
表１に、ヒトＲＡＧＥ－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合タンパク質遺伝子配列のヌクレオチド配列を
示す。
【００４６】
表１：ヒトＲＡＧＥ－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合遺伝子配列（配列番号１）
【００４７】
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【表１】

【００４８】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のコード配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥのコー
ド配列である。また、下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のコード配列である。
【００４９】
表２：ヒトＲＡＧＥ－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合タンパク質のアミノ酸配列（配列番号２）
【００５０】
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【表２】

【００５１】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のアミノ酸配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥのア
ミノ酸配列である。また、下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のアミノ酸配列である。
【００５２】
表３：ヒトＲＡＧＥ－リンカー－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合遺伝子配列（配列番号３）
【００５３】

【表３】

【００５４】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のコード配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥのコー
ド配列である。また、二重下線部はペプチドリンカーのコード配列であり、一重下線部は
ＩｇＧ４のＦｃ領域のコード配列である。
【００５５】
表４：ヒトＲＡＧＥ－リンカー－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合タンパク質のアミノ酸配列（配列番
号４）



(12) JP 2015-146809 A 2015.8.20

10

20

【００５６】
【表４】

【００５７】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のアミノ酸配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥのア
ミノ酸配列である。また、二重下線部はペプチドリンカーのアミノ酸配列であり、一重下
線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のアミノ酸配列である。
【００５８】
表５：ヒトＲＡＧＥ変異体－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合遺伝子配列（配列番号５）
【００５９】
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【表５】

【００６０】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のコード配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥ変異体
のコード配列である。また、波状下線部のボールド体は変異体ｈＲＡＧＥ配列に導入され
た点突然変異部位であり、下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のコード配列である。
【００６１】
表６：ヒトＲＡＧＥ変異体－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合タンパク質のアミノ酸配列（配列番号６
）
【００６２】
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【表６】

【００６３】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のアミノ酸配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥ変異
体のアミノ酸配列である。また、波状下線部のボールド体は変異体ｈＲＡＧＥに導入され
た点突然変異部位であり、下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のアミノ酸配列である。
【００６４】
表７：ヒトＲＡＧＥ変異体－リンカー－ＩｇＧ４　Ｆｃ融合遺伝子配列（配列番号７）
【００６５】
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【表７】

【００６６】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のコード配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥ変異体
のコード配列である。また、波状下線部のボールド体は変異体ｈＲＡＧＥ配列に導入され
た点突然変異部位であり、二重下線部はペプチドリンカーをコードする配列である。また
、下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のコード配列である。
【００６７】
表８：ヒトＲＡＧＥ変異体－リンカー－ＩｇＧ４　Ｆｃのアミノ酸配列（配列番号８）
【００６８】
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【表８】

【００６９】
ボールド体はＲＡＧＥシグナル配列のアミノ酸配列であり、標準書体はヒトＲＡＧＥ変異
体のアミノ酸配列である。また、波状下線部のボールド体は変異体ｈＲＡＧＥに導入され
た点突然変異部位であり、二重下線部はペプチドリンカーのアミノ酸配列である。また、
下線部はＩｇＧ４のＦｃ領域のアミノ酸配列である。
【００７０】
ＲＡＧＥ融合タンパク質の発現
本発明の融合タンパク質は、例えば真核生物発現系、バクテリア発現系、ウィルス発現系
等、当該技術分野で公知の任意のタンパク質発現系で生成することができる。本発明の融
合タンパク質の発現には、様々な宿主発現ベクター系を利用することができる。このよう
な宿主系は、媒介物（ｖｅｈｉｃｌｅ）であって、本発明の融合タンパク質は、そこで生
成され、その後そこから精製される。このような系としては、以下に限定されないが、バ
クテリア、酵母等の微生物、昆虫細胞、又は、植物細胞が挙げられる。酵母又は哺乳動物
の発現系（例えばＣＯＳ－７細胞）で発現するＲＡＧＥの分子量及びグリコシル化パター
ンは、発現系に応じて、天然分子と類似していてもよく、わずかに異なっていてもよい。
大腸菌等のバクテリアでＲＡＧＥ　ＤＮＡを発現させると、非グリコシル化分子が得られ
る。昆虫細胞中でバキュロウィルス発現系を用いることにより、グリコシル化パターンが
異なるようにしてもよい。不活性化Ｎ－グリコシル化部位を有する哺乳動物ＲＡＧＥの機
能的突然変異類似体は、オリゴヌクレオチドの合成及び結合、又は、部位特異的突然変異
技術により生成することができる。これらの類似体タンパク質は、酵母発現系を用いて、
均質な還元糖型で高収率に生成することができる。
【００７１】
当該技術分野において任意の公知方法により、本発明の融合タンパク質をコードする核酸
分子を得ることができ、このポリヌクレオチドのヌクレオチド配列を決定することができ
る。本明細書の記述、公知のＲＡＧＥポリペプチド配列、その同定された又は同定可能な
リガンド結合要素、及び、ＩｇＧの重鎖の定常ドメインの公知の配列を考慮して、上記ポ
リペプチドをコードするヌクレオチド配列を、当該技術分野において周知の方法により決
定することができる。即ち、本発明の融合タンパク質をコードする核酸が形成されるよう
に、特定のアミノ酸をコードすることが知られているヌクレオチドコドンを組み合わせて
もよい。用いる発現系に基づいて、例えば、発現系により多く存在するｔＲＮＡ分子に相
当するコドンを選択するなどして、ヌクレオチドコドンを選択してもよく、これにより、
より高濃度の融合タンパク質を発現させてもよい。融合タンパク質をコードするこのよう
なポリヌクレオチドは、化学的に合成されたオリゴヌクレオチドから組み立てられてもよ
い（例えばＫｕｔｍｅｉｅｒ　ｅｔ．ａｌ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　１７：２４２
（１９９４）に記載）。その際、簡潔に説明すると、融合タンパク質をコードする配列の
一部を含む重複オリゴヌクレオチドの合成と、これらのオリゴヌクレオチドのアニーリン
グ及び結合と、結合したオリゴヌクレオチドのポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）による増
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幅とを行う。
【００７２】
本発明の融合タンパク質（融合タンパク質断片若しくはその変異体を含むか、融合タンパ
ク質断片若しくはその変異体からなる他の分子も包含する）の組み換え発現では、融合タ
ンパク質をコードするポリヌクレオチドを含む発現ベクターの構築が必要な場合がある。
本発明の融合タンパク質をコードするポリヌクレオチドが得られたならば、当該技術分野
において周知の技術を用いた組換えＤＮＡ技術により、融合タンパク質の生成に用いるベ
クターを生成することができる。また、ＲＡＧＥ－Ｆｃコード配列を含むこのような発現
ベクターは、例えばリボソーム結合部位（即ち、コザック配列）、内部リボソーム進入部
位（ＩＲＥＳ）、ポリアデニル化部位等の適切な転写及び翻訳調節シグナル／配列を含ん
でいてもよい。
【００７３】
本発明の融合タンパク質をコードする核酸分子を複製欠陥レトロウィルスベクター（例え
ば、モロニーマウス白血病ウィルス（ＭＬＶ）又はＨＩＶ由来ベクター）を利用して哺乳
動物細胞へ移し、水疱性口内炎ウィルスＧタンパク質（ＶＳＶ－Ｇ）でシュードタイプ化
することにより、本発明の融合タンパク質をコードする核酸分子の単一コピーを安定して
分裂中の細胞へ挿入してもよい。レトロウィルスベクターは、コードする遺伝子をＲＮＡ
として運搬する。このＲＮＡは、細胞に進入した後、ＤＮＡに逆転写され、宿主細胞のゲ
ノムに安定して組み込まれる。単一細胞に複数の遺伝子を挿入することにより、融合タン
パク質の発現及び分泌を高めてもよい。また、複数回感染させることによって、組み込ま
れた遺伝子コピーの数を増加させ、融合タンパク質の発現量を増加させてもよい。融合タ
ンパク質をコードする組み込まれた遺伝子は、ゲノム内に存在するため、細胞分裂を通し
て細胞内で維持される。
【００７４】
本発明は、ある実施形態において、本発明の融合タンパク質を発現する安定した細胞系を
提供する。タンパク質発現能の高い安定した哺乳動物細胞系を迅速に生成するための好適
な方法の１つとして、ＧＰＥｘＴＭ発現系（Ｇａｌａ　Ｂｉｏｔｅｃｈ，Ｃａｔａｌｅｎ
ｔ　Ｐｈａｒｍａ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（ウィスコンシン州、ミドルトン）の一事業体，
Ｂｌｅｃｋ，Ｇｒｅｇｏｒｙ　Ｔ．，Ｂｉｏｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｊｏｕｒｎａｌ．ｃｏ
ｍ　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ／Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００５　ｐ１－７）を用いることが挙げら
れる。このような方法では、ＭＭＬＶに基づき複製欠陥シュードタイプ化レトロウィルス
ベクターを生成し、該ベクターを哺乳動物細胞（例えばＣＨＯ細胞）に形質導入すること
が必要な場合がある。ベクターを細胞のゲノムに組み込むことで、安定した細胞系を形成
することができる。
【００７５】
単離された融合タンパク質の精製
本発明の単離された融合タンパク質は、好適な宿主／ベクター系を培養し、本発明のＤＮ
Ａ塩基配列の組換え翻訳生成物を発現させることによって生成することができる。当該Ｄ
ＮＡ塩基配列の組換え翻訳生成物は、当該技術分野で周知の技術により、培養培地又は細
胞抽出物から精製される。
【００７６】
まず初めに、例えば、培養培地に組換えタンパク質を分泌する系から採取した上清をアミ
コン（Ａｍｉｃｏｎ）又はミリポアペリコン（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｐｅｌｌｉｃｏｎ）
限外濾過装置等の市販のタンパク濃度フィルタを用いて濃縮することができる。この濃縮
工程の後、濃縮物を好適な精製マトリックスに適用してもよい。例えば、好適な親和性マ
トリックスは、例えば、ＡＧＥ、又はレクチン、又はプロテインＡ、又はプロテインＧを
含んでいてもよく、或いは、好適な支持体に結合した抗体分子を含んでいてもよい。また
、例えば、ペンダント・ジエチルアミノエチル（ＤＥＡＥ）基を有するマトリックス又は
基質等の陰イオン交換樹脂を用いてもよい。上記マトリックスは、アクリルアミド、アガ
ロース、デキストラン、セルロース、又は、タンパク質精製において広く用いられるその
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他の種類であってもよい。或いは、陽イオン交換工程を行ってもよい。好適な陽イオン交
換体としては、スルホプロピル基又はカルボキシメチル基を含む各種不溶性マトリックス
が挙げられ、スルホプロピル基が好ましい。
【００７７】
通常、バクテリアの培養で生成された組換えタンパク質は、細胞ペレットから初期抽出を
行った後、濃縮、塩析、水性イオン交換及びサイズ排除クロマトグラフィーのうち、１つ
以上の工程を経て単離される。最終的に、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を最
終精製工程として行ってもよい。組換え哺乳動物ＲＡＧＥの発現に用いる微生物細胞は、
凍結融解サイクル、超音波処理、機械的破壊又は細胞溶解剤の使用等、任意の簡便な方法
により破壊することができる。
【００７８】
本発明の融合タンパク質を分泌タンパク質として発現する酵母の発酵では、精製が非常に
容易である。大規模発酵によって得られる分泌組換えタンパク質は、Ｕｒｄａｌら（Ｊ．
Ｃｈｒｏｍａｔｏｇ．２９６：１７１，１９８４）により開示された方法に類似した方法
によって精製することができる。この引用文献には、２回連続して逆層ＨＰＬＣ工程を行
い、分取ＨＰＬＣカラムで組換えヒトＧＭＣＳＦを精製することが記載されている。
【００７９】
医薬組成物
本発明の融合タンパク質は、それを必要とする対象への投与に好適なように処方されても
よく、例えば、医薬組成物として調剤されてもよい。本発明の組成物は、１つ以上の薬学
的に許容可能な基剤、賦形剤又は希釈剤を含んでいてもよい。本明細書中、「薬学的に許
容可能な基剤」は、生理学的に適合性のあるあらゆる溶媒、分散媒、コーティング剤、抗
菌及び抗真菌剤、並びに、等張化物質及び吸収遅延剤等を含む。一実施形態において、上
記基剤は非経口的投与に適している。上記基剤は、中枢神経系（例えば、髄腔内又は脳内
）への投与に適したものであってもよく、或いは、静脈内、皮下、腹腔内又は筋内投与に
適したものであってもよい。他の実施形態において、上記基剤は経口投与に適している。
薬学的に許容可能な基剤としては、無菌水溶液又は分散液、及び、無菌注射溶液又は分散
液の即時調製用の無菌粉末が挙げられる。薬学的活性を有する物質に対してこのような媒
体及び薬品を使用することは、当該技術分野において周知である。本発明の融合タンパク
質と適合性がないものを除き、任意の公知の媒体又は薬品が本発明の医薬組成物に使用さ
れると考えられる。また、別の活性化合物を上記組成物に配合してもよい。
【００８０】
好適な基剤は通常、使用する投与量及び濃度において、受容者に無毒である。通常、本発
明の医薬組成物を調剤する際には、緩衝剤、アスコルビン酸等の酸化防止剤、低分子量（
約１０残基未満）ポリペプチド、タンパク質、アミノ酸、グルコース、トレハロース、シ
ョ糖又はデキストリン等の炭水化物、ＥＤＴＡ等のキレート剤、グルタチオン及び他の安
定剤、並びに、賦形剤の１つ以上と本発明の融合タンパク質とを組み合わせることとなる
。中性緩衝食塩水、又は、同種血清アルブミンと混合した食塩水が、適切な希釈剤の例と
して挙げられる。
【００８１】
本発明の融合タンパク質の治療としての投与
本発明では、本発明の融合タンパク質を、それを必要とする対象（例えば、哺乳動物、特
にヒト）に、本発明の融合タンパク質と薬学的に許容可能な希釈剤又は基剤とを含む医薬
組成物の形態で投与することが意図されている。本発明はまた、このような組成物によっ
てヒトの疾患を治療する方法を提供する。
【００８２】
本発明の方法は、典型的には、薬学的に有効な量の本発明の融合タンパク質を含む医薬組
成物を投与することを含む。使用する薬学的に有効な量は、疾患の状態、個人の年齢、性
別及び体重等の要因によって異なり得る。
【００８３】
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本発明の融合タンパク質の薬学的に有効な量は、対象の体重１ｋｇ当たり約１μｇ～約５
００ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１０μｇ～約５００ｍｇであっても
よく、対象の体重１ｋｇ当たり約１００μｇ～約５００ｍｇであってもよく、対象の体重
１ｋｇ当たり約１ｍｇ～約５００ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１０ｍ
ｇ～約５００ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１００ｍｇ～約５００ｍｇ
であってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１００μｇ～約２５ｍｇであってもよく、対
象の体重１ｋｇ当たり約１ｍｇ～約２５ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約
５ｍｇ～約２５ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１０ｍｇ～約２５ｍｇで
あってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約１５ｍｇ～約２５ｍｇであってもよく、対象の
体重１ｋｇ当たり約１００μｇ～約１０ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約
１ｍｇ～約１０ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約２．５ｍｇ～約１０ｍｇ
であってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり約５ｍｇ～約１０ｍｇであってもよく、又は、
対象の体重１ｋｇ当たり約７．５ｍｇ～１０ｍｇであってもよい。
【００８４】
ある実施形態では、本発明の融合タンパク質の薬学的に有効な量は、対象の体重１ｋｇ当
たり０．５ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり１ｍｇであってもよく、対象の
体重１ｋｇ当たり２ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり３ｍｇであってもよく
、対象の体重１ｋｇ当たり４ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり５ｍｇであっ
てもよく、対象の体重１ｋｇ当たり６ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり７ｍ
ｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当たり８ｍｇであってもよく、対象の体重１ｋｇ当
たり９ｍｇであってもよく、又は、対象の体重１ｋｇ当たり１０ｍｇであってもよい。
【００８５】
単位投与形態は、治療対象である哺乳動物に対する単位投薬として好適な物理的に独立し
た単位を意味し、各単位は、所望の治療効果が得られるように算出された所定量の本発明
の融合タンパク質を、必要な医薬用基剤とともに含んでいる。本発明の融合タンパク質の
単位投与形態は、約１ｍｇ～約１０００ｍｇであってもよく、約２５ｍｇ～約１０００ｍ
ｇであってもよく、約５０ｍｇ～約１０００ｍｇであってもよく、約１００ｍｇ～約１０
００ｍｇであってもよく、約２５０ｍｇ～約１０００ｍｇであってもよく、約５００ｍｇ
～約１０００ｍｇであってもよく、約１００ｍｇ～約５００ｍｇであってもよく、約２０
０ｍｇ～約５００ｍｇであってもよく、約３００ｍｇ～約５００ｍｇであってもよく、又
は、約４００ｍｇ～約５００ｍｇであってもよい。本発明の融合タンパク質の単位投与量
は、約１００ｍｇ、２００ｍｇ、３００ｍｇ、４００ｍｇ、５００ｍｇ、６００ｍｇ又は
７００ｍｇであってもよい。
【００８６】
本発明の組成物（又は構成物）は、本発明の融合タンパク質を組成物の総重量に対して約
０．１重量％～約２０重量％の濃度で含有してもよく、約０．１重量％～約１８重量％、
約０．１重量％～約１６重量％、約０．１重量％～約１４重量％、約０．１重量％～約１
２重量％、約０．１重量％～約１０重量％、約０．１重量％～約８重量％、約０．１重量
％～約６重量％、約０．１重量％～約４重量％、約０．１重量％～約２重量％、約０．１
重量％～約１重量％、約０．１重量％～約０．９重量％、約０．１重量％～約０．８重量
％、約０．１重量％～約０．７重量％、約０．１重量％～約０．６重量％、約０．１重量
％～約０．５重量％、約０．１重量％～約０．４重量％、約０．１重量％～約０．３重量
％、又は、約０．１重量％～約０．２重量％の濃度で含有してもよい。
【００８７】
本発明の医薬組成物は、１つ以上の本発明の融合タンパク質を組成物の総重量に対して、
約１重量％～約２０重量％の濃度で含有してもよく、約１重量％～約１８重量％、約１重
量％～約１６重量％、約１重量％～約１４重量％、約１重量％～約１２重量％、約１重量
％～約１０重量％、約１重量％～約９重量％、約１重量％～約８重量％、約１重量％～約
７重量％、約１重量％～約６重量％、約１重量％～約５重量％、約１重量％～約４重量％
、約１重量％～約３重量％、又は、約１重量％～約２重量％の濃度で含有してもよい。本
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発明の医薬組成物は、１つ以上の本発明の融合タンパク質を組成物の総重量に対して、約
０．１重量％の濃度で含有してもよく、約０．２重量％、約０．３重量％、約０．４重量
％、約０．５重量％、約０．６重量％、約０．７重量％、約０．８重量％、約０．９重量
％、約１重量％、約２重量％、約３重量％、約４重量％、約５重量％、約６重量％、約７
重量％、約８重量％、又は、約９重量％の濃度で含有してもよい。
【００８８】
最良の治療効果が得られるように投与計画を調整することができる。例えば、一個のボー
ラスを投与してもよく、数回に分けて時間をかけて投与してもよい。或いは、治療状況の
緊急度に応じて投与量を増減させてもよい。投与を容易に且つ均一な量で行うために、投
与単位形態で非経口組成物を調剤することが特に有利である。本発明の組成物は、静脈内
、筋肉内、皮下への注射により投与されるように調剤されてもよい。ある実施形態におい
て、本発明の組成物は、皮下又は筋肉内に投与されてもよい。
【００８９】
ある実施形態において、投与計画は、例えば毎週投与する等、繰り返し投与することとし
てもよい。治療計画は、一定期間（例えば４週間）にわたって毎週投与した後、低頻度の
「維持」投与計画（例えば、月１回、又は、隔月）を実施することとしてもよい。所望の
治療結果が得られるように、投与計画を調整してもよい。
【００９０】
本発明の方法には、１つ以上の本発明の融合タンパク質を含む医薬組成物を有効量投与す
ることを含む、ヒトのＡＧＥ依存炎症応答を抑制する方法が含まれる。
【００９１】
本発明の方法は、１つ以上の本発明の融合タンパク質を含む医薬組成物を投与することを
含む、ＡＧＥ関連生物活性を抑制する方法を含む。上述したように、ＡＧＥは自己免疫疾
患等の様々な疾患又は症状に関係している。本発明の融合タンパク質を用いて治療、改善
、検知、診断、予見又はモニタリング可能な自己免疫疾患又は症状としては、以下に限定
されないが、皮膚炎、糸球体腎炎、多発性硬化症、ぶどう膜炎、自己免疫性肺炎、インス
リン依存性真性糖尿病、自己免疫性眼炎、全身性紅斑性狼瘡、インスリン抵抗性、関節リ
ウマチ、糖尿病性網膜症、及び、硬皮症が挙げられる。
【００９２】
本発明の方法によって治療又は予防され得るその他の疾患は、概して、罹患した細胞でＲ
ＡＧＥ若しくは１つ以上のＲＡＧＥリガンドの発現の増加が認められるあらゆる疾患、又
は、ＲＡＧＥの機能の低減により治療可能な（即ち、１つ以上の症状が消失又は改善され
得る）あらゆる疾患などといった特徴を有するものである。例えば、ＲＡＧＥとＲＡＧＥ
リガンドとの間の相互作用を阻害する薬品を投与することにより、ＲＡＧＥ機能を低減す
ることが可能である。
【００９３】
ＲＡＧＥの発現の増加は、糖尿病性血管症、ネフロパシー、網膜症、ニューロパシーの他
、アルツハイマー病及び血管壁の免疫／炎症反応といった異常等、幾つかの病理学的状態
に関連している。ＲＡＧＥリガンドは、関節炎（関節リウマチ等）を含む種々の炎症性異
常が生じた組織で生成される。組織内でのアミロイドの沈着は、細胞に様々な毒作用を及
ぼすものであり、アミロイド症と称される疾患に特有である。ＲＡＧＥは、アミロイドβ
ペプチド、βアミロイド（Ａｂｅｔａ）、アミリン、血清アミロイドＡ及びプリオン由来
ペプチドに見られるようなベータシート細繊維物質に結合する。ＲＡＧＥはまた、アミロ
イド構造を有する組織において、高濃度に発現する。このように、ＲＡＧＥはアミロイド
異常に関連しており、ＲＡＧＥ－アミロイド相互作用は、ニューロンの変性に至る酸化ス
トレスを引き起こすと考えられている。
【００９４】
種々のＲＡＧＥリガンド、とりわけＳ１００／カルグラニュリン（ｃａｌｇｒａｎｕｌｉ
ｎｓ）、及び、アンフォテリン（Ａｍｐｈｏｔｅｒｉｎ）（ＨＭＧＢ）ファミリーのＲＡ
ＧＥリガンドが、炎症を起こした組織で生成される。この所見は、敗血症等で生じるリポ
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多糖類による攻撃に対する応答等の急性炎症、及び、各種関節炎、潰瘍性大腸炎、炎症性
腸疾患等の慢性炎症の両方に当てはまる。心疾患、とりわけアテローム性プラークに起因
する心疾患においても、かなりの炎症性成分が存在すると考えられる。このような疾患に
は、閉塞性、血栓性、塞栓性疾患（それぞれの例として順に、アンギナ、脆弱性プラーク
疾患、塞栓性発作など）が含まれる。腫瘍細胞でも、ＲＡＧＥリガンド、特にアンフォテ
リンの発現が増加することが示されており、癌もまたＲＡＧＥ関連疾患であることが示さ
れている。更に、慢性炎症の酸化作用及び他の特徴は、特定の腫瘍の発生に寄与する要因
となり得る。
【００９５】
ＡＧＥは、関節リウマチや他の炎症性疾患の治療標的である。
【００９６】
従って、本発明の組成物で治療され得るＲＡＧＥ関連疾患としては、上記で説明した自己
免疫疾患に加えて、アミロイド症（アルツハイマー病等）、クローン病、急性炎症性疾患
（敗血症等）、ショック（敗血症性ショック、出血性ショック等）、心疾患（アテローム
性動脈硬化症、発作、脆弱性プラーク疾患、アンギナ及び再狭窄症等）、糖尿病（特に糖
尿病患者における心疾患）、糖尿病の合併症、プリオン関連疾患、癌、脈管炎、壊死性脈
管炎等のその他の脈管炎症候群、ネフロパシー、網膜症及びニューロパシーが挙げられる
。
【００９７】
以下の実施例は、本発明の範囲を何ら制限するものではなく、本発明を説明する目的のた
めにのみ示されているものである。
【実施例】
【００９８】
以下の実施例では、マウスＲＡＧＥ（アミノ酸残基１～３４２）の細胞外ドメインをマウ
スＩｇＧ２ａの重鎖のＦＣ領域のヒンジドメイン、ＣＨ２ドメイン及びＣＨ３ドメインと
融合させた融合タンパク質を用いて、マウス実験を行った。ＧＰＥｘＴＭ発現系を用いて
、ＣＨＯ細胞で構築物を発現させた。用いたマウスＲＡＧＥ配列の配列を以下の表に示す
。
【００９９】
表９：マウスＲＡＧＥの配列（配列番号１１）
【０１００】
【表９】

ＲＡＧＥシグナルペプチド＝一重下線
ＲＡＧＥ細胞外ドメイン＝下線なし
マウスＩｇＧ２ａヒンジ領域＝二重下線
マウスＩｇＧ２ａ　ＣＨ２領域＝破線
マウスＩｇＧ２ａ　ＣＨ３領域＝波状下線
【０１０１】
実施例１
マウスにおけるストレプトゾトシン誘発糖尿病に対する本発明のＲＡＧＥ融合タンパク質
の効果
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【０１０２】
マウスにおけるストレプトゾトシン誘発糖尿病は、糖尿病により誘発された網膜の変化を
調査するモデルとして当該分野で認められている（Ｏｂｒｏｓｏｖａ　ＩＧ，Ｄｒｅｌ　
ＶＲ，Ｋｕｍａｇａｉ　ＡＫ，Ｓｚａｂｏ　Ｃ，Ｐａｃｈｅｒ　Ｐ，Ｓｔｅｖｅｎｓ　Ｍ
Ｊ．Ｅａｒｌｙ　ｄｉａｂｅｔｅｓ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｃｈａ
ｎｇｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｅｔｉｎａ：ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｒａｔ　ａｎｄ
　ｍｏｕｓｅ　ｍｏｄｅｌｓ．Ｄｉａｂｅｔｏｌｏｇｉａ．２００６　Ｏｃｔ：４９（１
０）：２５２５－３３参照）。
【０１０３】
本実験では、各群１５頭のＣ５７ＢＬ／６マウスからなる以下の５治療群を用いた：１）
非糖尿病対照；２）糖尿病を誘発させるために、調査開始前に５日間連続して４５ｍｇ／
ｋｇのストレプトゾトシンで処理したマウスからなる糖尿病対照；３）１日当たり１０μ
ｇのｍＲＡＧＥ－ＩｇＧ２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射したストレプトゾトシン処理マウ
ス；４）１日当たり１００μｇのｍＲＡＧＥ－ＩｇＧ２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射した
ストレプトゾトシン処理マウス；及び、５）１日当たり３００μｇのｍＲＡＧＥ－ＩｇＧ
２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射したストレプトゾトシン処理マウス。
【０１０４】
調査では、マウスの体重、血糖、糖化ヘモグロビン（ＧＨｂ）、蛋白尿、及び、感覚神経
機能の尺度として触覚感度を評価した。調査終了時点でマウスを屠殺し、蛍光プローブを
用いて網膜血管透過性、網膜毛細血管への白血球の付着、及び、ＮＦ－κＢにより調節さ
れるタンパク質の発現（ＣＯＸ－２、ＩＣＡＭ、ｉＮＯＳ）について評価した。
【０１０５】
２か月間長期調査の結果
【０１０６】
Ｃ５７Ｂｌ／６Ｊマウスにおける、糖尿病に誘発された網膜の生理学的変化及び代謝の変
化の進行に対するＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果を調査した。融合タンパク質を３
つの異なる濃度（１０μｇ、１００μｇ及び３００μｇ）で１週間に３回、腹腔内に投与
した。いずれの投与量でも、糖尿病マウスの体重増加や健康全般に対して薬剤の副作用は
認められなかった。非絶食時血糖値は、非糖尿病対照群が１５５±２４ｍｇ／ｄｌ（平均
±標準偏差）、糖尿病対照群が３５８±３８、糖尿病＋１０μｇＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タン
パク質群が４１７±３６、糖尿病＋１００μｇＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質群が３７６
±３６、及び、糖尿病＋３００μｇＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質群が３７０±５５であ
った。
【０１０７】
短期調査では、網膜症に関連した以下のパラメータを調査した。（１）白血球停滞、（２
）網膜血管からの内因性アルブミンの透過性、（３）網膜のタンパク質のニトロ化、及び
、（４）網膜でのＩＣＡＭ及びＣＯＸ－２の発現。
【０１０８】
１．白血球停滞
【０１０９】
方法：
糖尿病罹患２カ月で、心臓カテーテルを用いてＰＢＳを完全に潅流させることにより、麻
酔をかけた動物の血管から血液を除去した。その後、先行文献に記載されているように、
この動物をフルオレセイン結合コンカナバリンＡレクチン（ＰＢＳ中２０μｇ／ｍｌ；ベ
クターラボラトリーズ（カリフォルニア州、バーリンゲーム））で潅流した（Ｊｏｕｓｓ
ｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，ＦＡＳＥＢ　Ｊ．２００４　Ｓｅｐ；１８（１２）：１４５０－２
参照）。平面状に載置した網膜を蛍光顕微鏡検査法によって撮像し、血管壁に付着した白
血球を計数した。
【０１１０】
結果：
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糖尿病に罹患して２カ月のマウスでは、非糖尿病群と比較し、白血球停滞の有意な増加が
認められた（Ｐ＜０．０５）。いずれのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質治療群でも、白血
球停滞は阻害されていなかった（図１参照）。
【０１１１】
２．血管透過性
【０１１２】
方法：
糖尿病に罹患して２カ月後、目を凍結切片（１０μｍ）処理し、該凍結切片を１０分間メ
タノールで固定し、ＰＢＳで４回を洗浄した。ヒツジの抗マウス血清アルブミン（Ａｂｃ
ａｍ（マサチューセッツ州、ケンブリッジ）；ＡＢ８９４０；１：２０００稀釈）で、各
切片を２時間インキュベートした。洗浄後、ＦＴＩＣ標識二次抗体（ＡＢ６７４３；１：
１０００稀釈）で各切片を９０分間インキュベートした。網膜の４層（内網状層、内顆粒
層、外網状層、外顆粒層）それぞれの異なる３つの位置における平均蛍光発光量を、蛍光
顕微鏡検査法により測定した。１０回の無作為測定の平均を各位置の蛍光発光量とした。
また、各網膜層内のそれぞれの３つの異なる位置の蛍光発光量の平均を、各網膜層におけ
る蛍光発光量とした。
【０１１３】
結果：
【０１１４】
糖尿病群の結果では、調査した網膜の４層それぞれにおいて、網膜の非血管部分の蛍光発
光が有意に増加していた（即ち、アルブミンが血管から漏れたことに起因する）。結果を
図２に示す（２Ａ：内網状層、２Ｂ：内顆粒層、２Ｃ：外網状層、２Ｄ：外顆粒層）。内
顆粒層及び外顆粒層のアルブミンの評価では、あえて核間の狭い範囲で測定したので、得
られた数字は、測定を妨害する核を含まない網状層のものほどは大きいものにはなってい
ないであろう。
【０１１５】
３．網膜のタンパク質のニトロ化
【０１１６】
方法：
糖尿病に罹患して２か月後、網膜を単離し、ホモジネートした。各動物のタンパク質ホモ
ジェネート５０μｇをニトロセルロース膜上にブロットすることで、ドットブロットを行
った。膜をミルク（５％）でブロックし、洗浄し、抗ニトロチロシン（Ｕｐｓｔａｔｅ　
Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．＃０５－２３３；１：５００稀釈）を用いて２時
間免疫染色した後、二次抗体（Ｂｉｏ－Ｒａｄヤギ抗マウスＩｇＧ－ＨＲＰ結合体；１：
１０００稀釈）で１時間染色した。徹底的に洗浄した後、抗体によって検出された免疫染
色を、増強化学発光法（ＥＣＬ，Ｓａｎｔａ　Ｃｒｕｚ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（
カリフォルニア州、サンタクルーズ））で可視化した。免疫染色依存性化学発光は、フィ
ルム上に記録されたものであって、免疫染色された点の密度が定量化される。結果を非糖
尿病対照群で検出された値の百分率で示す。
【０１１７】
結果：
【０１１８】
結果を図３に示す。糖尿病マウスから採取した網膜のホモジェネートでは、タンパク質の
ニトロ化が予想通り増加していた。この翻訳後修飾は、治療によって投与量依存的に阻害
された。タンパク質のニトロ化は、酸化ストレス及びニトロ化ストレス（ｎｉｔｒａｔｉ
ｖｅ　ｓｔｒｅｓｓ）両方のパラメータとみなされる。
【０１１９】
４．網膜でのＩＣＡＭ及びＣＯＸ－２の発現
【０１２０】
方法：



(24) JP 2015-146809 A 2015.8.20

10

20

30

40

50

網膜を単離し、超音波で処理し、上清を全網膜抽出物として使用した。サンプル（５０μ
ｇ）を、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによって分画し、ニトロセルロース膜と、Ｔｗｅｅｎ２０（０
．０２％）と脱脂乳（５％）とを含有するトリス緩衝生理食塩水でブロックされた膜とに
エレクトロブロットした。ＩＣＡＭ－１に対する抗体（１：２００稀釈；Ｓａｎｔａ　Ｃ
ｒｕｚ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）及びＣＯＸ－２に対する抗体を塗布した後、二次
抗体を１時間塗布した。洗浄後、増強化学発光法により結果を可視化した。
【０１２１】
結果：
【０１２２】
結果を図４に示す。内皮細胞でのＩＣＡＭ－１の発現は、血管壁への白血球の付着（白血
球停滞）において重大な役割を果たすので、本発明者らは網膜でのＩＣＡＭ－１の発現に
対する糖尿病及び治療の影響を測定した。糖尿病に罹患して２か月後では、網膜でのＩＣ
ＡＭ－１の発現が有意に増加していた。ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を投与することに
よって、投与量依存的にＩＣＡＭの発現が減少し、最大投与量ではこの発現が有意に阻害
された。
【０１２３】
ＣＯＸ－２の分子量と一致する免疫染色されたバンドの発現は、糖尿病個体では増強され
ず、治療を受けた動物では変化が無かった（図示せず）。
【０１２４】
この短期調査で用いたＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果に関する評価項目は全て、糖
尿病性網膜症の初期（変性）段階の進行に関連することが確認されていたものを選択した
。即ち、糖尿病によって誘発される網膜の毛細血管の変性を阻害することが確認された様
々な治療法において、これらの欠陥も同様に阻害されていた。
【０１２５】
ＲＡＧＥを阻害することにより、網膜の血管透過性及びニトロ化ストレスに関連した異常
が阻害された。ニトロ化ストレスは、酸化ストレスのマーカーとも見なされる。しかしな
がら、ＲＡＧＥ阻害剤では、白血球停滞に関連した異常は阻害されなかった。
【０１２６】
実施例２
マウスにおける長期的なストレプトゾトシン誘発糖尿病に対する本発明のＲＡＧＥ融合タ
ンパク質の効果
【０１２７】
マウスにおけるストレプトゾトシン誘発糖尿病は、糖尿病により誘発された網膜の変化を
調査するモデルとして当該分野で認められている（Ｏｂｒｏｓｏｖａ　ＩＧ，Ｄｒｅｌ　
ＶＲ，Ｋｕｍａｇａｉ　ＡＫ，Ｓｚａｂｏ　Ｃ，Ｐａｃｈｅｒ　Ｐ，Ｓｔｅｖｅｎｓ　Ｍ
Ｊ．Ｅａｒｌｙ　ｄｉａｂｅｔｅｓ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｃｈａ
ｎｇｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｅｔｉｎａ：ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｒａｔ　ａｎｄ
　ｍｏｕｓｅ　ｍｏｄｅｌｓ．Ｄｉａｂｅｔｏｌｏｇｉａ．２００６　Ｏｃｔ：４９（１
０）：２５２５－３３参照）。
【０１２８】
長期調査では、各群２５頭のＣ５７ＢＬ／６マウスからなる以下の５治療群を用いた：１
）非糖尿病対照；２）糖尿病を誘発させるために、調査開始前に５日間連続して４５ｍｇ
／ｋｇのストレプトゾトシンで処理したマウスからなる糖尿病対照；３）１日当たり１０
μｇのｍＲＡＧＥ－ＩｇＧ２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射したストレプトゾトシン処理マ
ウス；４）１日当たり１００μｇのｍＲＡＧＥ－ＩｇＧ２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射し
たストレプトゾトシン治療マウス；及び、５）１日当たり３００μｇのｍＲＡＧＥ－Ｉｇ
Ｇ２ａ　Ｆｃを週３回腹腔内注射したストレプトゾトシン治療マウス。
【０１２９】
調査では、マウスの体重、血糖、糖化ヘモグロビン（ＧＨｂ）、蛋白尿、及び、感覚神経
機能の尺度として触覚感度を評価した。調査終了時点でマウスを屠殺し、網膜における組
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織の病的変化及び神経変性を定量的に評価した。
【０１３０】
長期調査で測定した網膜症関連パラメータは、（１）無細胞毛細血管、（２）周皮細胞ゴ
ースト、及び、（３）神経節細胞である。長期調査では、軽い接触に対する足の感度も末
梢性ニューロパシーのマーカーとして測定した。
【０１３１】
糖尿病によって誘発された網膜組織の病的変化
【０１３２】
糖尿病に罹患して１０カ月後、本発明者らが以前に報告しているように、眼をホルマリン
で固定し、各動物から片方の網膜を単離し、流水で一晩洗浄した後、粗トリプシン溶液で
２時間消化した。一本の毛でできた「ブラシ」で神経細胞を静かに取り除くことにより、
網膜の血管を単離した。神経細胞を完全に取り除いたところで、単離した血管を顕微鏡用
スライドガラスに載せ、一晩乾燥させ、ヘマトキシリンと過ヨウ素酸－シッフとで染色し
、脱水した後、カバーグラスをかけた。中央網膜（ｍｉｄ－ｒｅｔｉｎａ）に相当する６
～７領域（倍率×２００）において、変性した（無細胞）毛細血管を盲検方式で定量した
。無細胞毛細血管は、全長にわたって核が欠損した、毛細血管サイズの脈管として同定し
、網膜領域１ｍｍ２当たりで表した。周皮細胞ゴーストは、周皮細胞が消失した毛細血管
基底膜の突き出た「隆起」の広がりにより評価した。盲検方式で中央網膜の５領域（倍率
×４００）中の少なくとも１０００個の毛細血管細胞（内皮細胞及び周皮細胞）を調査し
た。既に無細胞であった血管におけるゴーストは全て除外した。
【０１３３】
網膜の神経変性に対する糖尿病の影響を調査するために、神経節細胞層内の細胞を計数し
た。ホルマリン固定した眼を、パラフィンに包埋し、矢状方向に網膜を通りさらに視神経
を通って切断し、ヘマトキシリン・エオジンで染色した。神経節細胞層内の細胞を視神経
の両側の２領域（中央網膜、及び、視神経に隣接した後部網膜（ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　ｒ
ｅｔｉｎａ））で計数した。視神経の両側の比較領域それぞれの平均をとり、単位長さ当
たりで表した。
【０１３４】
結果
以前の成果から予想された通り、糖尿病の長期罹患によって、網膜の変性した無細胞毛細
血管の数は有意に増加した（図５Ａ）。ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質は、いずれの投与
量でも、高血糖の重篤度に影響することなく、この毛細血管の変性を有意に阻害した。ま
た、糖尿病では周皮細胞変性（周皮細胞ゴースト）が増加する傾向があったが、統計的有
意性には至らなかった（図５Ｂ）。糖尿病Ｃ５７Ｂｌ／６マウスでは、糖尿病ラット又は
より大型の種と比較して、周皮細胞消失を検知することがはるかに困難であることを本発
明者らは以前に明らかにしており、今回、このモデルにおいて、周皮細胞消失は血管疾患
のパラメータとしての信頼性が低いと考える。糖尿病対照において有意な周皮細胞の消失
が検知されなかったからかもしれないが、これらのマウスの周皮細胞消失に対しては、Ｒ
ＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質のいかなる影響も検知されなかった。
【０１３５】
これらのＣ５７Ｂｌ／６マウスにおいて、糖尿病により網膜の神経節細胞層の細胞数が減
少すること（即ち神経変性）はなかった。この結果は、このマウスモデルに関する先行調
査と一致していた。糖尿病が網膜の神経変性に影響しないので、神経変性に対して阻害剤
の効果があったかどうかを評価することはできない。
【０１３６】
軽い接触に対する感度（末梢性ニューロパシーのマーカー）
【０１３７】
糖尿病性ニューロパシーに罹患した患者は、自発痛、軽い接触により引き起こされる痛み
、及び、痛覚過敏症等の様々な異常な感覚を有し得る。糖尿病に罹患した齧歯動物でも、
この痛覚過敏症が再現され、触覚アロディニアが起きることが、データとして蓄積されて
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いる。齧歯動物では、これは足の触覚反応閾値として測定される。
【０１３８】
方法：
マウス（糖尿病に罹患して８カ月）を金網底のテストケージに移し、１０～１５分間環境
に慣れさせた。Ｖｏｎ　Ｆｒｅｙフィラメントを用いて、足の逃避（ｗｉｔｈｄｒａｗａ
ｌ）の５０％機械的逃避閾値（５０％　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ　
ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を測定した。剛度が対数比で増加する一連のフィラメントを、締付
負荷（ｂｕｃｋｌｉｎｇ　ｗｅｉｇｈｔ）が０．６ｇのものから順に、右後肢の足裏の表
面に適用し、フィラメントで締めつけることにより該足裏の表面に圧力をかけた。足を挙
げた場合に陽性反応として記録し、次の測定ではより軽いフィラメントを選択した。５秒
間反応がなかった場合、その後の測定では、次に重いフィラメントを用いた。行動に最初
の変化が見られてから４回の測定を行うまで、或いは、５回連続で陰性反応（６ｇ）又は
４回連続で陽性反応（０．４ｇ）があるまで、この方法を継続した。陽性及び陰性をスコ
アリングして得られた結果を用いて５０％逃避反応閾値を算出した。
【０１３９】
結果：
糖尿病動物では、軽い接触に対する足の感度が有意に増加しており、これは、非糖尿病動
物に比べて、糖尿病動物はより低い圧力で足を逃避させることを意味する（図６）。この
糖尿病によって誘発された欠陥は、ｓＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質のいずれの投与量で
も有意に阻害された。
【０１４０】
網膜症：
ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を用いた調査は、糖尿病の以下の２期間で行った：（１）
マウスに発症した糖尿病性網膜症の長期的な組織の病的変化に対する治療の効果を評価す
るための長期的調査（１０カ月）、及び、（２）長期的な組織の病的変化に対する効果の
裏付けになると思われる、治療の生理学的及び分子レベルでの効果を評価するための２～
３カ月の調査。ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の効果に関する生理学的及び分子レベルで
の評価項目は全て、糖尿病性網膜症の初期（変性）段階の進行に関連すること（因果関係
があると思われること）が他の研究で確認されていたものを選択した。治療では３種類の
投与量全てで、糖尿病により誘発された網膜の血管の変性が明らかに且つ有意に阻害され
た。同様に、この薬剤は３種類の投与量全てで、マウスにおいて、糖尿病で誘発される網
膜の透過性の上昇を阻害していると思われた。今のところ、糖尿病性網膜症が初期（非増
殖）段階は血管病変（血管無潅流及び血管変性、並びに、透過性の上昇）に基づいて定義
されるので、上記の結果は臨床的に非常に重要である。
【０１４１】
糖尿病マウスから採取した網膜で測定した、分子レベル及び生理学的評価項目に対する治
療の効果を組み合わせた。ＲＡＧＥを阻害することによって、ニトロ化ストレス（網膜の
酸化ストレスマーカー）に関連した異常が事実阻害された。しかしながら、ＲＡＧＥ阻害
剤は、白血球停滞に関連した異常を阻害しなかった。ｓＲＡＧＥによって糖尿病個体の白
血球停滞の増加が阻害されたことが、他のグループによって近年報告されているため、当
該治療で白血球停滞に対して効果がなかったのは驚くべきことである。しかしながら、Ｒ
ＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を用いた調査を開始して以来、本発明者らにより得られた証
拠（Ｄｉａｂｅｔｅｓ　５７：１３８７－９３，２００８）によって、糖尿病個体におけ
る網膜の白血球停滞に対する薬物治療の効果からは、糖尿病個体における網膜の毛細血管
の変性に対する治療効果が予測されないことが示されている。従って、網膜の白血球停滞
に対して治療効果がなくとも、観察された薬剤の効果の重要性は何ら変わらない。
【０１４２】
驚いたことに、糖尿病動物から採取した網膜におけるＩＣＡＭ－１の発現及びタンパク質
のニトロ化に対して、薬剤は用量効果を示すようであった。しかし、この用量効果は、網
膜の毛細血管の透過性及び変性に対しては明らかではなかった。本発明者らは、ＩＣＡＭ
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－１ノックアウト動物を用いて、逆の結果となるデータも得ているが、このことは、ＩＣ
ＡＭもニトロ化も糖尿病個体における網膜の血管の欠陥に関係しないことを示唆している
ように思われる。
【０１４３】
薬剤が網膜に到達し、生物学的効果を奏し、少なくとも糖尿病性網膜症の初期の血管病変
を阻害する効力を有意に示したことは事実、明白である。
【０１４４】
感覚性ニューロパシー：
終末糖化産物（ＡＧＥ）、及び、ＡＧＥとＲＡＧＥとの相互作用は、酸化ストレスを誘発
し、神経においてＮＦ－ｋＢ及び様々なＮＦ－ｋＢ関連炎症誘発性遺伝子をアップレギュ
レートし、痛覚の変化等の神経機能障害を悪化させることが、他の研究によって提唱され
ている。本発明のデータは、ＲＡＧＥ関連シグナルが糖尿病性ニューロパシーの少なくと
もある症状の進行の一因となっているという証拠に矛盾せず、長期調査では、ｓＲＡＧＥ
－Ｉｇ融合タンパク質がこの過程を阻害するという証拠を提供するものである。
【０１４５】
実施例３
ＩＩ型コラーゲン誘発関節炎モデルマウスを用いたＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の評価
【０１４６】
関節軟骨の主成分であるＩＩ型コラーゲンを用いて感受性系統のマウスを免疫処置するこ
とにより、進行性の炎症性関節炎が誘発される（Ｗｏｏｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　１９８１；１５４：６８８
－７００）。コラーゲン誘発関節炎（ＣＩＡ）は、罹患した足の幅が典型的には１００％
増加する紅斑及び浮腫によって臨床的に特徴づけられる。関節の変形及び脊椎炎への疾患
の進行を評価するために、臨床的スコアリング指数が考案された（Ｗｏｏｌｅｙ，Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　１９８８；１６２：３６１－３７３）。罹患し
た関節は、組織病理学的に滑膜炎、パンヌス形成、並びに、軟骨及び骨糜爛を呈する。上
記変化を指数で表すこともできる。免疫学的検査所見においては、ＩＩ型コラーゲンに対
する高濃度の抗体や高ガンマグロブリン血症等が確認される。このモデルは現在、関節疾
患に対する免疫療法アプローチのテスト法として確立されており（Ｓｔａｉｎｅｓ　ｅｔ
　ａｌ．Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｈｅｕｍａｔｏｌｏｇｙ　１９９４
；３３（９）：７９８－８０７）、関節リウマチ（ＲＡ）を治療するための生物学的物質
及び薬理学的物質のいずれの研究にも用いられ、好結果を得ている（Ｗｏｏｌｅｙ　ｅｔ
　ａｌ．Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒｈｅｕｍ　１９９３；３６：１３０５－１３１４、及び
、Ｗｏｏｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　１９９３
；１５１：６６０２－６６０７）。
【０１４７】
ＲＡＧＥレセプターの拮抗作用は、ＲＡの治療標的となり得ると認められている。コラー
ゲン誘発関節炎に罹患したマウスにおいてＲＡＧＥを阻害した結果、関節炎の症状が臨床
的にも組織学的にも抑制された。また、関節炎に罹患した足の組織では、疾患改善に伴っ
て、ＴＮＦα、ＩＬ－６、並びに、マトリックスメタロプロテイナーゼＭＭＰ－３、ＭＭ
Ｐ－９及びＭＭＰ－１３の濃度が低下した（Ｈｏｆｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｇｅｎｅｓ　
Ｉｍｍｕｎ　２００２；３（３）：１２３－１３５）。これにより、コラーゲン誘発関節
炎がＲＡＧＥ標的治療に感受性を示すことが示される。
【０１４８】
本実験により、ＩＩ型コラーゲンによる免疫処置後に投与された３種類の投与量でのＲＡ
ＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質のＣＩＡに対する影響が評価できよう。調査計画を図７に示す
。
【０１４９】
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｌａｂｓ．より８～１０週齢のＤＢＡ／１　ＬａｃＪマウス４０頭を入
手し、最低でも実験の１０日前から施設に慣れさせた。実験開始時点で、全ての動物は１
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６ｇ未満であった。各マウスを以下の４治療群のうちの１群に分類した：１）無菌ＰＢＳ
１００μｌを毎日腹腔内注射；２）ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質１０μｇを含有する無
菌ＰＢＳ１００μｌを毎日腹腔内注射；３）ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質１００μｇを
含有する無菌ＰＢＳ１００μｌを毎日腹腔内注射；及び、４）ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパ
ク質３００μｇを含有する無菌ＰＢＳ１００μｌを毎日腹腔内注射。
【０１５０】
最初の投薬から３日後、全てのマウスにフロイント完全アジュバント（ＦＣＡ）中のウシ
ＩＩ型コラーゲン１００μｇを尾の基部に皮下注射した。疾患の発症を毎日調査して各マ
ウスをモニタリングし、調査の記録をとった。マウスの体重を毎週測定し、健康状態全般
について記録した。免疫処置後１０週間にわたって、関節炎に罹患した各動物について、
１週間に５回臨床的に評価した。また、足の測定は１週間に３回行った。免疫処置後１０
週間経過しても関節炎の徴候が見られないマウスについては、疾患陰性とみなした。
【０１５１】
結果
【０１５２】
健康全般及び毒性。
試験中、急性毒性症状は発生しなかった。また、全ての動物が、実験期間を生存した。当
該治療は、十分に耐え得るものであり、毛皮のマット化や炎症等の不都合な徴候は観察さ
れなかった。マウスの体重は、試験期間中にわずかな変化を示している（図８）。この変
化は、各動物において典型的な疾患発症時の一時的な体重減少によるものである。各群間
におけるこの変化の差は、統計的有意性には至らなかった。
【０１５３】
関節炎の発症率及び発症
当該試験でのコラーゲン関節炎の最終的な発症率を図９に示す。対照マウスでは１００％
発症しており、この結果は、発症率が典型的に８０％～１００％で変動する標準的なコラ
ーゲン関節炎モデルに矛盾しない。１日１０μｇのＲＡＧＥで治療されたマウスの発症率
は８０％であり、発症率の有意な減少は見られなかった。１日１００μｇのＲＡＧＥで治
療されたマウスの関節炎発症率は６０％であり、対照群より有意に低かった（ｐ＜０．０
５）。驚くべきことに、３００μｇのＲＡＧＥで治療されたマウスの関節炎発症率は、対
照の発症率と同様に１００％であった。
【０１５４】
疾患発症日の平均（及び標準偏差）を図１０に示す。疾患の発症は、対照群では典型的に
みられ、平均３８．６日で関節炎の兆候が現れ始めた。１０μｇ又は１００μｇのＲＡＧ
Ｅで治療されたマウスでは、疾患の発症は４２．５日までわずかに遅延されたが、統計的
有意性には至らなかった。しかしながら、３００μｇのＲＡＧＥで治療されたマウスでは
、疾患の発症が有意に遅延された（ｐ＜０．０５）。従って、高用量で投与されたマウス
では、疾患発症率は低下しなかったが、臨床的に明らかな関節炎へと進行するまでの時間
は著しく延びた。
【０１５５】
ＲＡＧＥ治療による疾患発症の変化は、疾患発症率を経時的にプロットすることによって
容易に評価することができる（図１１）。対照群では、ＣＩＡの典型的な特徴である短期
間での疾患発症が見られたが、１０μｇ又は１００μｇのＲＡＧＥで治療されたマウスで
は、疾患発症が遅延し、関節炎の最終的発症率がより低くなる結果となった。３００μｇ
のＲＡＧＥで治療されたマウスでも、約８週間は同様のパターンの疾患発症が示されたが
、動物がその後関節炎を発症したため、疾患発症率は高いが疾患の発症は遅延するという
結果になった。
【０１５６】
疾患の重症度及び進行。
治療動物及び対照動物の累積的な関節スコアを分析することによって、コラーゲン誘発関
節炎の重症度に対し、ＲＡＧＥ治療により有意な効果が得られることが明らかとなった（
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図１２）。対照マウスでは、累積関節炎指数が著しく増加し、典型的な慢性進行性疾患が
発症した。対照的に、いずれの投与量であってもＲＡＧＥで治療されたマウスでは、関節
炎スコアが著しく減少した。対照群と治療群との差は、免疫処置後４３日目から高水準の
統計的有意性（ｐ＜０．００１）を示し、この差は試験期間中維持された。１日当たり１
００μｇのＲＡＧＥ治療では、累積関節炎スコアが最低値であったが、ＲＡＧＥ群間での
関節炎スコアに有意差はなかったため、標準的な用量依存効果ではなく、「閾値」効果が
得られたと示唆される。
【０１５７】
関節炎に罹患した足の数に対するＲＡＧＥ治療の影響の分析（図１３）では、この疾患の
進行に対して有意な効果が実際認められる。さらに、４３日目以降に罹患した足の数に対
して有意な影響がみられた。有意水準はｐ＜０．００１からｐ＜０．０２５へと異なった
ものになっているが、これは、ＲＡＧＥの影響が疾患の重症度に対して関節炎進行よりも
より顕著であったことを反映していると思われる。しかしながら、罹患した足の数の最大
値（４０）は、累積疾患スコアの最大値（１２０）よりも制限された値となっていること
を留意されたい。さらに、１００μｇのＲＡＧＥ群が関節炎の遅延で最高水準を示したが
、ＲＡＧＥ治療群間に有意差はなかった。
【０１５８】
この結果から、予防プロトコールに準じてＲＡＧＥタンパク質を投与することによって、
コラーゲン誘発関節炎に著しい効果が得られたと示唆される。いずれの投与量でも、ＲＡ
ＧＥ注射によって明らかな毒性作用が生じることはなかった。また治療は、十分に耐え得
るものであったと思われる。総合的な疾患発症率は、毎日１００μｇ投与されたマウスで
有意に減少し、疾患発症の遅延は、１日当たり３００μｇで治療されたマウスで認められ
た。しかしながら、疾患スコア及び関節炎に罹患した足の数の減少によって臨床的有効性
が最も顕著に示されており、特に、免疫処置後４３日目以降、ＲＡＧＥ治療マウスと対照
動物との間で大きな差が検知された。この時点において、全ての投与量においてＲＡＧＥ
治療群では疾患の進行が遅延していたが、対照動物では典型的に重症関節炎に進行してい
た。
【０１５９】
組織病理学的評価：
臨床的評価調査が終了した時点で、すべてのマウスから四肢を切除し、中性緩衝ホルマリ
ン溶液で保存した。関節を１０％蟻酸で１８日間脱灰し、脱水した後、パラフィンブロッ
クに包埋した。縦軸に沿って切断した切片をスライドに固定し、ヘマトキシリン・エオジ
ン、又は、トルイジンブルーのいずれかで染色した。標本をほぼ正中線で切断し、正中矢
状サンプルをスライドに固定し評価した。これにより、一貫した形態学的評価が可能にな
った。５～１０個のサンプルをスライドに固定した（通常、スライド１枚当たりサンプル
４～６個）。染色後、各スライドを、カバーグラスで恒久的に固着させた。盲検法により
評価者に群の割り当てが分からないようにして、１標本当たり最低３つの異なる切片を評
価した。前肢では肘、手首及び中手関節の全てについてスコアリングし、後肢では膝、足
首及び中足関節の全てについてスコアリングした。切断処理でほとんどのＰＩＰ関節が切
除されるので、指については評価しなかった。スライドは、滑膜炎、パンヌス形成、辺縁
部の糜爛、構造変化（主に亜脱臼）及び破壊の有無について評価した。次に、これらの集
計点に基づき、総合的スコアを各切片に対して配点した。スコアリング法は以下に従った
。
【０１６０】
滑膜の膜厚によって滑膜炎を判定し、以下のようにスコアリングした。
０　　－　　細胞３個分未満の厚み
１　　－　　細胞３～５個分の厚み
２　　－　　細胞６～１０個分の厚み
３　　－　　細胞１０～２０個分の厚み
４　　－　　細胞２０～３０個分の厚み
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【０１６１】
パンヌス形成に対し、以下のようにスコアリングした。
０　　－　　パンヌス形成なし
１　　－　　微絨毛有り
２　　－　　パンヌスの明らかな付着
３　　－　　パンヌスの顕著な付着
４　　－　　関節腔におけるパンヌス浸潤
【０１６２】
辺縁部の糜爛に対し、以下のようにスコアリングした。
０　　－　　目に見える糜爛なし
１　　－　　関節包付着領域における小さなくぼみ
２　　－　　軟骨の明らかな糜爛
３　　－　　軟骨下骨への糜爛の拡大
４　　－　　骨及び軟骨の重度の糜爛
【０１６３】
構造変化に対し、以下のようにスコアリングした。
０　　－　　正常な関節構造
１　　－　　浮腫性変化
２　　－　　関節面の軽度の亜脱臼
３　　－　　関節面の重度の亜脱臼
４　　－　　完全な線維形成及びコラーゲン架橋
【０１６４】
総合的スコアに対しては、以下のように反映させた。
０　　－　　通常の正常な関節外観
１　　－　　軽度の変化であって、寛解に相当する程度であり、臨床上おそらく正常なも
の
２　　－　　確定的な炎症性関節炎
３　　－　　重度の炎症性、糜爛性疾患
４　　－　　破壊性、糜爛性関節炎
【０１６５】
軟骨及び骨基質の分解。
一連の切片の軟骨基質成分を、組織化学的染料であるトルイジンブルーを用いて染色した
。トルイジンブルー染色切片のプロテオグリカン損失を評価した。関節面の染色を成長板
の染色と比較し、以下のようにスコアリングした。
０　　－　　プロテオグリカン損失がなく、トルイジンブルー染色は正常
１　　－　　軽度のプロテオグリカン損失があり、軟骨表面から染色がいくらか損失して
いる
２　　－　　中程度のプロテオグリカン損失があり、軟骨表面の染色が弱い
３　　－　　顕著なプロテオグリカン損失があり、軟骨表面のトルイジンブルー染色が確
認できない
４　　－　　重度のプロテオグリカン損失があり、軟骨深部においてもトルイジンブルー
染色が確認できない
【０１６６】
結果
【０１６７】
コラーゲン誘発関節炎の組織学的所見
各切片において、疾患の炎症性パラメータと糜爛性パラメータとを評価した。関節炎の外
観（図１４）から、対照（ＰＢＳ処理）群ではこの時点において典型的な炎症性糜爛性疾
患病変が確認され、滑膜の肥大や過形成といった典型的な関節炎の特徴、及び、顕著なパ
ンヌス付着や辺縁部の糜爛が見られた。
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【０１６８】
１０μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質で治療した結果（図１４Ｂ）、糜爛や軟
骨表面の崩壊といった外観に全般的改善が見られ、炎症性パラメータ及び糜爛性パラメー
タにわずかな変化が見られた。１００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質で治療
した結果（図１４Ｃ）、対照と比較して、パンヌス形成及び糜爛が減少し、全体的に大き
く異なっていた。しかしながら、３００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を投
与した結果（図１４Ｄ）、食塩水対照群で認められた病変よりはいくらか軽度であるよう
に思われたものの、やはり非常に重篤である関節炎が生じ、滑膜肥大や過形成、及び、著
しいパンヌスの付着や辺縁部の糜爛が見られた。
【０１６９】
炎症に関するスコアの分析（図１５）により、対照（食塩水処理）動物と比較した場合、
全ての投与量においてＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質で治療されたマウスでは炎症が低減
されることが明らかとなった。しかしながら、滑膜炎は１００μｇ／ｍｌ群でのみ有意に
低減され（ｐ＜０．０５）、パンヌス形成も同様のスコアの減少を示した（ｐ＜０．０３
）。ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を１０μｇ／ｍｌで用いても３００μｇ／ｍｌで用い
ても、その使用により確認された炎症性疾患パラメータの減少は、統計的有意性には達し
なかった。
【０１７０】
コラーゲン誘発関節炎の糜爛性特徴の変化（糜爛及び関節構造の変化）の評価においても
、同様のパターンの効果が認められた。１００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク
質で治療した群を対照（食塩水処理）動物と比較すると、関節の糜爛が有意（ｐ＜０．０
１）に減少していたが（図１６）、１０μｇ／ｍｌ及び３００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉ
ｇ融合タンパク質で治療されたマウスで確認された減少は有意性には達しなかった。
【０１７１】
組織病理学的パラメータと総合的組織学的関節炎スコアを組み合わせると（図１７）、個
々の病理学的パラメータでの所見が反映されていた。対照（食塩水）処理動物と１００μ
ｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質で治療されたマウスとの間に有意差が認められ
た（ｐ＜０．０２）。また１０μｇ／ｍｌで治療されたマウスの総合的スコアは、ちょう
ど有意性（ｐ＝０．０５）に達していたが、３００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タン
パク質を用いた場合には、総合的疾患スコアの有意な減少は確認されなかった。
【０１７２】
トルイジンブルー染色された切片を検査することにより、ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質
が関節炎の関節からのマトリックスタンパク質の損失に影響を及ぼすかどうかを判断した
。データ（図１８及び１９に示す）により、ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質がプロテオグ
リカン損失を防止したことが示唆される。しかし、この効果は、投与量１００μｇ／ｍｌ
でのみ統計的に有意であった（ｐ＜０．０５）。ＰＢＳ対照群では、軟骨基質（プロテオ
グリカン及びコラーゲン）の大幅な損失が見られ、３００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融
合タンパク質で治療されたマウスでは、近位の軟骨表面での染色の著しい損失が見られる
。対照的に、１０μｇ／ｍｌ又は１００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質を投
与した場合では、マトリックスタンパク質が良好に保存されている。
【０１７３】
この組織学的所見は、ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質でコラーゲン誘発関節炎を治療する
ことによって当該疾患の発症率及び重症度に効果が確認されたことを示す臨床データを支
持するものである。組織学的パラメータは、１００μｇ／ｍｌで治療されたマウスでは高
水準の統計的有意性に達し、１０μｇ／ｍｌで治療されたマウスでは総合的病変に関して
統計的有意性に達した。１００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質では、関節構
造の保存が良好であり、評価した関節炎パラメータ全てで有意な減少が認められた。炎症
性の変化の程度が余病パラメータ（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｐａｒａｍｅ
ｔｅｒｓ）よりも影響を受けていなかったので、全体的印象として、ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合
タンパク質は関節炎の糜爛形成過程を阻害したと思われる。３００μｇ／ｍｌのＲＡＧＥ
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－Ｉｇ融合タンパク質で治療されたマウスでは、低用量の場合ほどの保護効果が得られな
かったので、この濃度でのタンパク質投与に対しては抑制応答が示され得る、という可能
性がさらに高まった。これらの所見は、全体として、当該調査で行った臨床観察に合致し
ており、ＲＡＧＥ－Ｉｇ融合タンパク質の抗関節炎効果を実証するものである。
【０１７４】
具体的な実施形態を示して本発明を詳細に説明したが、本発明の趣旨及び範囲を逸脱する
ことなく、各種の変更及び改変を施すことが可能であり、このような変更及び改変は添付
した特許請求の範囲内で実施可能であることは、当業者にとって明らかであろう。本明細
書に引用した全ての特許文献及び刊行物を、各刊行物をそれぞれ具体的に且つ個別に提示
してその全てを引用して援用するといったように、本明細書に引用して援用する。
【配列表フリーテキスト】
【０１７５】
配列番号９：合成ペプチド
配列番号１０：合成ペプチド

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【配列表】
2015146809000001.app
【手続補正書】
【提出日】平成27年3月6日(2015.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つのポリペプチドを含む融合タンパク質をコードする核酸であって、該少な
くとも１つのポリペプチドは：
（ａ）配列番号６のアミノ酸１～３０１、アミノ酸２４～３０１、アミノ酸１～３４４及
びアミノ酸２４～３４４からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む第一アミノ酸配列
と；
（ｂ）ヒト免疫グロブリンＩｇＧ４の重鎖の定常ドメインと少なくとも９５％の配列同一
性を有する第二アミノ酸配列とを含む、核酸。
【請求項２】
前記第一アミノ酸配列は、配列番号６のアミノ酸１～３４４を含む、請求項１に記載の核
酸。
【請求項３】
前記融合タンパク質は配列番号６又は配列番号８であるアミノ酸配列を含む、請求項１に
記載の核酸。
【請求項４】
前記融合タンパク質は配列番号６を含む、請求項１に記載の核酸。
【請求項５】
前記融合タンパク質は配列番号６からなるアミノ酸配列を有する、請求項１に記載の核酸
。
【請求項６】
前記第一アミノ酸配列と前記第二アミノ酸配列との間のリンカーをコードする配列をさら
に含む、請求項１に記載の核酸。
【請求項７】
請求項１に記載の核酸を含む、組み換え宿主細胞。
【請求項８】
請求項１に記載の核酸によりコードされる融合タンパク質と薬学的に許容可能な基剤とを
含む医薬組成物の、ＡＧＥ関連疾患の治療用医薬の製造における使用。
【請求項９】
前記疾患は、皮膚炎、糸球体腎炎、多発性硬化症、ぶどう膜炎、自己免疫性肺炎、インス
リン依存性真性糖尿病、自己免疫性眼炎、全身性紅斑性狼瘡、インスリン抵抗性、関節リ
ウマチ、糖尿病性網膜症、硬皮症、糖尿病性腎症、自己免疫疾患、糖尿病性ニューロパシ
ー、アルツハイマー病、及び炎症性疾患からなる群から選択される、請求項８に記載の使
用。
【請求項１０】
前記ポリペプチドが、配列番号６のアミノ酸２４～６７１を含むアミノ酸配列を含む、請
求項１に記載の核酸。
【請求項１１】
請求項１０に記載の核酸を含む、組み換え宿主細胞。
【請求項１２】
配列番号５の塩基配列を含む、請求項１に記載の核酸。
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【請求項１３】
配列番号６のアミノ酸２４～６７１を含む融合タンパク質。
【請求項１４】
配列番号６のアミノ酸２４～６７１からなる、請求項１３に記載の融合タンパク質。
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