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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の式ＩＩＩの化合物またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物：
【化１】

式中：

Ｒ22は、以下の式ＩＶａであり：

【化２】
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式中、ＡはＣ5-7アリール基であって、かつ以下のいずれかであり
（ｉ）Ｑ1は単結合であり、かつＱ2は単結合および－Ｚ－（ＣＨ2）n－から選択され、式
中、Ｚは、単結合、Ｏ、Ｓ、およびＮＨから選択され、かつｎは１～３である；または
（ｉｉ）Ｑ1は－ＣＨ＝ＣＨ－であり、かつＱ2は単結合である；
Ｌ4は、単結合および以下の群から選択され：
（ａ）：
【化３】

式中、ｎは０～３であり；
（ｂ）

【化４】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり；
（ｃ）
【化５】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり；および
（ｄ）
【化６】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり、Ｅは、Ｏ、またはＳであり、Ｂは、Ｎ、ま
たはＣＨであり、かつＦはＣＨであり；
Ｌ3は、以下のとおりであり：
【化７】

式中、Ｘは、Ｌ3が、アミノ酸残基、ジペプチド残基、またはトリペプチド残基となるも
のである；
Ｐｒｏｔは、Ｆｍｏｃ（フルオレニルメチルオキシカルボニル）、Ｔｅｏｃ（２－（トリ
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メチルシリル）エトキシカルボニル）、およびＢｏｃ（ｔ－ブトキシカルボニル）から選
択され；
；
かつ以下のいずれかであり：
Ｃ２’とＣ３’の間に二重結合が存在する場合、Ｒ12は以下からなる群より選択され：
（ｉａ）Ｃ5-10アリール基、この基は以下からなる群より選択される１つまたは複数の置
換基により随意に置換される：ハロ、ニトロ、シアノ、エーテル、カルボキシ、エステル
、Ｃ1-7アルキル、Ｃ3-7ヘテロシクリル、およびビス－オキシ－Ｃ1-3アルキレン；
（ｉｂ）Ｃ1-5飽和脂肪族アルキル；
（ｉｃ）Ｃ3-6飽和シクロアルキル；
（ｉｄ）
【化８】

式中、Ｒ21、Ｒ27、およびＲ23は、それぞれ独立して、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3ア
ルケニル、Ｃ2-3アルキニル、およびシクロプロピルから選択され、この場合Ｒ12基の炭
素原子の合計数は５以下である；
（ｉｅ）

【化９】

式中、Ｒ25aおよびＲ25bの一方はＨであり、かつ他方は、以下から選択される：フェニル
、このフェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選択される基で随意に置換される；ピリ
ジル；およびチオフェニル；ならびに
（ｉｆ）

【化１０】

式中、Ｒ24は以下から選択される：Ｈ；Ｃ1-3飽和アルキル；Ｃ2-3アルケニル；Ｃ2-3ア
ルキニル；シクロプロピル；フェニル、このフェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選
択される基で随意に置換される；ピリジル；およびチオフェニル；
又は
Ｃ２’とＣ３’の間に単結合が存在する場合、
Ｒ12は、Ｈまたは
【化１１】

であり、式中、Ｒ26aおよびＲ26bは、それぞれ独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃ1-4飽和アルキル、
Ｃ2-3アルケニル、これらのアルキルおよびアルケニル基は、Ｃ1-4アルキルアミドおよび
Ｃ1-4アルキルエステルから選択される基で随意に置換される、から選択されるか；また
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テルから選択される；
Ｒ6およびＲ9は、それぞれ独立して、Ｈ、Ｒ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＳＲ、ＮＨ2、ＮＨＲ
、ＮＲＲ’、ニトロ、Ｍｅ3Ｓｎ、およびハロから選択され；
ＲおよびＲ’は、それぞれ独立して、随意に置換されたＣ1-12アルキル、Ｃ3-20ヘテロシ
クリル、およびＣ5-20アリール基から選択され；
Ｒ7は、Ｈ、Ｒ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＳＲ、ＮＨ2、ＮＨＲ、ＮＲＲ’、ニトロ、Ｍｅ3Ｓ
ｎ、およびハロから選択され；
Ｒ’’は、Ｃ3-12アルキレン基であって、この鎖は途中に１個または複数の芳香環が存在
しており；
ＹおよびＹ’は、Ｏ、Ｓ、またはＮＨから選択され；
Ｒ6’、Ｒ7’、Ｒ9’は、それぞれ、Ｒ6、Ｒ7、およびＲ9と同一の群から選択され；
以下のいずれかである：
（Ａ）Ｒ20はＨまたはＭｅであり、かつＲ21aおよびＲ21bは両方ともＨであるかまたは一
緒になって＝Ｏを形成し、かつ以下のいずれかであり：
　（ｉ）Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨであり、かつＲ11bはＯＨまたはＯＲAであって、式
中、ＲAはＣ1-4アルキルである；または
　（ｉｉ）Ｒ10およびＲ11bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭
素二重結合を形成し、かつＲ11aはＨである；または
　（ｉｉｉ）Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨであり、かつＲ11bはＳＯzＭであって、式中、
ｚは２または３であり、かつＭは一価の薬学的に許容可能なカチオンである；あるいは
（Ｂ）Ｒ10はＨまたはＭｅであり、かつＲ11aおよびＲ11bは両方ともＨであるかまたは一
緒になって＝Ｏを形成し、かつ以下のいずれかであり：
　（ｉ）Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨであり、かつＲ21bはＯＨまたはＯＲAであって、式
中、ＲAはＣ1-4アルキルである；または
　（ｉｉ）Ｒ20およびＲ21bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭
素二重結合を形成し、かつＲ21aはＨである；または
　（ｉｉｉ）Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨであり、かつＲ21bはＳＯzＭであって、式中、
ｚは２または３であり、かつＭは一価の薬学的に許容可能なカチオンである。
【請求項２】
　Ｒ7がＣ1-4アルキルオキシ基である、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　ＹがＯである、請求項１から２のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ6及びＲ9がＨである、請求項１から３のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項５】
　Ｃ２’およびＣ３’の間に二重結合が存在し、
　かつＲ12が：
　（ａ）メトキシ、エトキシ、フルオロ、クロロ、シアノ、ビス－オキシ－メチレン、メ
チル－ピペラジニル、モルフォリノおよびメチル－チオフェニルから選択された１～３個
の置換基を有してもよいＣ5-7アリール基；　又は　
　（ｂ）メチル、エチルまたはプロピル；　又は　
　（ｃ）シクロプロピル；　又は　
　（ｄ）以下の式の基：
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【化１２】

　　（ただし、Ｒ12基の炭素原子の総数が４以下である）；　又は　
　（ｅ）以下の式の基：
【化１３】

　　；　又は　
　（ｆ）以下の式の基：
【化１４】

　　（ただし、Ｒ24がＨおよびメチルから選択される）
である、請求項１から４のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｃ２’およびＣ３’の間に単結合が存在し、Ｒ12が
【化１５】

であり、かつ：
　（ａ）Ｒ26aおよびＲ26bがともにＨである；　又は　
　（ｂ）Ｒ26aおよびＲ26bがともにメチルである；　又は　
　（ｃ）Ｒ26aおよびＲ26bのうちの１つがＨであり、他方がＣ1-4飽和アルキル、Ｃ2-3ア
ルケニルから選択され、該アルキルおよびアルケニル基が任意に置換されている、
請求項１から４のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項７】
　Ｒ22は、式ＩＶａのものであり、かつＡは、フェニルであり、Ｑ1は、単結合であり、
Ｑ2は、単結合である、請求項１から６のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項８】
　Ｒ6’、Ｒ7’、Ｒ9’、およびＹ’は、それぞれ、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ9、およびＹと同一であ
る、請求項１から７のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項９】
　Ｒ20は、ＨまたはＭｅであり、かつＲ21aおよびＲ21bは、両方ともＨである、請求項１
から８のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１０】
　Ｒ20は、ＨまたはＭｅであり、かつＲ21aおよびＲ21bは、一緒になって＝Ｏを形成する
、請求項１から９のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１１】
　Ｒ10およびＲ11bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭素二重結
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。
【請求項１２】
　Ｒ10は、ＨまたはＭｅであり、かつＲ11aおよびＲ11bは、両方ともＨである、請求項１
から８のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１３】
　Ｒ10は、ＨまたはＭｅであり、かつＲ11aおよびＲ11bは、一緒になって＝Ｏを形成する
、請求項１から８のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項１４】
　Ｒ20およびＲ21bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭素二重結
合を形成し、かつＲ21aは、Ｈである、請求項１２から１３のいずれか１項に記載の化合
物。
【請求項１５】
　以下の式Ｖを有する結合体：
　　Ｌ－（ＬＵ－Ｄ）p　　（Ｖ）
式中、Ｌは、抗体または抗体断片であり、
ｐは、１～２０であり；
Ｄは、式ＩのＰＢＤ二量体であり、
【化１６】

式中、Ｒ6、Ｒ6’、Ｒ7、Ｒ7’、Ｒ9、Ｒ9’、Ｒ10、Ｒ11a、Ｒ11b、Ｒ12、Ｒ20、Ｒ21a

、Ｒ21b、Ｙ、Ｙ’及びＲ’’は、請求項１～１４のいずれかにおいて定義した通りであ
り；且つ
Ｒ2は、式ＩＩａのものであり：
（ａ）

【化１７】

式中、ＡはＣ5-7アリール基であって、かつ以下のいずれかであり
（ｉ）Ｑ1は単結合であり、かつＱ2は単結合および－Ｚ－（ＣＨ2）n－から選択され、式
中、Ｚは、単結合、Ｏ、Ｓ、およびＮＨから選択され、かつｎは１～３である；または
（ｉｉ）Ｑ1は－ＣＨ＝ＣＨ－であり、かつＱ2は単結合である；
Ｘは以下を含む群より選択され：*－Ｏ－q、*－Ｓ－q、*－ＣＯ2－

q、*－ＣＯ－q、*－Ｎ
Ｈ（Ｃ＝Ｏ）－q、*－ＮＨＮＨ－q、*－ＣＯＮＨＮＨ－q、

【化１８】
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【化１９】

【化２０】

式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルを含む群より選択され、アスタリスク（＊）はＰＢ
Ｄ二量体の残部に結合する結合点を示し、波線又はqはＬＵの結合点を示し；
式中、ＬＵは、Ｒ2のＸ置換基を介してＤと接続しており；
　ＬＵは、以下の式Ｖａ：
　　－Ａ1

a－Ｌ1
s－Ｌ2

y－、　　（Ｖａ）
式中：
　－Ａ1－は、以下から選択され：
【化２１】

　式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、波線はＬに結合する結合点を示
し、かつｎは０～６であり；
【化２２】

　式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、波線はＬに結合する結合点を示
し、かつｎは０～６であり；
【化２３】

　式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、波線はＬに結合する結合点を示
し、ｎは０または１であり、かつｍは０～３０であり；または
【化２４】

　式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、波線はＬに結合する結合点を示
し、ｎは０または１であり、かつｍは０～３０であり；



(8) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ａは、１または２であり、
Ｌ1－は、１つのアミノ酸または連続配列のアミノ酸であり、
ｓは、０～１２の範囲の整数であり、
－Ｌ2－は、共有結合であるか、または－ＯＣ（＝Ｏ）－およびＬ2は、一緒になって以下
から選択される基を形成し：
【化２５】

及び

　式中、アスタリスクは、Ｄに結合する結合点を示し、波線はＬ1に結合する結合点を示
し、Ｙは、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｈ）－、又は－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－であ
り、ｎは０～３であり、ＢはＮ又はＣＨであり、ＥはＯ又はＳであり、及びＦはＮ又はＣ
Ｈであり、かつ
ｙは、０、１、または２である。
【請求項１６】
　Ｌ1は、ジペプチドであり、ｙは、０である、
請求項１５に記載の結合体。
【請求項１７】
　増殖性疾患または自己免疫疾患を治療する医薬の製造における、請求項１５から１６の
いずれか１項に記載の結合体の使用。
【請求項１８】
　増殖性疾患または自己免疫疾患を治療するために使用される、請求項１５又は請求項１
６に記載の結合体。
【請求項１９】
　以下の式：
（ａ）
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又は
（ｂ）
Ｇ1－Ｌ1－Ｌ2－Ｄ、
の薬剤リンカーまたはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物：
式中、
Ｌ1は、ジペプチドであり、かつ
－Ｌ2－は、共有結合であるか、または－ＯＣ（＝Ｏ）－およびＬ2は、一緒になって以下
から選択される基を形成し：
【化２７】

及び

　式中、アスタリスクは、Ｄに結合する結合点を示し、波線はＬ1に結合する結合点を示
し、Ｙは、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｈ）－、又は－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－であ
り、ｎは０～３であり、ＢはＮ又はＣＨであり、ＥはＯ又はＳであり、及びＦはＮ又はＣ
Ｈであり；
Ｄは請求項１５に記載の式ＩのＰＢＤ二量体であるが、ただし、Ｘは、*－Ｏ－q、*－Ｓ
－q、*－ＣＯ2－

q、*－ＣＯ－q、*－ＮＨ（Ｃ＝Ｏ）－q、*－ＮＨＮＨ－q、*－ＣＯＮＨ
ＮＨ－q、
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【化２８】

から選択され、式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルからなる群より選択され、かつアス
タリスクはＰＢＤ二量体の残部に結合する結合点を示し、かつ波線またはqは、Ｌ2に結合
する結合点を示し；
かつ
Ｇ1は、以下から選択された基であり：
【化２９】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０～６であり；
【化３０】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０～６であり；
【化３１】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０であり；
【化３２】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０である。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ピロロベンゾジアゼピン（ＰＢＤ）類、および標的指向性結合体へのそれら
の導入に関する。本発明のＰＢＤ類は、混合二量体となっており、二量体中、片方のＰＢ
Ｄ部分は、イミンまたはそれと等価な基を有し、他方のＰＢＤ部分は、アミンまたはアミ
ド基いずれかを有する。本発明のＰＢＤ類は、Ｃ２位にある置換基を介して細胞結合剤と
連結している。
【背景技術】
【０００２】
　ピロロベンゾジアゼピン（ＰＢＤ）の中には、ＤＮＡの特定配列を認識して結合する能
力を有するものがある；好適な配列はＰｕＧＰｕである。最初のＰＢＤ抗腫瘍抗生物質で
あるアントラマイシンは、１９６５年に発見された（Ｌｅｉｍｇｒｕｂｅｒ，　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．，　８７，　５７９３－５７９５（１９６
５）；Ｌｅｉｍｇｒｕｂｅｒ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．
，　８７，　５７９１－５７９３（１９６５））。それ以来、天然に存在するＰＢＤが多
数報告されており、多数の合成経路が開発されて多様な類似体が合成されている（Ｔｈｕ
ｒｓｔｏｎ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｈｅｍ．　Ｒｅｖ．　１９９４，　４３３－４６５（
１９９４）；Ａｎｔｏｎｏｗ，　Ｄ．　ａｎｄ　Ｔｈｕｒｓｔｏｎ，　Ｄ．Ｅ．，　Ｃｈ
ｅｍ．　Ｒｅｖ．　２０１１　１１１（４），　２８１５－２８６４）。このファミリー
に属するものとして、アベイマイシン（Ｈｏｃｈｌｏｗｓｋｉ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．
　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　４０，　１４５－１４８（１９８７））、チカマイシン（
Ｋｏｎｉｓｈｉ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　３７，　２００
－２０６（１９８４）），　ＤＣ－８１（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｐａｔｅｎｔ　５８－１８
０　４８７；Ｔｈｕｒｓｔｏｎ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｈｅｍ．　Ｂｒｉｔ．，　２６，
　７６７－７７２（１９９０）；Ｂｏｓｅ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ
，　４８，　７５１－７５８（１９９２））、マゼトラマイシン（Ｋｕｍｉｎｏｔｏ，　
ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　３３，　６６５－６６７（１９８０
））、ネオトラマイシンＡおよびＢ（Ｔａｋｅｕｃｈｉ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎ
ｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　２９，　９３－９６（１９７６））、ポロトラマイシン（Ｔｓｕ
ｎａｋａｗａ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　４１，　１３６６
－１３７３（１９８８））、プロトラカルシン（Ｓｈｉｍｉｚｕ，　ｅｔ　ａｌ，　Ｊ．
　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　２９，　２４９２－２５０３（１９８２）；Ｌａｎｇｌｅ
ｙ　ａｎｄ　Ｔｈｕｒｓｔｏｎ，　Ｊ．　Ｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．，　５２，　９１－９７
（１９８７））、シバノミシン（ＤＣ－１０２）（Ｈａｒａ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　
Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　４１，　７０２－７０４（１９８８）；Ｉｔｏｈ，　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　４１，　１２８１－１２８４（１９８８）
）、シビロマイシン（Ｌｅｂｅｒ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　　Ｓ
ｏｃ．，　１１０，　２９９２－２９９３（１９８８））、ならびにトママイシン（Ａｒ
ｉｍａ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ，　２５，　４３７－４４４
（１９７２））が挙げられる。ＰＢＤは、以下の一般式のものである：
【化１】

【０００３】
　ＰＢＤは、その芳香環Ａおよびピロロ環Ｃともに置換基の数、種類および位置、ならび
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にＣ環の飽和度が異なる。Ｂ環中には、ＤＮＡのアルキル化を担う求電子性中心であるＮ
１０－Ｃ１１位にイミン（Ｎ＝Ｃ）、カルビノールアミン（ＮＨ－ＣＨ（ＯＨ））、また
はカルビノールアミンメチルエーテル（ＮＨ－ＣＨ（ＯＭｅ））のいずれかが存在する。
既知の天然物のすべては、キラルＣ１１ａ位に（Ｓ）配置を有し、これはＣ環からＡ環の
方に見て右回りのねじれを与える。これは、Ｂ－型ＤＮＡの小溝に対して、イソヘリシテ
ィーに適した三次元形状を与え、結合部位にぴったり合うフィットをもたらす（Ｋｏｈｎ
，Ｉｎ　Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ　ＩＩＩ．Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｎｅｗ　
Ｙｏｒｋ，ｐｐ．３－１１（１９７５）；ＨｕｒｌｅｙおよびＮｅｅｄｈａｍ－ＶａｎＤ
ｅｖａｎｔｅｒ，Ａｃｃ．Ｃｈｅｍ．Ｒｅｓ．，１９，２３０－２３７（１９８６））。
小溝に付加体を形成する能力がＤＮＡプロセシングを妨げるため、抗腫瘍剤として使用さ
れる。
【０００４】
　この分子の生物学的活性は、柔軟なアルキレンリンカーを介してそのＣ８／Ｃ’－ヒド
ロキシル官能基により２個のＰＢＤ単位を結合させることによって増強できることが以前
に開示された（Ｂｏｓｅ，Ｄ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１
１４，４９３９－４９４１（１９９２）；Ｔｈｕｒｓｔｏｎ，Ｄ．Ｅ．，ｅｔ　ａｌ．，
Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，６１，８１４１－８１４７（１９９６））。ＰＢＤ二量体は、
配列選択的なＤＮＡ損傷、例えば、回帰性の５’－Ｐｕ－ＧＡＴＣ－Ｐｙ－３’ストラン
ド間架橋を形成すると考えられている（Ｓｍｅｌｌｉｅ，Ｍ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ，４２，８２３２－８２３９（２００３）；Ｍａｒｔｉｎ，Ｃ．，ｅｔ
　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，４４，４１３５－４１４７）。ストランド間架橋
が、その生物学的活性の主な原因であると考えられている。ＰＢＤ二量体の一例であるＳ
Ｇ２０００（ＳＪＧ－１３６）は、
【化２】

であり、近年癌ドメインにおいて第ＩＩ期臨床試験に入っている（Ｇｒｅｇｓｏｎ，Ｓ．
，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，４４，７３７－７４８（２００１）；Ａｌｌ
ｅｙ，Ｍ．Ｃ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，６４，６７００－６
７０６（２００４）；Ｈａｒｔｌｅｙ，Ｊ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ，６４，６６９３－６６９９（２００４））。
【０００５】
　ＷＯ２０１０／０４３８８０は、非対称二量体ＰＢＤ化合物を開示しており、この化合
物は、各単量体のＣ２位にアリール基を有し、それらアリール基のうちの１つが、この化
合物を別の部分に接続させるアンカーとなるように設計された置換基を有している。ＷＯ
２０１１／１３０６１３は、これらのＰＢＤ二量体化合物を標的指向性結合体に導入する
ことを開示する。ＷＯ２０１１／１３０６１６は、非対称二量体ＰＢＤ化合物を開示して
おり、この化合物は、一方の単量体がＣ２位にこの化合物を別の部分に接続させるアンカ
ーとなるように設計された置換基を有するアリール基を有し、他方の単量体がＣ２位に非
芳香族基を有する。これらの化合物を標的指向性結合体に導入することも開示される。同
時継続国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２０１２／０７０２３３（２０１２年１０月１２日出願）は
、さらに別の非対称二量体ＰＢＤ化合物を開示しており、この化合物は、この化合物を別
の部分に接続させるアンカーとなるように設計された置換基を有する一方の単量体のＣ２
位にプロピレニル基を有し、他方の単量体がＣ２位に芳香族または非芳香族基を有する。
【０００６】
　２００２年に、Ｋａｍａｌが１つのＰＢＤにイミン結合および他のＰＢＤにアミド基を
有するＰＢＤ二量体の合成および評価について記述し（Ｋａｍａｌ，Ａ，ｅｔ　ａｌ．，
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Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，２００２，４６７９－４６８８）、例えば、
【化３】

であり、２００４年に、彼が１つのＰＢＤにイミン結合および他のＰＢＤにアミン基を有
するＰＢＤ二量体の合成および評価について記述し（Ｋａｍａｌ，Ａ，ｅｔ　ａｌ．，Ｂ
ｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．，１２（２００４）５４２７－５４３６）、例えば、
【化４】

であり、この化合物はＤＮＡを架橋させることができないがいくらかの細胞毒性を有する
ことが示された。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の第一の態様は、以下の式Ｉを有する化合物またはその薬学的に許容可能な塩ま
たは溶媒和物を含み：

【化５】

式中：
Ｒ2は、式ＩＩａ、式ＩＩｂ、または式ＩＩｃのものであり：

【化６】

式中、Ａは、Ｃ5-7アリール基であり、かつ以下のいずれかであり
（ｉ）Ｑ1が単結合であり、かつＱ2が、単結合および－Ｚ－（ＣＨ2）n－（式中、Ｚは、
単結合、Ｏ、Ｓ、およびＮＨから選択され、かつｎは１～３である）から選択され；また
は
（ｉｉ）Ｑ1が－ＣＨ＝ＣＨ－であり、かつＱ2が単結合であり；
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【化７】

式中；
ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、それぞれ独立して、Ｈおよび無置換Ｃ1-2アルキルから選択
され；
【化８】

式中、Ｑは、ＯＨ、ＳＨ、およびＮＲNから選択され、かつＲNは、Ｈ、メチル、およびエ
チルから選択され
Ｘは、以下からなる群より選択され：ＯＨ、ＳＨ、ＣＯ2Ｈ、ＣＯＨ、Ｎ＝Ｃ＝Ｏ、ＮＨ
ＮＨ2、ＣＯＮＨＮＨ2、

【化９】

ＮＨＲN（式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルからなる群より選択される）；
かつ、以下のいずれかであり：
Ｃ２’とＣ３’の間に二重結合が存在する場合、Ｒ12は、以下からなる群より選択され：
（ｉａ）Ｃ5-10アリール基、この基は、以下からなる群より選択される１つまたは複数の
置換基で随意に置換される：ハロ、ニトロ、シアノ、エーテル、カルボキシ、エステル、
Ｃ1-7アルキル、Ｃ3-7ヘテロシクリル、およびビス－オキシ－Ｃ1-3アルキレン；
（ｉｂ）Ｃ1-5飽和脂肪族アルキル；
（ｉｃ）Ｃ3-6飽和シクロアルキル；
【化１０】

式中、Ｒ21、Ｒ22、およびＲ23は、それぞれ独立して、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3ア
ルケニル、Ｃ2-3アルキニル、およびシクロプロピルから選択されるが、ただしＲ12基の
炭素原子の合計数は、５以下である；
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【化１１】

式中、Ｒ25aおよびＲ25bの一方はＨであり、他方は、以下から選択され：フェニル、この
フェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選択される基で随意に置換される；ピリジル；
およびチオフェニル；ならびに

【化１２】

式中、Ｒ24は、以下から選択され：Ｈ；Ｃ1-3飽和アルキル；Ｃ2-3アルケニル；Ｃ2-3ア
ルキニル；シクロプロピル；フェニル、このフェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選
択される基で随意に置換される；ピリジル；およびチオフェニル；
Ｃ２’とＣ３’の間に単結合が存在する場合、
Ｒ12は、Ｈまたは
【化１３】

であり、式中、Ｒ26aおよびＲ26bは、それぞれ独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃ1-4飽和アルキル、
Ｃ2-3アルケニルから選択され、これらのアルキルおよびアルケニル基は、Ｃ1-4アルキル
アミドおよびＣ1-4アルキルエステルから選択される基で随意に置換され；または、Ｒ26a

およびＲ26bの一方がＨである場合、他方は、ニトリルおよびＣ1-4アルキルエステルから
選択され；
Ｒ6およびＲ9は、それぞれ独立して、Ｈ、Ｒ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＳＲ、ＮＨ2、ＮＨＲ
、ＮＲＲ’、ニトロ、Ｍｅ3Ｓｎ、およびハロから選択され；
群中、ＲおよびＲ’は、それぞれ独立して、随意置換されたＣ1-12アルキル、Ｃ3-20ヘテ
ロシクリル、およびＣ5-20アリール基から選択され；
Ｒ7は、Ｈ、Ｒ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＳＲ、ＮＨ2、ＮＨＲ、ＮＨＲＲ’、ニトロ、Ｍｅ3

Ｓｎ、およびハロから選択され；
Ｒ’’は、Ｃ3-12アルキレン基であり、この鎖は、途中に１個または複数のヘテロ原子、
例えばＯ、Ｓ、ＮＲN2（式中、ＲN2は、ＨまたはＣ1-4アルキルである）、および／また
は芳香環、例えばベンゼンまたはピリジンが存在していてもよく；
ＹおよびＹ’は、Ｏ、Ｓ、またはＮＨから選択され；
Ｒ6’、Ｒ7’、Ｒ9’は、それぞれ、Ｒ6、Ｒ7、およびＲ9と同じ群から選択され；
以下のいずれかである：
（Ａ）Ｒ20は、ＨまたはＭｅであり、かつＲ21aおよびＲ21bは、両方ともＨであるかまた
は一緒になって＝Ｏを形成し、かつ以下のいずれかであり：
　（ｉ）Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨであり、かつＲ11bはＯＨまたはＯＲAであり、式中
、ＲAはＣ1-4アルキルである；または
　（ｉｉ）Ｒ10およびＲ11bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭
素二重結合を形成し、かつＲ11aはＨである；または
　（ｉｉｉ）Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨであり、かつＲ11bはＳＯzＭであり、式中、ｚ
は２または３であり、かつＭは、一価の薬学的に許容可能なカチオンである；あるいは
（Ｂ）Ｒ10はＨまたはＭｅであり、かつＲ11aおよびＲ11bは両方ともＨであるかまたは一
緒になって＝Ｏを形成し、かつ以下のいずれかであり：
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　（ｉ）Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨであり、かつＲ21bはＯＨまたはＯＲAであり、式中
、ＲAはＣ1-4アルキルである；または
　（ｉｉ）Ｒ20およびＲ21bは、それらが結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭
素二重結合を形成し、かつＲ21aはＨであり；または
　（ｉｉｉ）Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨであり、かつＲ21bはＳＯzＭであり、式中、ｚ
は２または３であり、かつＭは一価の薬学的に許容可能なカチオンである。
【０００８】
　すなわち、上記の選択肢（Ａ）および（Ｂ）により、以下の式（ＩＡ－ａ、ＩＡ－ｂ、
ＩＢ－ａ、ＩＢ－ｂ）の化合物が可能である：
【化１４】

　したがって、本発明の二量体は、一方の単量体にイミン結合を有し、このイミン結合は
、カルビノールアミン、カルビノールアミンエーテル、または重亜硫酸基(bisulfite)の
形で存在することが可能であり、他方の単量体に第二級／第三級アミンまたは（メチル）
アミド官能基のいずれかを有する。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、増殖性疾患を処置するための医薬の製造における、本発明の第
１の態様の化合物の使用を提供する。また、第２の態様は、増殖性疾患の治療に使用する
ための本発明の第１の態様の化合物も提供する。
【００１０】
　当業者であれば、候補化合物が任意の特定の細胞型のための増殖状態を処置するかどう
かを容易に決定することができる。例えば、特定の化合物により与えられる活性を評価す
るために簡便に使用できるアッセイが以下の実施例に記載されている。
【００１１】
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１の態様の化合物を製造する方法を提供する。
【００１２】
　本発明の第四の態様は、以下の式ＩＩＩの化合物またはその薬学的に許容可能な塩また
は溶媒和物を提供し：
【化１５】

式中：
Ｒ22は、以下から選択され：
（ａ）式ＩＶａ：
【化１６】

式中、Ａ、Ｑ1、Ｑ2は、本発明の第一の態様で定義されるとおりであり；
（ｂ）式ＩＶｂ：
【化１７】

式中、ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、本発明の第一の態様で定義されるとおりであり；
（ｃ）式ＩＶｃ：
【化１８】

Ｌ4は、単結合および以下の群から選択され：
（ａ）：
【化１９】

式中、ｎは０～３であり；
（ｂ）
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【化２０】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり；
（ｃ）
【化２１】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり；および
（ｄ）
【化２２】

式中、ｎは、上記で定義されるとおりであり、Ｅは、Ｏ、Ｓ、またはＮＲであり、Ｄは、
Ｎ、ＣＨ、またはＣＲであり、かつＦは、Ｎ、ＣＨ、またはＣＲであり；
Ｌ3は、以下のとおりであり：
【化２３】

式中、Ｘは、Ｌ3がアミノ酸残基、ジペプチド残基、またはトリペプチド残基であるよう
になっており；
Ｐｒｏｔは、Ｆｍｏｃ（フルオレニルメチルオキシカルボニル）、Ｔｅｏｃ（２－（トリ
メチルシリル）エトキシカルボニル）、Ｂｏｃ（ｔ－ブトキシカルボニル）、およびＡｌ
ｌｏｃ（アリルオキシカルボニル）から選択され；
かつＲ6、Ｒ7、Ｒ9、Ｒ6’、Ｒ7’、Ｒ9’、Ｒ12、Ｒ’’、Ｙ、Ｙ’、Ｒ10、Ｒ11a、Ｒ1

1b、Ｒ20、Ｒ21a、およびＲ21bは、本発明の第一の態様で定義されるとおりである。
【００１３】
　第五の態様において、本発明は、標的指向剤と連結したＰＢＤ二量体を含む結合体に関
し、結合体中、ＰＢＤ二量体は、式Ｉのものであるか、またはその薬学的に許容可能な塩
または溶媒和物である（上記参照）。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、結合体は、以下の式Ｖ：
　　Ｌ－（ＬＵ－Ｄ）p　　（Ｖ）
を有するか、またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であり、式中、Ｌは、リガ
ンド単位（すなわち、標的指向剤）であり、ＬＵはリンカー単位であり、Ｄは、薬剤単位
、すなわちＰＢＤ二量体である（以下を参照）。下付き文字ｐは、１～２０の整数である
。したがって、結合体は、リンカー単位により少なくとも１つの薬剤単位と共有結合して
いるリガンド単位を含む。リガンド単位については、以下でより詳しく説明するが、これ
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は標的部分に結合する標的指向剤である。リガンド単位は、例えば、細胞成分に結合（細
胞結合剤）または注目している他の標的分子に特異的に結合することができる。したがっ
て、本発明は、例えば、様々な癌および自己免疫疾患を治療する方法も提供する。これら
の方法は、結合体の使用を包含し、結合体においてリガンド単位は、標的分子に特異的に
結合する標的指向剤である。リガンド単位は、例えば、タンパク質、ポリペプチドまたは
ペプチド（抗体、抗体の抗原結合断片など）、または他の結合剤（Ｆｃ融合タンパク質な
ど）が可能である。
【００１５】
　本発明の結合体において、ＰＢＤ二量体Ｄは、式Ｉのものであるか、またはその薬学的
に許容可能な塩または溶媒和物であり、ただしＸは、以下からなる群より選択され：*－
Ｏ－+、*－Ｓ－+、*－ＣＯ2－

+、*－ＣＯ－+、*－ＮＨ（Ｃ＝Ｏ）－+、*－ＮＨＮＨ－+、
*－ＣＯＮＨＮＨ－+、
【化２４】

式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルからなる群より選択され、アスタリスクは、薬剤単
位の残部に結合する結合点を示し、波線または+は、リンカー単位に結合する結合点を示
す。
【００１６】
　薬剤負荷は、ｐによって表され、これはリガンド単位（例えば抗体）あたりの薬剤分子
の数である。薬剤負荷は、１～２０薬剤単位（Ｄ）／リガンド単位（例えばＡｂ又はｍＡ
ｂ）の範囲とすることができる。組成物において、ｐは組成物中の結合体（コンジュゲー
ト）の平均薬剤負荷を表し、ｐは１～２０の範囲にある。
【００１７】
　本発明の第六の態様は、増殖性疾患を治療する医薬の製造における、本発明の第五の態
様の結合体の使用を提供する。第六の態様は、増殖性疾患の治療に使用するための、本発
明の第五の態様の結合体も提供する。
【００１８】
　当業者なら、候補の結合体が、どれか特定の細胞型について増殖性症状を治療できるか
どうかを、容易に決定できる。例えば、特定の化合物がもたらす活性を査定するのに都合
良く用いることができるアッセイを、以下の実施例で説明する。
【００１９】
　第七の態様において、本発明は、連結単位と連結したＰＢＤ二量体（上記参照）を含む
リンカー・薬剤化合物（すなわち、薬剤・リンカー）に関連する。これらの薬剤・リンカ
ーは、標的指向剤と連結したＰＢＤ二量体を含む結合体の合成用中間体として使用するこ
とができる。
【００２０】
　これらの薬剤・リンカーは、以下の式ＶＩ：
　　ＬＵ－Ｄ　　（ＶＩ）
を有するか、またはそれらの薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であり、式中、ＬＵは
、リンカー単位であり、Ｄは、薬剤単位、すなわちＰＢＤ二量体である。
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【００２１】
　本発明の薬剤・リンカーにおいて、ＰＢＤ二量体Ｄは、式Ｉのものであるか、またはそ
の薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であるが、ただしＸは、以下からなる群より選択
される：*－Ｏ－q、*－Ｓ－q、*－ＣＯ2－

q、*－ＣＯ－q、*－ＮＨ（Ｃ＝Ｏ）－q、*－Ｎ
ＨＮＨ－q、*－ＣＯＮＨＮＨ－q、
【化２５】

式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルからなる群より選択され、アスタリスクは、薬剤単
位の残部に結合する結合点を示し、波線またはqは、リンカー単位に結合する結合点を示
す。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、薬剤リンカーは上記に定義されるとおりの式ＩＩＩのも
のである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　定義
薬学的に許容されるカチオン
薬学的に許容される一価および二価のカチオンは，Ｂｅｒｇｅ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈ
ａｒｍ．Ｓｃｉ．，６６，１－１９（１９７７）に記述され、参照により本明細書に組み
込まれる。
【００２４】
　薬学的に許容されるカチオンは、無機または有機とすることができる。
【００２５】
　薬学的に許容される一価の無機カチオンの例としては、Ｎａ+およびＫ+などのアルカリ
金属イオンが挙げられるが、これらに限定されない。薬学的に許容される二価の無機カチ
オンの例としては、Ｃａ2+およびＭｇ2+などのアルカリ土類カチオンが挙げられるが、こ
れらに限定されない。薬学的に許容される有機カチオンの例としては、アンモニウムイオ
ン（すなわち、ＮＨ4

+）および置換されているアンモニウムイオン（例えば、ＮＨ3Ｒ
+、

ＮＨ2Ｒ2
+、ＮＨＲ3

+、ＮＲ4
+）が挙げられるが、これらに限定されない。いくつかの好

適な置換アンモニウムイオンの例は、エチルアミン、ジエチルアミン、ジシクロヘキシル
アミン、トリエチルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミン、エタノールアミン、ジエ
タノールアミン、ピペラジン、ベンジルアミン、フェニルベンジルアミン、コリン、メグ
ルミンおよびトロメタミン、ならびにリジンおよびアルギニンなどのアミノ酸から誘導さ
れるものである。一般的な第四級アンモニウムイオンの例はＮ（ＣＨ3）4

+である。
【００２６】
　置換基
本明細書で用いられる語句「任意に置換される」は、置換されなくてもよく、または置換
されてもよい親基に関する。
【００２７】
　特に指示がない限り、本明細書で用いられる用語「置換された」は、１個以上の置換基
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を有する親基に関する。用語「置換基」は、本明細書において従来の意味で使用され、親
基に共有結合された化学的部分、または必要に応じて、親基に縮合される化学的部分を意
味する。多種多様な置換基がよく知られており、様々な親基へのそれらの形成および導入
方法もよく知られている。
【００２８】
　置換基の例が以下でさらに詳細に記載される。
【００２９】
　Ｃ1-12アルキル：本明細書で用いられる用語「Ｃ1-12アルキル」は、脂肪族または脂環
式であってよく、飽和または不飽和でもよく（例えば、部分的に不飽和、完全に不飽和）
、１～１２個の炭素原子を有する炭化水素化合物の炭素原子から水素原子を除去すること
により得られる一価部分に関する。本明細書で用いられる用語「Ｃ1-4アルキル」は、脂
肪族または脂環式であってよく、飽和または不飽和でもよく（例えば、部分的に不飽和、
完全に不飽和）、１～４個の炭素原子を有する炭化水素化合物の炭素原子から水素原子を
除去することにより得られる一価部分に関する。したがって、用語「アルキル」には、以
下に記述されるサブクラスのアルケニル、アルキニル、シクロアルキル等が含まれる。
【００３０】
　飽和アルキル基の例としては、メチル（Ｃ1）、エチル（Ｃ2）、プロピル（Ｃ3）、ブ
チル（Ｃ4）、ペンチル（Ｃ5）、ヘキシル（Ｃ6）およびヘプチル（Ｃ7）が挙げられるが
、これらに限定されない。
【００３１】
　飽和直鎖アルキル基の例としては、メチル（Ｃ1）、エチル（Ｃ2）、ｎ－プロピル（Ｃ

3）、ｎ－ブチル（Ｃ4）、ｎ－ペンチル（アミル）（Ｃ5）、ｎ－ヘキシル（Ｃ6）および
ｎ－ヘプチル（Ｃ7）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３２】
　飽和分枝鎖アルキル基の例としては、イソプロピル（Ｃ3）、イソブチル（Ｃ4）、ｓｅ
ｃ－ブチル（Ｃ4）、ｔｅｒｔ－ブチル（Ｃ4）、イソ－ペンチル（Ｃ5）およびネオペン
チル（Ｃ5）が挙げられる。
【００３３】
　Ｃ2-12アルケニル：本明細書で用いられる用語「Ｃ2-12アルケニル」は、１つ以上の炭
素－炭素二重結合を有するアルキル基に関する。
　不飽和アルケニル基の例としては、エチニル（ビニル、－ＣＨ＝ＣＨ2）、１－プロペ
ニル（－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ3）、２－プロペニル（アリル、－ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ2）、イソ
プロペニル（１－メチルビニル、－Ｃ（ＣＨ3）＝ＣＨ2）、ブテニル（Ｃ4）、ペンテニ
ル（Ｃ5）およびヘキセニル（Ｃ6）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３４】
　Ｃ2-12アルキニル：本明細書で用いられる用語「Ｃ2-12アルキニル」は、１つ以上の炭
素－炭素三重結合を有するアルキル基に関する。
【００３５】
　不飽和アルキニル基の例としては、エチニル（－Ｃ≡ＣＨ）および２－プロピニル（プ
ロパルギル、－ＣＨ2－Ｃ≡ＣＨ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３６】
　Ｃ3-12シクロアルキル：本明細書で用いられる用語「Ｃ3-12シクロアルキル」は、シク
リル基でもあるアルキル基、すなわち、環状炭化水素（炭素環式）化合物の脂環式環原子
から水素原子を除去することにより得られる一価の部分に関する。前記部分は、３～７個
の炭素原子、例えば、３～７個の環原子を有する。
【００３７】
　シクロアルキル基の例としては、以下から誘導されるものが挙げられるが、これらに限
定されない。
飽和単環式炭化水素化合物：
シクロプロパン（Ｃ3）、シクロブタン（Ｃ4）、シクロペンタン（Ｃ5）、シクロヘキサ
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ン（Ｃ6）、シクロヘプタン（Ｃ7）、メチルシクロプロパン（Ｃ4）、ジメチルシクロプ
ロパン（Ｃ5）、メチルシクロブタン（Ｃ5）、ジメチルシクロブタン（Ｃ6）、メチルシ
クロペンタン（Ｃ6）、ジメチルシクロペンタン（Ｃ7）およびメチルシクロヘキサン（Ｃ

7）；
不飽和単環式炭化水素化合物：
シクロプロペン（Ｃ3）、シクロブテン（Ｃ4）、シクロペンテン（Ｃ5）、シクロヘキセ
ン（Ｃ6）、メチルシクロプロペン（Ｃ4）、ジメチルシクロプロペン（Ｃ5）、メチルシ
クロブテン（Ｃ5）、ジメチルシクロブテン（Ｃ6）、メチルシクロペンテン（Ｃ6）、ジ
メチルシクロペンテン（Ｃ7）およびメチルシクロヘキセン（Ｃ7）、ならびに
飽和多環式炭化水素化合物：
ノルカラン（Ｃ7）、ノルピナン（Ｃ7）、ノルボルナン（Ｃ7）。
【００３８】
　Ｃ3-20ヘテロシクリル：本明細書で用いられる用語「Ｃ3-20ヘテロシクリル」は、複素
環化合物の環原子から水素原子を除去することにより得られる一価の部分に関する。前記
部分は、３～２０個の環原子を有し、その内の１～１０個が、環のヘテロ原子である。好
ましくは、各環は、３～７個の環原子を有し、その内の１～４個が、環ヘテロ原子である
。
【００３９】
　この文脈において、接頭辞（例えば、Ｃ3-20、Ｃ3-7、Ｃ5-6等）は、炭素原子またはヘ
テロ原子であるかに関わらず、環原子の数、または、環原子の数の範囲を示す。例えば、
本明細書で用いられる用語「Ｃ5-6ヘテロシクリル」は、５または６個の環原子を有する
ヘテロシクリル基に関する。
【００４０】
　単環式ヘテロシクリル基の例としては、以下から誘導されるものが挙げられるが、これ
らに限定されない。
Ｎ1：アジリジン（Ｃ3）、アゼチジン（Ｃ4）、ピロリジン（テトラヒドロピロール）（
Ｃ5）、ピロリン（例えば、３－ピロリン、２，５－ジヒドロピロール）（Ｃ5）、２Ｈ－
ピロールまたは３Ｈ－ピロール（イソピロール、イソアゾール）（Ｃ5）、ピペリジン（
Ｃ6）、ジヒドロピリジン（Ｃ6）、テトラヒドロピリジン（Ｃ6）、アゼピン（Ｃ7）；
Ｏ1：オキシラン（Ｃ3）、オキセタン（Ｃ4）、オキソラン（テトラヒドロフラン）（Ｃ5

）、オキソール（ジヒドロフラン）（Ｃ5）、オキサン（テトラヒドロピラン）（Ｃ6）、
ジヒドロピラン（Ｃ6）、ピラン（Ｃ6）、オキセピン（Ｃ7）；
Ｓ1：チイラン（Ｃ3）、チエタン（Ｃ4）、チオラン（テトラヒドロチオフェン）（Ｃ5）
、チアン（テトラヒドロチオピラン）（Ｃ6）、チエパン（Ｃ7）；
Ｏ2：ジオキソラン（Ｃ5）、ジオキサン（Ｃ6）、およびジオキセパン（Ｃ7）；
Ｏ３：トリオキサン（Ｃ6）；
Ｎ2：イミダゾリジン（Ｃ5）、ピラゾリジン（ジアゾリジン）（Ｃ5）、イミダゾリン（
Ｃ5）、ピラゾリン（ジヒドロピラゾール）（Ｃ5）、ピペラジン（Ｃ6）；
Ｎ1Ｏ1：テトラヒドロオキサゾール（Ｃ5）、ジヒドロオキサゾール（Ｃ5）、テトラヒド
ロイソオキサゾール（Ｃ5）、ジヒドロイソオキサゾール（Ｃ5）、モルホリン（Ｃ6）、
テトラヒドロオキサジン（Ｃ6）、ジヒドロオキサジン（Ｃ6）、オキサジン（Ｃ6）；
Ｎ1Ｓ1：チアゾリン（Ｃ5）、チアゾリジン（Ｃ5）、チオモルホリン（Ｃ6）；
Ｎ2Ｏ1：オキサジアジン（Ｃ6）；
Ｏ1Ｓ1：オキサチオール（Ｃ5）およびオキサチアン（チオキサン）（Ｃ6）、ならびに
Ｎ1Ｏ1Ｓ1：オキサチアジン（Ｃ6）。
【００４１】
　置換単環式ヘテロシクリル基の例としては、環状の形態の糖類から誘導されるもの、例
えば、アラビノフラノース、リキソフラノース、リボフラノースおよびキシロフラノース
などのフラノース（Ｃ5）並びにアロピラノース、アルトロピラノース、グルコピラノー
ス、マンノピラノース、グロピラノース、イドピラノース、ガラクトピラノースおよびタ
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ロピラノースなどのピラノース（Ｃ6）が挙げられる。
【００４２】
　Ｃ5-20アリール：本明細書で用いられる用語「Ｃ5-20アリール」は、芳香族化合物の芳
香環原子から水素原子を除去することにより得られる一価部分であって、その部分が３～
２０個の環原子を有するものに関する。本明細書で用いられる用語「Ｃ5-7アリール」は
、芳香族化合物の芳香環原子から水素原子を除去することにより得られる一価部分であっ
て、その部分が５～７個の環原子を有するものに関し、本明細書で用いられる用語「Ｃ5-

10アリール」は、芳香族化合物の芳香環原子から水素原子を除去することにより得られる
一価部分であって、その部分が５～１０個の環原子を有するものに関する。好ましくは、
各環は５～７個の環原子を有する。
【００４３】
　この文脈において、接頭辞（例えば、Ｃ3-20、Ｃ5-7、Ｃ5-6、Ｃ5-10等）は、炭素原子
またはヘテロ原子であるかに関わらず、環原子の数、または、環原子の数の範囲を意味す
る。例えば、本明細書で使用する用語「Ｃ5-6アリール」は、５または６個の環原子を有
するアリール基に関する。
【００４４】
　環原子は、「カルボアリール基」のように、全て炭素原子である。カルボアリール基の
例としては、ベンゼン（すなわちフェニル）（Ｃ6）、ナフタレン（Ｃ10）、アズレン（
Ｃ10）、アントラセン（Ｃ14）、フェナントレン（Ｃ14）、ナフタセン（Ｃ18）およびピ
レン（Ｃ16）から誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４５】
　縮合環であって、そのうちの少なくとも一つが芳香環であるものを含むアリール基の例
としては、インダン（例：２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン）（Ｃ9）、インデン（Ｃ9

）、イソインデン（Ｃ9）、テトラリン（１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン（Ｃ1

0）、アセナフテン（Ｃ12）、フルオレン（Ｃ13）、フェナレン（Ｃ13）、アセフェナン
トレン（Ｃ15）およびアセアントレン（Ｃ16）から誘導される基が挙げられるが、これら
に限定されない。
【００４６】
　あるいは、環原子は、「ヘテロアリール基」のように、１個以上のヘテロ原子を含んで
よい。単環式ヘテロアリール基の例としては、以下から誘導されるものが挙げられるが、
これらに限定されない。
Ｎ1：ピロール（アゾール）（Ｃ5）、ピリジン（アジン）（Ｃ6）；
Ｏ1：フラン（オキソール）（Ｃ5）；
Ｓ1：チオフェン（チオール）（Ｃ5）；
Ｎ1Ｏ1：オキサゾール（Ｃ5）、イソオキサゾール（Ｃ5）、イソオキサジン（Ｃ6）；
Ｎ2Ｏ1：オキサジアゾール（フラザン）（Ｃ5）；
Ｎ3Ｏ1：オキサトリアゾール（Ｃ5）；
Ｎ1Ｓ1：チアゾール（Ｃ5）、イソチアゾール（Ｃ5）；
Ｎ2：イミダゾール（１，３－ジアゾール）（Ｃ5）、ピラゾール（１，２－ジアゾール）
（Ｃ5）、ピリダジン（１，２－ジアジン）（Ｃ6）、ピリミジン（１，３－ジアジン）（
Ｃ6）（例えば、シトシン、チミン、ウラシル）、ピラジン（１，４－ジアジン）（Ｃ6）
；
Ｎ3：トリアゾール（Ｃ5）、トリアジン（Ｃ6）；および
Ｎ4：テトラゾール（Ｃ5）。
【００４７】
　縮合環を含むヘテロアリールの例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されな
い。
ベンゾフラン（Ｏ1）、イソベンゾフラン（Ｏ1）、インドール（Ｎ1）、イソインドール
（Ｎ1）、インドリジン（Ｎ1）、インドリン（Ｎ1）、イソインドリン（Ｎ1）、プリン（
Ｎ4）（例えば、アデニン、グアニン）ベンズイミダゾール（Ｎ2）、インダゾール（Ｎ2
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）、ベンゾオキサゾール（Ｎ1Ｏ1）、ベンズイソオキサゾール（Ｎ1Ｏ1）、ベンゾジオキ
ソール（Ｏ2）、ベンゾフラザン（Ｎ2Ｏ1）、ベンゾトリアゾール（Ｎ3）、ベンゾチオフ
ラン（Ｓ1）、ベンゾチアゾール（Ｎ1Ｓ1）、ベンゾチアジアゾール（Ｎ2Ｓ）から誘導さ
れるＣ9（２個の縮合環を有する）；
クロメン（Ｏ1）、イソクロメン（Ｏ1）、クロマン（Ｏ1）、イソクロマン（Ｏ1）、ベン
ゾジオキサン（Ｏ2）、キノリン（Ｎ1）、イソキノリン（Ｎ1）、キノリジン（Ｎ1）、ベ
ンゾオキサジン（Ｎ1Ｏ1）、ベンゾジアジン（Ｎ2）、ピリドピリジン（Ｎ2）、キノキサ
リン（Ｎ2）、キナゾリン（Ｎ2）、シンノリン（Ｎ2）、フタラジン（Ｎ2）、ナフチリジ
ン（Ｎ2）、プテリジン（Ｎ4）から誘導されるＣ10（２個の縮合環を有する）；
ベンゾジアゼピン（Ｎ2）から誘導されるＣ11（２個の縮合環を有する）；
カルバゾール（Ｎ1）、ジベンゾフラン（Ｏ1）、ジベンゾチオフェン（Ｓ1）、カルボリ
ン（Ｎ2）、ペリミジン（Ｎ2）、ピリドインドール（Ｎ2）から誘導されるＣ13（３個の
縮合環を有する）；
およびアクリジン（Ｎ1）、キサンテン（Ｏ1）、チオキサンテン（Ｓ1）、オキサントレ
ン（Ｏ2）、フェノキサチイン（Ｏ1Ｓ1）、フェナジン（Ｎ2）、フェノキサジン（Ｎ1Ｏ1

）、フェノチアジン（Ｎ1Ｓ1）、チアントレン（Ｓ２）、フェナントリジン（Ｎ1）フェ
ナントロリン（Ｎ2）、フェナジン（Ｎ2）から誘導されるＣ14（３個の縮合環を有する）
。
【００４８】
　上記の基は、単独か別の置換基の一部かどうかを問わず、それら自体がそれら自体およ
び以下に示す追加の置換基から選択される１個以上の基で任意に置換されてもよい。
【００４９】
　ハロ：－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒおよび－Ｉ。
【００５０】
　ヒドロキシ：－ＯＨ。
【００５１】
　エーテル：－ＯＲであり、式中、Ｒはエーテル置換基、例えば、Ｃ1-7アルキル基（以
下に記述されるＣ1-7アルコキシ基ともいう）、Ｃ3-20ヘテロシクリル基（Ｃ3-20ヘテロ
シクリルオキシ基ともいう）またはＣ5-20アリール基（Ｃ5-20アリールオキシ基ともいう
）であり、好ましくはＣ1-7アルキル基である。
【００５２】
　アルコキシ：－ＯＲであり、式中、Ｒは、アルキル基、例えばＣ1-7アルキル基である
。Ｃ1-7アルコキシ基の例としては、－ＯＭｅ（メトキシ）、－ＯＥｔ（エトキシ）、－
Ｏ（ｎＰｒ）（ｎ－プロポキシ）、－Ｏ（ｉＰｒ）（イソプロポキシ）、－Ｏ（ｎＢｕ）
（ｎ－ブトキシ）、－Ｏ（ｓＢｕ）（ｓｅｃ－ブトキシ）、－Ｏ（ｉＢｕ）（イソブトキ
シ）および－Ｏ（ｔＢｕ）（ｔｅｒｔ－ブトキシ）が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【００５３】
　アセタール：－ＣＨ（ＯＲ1）（ＯＲ2）であり、式中、Ｒ1およびＲ2は独立してアセタ
ール置換基、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリー
ル基、好ましくはＣ1-7アルキル基であり、または、「環状」アセタール基の場合には、
Ｒ1およびＲ2は、それらが結合する２個の酸素原子とともに合わされ、それらが結合する
炭素原子とともに合わされ、４～８個の環原子を有する複素環式環を形成する。アセター
ル基の例としては、－ＣＨ（ＯＭｅ）2、－ＣＨ（ＯＥｔ）2および－ＣＨ（ＯＭｅ）（Ｏ
Ｅｔ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５４】
　ヘミアセタール：－ＣＨ（ＯＨ）（ＯＲ1）であり、式中、Ｒ1はヘミアセタール置換基
、例えばＣ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ましく
はＣ17アルキル基である。ヘミアセタール基の例としては、－ＣＨ（ＯＨ）（ＯＭｅ）お
よび－ＣＨ（ＯＨ）（ＯＥｔ）が挙げられるが、これらに限定されない。
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【００５５】
　ケタール：－ＣＲ（ＯＲ1）（ＯＲ2）であり、式中、Ｒ1およびＲ2はアセタールのため
に定義されたものと同様であり、Ｒは水素以外のケタール置換基、例えば、Ｃ1-7アルキ
ル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基
である。ケタール基の例としては－Ｃ（Ｍｅ）（ＯＭｅ）2、－Ｃ（Ｍｅ）（ＯＥｔ）2、
－Ｃ（Ｍｅ）（ＯＭｅ）（ＯＥｔ）、－Ｃ（Ｅｔ）（ＯＭｅ）2、－Ｃ（Ｅｔ）（ＯＥｔ
）2および－Ｃ（Ｅｔ）（ＯＭｅ）（ＯＥｔ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５６】
　ヘミケタール：－ＣＲ（ＯＨ）（ＯＲ1）であり、式中、Ｒ1はヘミアセタールのために
定義されたものと同様であり、Ｒは水素以外のヘミケタール置換基、例えば、Ｃ1-7アル
キル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル
基である。ヘミアセタール基の例としては、－Ｃ（Ｍｅ）（ＯＨ）（ＯＭｅ）、－Ｃ（Ｅ
ｔ）（ＯＨ）（ＯＭｅ）、－Ｃ（Ｍｅ）（ＯＨ）（ＯＥｔ）および－Ｃ（Ｅｔ）（ＯＨ）
（ＯＥｔ）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５７】
　オキソ（ケト－オン）：＝Ｏ。
【００５８】
　チオン（チオケトン）：＝Ｓ。
【００５９】
　イミノ（イミン）：＝ＮＲであり、式中、Ｒはイミノ置換基、例えば、水素、Ｃ1-7ア
ルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ましくは水素またはＣ1-

7アルキル基である。エステル基の例としては、＝ＮＨ、＝ＮＭｅ、＝ＮＥｔおよび＝Ｎ
Ｐｈが挙げられるが、これらに限定されない。
【００６０】
　ホルミル（カルボアルデヒド、カルボキシアルデヒド）：－Ｃ（＝Ｏ）Ｈ。
【００６１】
　アシル（ケト）：－Ｃ（＝Ｏ）Ｒ、式中、Ｒは、アシル置換基であり、例えば、Ｃ1-7

アルキル基（Ｃ1-7アルキルアシル若しくはＣ1-7アルカノイルともいう）、Ｃ3-20ヘテロ
シクリル基（Ｃ3-20ヘテロシクリルアシルともいう）またはＣ5-20アリール基（Ｃ5-20ア
リールアシルともいう）、好ましくは、Ｃ1-7アルキル基である。アシル基の例としては
、－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ3（アセチル）、－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3（プロピオニル）、－Ｃ（
＝Ｏ）Ｃ（ＣＨ3）3（ｔ－ブチリル）および－Ｃ（＝Ｏ）Ｐｈ（ベンゾイル、フェノン）
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６２】
　カルボキシ（カルボン酸）：－Ｃ（＝Ｏ）ＯＨ。
【００６３】
　チオカルボキシ（チオカルボン酸）：－Ｃ（＝Ｓ）ＳＨ。
【００６４】
　チオロカルボキシ（チオロカルボン酸）：－Ｃ（＝Ｏ）ＳＨ。
【００６５】
　チオノカルボキシ（チオノカルボン酸）：－Ｃ（＝Ｓ）ＯＨ。
【００６６】
　イミド酸：－Ｃ（＝ＮＨ）ＯＨ。
【００６７】
　ヒドロキサム酸：－Ｃ（＝ＮＯＨ）ＯＨ。
【００６８】
　エステル（カルボキシレート、カルボン酸エステル、オキシカルボニル）：－Ｃ（＝Ｏ
）ＯＲであり、式中、Ｒはエステル置換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘ
テロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。エステル
基の例としては、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＣＨ3、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＣＨ2ＣＨ3、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＣ
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【００６９】
　アシルオキシ（逆エステル）：－ＯＣ（＝Ｏ）Ｒであり、式中、Ｒはアシルオキシの置
換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール
基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。アシルオキシ基の例としては、－ＯＣ（＝Ｏ）
ＣＨ3（アセトキシ）、－ＯＣ（＝Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3、－ＯＣ（＝Ｏ）Ｃ（ＣＨ3）3、－Ｏ
Ｃ（＝Ｏ）Ｐｈおよび－ＯＣ（＝Ｏ）ＣＨ2Ｐｈが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００７０】
　オキシカルボイルオキシ：－ＯＣ（＝Ｏ）ＯＲであり、式中、Ｒはエステルの置換基で
あり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好
ましくはＣ1-7アルキル基である。エステル基の例としては、－ＯＣ（＝Ｏ）ＯＣＨ3、－
ＯＣ（＝Ｏ）ＯＣＨ2ＣＨ3、－ＯＣ（＝Ｏ）ＯＣ（ＣＨ3）3および－ＯＣ（＝Ｏ）ＯＰｈ
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７１】
　アミノ：－ＮＲ1Ｒ2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は独立してアミノ置換基、例えば、水
素、Ｃ1-7アルキル基（Ｃ1-7アルキルアミノまたはジ－Ｃ1-7アルキルアミノともいう）
、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＨまたはＣ1-7アルキ
ル基、または、「環状」アミノ基の場合には、Ｒ1およびＲ2は、それらが結合する窒素原
子とともに合わされ、４～８個の環原子を有する複素環式環を形成する。アミノ基は第１
級（－ＮＨ2）、第２級（－ＮＨＲ1）または第３級（－ＮＨＲ1Ｒ2）としてよく、カチオ
ン形態では、第４級（－+ＮＲ1Ｒ2Ｒ3）としてよい。アミノ基の例としては、－ＮＨ2、
－ＮＨＣＨ3、－ＮＨＣ（ＣＨ3）2、－Ｎ（ＣＨ3）2、－Ｎ（ＣＨ2ＣＨ3）2および－ＮＨ
Ｐｈ次のものが挙げられるが、これらに限定されない。環状アミノ基の例としては、アジ
リジノ、アゼチジノ、ピロリジノ、ピペリジノ、ピペラジノ、モルホリノ、およびチオモ
ルホリノが挙げられるが、これらに限定されない。
【００７２】
　アミド（カルバモイル、カルバミル、アミノカルボニル、カルボキサミド）：－Ｃ（＝
Ｏ）ＮＲ1Ｒ2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は独立して、アミノ基のために定義されたもの
と同様にアミノ置換基である。アミド基の例としては、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ2、－Ｃ（＝Ｏ
）ＮＨＣＨ3、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（ＣＨ3）2、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨＣＨ2ＣＨ3、および－Ｃ（
＝Ｏ）Ｎ（ＣＨ2ＣＨ3）2、ならびにＲ1およびＲ2が、それらが結合する窒素原子ととも
に合わされ、複素環式構造を形成するアミド基、例えば、ピペリジノカルボニル、モルフ
ォリノカルボニル、チオモルフォリノカルボニル、およびピペラジノカルボニルが挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００７３】
　チオアミド（チオカルバミル）：－Ｃ（＝Ｓ）ＮＲ1Ｒ2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は
独立してアミノ基のために定義されたものと同様にアミノ置換基である。アミド基の例と
しては、－Ｃ（＝Ｓ）ＮＨ2、－Ｃ（＝Ｓ）ＮＨＣＨ3、－Ｃ（＝Ｓ）Ｎ（ＣＨ3）2および
－Ｃ（＝Ｓ）ＮＨＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７４】
　アシルアミド（アシルアミノ）：ＮＲ1Ｃ（＝Ｏ）Ｒ2であり、式中、Ｒ1はアミド置換
基、例えば、水素、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール
基、好ましくは水素またはＣ1-7アルキル基であり、Ｒ2はアシル置換基、例えば、Ｃ1-7

アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくは水素または
Ｃ1-7アルキル基である。アシルアミド基の例としては、－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＣＨ3、－ＮＨ
Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3および－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｐｈが挙げられるが、これらに限定されな
い。Ｒ1およびＲ2はともに例えば、スクシンイミジル、マレイミジル、およびフタルイミ
ジルのように環状構造を形成してよい。　
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【化２６】

【００７５】
　アミノカルボニルオキシ：－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲ1Ｒ2、式中、Ｒ1およびＲ2は独立してア
ミノ基のために定義されたものと同様にアミノ置換基である。アミノカルボニルオキシ基
の例としては、－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ2、－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨＭｅ、－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＭｅ2

および－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＥｔ2が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７６】
　ウレイド：－Ｎ（Ｒ1）ＣＯＮＲ2Ｒ3式中、Ｒ2およびＲ3は独立してアミノ基のために
定義されたものと同様にアミノ置換基であり、Ｒ1はウレイド置換基、例えば、水素、Ｃ1

-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくは水素また
はＣ1-7アルキル基である。ウレイド基の例としては、－ＮＨＣＯＮＨ2、－ＮＨＣＯＮＨ
Ｍｅ、－ＮＨＣＯＮＨＥｔ、－ＮＨＣＯＮＭｅ2、－ＮＨＣＯＮＥｔ2、－ＮＭｅＣＯＮＨ

2、－ＮＭｅＣＯＮＨＭｅ、－ＮＭｅＣＯＮＨＥｔ、－ＮＭｅＣＯＮＭｅ2および－ＮＭｅ
ＣＯＮＥｔ2が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７７】
　グアニジノ：－ＮＨ－Ｃ（＝ＮＨ）ＮＨ2。
【００７８】
　テトラゾリル：４個の窒素原子および１個の炭素原子を有する芳香族５員環
【化２７】

【００７９】
　イミノ：＝ＮＲであり、式中、Ｒはイミノ置換基、例えば、水素、Ｃ1-7アルキル基、
Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ましくはＨまたはＣ1-7アルキル基
である。イミノ基の例としては、＝ＮＨ、＝ＮＭｅおよび＝ＮＥｔが挙げられるが、これ
らに限定されない。
【００８０】
　アミジン（アミジノ）：－Ｃ（＝ＮＲ）ＮＲ2、ここで、各Ｒはアミジンの置換基であ
り、例えば、水素、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール
基、好ましくはＨまたはＣ1-7アルキル基である。アミジン基の例としては、－Ｃ（＝Ｎ
Ｈ）ＮＨ2、－Ｃ（＝ＮＨ）ＮＭｅ2および－Ｃ（＝ＮＭｅ）ＮＭｅ2が挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【００８１】
　ニトロ：－ＮＯ2。
【００８２】
　ニトロソ：－ＮＯ。
【００８３】
　アジド：－Ｎ3。
【００８４】
　シアノ（ニトリル、カルボニトリル）：－ＣＮ。
【００８５】
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　イソシアノ：－ＮＣ。
【００８６】
　シアナト：－ＯＣＮ。
【００８７】
　イソシアナト：－ＮＣＯ。
【００８８】
　チオシアノ（チオシアナト）：－ＳＣＮ。
【００８９】
　イソチオシアノ（イソチオシアナト）：－ＮＣＳ。
【００９０】
　スルフヒドリル（チオール、メルカプト）：－ＳＨ。
【００９１】
　チオエーテル（スルフィド）：－ＳＲであり、式中、Ｒはチオエーテル置換基であり、
例えば、Ｃ1-7アルキル基（Ｃ1-7アルキルチオ基ともいう）、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、
またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。Ｃ1-7アルキルチオ基の例
としては、－ＳＣＨ3および－ＳＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９２】
　ジスルフィド：－ＳＳ－Ｒであり、式中、Ｒは、ジスルフィドの置換基であり、例えば
、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1

-7アルキル基（本明細書では、Ｃ1-7アルキルジスルフィドともいう）である。Ｃ1-7アル
キルジスルフィド基の例としては、－ＳＳＣＨ3および－ＳＳＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが
、これらに限定されない。
【００９３】
　スルフィン（スルフィニル、スルホキシド）：－Ｓ（＝Ｏ）Ｒであり、式中、Ｒは、ス
ルフィンの置換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5

-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。スルフィン基の例としては、－Ｓ（
＝Ｏ）ＣＨ3および－Ｓ（＝Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９４】
　スルホン（スルホニル）：－Ｓ（＝Ｏ）2Ｒであり、式中、Ｒは、スルホンの置換基で
あり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、
好ましくは、フッ素化または過フッ素化Ｃ1-7アルキル基を含むＣ1-7アルキル基である。
スルホン基の例としては、－Ｓ（＝Ｏ）2ＣＨ3（メタンスルホニル、メシル）、－Ｓ（＝
Ｏ）2ＣＦ3（トリフリル）、－Ｓ（＝Ｏ）2ＣＨ2ＣＨ3（エシル）、－Ｓ（＝Ｏ）2Ｃ4Ｆ9

（ノナフリル）、－Ｓ（＝Ｏ）2ＣＨ2ＣＦ3（トレシル）、－Ｓ（＝Ｏ）2ＣＨ2ＣＨ2ＮＨ

2（タウリル）、－Ｓ（＝Ｏ）2Ｐｈ（フェニルスルホニル、ベシル）、４－メチルフェニ
ルスルホニル（トシル）、４－クロロフェニルスルホニル（クロシル）、４－ブロモフェ
ニルスルホニル（ブロシル）、４－ニトロフェニル（ノシル）、２－ナフタレンスルホネ
ート（ナプシル）および５－ジメチルアミノナフタレン－１－イルスルホネート（ダンシ
ル）が挙げられるが、これらに限定されない。
【００９５】
　スルフィン酸（スルフィノ）：－Ｓ（＝Ｏ）ＯＨ、－ＳＯ2Ｈ。
【００９６】
　スルホン酸（スルホ）：－Ｓ（＝Ｏ）2ＯＨ、－ＳＯ3Ｈ。
【００９７】
　スルフィネート（スルフィン酸エステル）：－Ｓ（＝Ｏ）ＯＲであり、式中、Ｒは、ス
ルフィンの置換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5

-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。スルフィネート基の例としては、－
Ｓ（＝Ｏ）ＯＣＨ3（メトキシスルフィニル、スルフィン酸メチル）および－Ｓ（＝Ｏ）
ＯＣＨ2ＣＨ3（エトキシスルフィニル、スルフィン酸エチル）が挙げられるが、これらに
限定されない。
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【００９８】
　スルホネート（スルホン酸エステル）：－Ｓ（＝Ｏ）2ＯＲであり、式中、Ｒは、スル
ホネート置換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-2

0アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基である。スルホネート基の例としては、－Ｓ（
＝Ｏ）2ＯＣＨ3（メトキシスルホニル、スルホン酸メチル）および－Ｓ（＝Ｏ）2ＯＣＨ2

ＣＨ3（エトキシスルホニル、スルホン酸エチル）が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【００９９】
　スルフィニルオキシ：－ＯＳ（＝Ｏ）Ｒ、式中、Ｒは、スルフィニルオキシ置換基であ
り、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ま
しくはＣ1-7アルキル基である。スルフィニルオキシ基の例としては、－ＯＳ（＝Ｏ）Ｃ
Ｈ3および－ＯＳ（＝Ｏ）ＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１００】
　スルホニルオキシ：－ＯＳ（＝Ｏ）2Ｒ、式中、Ｒは、スルホニルオキシ置換基であり
、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好まし
くはＣ1-7アルキル基である。スルホニルオキシ基の例としては、－ＯＳ（＝Ｏ）2ＣＨ3

（メシレート）および－ＯＳ（＝Ｏ）2ＣＨ2ＣＨ3（エシレート）が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【０１０１】
　スルフェート：－ＯＳ（＝Ｏ）2Ｒ、式中、Ｒは、スルフェート置換基であり、例えば
、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7

アルキル基である。スルフェート基の例としては、－ＯＳ（＝Ｏ）2ＯＣＨ3および－ＳＯ
（＝Ｏ）2ＯＣＨ2ＣＨ3が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０２】
　スルファミル（スルファモイル、スルフィン酸アミド、スルフィンアミド）：－Ｓ（＝
Ｏ）ＮＲ1Ｒ2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は独立して、アミノ基のために定義されたもの
と同様にアミノ置換基である。スルファミル基の例としては、－Ｓ（＝Ｏ）ＮＨ2、－Ｓ
（＝Ｏ）ＮＨ（ＣＨ3）、－Ｓ（＝Ｏ）Ｎ（ＣＨ3）2、－Ｓ（＝Ｏ）ＮＨ（ＣＨ2ＣＨ3）
、－Ｓ（＝Ｏ）Ｎ（ＣＨ2ＣＨ3）2および－Ｓ（＝Ｏ）ＮＨＰｈが挙げられるが、これら
に限定されない。
【０１０３】
　スルホンアミド（スルフィンアモイル、スルホン酸アミド、スルホンアミド）：－Ｓ（
＝Ｏ）2ＮＲ1Ｒ2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は独立して、アミノ基のために定義された
ものと同様にアミノ置換基である。スルホンアミド基の例としては、－Ｓ（＝Ｏ）2ＮＨ2

、－Ｓ（＝Ｏ）2ＮＨ（ＣＨ3）、－Ｓ（＝Ｏ）2Ｎ（ＣＨ3）2、－Ｓ（＝Ｏ）2ＮＨ（ＣＨ

2ＣＨ3）、－Ｓ（＝Ｏ）2Ｎ（ＣＨ2ＣＨ3）2および－Ｓ（＝Ｏ）2ＮＨＰｈが挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１０４】
　スルファミノ：－ＮＲ1Ｓ（＝Ｏ）2ＯＨであり、式中、Ｒ1はアミノ基のために定義さ
れたものと同様にアミノ置換基である。スルファミノ基の例としては、－ＮＨＳ（＝Ｏ）

2ＯＨおよび－Ｎ（ＣＨ3）Ｓ（＝Ｏ）2ＯＨが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０５】
　スルホンアミノ：－ＮＲ1Ｓ（＝Ｏ）2Ｒであり、式中、Ｒ1はアミノ基のために定義さ
れたものと同様にアミノ置換基であり、Ｒはスルホンアミノ置換基、例えば、Ｃ1-7アル
キル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル
基である。スルホンアミノ基の例としては、－ＮＨＳ（＝Ｏ）2ＣＨ3および－Ｎ（ＣＨ3

）Ｓ（＝Ｏ）2Ｃ６Ｈ5が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０６】
　スルフィンアミノ：－ＮＲ1Ｓ（＝Ｏ）Ｒであり、式中、Ｒ1はアミノ基のために定義さ
れたものと同様にアミノ置換基であり、Ｒはスルフィンアミノ置換基、例えば、Ｃ1-7ア
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ルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくはＣ1-7アルキ
ル基である。スルフィンアミノ基の例としては、－ＮＨＳ（＝Ｏ）ＣＨ3および－Ｎ（Ｃ
Ｈ3）Ｓ（＝Ｏ）Ｃ6Ｈ5が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０７】
　ホスフィノ（ホスフィン）：－ＰＲ2、式中、Ｒは、ホスフィノ置換基であり、例えば
、－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好まし
くは－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基またはＣ5-20アリール基である。ホスフィノ基の例としては
、－ＰＨ2、－Ｐ（ＣＨ3）2、－Ｐ（ＣＨ2ＣＨ3）2、－Ｐ（ｔ－Ｂｕ）2および－Ｐ（Ｐ
ｈ）2が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１０８】
　ホスホ：－Ｐ（＝Ｏ）2。
【０１０９】
　ホスフィニル（ホスフィンオキシド）：－Ｐ（＝Ｏ）Ｒ2であり、式中、Ｒはホスフィ
ニル置換基であり、例えば、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20

アリール基、好ましくはＣ1-7アルキル基またはＣ5-20アリール基である。ホスフィニル
基の例としては、－Ｐ（＝Ｏ）（ＣＨ3）2、－Ｐ（＝Ｏ）（ＣＨ2ＣＨ3）2、－Ｐ（＝Ｏ
）（ｔ－Ｂｕ）2および－Ｐ（＝Ｏ）（Ｐｈ）2が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１０】
　ホスホン酸（ホスホノ）：－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＨ）2。
【０１１１】
　ホスホネート（ホスホノエステル）：－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＲ）2であり、式中、Ｒはホス
ホネート置換基であり、例えば、－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、ま
たはＣ5-20アリール基、好ましくは－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基またはＣ5-20アリール基であ
る。ホスホネート基の例としては、－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＣＨ3）2、－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＣＨ2

ＣＨ3）2、－Ｐ（＝Ｏ）（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）2および－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＰｈ）2が挙げられる
が、これらに限定されない。
【０１１２】
　リン酸（ホスホノオキシ）：－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＨ）2。
【０１１３】
　ホスファート（ホスホンオキシエステル）：－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＲ）2であり、式中、
Ｒはホスファート置換基、例えば、－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、
またはＣ5-20アリール基、好ましくは－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、またはＣ5-20アリール基
である。ホスファート基の例としては、－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＣＨ3）2、－ＯＰ（＝Ｏ）（
ＯＣＨ2ＣＨ3）2、－ＯＰ（＝Ｏ）（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）2、および－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＰｈ）

2が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１４】
　亜リン酸：－ＯＰ（ＯＨ）2。
【０１１５】
　ホスファイト：－ＯＰ（ＯＲ）2であり、式中、Ｒはホスファイト置換基、例えば、－
Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくは
－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、またはＣ5-20アリール基である。ホスファイト基の例としては
、－ＯＰ（ＯＣＨ3）2、－ＯＰ（ＯＣＨ2ＣＨ3）2、－ＯＰ（Ｏ－ｔ－Ｂｕ）2および－Ｏ
Ｐ（ＯＰｈ）2が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１６】
　ホスホラミダイト：－ＯＰ（ＯＲ1）－ＮＲ2

2であり、式中、Ｒ1およびＲ2はホスホラ
ミダイト置換基、例えば、－Ｈ、（任意に置換された）Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-20ヘテロ
シクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくは－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、またはＣ5-2

0アリール基である。ホスホラミダイト基の例としては、－ＯＰ（ＯＣＨ2ＣＨ3）－Ｎ（
ＣＨ3）2、－ＯＰ（ＯＣＨ2ＣＨ3）－Ｎ（ｉ－Ｐｒ）2および－ＯＰ（ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＮ
）－Ｎ（ｉ－Ｐｒ）2が挙げられるが、これらに限定されない。
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【０１１７】
　ホスホラミデート：－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＲ1）－ＮＲ2

2であり、式中、Ｒ1およびＲ2は
ホスホラミデート置換基、例えば、－Ｈ、（任意に置換された）Ｃ1-7アルキル基、Ｃ3-2

0ヘテロシクリル基、またはＣ5-20アリール基、好ましくは－Ｈ、Ｃ1-7アルキル基、また
はＣ5-20アリール基である。ホスホラミデート基の例としては、－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＣＨ

2ＣＨ3）－Ｎ（ＣＨ3）2、－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＣＨ2ＣＨ3）－Ｎ（ｉ－Ｐｒ）2および－
ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＮ）－Ｎ（ｉ－Ｐｒ）2が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【０１１８】
　アルキレン
　Ｃ3-12アルキレン：本明細書で用いられる用語「Ｃ3-12アルキレン」は、脂肪族または
脂環式としてよく、飽和、部分的に不飽和または完全に不飽和としてよい３～１２個の炭
素原子を有する炭化水素化合物（特に指示がない限り）の２個の水素原子（ともに同じ炭
素原子からのもの、またはそれぞれ２個の異なる炭素原子からの１個のいずれか）を除去
することにより得られる二座部分に関する。したがって、用語「アルキレン」には、以下
に記述されるサブクラスのアルケニレン、アルキニレン、シクロアルキレン等が含まれる
。
【０１１９】
　直鎖飽和Ｃ3-12アルキレン基の例としては、－（ＣＨ2）n－（式中、ｎは３～１２の整
数である）、例えば、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－（プロピレン）、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－
（ブチレン）、－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－（ペンチレン）および－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2

ＣＨ2－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－（ヘプチレン）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２０】
　分岐鎖飽和Ｃ3-12アルキレン基の例としては、－ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2－、－ＣＨ（ＣＨ

3）ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2－、
－ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ（ＣＨ2ＣＨ3）－、－ＣＨ（ＣＨ2ＣＨ3）Ｃ
Ｈ2－および－ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ2ＣＨ3）ＣＨ2－が挙げられるが、これらに限定されない
。
【０１２１】
　直鎖部分不飽和Ｃ3-12アルキレン基（Ｃ3-12アルケニレン、およびアルキニレン基）の
例としては、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－
ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ
＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ＝
ＣＨ－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ－、および－Ｃ
Ｈ2－Ｃ≡Ｃ－ＣＨ2－が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２２】
　分岐鎖部分不飽和Ｃ3-12アルキレン基（Ｃ3-12アルケニレンおよびアルキニレン基）の
例としては、－Ｃ（ＣＨ3）＝ＣＨ－、－Ｃ（ＣＨ3）＝ＣＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ＝ＣＨ－
ＣＨ（ＣＨ3）－および－Ｃ≡Ｃ－ＣＨ（ＣＨ3）－が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０１２３】
　脂環式飽和Ｃ3-12アルキレン基（Ｃ3-12シクロアルキレン）の例としては、シクロペン
チレン（例えば、シクロペント－１，３－イルエン）およびシクロヘキシレン（例えば、
シクロヘキシ－１，４－イルエン）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１２４】
　脂環式部分不飽和Ｃ3-12アルキレン基（Ｃ3-12シクロアルキレン）の例としては、シク
ロペンテニレン（例えば、４－シクロペンテン－１，３－イレン）、シクロヘキセニレン
（例えば、２－シクロヘキセン－１，４－イレン、３シクロヘキセン－１，２－イエン、
２，５－シクロヘキサジエン－１，４－イレン）が挙げられるが、これらに限定されない
。
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【０１２５】
　酸素保護基：「酸素保護基」という用語は、ヒドロキシ基をマスクする部分を示し、そ
れらは当該分野で周知である。多数の適切な基が、Ｇｒｅｅｎｅ，　Ｔ．Ｗ．　ａｎｄ　
Ｗｕｔｓ，　Ｇ．Ｍ．，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　３rd　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎ
ｓ，　Ｉｎｃ．，　１９９９の２３～２００頁に記載されており、これは参照として本明
細書中援用される。特に注目されるクラスとして、シリルエーテル（例えばＴＭＳ、ＴＢ
ＤＭＳ）、置換メチルエーテル（例えばＴＨＰ）およびエステル（例えば酢酸エステル）
が挙げられる。
【０１２６】
　カルバマート窒素保護基：用語「カルバマート窒素保護基」とは、イミン結合における
窒素をマスクする部分に関し、これらは、当技術分野で周知である。これらの基は、以下
の構造を有する。
【化２８】

式中、Ｒ’10は前記で定義されたものと同じＲである。多数の好適な基がＧｒｅｅｎｅ，
Ｔ．Ｗ．ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，Ｇ．Ｍ．，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，３ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　
＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，１９９９の５０３～５４９頁に記載されており、参照により本
明細書に組み込まれる。
【０１２７】
　ヘミアミナール窒素保護基：用語「ヘミアミナール窒素保護基」とは、以下の構造を有
する基に関する。
【化２９】

式中、Ｒ’10は前記で定義されたものと同じＲである。多数の好適な基がアミド保護基と
してＧｒｅｅｎｅ，Ｔ．Ｗ．ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，Ｇ．Ｍ．，Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒ
ｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，３ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｊｏ
ｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，１９９９の６３３～６４７頁に記載されて
おり、参照により本明細書に組み込まれる。
【０１２８】
　結合体
　本発明は、ＰＢＤ二量体とリガンド単位が、リンカー単位を介して接続している結合体
を提供する。１つの実施形態において、リンカー単位は、ストレッチャー単位（Ａ）、特
異性単位（Ｌ1）、およびスペーサー単位（Ｌ2）を含む。リンカー単位は、一方の末端で
リガンド単位（Ｌ）に接続し、他方の末端でＰＢＤ二量体化合物（Ｄ）に接続する。
【０１２９】
　１つの態様において、そのような結合体は、以下の式Ｖａ：
　　Ｌ－（Ａ1

a－Ｌ1
s－Ｌ2

y－Ｄ）p　　（Ｖａ）
で示されるか、またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であり、式中：
Ｌは、リガンド単位であり；および
－Ａ1

a－Ｌ1
s－Ｌ2

y－は、リンカー単位（ＬＵ）であり、式中：
－Ａ1－は、ストレッチャー単位であり、
ａは、１または２であり、
－Ｌ1－は、特異性単位であり、
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ｓは、０～１２の範囲の整数であり、
－Ｌ2－は、スペーサー単位であり、
ｙは、０、１、または２であり；
－Ｄは、ＰＢＤ二量体であり；かつ
ｐは、１～２０である。
【０１３０】
　別の態様において、そのような結合体は、以下の式Ｖｂ：
【化３０】

【０１３１】
　これは以下の様に示すこともできる：
　　Ｌ－（Ａ1

a－Ｌ2
y（－Ｌ1

s）－Ｄ）p　　（Ｖｂ）
に示されるもの、またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であり、式中：
Ｌは、リガンド単位であり；かつ
－Ａ1

a－Ｌ1
s（Ｌ2

y）－は、リンカー単位（ＬＵ）であり、式中：
－Ａ1－は、スペーサー単位（Ｌ2）と連結したストレッチャー単位であり、
ａは、１または２であり、
－Ｌ1－は、スペーサー単位（Ｌ2）と連結した特異性単位であり、
ｓは、０～１２の範囲の整数であり、
－Ｌ2－は、スペーサー単位であり、
ｙは、０、１、または２であり；
－Ｄは、ＰＢＤ二量体であり；かつ
ｐは、１～２０である。
【０１３２】
　優先事項
　以下の優先事項は、上記のとおりの本発明の全ての態様に当てはまるものもあれば、１
つの態様のみに関連するものもある。優先事項は任意の組み合わせでまとめることができ
る。
【０１３３】
　１つの実施形態において、結合体は、以下の式：
Ｌ－（Ａ1

a－Ｌ1
s－Ｌ2

y－Ｄ）p

Ｌ－（Ａ1
a－Ｌs

1－Ｄ）p、

Ｌ－（Ａ1－Ｌ1－Ｄ）p　または
Ｌ－（Ａ1－Ｄ）p

を有するか、それらの薬学的に許容可能な塩または溶媒和物であり、式中、Ｌ、Ａ1、ａ
、Ｌ1、ｓ、Ｌ2、Ｄ、ｙ、およびｐは、上記に記載されるとおりである。
【０１３４】
　本発明はＰＢＤ化合物を被験者の好ましい部位に提供する際の使用に好適である。好ま
しい実施形態において、結合体はリンカーのいかなる部分も保持していない活性ＰＢＤ化
合物を放す。ＰＢＤ化合物の反応性に影響する可能性のある存在するスタブがない。
【０１３５】
　特定の実施形態において、本発明は、ＰＢＤ二量体がリンカーによって細胞結合剤と接
続している結合体を提供する。本発明者らは、本明細書中、そのような二量体結合体を調
製する合成方法を記載する。
【０１３６】
　リンカーは、共有結合により、リガンド単位（Ｌ）、例えば抗体を、ＰＢＤ薬剤部分Ｄ
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に結合させる。リンカーは、１つまたは複数の薬剤部分（Ｄ）および抗体単位（Ａｂ）を
連結させて抗体薬剤結合体（ＡＤＣ）を形成するのに用いることができる二官能性または
多官能性部分である。リンカーは細胞の外側、すなわち細胞外では安定であってもよく、
または酵素活性、加水分解、または他の代謝条件により切断可能であってもよい。抗体薬
剤結合体（ＡＤＣ）は、薬剤部分におよび抗体に結合するための反応性官能基を有するリ
ンカーを用いて都合良く調製することができる。抗体（Ａｂ）のシステインチオール、ま
たはアミン、例えばＮ末端もしくはアミノ酸側鎖（リシンなど）は、リンカーまたはスペ
ーサー試薬、ＰＢＤ薬剤部分（Ｄ）、または薬剤・リンカー試薬（Ｄ－ＲL）の官能基と
結合を形成することができる。
【０１３７】
　ＡＤＣのリンカーは好ましくはＡＤＣ分子の凝集を妨げ、ＡＤＣ水性媒質およびモノマ
ー状態でのきわめて高い可溶性を維持する。
【０１３８】
　ＡＤＣのリンカーは好ましくは細胞外で安定している。細胞に移動させるまたは送達さ
せる前では、抗体－薬剤結合体（ＡＤＣ）は好ましくは安定しておよび完全な状態のまま
であり、すなわち抗体は薬剤部分に結合されたままである。リンカーは標的細胞の外側で
安定しており、いくらか効き目のある割合で細胞の内側で開裂可能である。効果的リンカ
ーは（ｉ）抗体の特定の結合特性を維持する、（ｉｉ）結合体または薬剤部分を細胞内に
送達する、（ｉｉｉ）結合体が標的部位に送達されるまたは移動されるまで、安定してお
り、完全なままである、すなわち開裂されていない、および（ｉｖ）ＰＢＤ薬剤部分の細
胞毒効果、殺細胞効果または細胞増殖抑制効果を維持する。ＡＤＣの安定性は質量分析、
ＨＰＬＣ、および分離／分析技法ＬＣ／ＭＳなどの標準分析技法により測定することがで
きる。
【０１３９】
　抗体および薬剤部分の共有結合は２つの反応性官能基を有する、すなわち反応性の意味
で二価であるためにリンカーを必要とする。ペプチド、核酸、薬剤、毒素、抗体、ハプテ
ン、およびレポーター基などの２個以上の官能または生物学的に活性部分を結合するのに
有用である二価のリンカー試薬が知られ、その得られる結合体の方法が記載されている（
Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ，Ｇ．Ｔ．（１９９６）Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑ
ｕｅｓ；Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ｐ　２３４－２４２）。
【０１４０】
　別の実施形態において、リンカーは凝集、溶解性または反応性を調製する基により置換
することができる。例えば、スルホネート置換基は、試薬の水溶解性を増加させ、抗体ま
たは薬剤部分によるリンカー試薬のカップリング反応を促進する、またはＡＤＣを調製す
るのに用いられる合成経路に応じて、ＤによるＡｂ－ＬまたはＡｂによるＤ－Ｌの、カッ
プリング反応を促進することができる。
【０１４１】
　１つの実施形態において、リガンド単位（Ｌ）は、標的細胞の表面にある標的分子に特
異的に結合する細胞結合剤（ＣＢＡ）である。例示の式を以下に示す：
【化３１】

式中、アスタリスクは、薬剤単位（Ｄ）に結合する結合点を示し、ＣＢＡは細胞結合剤で
あり、Ｌ1は特異性単位であり、Ａ1は、Ｌ1を細胞結合剤に接続するストレッチャー単位
であり、Ｌ2はスペーサー単位であって、これは共有結合であるか、自壊型基であるか、
または－ＯＣ（＝Ｏ）－と一緒になって自壊型基を形成し、およびＬ2は任意選択である
。－ＯＣ（＝Ｏ）－は、適宜、Ｌ1またはＬ2の一部分であると見なすことができる。



(35) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

【０１４２】
　別の実施形態において、リガンド単位（Ｌ）は、標的細胞の表面にある標的分子に特異
的に結合する細胞結合剤（ＣＢＡ）である。例示の式を以下に示す：
　　ＣＢＡ－Ａ1

a－Ｌ1
s－Ｌ2

y－
*

式中、アスタリスクは、薬剤単位（Ｄ）に結合する結合点を示し、ＣＢＡは細胞結合剤で
あり、Ｌ1は特異性単位であり、Ａ1は、Ｌ1を細胞結合剤に接続するストレッチャー単位
であり、Ｌ2はスペーサー単位であって、これは共有結合であるか、または自壊型基であ
り、およびａは１または２であり、ｓは０、１、または２であり、およびｙは０または１
または２である。
【０１４３】
　上記の実施形態において、Ｌ1は、開裂性特異性単位であることが可能であり、自壊型
基が存在する場合に、その単位が開裂することで、自壊型基Ｌ2を活性化させるので「ト
リガー」と呼ぶことができる。特異性単位Ｌ1が開裂する、すなわちＬ1とＬ2の間の連結
（すなわち共有結合）が切断されると、自壊型基は、薬剤単位（Ｄ）を放出する。
【０１４４】
　別の実施形態において、リガンド単位（Ｌ）は、標的細胞の表面にある標的分子に特異
的に結合する細胞結合剤（ＣＢＡ）である。例示の式を以下に示す：
【化３２】

式中、アスタリスクは、薬剤単位（Ｄ）に結合する結合点を示し、ＣＢＡは細胞結合剤で
あり、Ｌ1は特異性単位であってＬ2と接続しており、Ａ1は、Ｌ2を細胞結合剤に接続する
ストレッチャー単位であり、Ｌ2は自壊型基であり、およびａは１または２であり、ｓは
１または２であり、およびｙは１または２である。
【０１４５】
　本明細書中で説明される様々な実施形態において、Ｌ1およびＬ2の性質は広く変わり得
る。これらの基は、それらの特性に基づいて選択され、その選択は、部分的には、結合体
が送達される部位の状態によって左右される可能性がある。特異性単位Ｌ1が開裂性であ
る場合、Ｌ1の構造および／または配列は、標的部位（例えば、標的細胞）に存在する酵
素の作用によりＬ1が切断されるように選択される。ｐＨ変化（例えば、酸または塩基に
対して不安定なもの）、温度変化、または照射（例えば感光性）により開裂するＬ1単位
も利用できる。還元または酸化条件で開裂するＬ1単位も、結合体に利用できる。
【０１４６】
　いくつかの実施形態において、Ｌ1は、１つのアミノ酸または連続配列のアミノ酸を含
むことができる。アミノ酸配列は、酵素の標的基質であってもよい。
【０１４７】
　１つの実施形態において、Ｌ1は、酵素の作用により開裂可能である。１つの実施形態
において、酵素は、エステラーゼまたはペプチダーゼである。例えば、Ｌ1は、リソソー
ムプロテアーゼ（カテプシンなど）により開裂することができる。
【０１４８】
　１つの実施形態において、Ｌ2は、存在しており、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－と一緒になって１
つまたは複数の自壊型基を形成する。いくつかの実施形態において、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－も
、自壊型基である。
【０１４９】
　１つの実施形態において、Ｌ1が酵素の作用により開裂可能であり、かつＬ2が存在する
場合、酵素がＬ1とＬ2の間の結合を切断することで、自壊型基が薬剤単位を放出する。
【０１５０】
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　Ｌ1およびＬ2は、存在する場合、以下から選択される結合により接続することができる
：
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ、および
　－Ｏ－（グリコシド結合）。
【０１５１】
　Ｌ2に結合するＬ1のアミノ基はアミノ酸のＮ－末端とすることができる、またはアミノ
酸側鎖のアミノ基、例えばリジンアミノ酸側鎖から誘導することができる。
【０１５２】
　Ｌ2に結合するＬ1のカルボキシル基はアミノ酸のＣ－末端とすることができる、または
アミノ酸側鎖のカルボキシル基、例えばグルタミン酸アミノ酸側鎖から誘導することがで
きる。
【０１５３】
　Ｌ2に接続するＬ1のヒドロキシ基は、アミノ酸側鎖（例えば、セリンアミノ酸側鎖）の
ヒドロキシ基に由来するものが可能である。
【０１５４】
　１つの実施形態において、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－およびＬ2は、一緒になって以下の基を形
成し：
【化３３】

式中、アスタリスクは、薬剤単位に結合する結合点を示し、波線はＬ1に結合する結合点
を示し、Ｙは、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｈ）－、または－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ
－であり、およびｎは０～３である。フェニレン環は、本明細書記載されるとおりに１つ
、２つ、または３つの置換基で随意に置換される。
　一の実施態様において、ＹはＮＨである。
　一の実施態様において、ｎは０又は１である。好ましくは、ｎは０である。
【０１５５】
　ＹがＮＨであり、かつｎが０である場合、自壊型基は、ｐ－アミノベンジルカルボニル
リンカー（ＰＡＢＣ）と呼ぶことができる。
【０１５６】
　自壊型基は、リンカーの遠隔位置が活性化されると、以下に示す既定路線どおりに進行
して（ｎ＝０の場合）、薬剤単位（すなわち、非対称ＰＢＤ）の放出を可能にする：
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【化３４】

式中、アスタリスクは、薬剤に結合する結合点を示し、Ｌ*は活性型のリンカー残部を示
し、放出された薬剤単位は示されていない。これらの基は、活性化部位を薬剤と分離する
という利点を有する。
【０１５７】
　別の実施形態において、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－およびＬ2は、一緒になって以下から選択さ
れる基を形成し：

【化３５】

式中、アスタリスク、波線、Ｙ、およびｎは、上記で定義されるとおりである。各フェニ
レン環は、本明細書記載されるとおりに１つ、２つ、または３つの置換基で随意に置換さ
れる。１つの実施形態において、Ｙ置換基を有するフェニレン環は随意に置換され、Ｙ置
換基がない方のフェニレン環は無置換である。
【０１５８】
　別の実施形態において、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－およびＬ2はともに以下から選択される基を
形成する。
【化３６】

式中、アスタリスク、波線、Ｙおよびｎは前記で定義されたとおりであり、ＥはＯ、Ｓま
たはＮＲであり、ＤはＮ、ＣＨまたはＣＲであり、ＦはＮ、ＣＨまたはＣＲである。
【０１５９】
一実施形態において、ＤはＮである。
一実施形態において、ＤはＣＨである。
一実施形態において、ＥはＯまたはＳである。
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一実施形態において、ＦはＣＨである。
【０１６０】
　好適な実施形態において、Ｌ1とＬ2の間の共有結合は、カテプシンに対して不安定な（
例えば、開裂性）結合である。
【０１６１】
　１つの実施形態において、Ｌ1は、ジペプチドを含む。ジペプチドのアミノ酸は、天然
のアミノ酸および非天然のアミノ酸の任意の組み合わせが可能である。いくつかの実施形
態において、ジペプチドは、天然のアミノ酸を含む。リンカーがカテプシンに対して不安
定なリンカーである場合、ジペプチドは、カテプシン介在型切断の作用部位である。その
場合、ジペプチドは、カテプシンが認識する部位である。
【０１６２】
　１つの実施形態において、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－
は、以下から選択され：
　－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ａｌａ－、
　－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－、
　－Ａｌａ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－、
　－Ｐｈｅ－Ｃｉｔ－、
　－Ｌｅｕ－Ｃｉｔ－、
　－Ｉｌｅ－Ｃｉｔ－、
　－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－、および
　－Ｔｒｐ－Ｃｉｔ－；
式中、Ｃｉｔは、シトルリンである。そのようなジペプチドにおいて、－ＮＨ－は、Ｘ1

のアミノ基であり、ＣＯは、Ｘ2のカルボニル基である。
【０１６３】
　好ましくは、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－は、以下から
選択される：
　－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ａｌａ－、
　－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－、
　－Ａｌａ－Ｌｙｓ－、および
　－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－。
【０１６４】
　より好ましくは、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－は、－Ｐ
ｈｅ－Ｌｙｓ－、Ｖａｌ－Ｃｉｔ、または－Ｖａｌ－Ａｌａ－である。
【０１６５】
　注目される他のジペプチド組み合わせとして、以下が挙げられる：
　　　　　　　－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－、
　　　　　　　－Ｐｒｏ－Ｐｒｏ－、および
　　　　　　　－Ｖａｌ－Ｇｌｕ－。
【０１６６】
　他のジペプチド組み合わせも利用可能であり、そのような組み合わせとしてＤｕｂｏｗ
ｃｈｉｋ　ｅｔ　ａｌ．に記載されるものが挙げられる、その内容は、本明細書中、参照
として援用される。
【０１６７】
　１つの実施形態において、アミノ酸側鎖は、適宜、化学的に保護される。側鎖保護基は
、以下に説明されるとおりの基が可能である。保護されたアミノ酸配列は、酵素により開
裂可能である。例えば、Ｂｏｃで側鎖を保護したＬｙｓ残基を含むジペプチド配列は、カ
テプシンにより開裂可能である。
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【０１６８】
　アミノ酸側鎖用の保護基は、当該分野で周知であり、Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍカタログ
に記載されている。さらなる保護基戦略は、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ
　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ　Ｗｕｔｓに記載され
ている。
【０１６９】
　反応性側鎖官能基を有するアミノ酸について側鎖保護基として可能なものを以下に示す
：
　Ａｒｇ：Ｚ、Ｍｔｒ、Ｔｏｓ；
　Ａｓｎ：Ｔｒｔ、Ｘａｎ；
　Ａｓｐ：Ｂｚｌ、ｔ－Ｂｕ；
　Ｃｙｓ：Ａｃｍ、Ｂｚｌ、Ｂｚｌ－ＯＭｅ、Ｂｚｌ－Ｍｅ、Ｔｒｔ；
　Ｇｌｕ：Ｂｚｌ、ｔ－Ｂｕ；
　Ｇｌｎ：Ｔｒｔ、Ｘａｎ；
　Ｈｉｓ：Ｂｏｃ、Ｄｎｐ、Ｔｏｓ、Ｔｒｔ；
　Ｌｙｓ：Ｂｏｃ、Ｚ－Ｃｌ、Ｆｍｏｃ、Ｚ；
　Ｓｅｒ：Ｂｚｌ、ＴＢＤＭＳ、ＴＢＤＰＳ；
　Ｔｈｒ：Ｂｚ；
　Ｔｒｐ：Ｂｏｃ；
　Ｔｙｒ：Ｂｚｌ、Ｚ、Ｚ－Ｂｒ。
【０１７０】
　１つの実施形態において、－Ｘ2－は、薬剤単位に間接的に接続している。そのような
実施形態では、スペーサー単位Ｌ2が存在する。
【０１７１】
　１つの実施形態において、ジペプチドは、自壊型基（スペーサー単位）と併用される。
自壊型基は、－Ｘ2－に接続していてもよい。
【０１７２】
　自壊型基が存在する場合、－Ｘ2－は、自壊型基に直接接続している。１つの実施形態
において、－Ｘ2－は、自壊型基の基Ｙに接続している。好ましくは、基－Ｘ2－ＣＯ－が
Ｙに接続しており、この場合ＹはＮＨである。
【０１７３】
　１つの実施形態において、－Ｘ1－は、Ａ1に直接接続している。好ましくは、基ＮＨ－
Ｘ1－（Ｘ1のアミノ末端）がＡ1に接続している。Ａ1は、－ＣＯ－官能基を含んでいても
よく、これにより－Ｘ1－とアミド結合を形成することができる。
【０１７４】
　１つの実施形態において、Ｌ1およびＬ2は、－ＯＣ（＝Ｏ）－と一緒になって、基－Ｘ

1－Ｘ2－ＰＡＢＣ－を構成する。ＰＡＢＣ基は、薬剤単位に直接接続している。１つの例
において、自壊型基およびジペプチドは、一緒になって、以下に示す基－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ
－ＰＡＢＣ－を形成する：
【化３７】
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式中、アスタリスクは薬剤単位に結合する結合点を示し、波線はＬ1に結合する結合点ま
たはＡ1に結合する結合点を示す。好ましくは、波線はＡ1に結合する結合点を示す。
【０１７５】
　あるいは、自壊型基およびジペプチドは、一緒になって、以下に示す基－Ｖａｌ－Ａｌ
ａ－ＰＡＢＣ－を形成する：
【化３８】

式中、アスタリスクおよび波線は、上記で定義されるとおりである。
【０１７６】
　別の実施形態において、Ｌ1およびＬ2は、－ＯＣ（＝Ｏ）－と一緒になって、以下を表
し：

【化３９】

式中、アスタリスクは薬剤単位に結合する結合点を示し、波線はＡ1に結合する結合点を
示し、Ｙは共有結合または官能基であり、およびＥは、開裂しやすく、開裂により自壊型
基を活性化する基である。
【０１７７】
　Ｅは、その基が、例えば、光により、または酵素の作用により開裂しやすいように選択
される。Ｅは、－ＮＯ2またはグルクロン酸（例えば、β－グルクロン酸）が可能である
。前者ならニトロレダクターゼの作用を受けやすくなるだろうし、後者なら、β－グルク
ロニダーゼの作用を受けやすくなるだろう。
【０１７８】
　基Ｙは、共有結合であってもよい。
【０１７９】
　基Ｙは、以下から選択される官能基であってもよい：
　－Ｃ（＝Ｏ）－
　－ＮＨ－
　－Ｏ－
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ、
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　ＳＯ2、および
　－Ｓ－。
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【０１８０】
　基Ｙは、好ましくは、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－Ｏ－、および－Ｓ－である。
【０１８１】
　いくつかの実施形態において、Ｌ1およびＬ2は、－ＯＣ（＝Ｏ）－と一緒になって、以
下を表し：
【化４０】

式中、アスタリスクは薬剤単位に結合する結合点を示し、波線はＡに結合する結合点を示
し、Ｙは共有結合または官能基であり、およびＥは、グルクロン酸（例えば、β－グルク
ロン酸）である。Ｙは、好ましくは、－ＮＨ－から選択される官能基である。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、Ｌ1およびＬ2は、一緒になって以下を表し：
【化４１】

式中、アスタリスクはＬ2の残部または薬剤単位に結合する結合点を示し、波線はＡ1に結
合する結合点を示し、Ｙは共有結合または官能基であり、およびＥは、グルクロン酸（例
えば、β－グルクロン酸）である。Ｙは、好ましくは、－ＮＨ－、－ＣＨ2－、－Ｏ－、
および－Ｓ－から選択される官能基である。
【０１８３】
　いくつかのさらなる実施形態において、Ｙは、上記されるとおりの官能基であり、この
官能基は、アミノ酸と連結しており、このアミノ酸はストレッチャー単位Ａ1と連結して
いる。いくつかの実施形態において、アミノ酸はβ－アラニンである。そのような実施形
態において、アミノ酸は、ストレッチャー単位の一部分に等しく見なされる。
【０１８４】
　特異性単位Ｌ1とリガンド単位は、ストレッチャー単位を介して間接的に接続している
。
【０１８５】
　Ｌ1およびＡ1は、以下から選択される結合により接続していてもよい：
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、および
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ－。
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　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：
【化４２】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０１８７】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：
【化４３】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０１８８】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：

【化４４】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態において、ｎは
１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または８である
。
【０１８９】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：
【化４５】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態において、ｎは
１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または８である
。
【０１９０】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：
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【化４６】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０１９１】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：

【化４７】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０１９２】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：

【化４８】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態において、ｎは
１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または８である
。
【０１９３】
　１つの実施形態において、基Ａ1は、以下のものであり：
【化４９】

式中、アスタリスクはＬ1に結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合する結合
点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態において、ｎは
１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または８である
。
【０１９４】
　１つの実施形態において、リガンド単位とＡ1の間の接続は、リガンド単位のチオール
残基とＡ1のマレイミド基を介したものである。
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【０１９５】
　１つの実施形態において、リガンド単位とＡ1の間の接続は、以下のものであり：
【化５０】

式中、アスタリスクは、Ａ1の残部、Ｌ1、Ｌ2、またはＤに結合する結合点を示し、波線
はリガンド単位の残部に結合する結合点を示す。この実施形態において、Ｓ原子は、通常
、リガンド単位に由来する。
【０１９６】
　上記の実施形態それぞれにおいて、以下に示すマレイミド由来基の代わりに代替官能基
を利用することができる：

【化５１】

式中、波線は、上記のとおり、リガンド単位に結合する結合点を示し、アスタリスクは、
Ａ1基の残部と、またはＬ1、Ｌ2、もしくはＤとの結合を示す。
【０１９７】
　１つの実施形態において、マレイミド由来基は、以下の基で置き換えられる：
【化５２】

式中、波線は、リガンド単位に結合する結合点を示し、アスタリスクは、Ａ1基の残部と
、またはＬ1、Ｌ2、もしくはＤとの結合を示す。
【０１９８】
　１つの実施形態において、マレイミド由来基は、以下から選択される基で置き換えられ
、置き換えは、随意にリガンド単位（例えば、細胞結合剤）を伴う：
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）ＮＨ、
　－Ｃ（＝Ｏ）ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－Ｓ－、
　－Ｓ－Ｓ－、
　－ＣＨ2Ｃ（＝Ｏ）－
　－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ2－、
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　＝Ｎ－ＮＨ－、および
　－ＮＨ－Ｎ＝。
【０１９９】
　これらのうち、－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ2－は、カルボニル基が－ＮＨ－に結合する場合に特
に好適となる可能性がある。
【０２００】
　１つの実施形態において、マレイミド由来基は、以下から選択される基で置き換えられ
、置き換えは、随意にリガンド単位（例えば、細胞結合剤）を伴う：
【化５３】

式中、波線は、リガンド単位に結合する結合点またはＡ1基の残部との結合の一方を示し
、アスタリスクは、リガンド単位に結合する結合点またはＡ1基の残部との結合の他方を
示す。
【０２０１】
　Ｌ1を細胞結合剤に接続させるのに適した他の基は、ＷＯ２００５／０８２０２３に記
載されている。
【０２０２】
　１つの実施形態において、ストレッチャー単位Ａ1は存在し、特異性単位Ｌ1は存在し、
かつスペーサー単位Ｌ2は存在しない。したがって、Ｌ1と薬剤単位は結合を介して直接接
続している。この実施形態と等価であるのは、Ｌ2が結合である場合である。
【０２０３】
　Ｌ1とＤは、以下から選択される結合により接続することができる：
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ＜、
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｏ－、
　－ＯＣ（＝Ｏ）Ｎ＜、および
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｎ＜、
式中、Ｎ＜またはＯ－は、Ｄの一部分である。
【０２０４】
　１つの実施形態において、Ｌ1とＤは、好ましくは以下から選択される結合により接続
される：
　－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ＜、および
　－ＮＨＣ（＝Ｏ）－。
【０２０５】
　１つの実施形態において、Ｌ1はジペプチドを含み、このジペプチドの一端がＤと連結
している。上記のとおり、ジペプチドのアミノ酸は、天然のアミノ酸および非天然のアミ
ノ酸の任意の組み合わせが可能である。いくつかの実施形態において、ジペプチドは、天
然のアミノ酸を含む。リンカーがカテプシンに対して不安定なリンカーである場合、ジペ
プチドは、カテプシン介在型切断の作用部位である。その場合、ジペプチドは、カテプシ
ンが認識する部位である。
【０２０６】
　１つの実施形態において、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－
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は、以下から選択され：
　－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ａｌａ－、
　－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－、
　－Ａｌａ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－、
　－Ｐｈｅ－Ｃｉｔ－、
　－Ｌｅｕ－Ｃｉｔ－、
　－Ｉｌｅ－Ｃｉｔ－、
　－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－、および
　－Ｔｒｐ－Ｃｉｔ－；
式中、Ｃｉｔは、シトルリンである。そのようなジペプチドにおいて、－ＮＨ－は、Ｘ1

のアミノ基であり、ＣＯは、Ｘ2のカルボニル基である。
【０２０７】
　好ましくは、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－は、以下から
選択される：
　－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－、
　－Ｖａｌ－Ａｌａ－、
　－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－、
　－Ａｌａ－Ｌｙｓ－、および
　－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－。
【０２０８】
　より好ましくは、ジペプチド－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯ－中の、基－Ｘ1－Ｘ2－は、－Ｐ
ｈｅ－Ｌｙｓ－または－Ｖａｌ－Ａｌａ－である。
【０２０９】
　注目される他のジペプチド組み合わせとして、以下が挙げられる：
　　　　　　　－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－、
　　　　　　　－Ｐｒｏ－Ｐｒｏ－、および
　　　　　　　－Ｖａｌ－Ｇｌｕ－。
【０２１０】
　他のジペプチド組み合わせも利用可能であり、そのような組み合わせとして上記のもの
が挙げられる。
【０２１１】
　１つの実施形態において、Ｌ1－Ｄは、以下のものであり：
【化５４】

式中、－ＮＨ－Ｘ1－Ｘ2－ＣＯはジペプチドであり、－Ｎ＜は薬剤単位の一部分であり、
アスタリスクは薬剤単位の残部に結合する結合点を示し、波線はＬ1の残部に結合する結
合点またはＡ1に結合する結合点を示す。好ましくは、波線はＡ1に結合する結合点を示す
。
【０２１２】
　１つの実施形態において、ジペプチドはバリン－アラニンであり、Ｌ1－Ｄは以下のも
のであり：
【化５５】
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式中、アスタリスク、－Ｎ＜、および波線は、上記で定義されるとおりである。
【０２１３】
　１つの実施形態において、ジペプチドは、フェニルアラニン－リシンであり、Ｌ1－Ｄ
は以下のものであり：
【化５６】

式中、アスタリスク、－Ｎ＜、および波線は、上記で定義されるとおりである。
【０２１４】
　１つの実施形態において、ジペプチドは、バリン－シトルリンである。
【０２１５】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化５７】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２１６】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化５８】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２１７】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
【化５９】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態におい
て、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または
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８である。
【０２１８】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
【化６０】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態におい
て、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～７、好ましくは３～７、特に好ましくは３または
７である。
【０２１９】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６１】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２２０】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
【化６２】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２２１】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６３】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態におい
て、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または
８である。
【０２２２】
　１つの実施形態において、基Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
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【化６４】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態におい
て、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４または
８である。
【０２２３】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６５】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、Ｓはリガンド単位の硫黄基
であり、波線はリガンド単位の残部に結合する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの
実施形態において、ｎは５である。
【０２２４】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６６】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、Ｓはリガンド単位の硫黄基
であり、波線はリガンド単位の残部に結合する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの
実施形態において、ｎは５である。
【０２２５】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６７】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、Ｓはリガンド単位の硫黄基
であり、波線はリガンド単位の残部に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍ
は０～３０である。好適な実施形態において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好
ましくは４～８、特に好ましくは４または８である。
【０２２６】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
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【化６８】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位に結合
する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態におい
て、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～７、好ましくは４～８、特に好ましくは４または
８である。
【０２２７】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化６９】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位の残部
に結合する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２２８】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：

【化７０】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位の残部
に結合する結合点を示し、ｎは０～６である。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２２９】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
【化７１】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位の残部
に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態
において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４
または８である。
【０２３０】
　１つの実施形態において、基Ｌ－Ａ1－Ｌ1は、以下のものであり：
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【化７２】

式中、アスタリスクはＬ2またはＤに結合する結合点を示し、波線はリガンド単位の残部
に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～３０である。好適な実施形態
において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましくは４～８、特に好ましくは４
または８である。
【０２３１】
　１つの実施形態において、ストレッチャー単位はアセトアミド単位であり、以下の式を
有する：
【化７３】

式中、アスタリスクはストレッチャー単位の残部、Ｌ1、またはＤに結合する結合点を示
し、波線はリガンド単位に結合する結合点を示す。
【０２３２】
　リンカー・薬剤
　他の実施形態において、リンカー・薬剤化合物が、リガンド単位との結合のために提供
される。１つの実施形態において、リンカー・薬剤化合物は、細胞結合剤と接続するよう
に設計される。
【０２３３】
　１つの実施形態において、薬剤リンカー化合物は、以下の式を有し：

【化７４】

式中、アスタリスクは、薬剤単位（Ｄ、上記で定義されるとおり）に結合する結合点を示
し、Ｇ1は、リガンド単位との接続を形成するストレッチャー基（Ａ1）であり、Ｌ1は特
異性単位であり、Ｌ2（スペーサー単位）は共有結合であるか、または－ＯＣ（＝Ｏ）－
と一緒になって自壊型基を形成する。
【０２３４】
　別の実施形態において、薬剤リンカー化合物は、以下の式を有し：
　　Ｇ1－Ｌ1－Ｌ2－＊
式中、アスタリスクは、薬剤単位（Ｄ）に結合する結合点を示し、Ｇ1は、リガンド単位
との接続を形成するストレッチャー単位（Ａ1）であり、Ｌ1は特異性単位であり、Ｌ2（
スペーサー単位）は共有結合であるか、または自壊型基である。
【０２３５】
　Ｌ1およびＬ2は、上記で定義されるとおりである。Ａ1に対する接続という記述は、こ
こでは、Ｇ1に対する接続を示していると見なすことができる。
【０２３６】
　一実施形態において、式中、Ｌ1はアミノ酸を含み、そのアミノ酸の側鎖は保護するこ
とができる。任意の好適な保護基を用いることができる。一実施形態において、側鎖保護
基が存在する場合、化合物中の他の保護基により側鎖保護基を除去可能である。他の実施
形態において、保護基が存在する場合、保護基は分子中の他の保護基に対して直交させる
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ことができる。
【０２３７】
　アミノ酸側鎖の好適な保護基としては、Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ　Ｃａｔａｌｏｇ　２
００６／２００７に記載された基が挙げられる。カテプシン不安定性リンカーで使用する
ための保護基もまたＤｕｂｏｗｃｈｉｋ　ｅｔ　ａｌに記述されている。
【０２３８】
　本発明の特定の実施形態において、基Ｌ1はＬｙｓアミノ酸残基を含む。このアミノ酸
の側鎖はＢｏｃまたはＡｌｌｏｃ保護基により保護することができる。Ｂｏｃ保護基が最
も好ましい。
【０２３９】
　官能基Ｇ1は、リガンド単位（例えば、細胞結合剤）との反応に際して接続基を形成す
る。
【０２４０】
　１つの実施形態において、官能基Ｇ1は、リガンド単位上の適切な基と反応するための
アミノ、カルボン酸、ヒドロキシ、チオール、もしくはマレイミド基であるか、またはそ
のような基を含む。好適な実施形態において、Ｇ1は、マレイミド基を含む。
【０２４１】
　一実施形態において、基Ｇ1はアルキルマレイミド基である。この基は、細胞結合剤中
に存在する、例えば、抗体中に存在する、チオール基、特にシステインチオール基との反
応に好適である。
【０２４２】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
【化７５】

式中、アスタリスクは、Ｌ1、Ｌ2、またはＤに結合する結合点を示し、ｎは０～６である
。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２４３】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
【化７６】

式中、アスタリスクは、Ｌ1、Ｌ2、またはＤに結合する結合点を示し、ｎは０～６である
。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２４４】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
【化７７】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０である。好適な実施形態において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～２、好ましく
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【０２４５】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
【化７８】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０である。好適な実施形態において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましく
は４～８、および特に好ましくは４または８である。
【０２４６】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：

【化７９】

式中、アスタリスクは、Ｌ1、Ｌ2、またはＤに結合する結合点を示し、ｎは０～６である
。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２４７】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：

【化８０】

式中、アスタリスクは、Ｌ1、Ｌ2、またはＤに結合する結合点を示し、ｎは０～６である
。１つの実施形態において、ｎは５である。
【０２４８】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
【化８１】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０である。好適な実施形態において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～２、好ましく
は４～８、および特に好ましくは４または８である。
【０２４９】
　１つの実施形態において、基Ｇ1は、以下のものであり：
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【化８２】

式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、ｎは０または１であり、ｍは０～
３０である。好適な実施形態において、ｎは１であり、ｍは０～１０、１～８、好ましく
は４～８、および特に好ましくは４または８である。
【０２５０】
　上記の実施形態それぞれにおいて、以下に示すマレイミド基の代わりに代替官能基を利
用することができる：

【化８３】

式中、アスタリスクは、Ｇ基の残部との結合を示す。
【０２５１】
　一実施形態において、マレイミド誘導基は以下の基により置換される。

【化８４】

式中、アスタリスクは、Ｇ基の残りの部分への結合を示す。
【０２５２】
　１つの実施形態において、マレイミド基は、以下から選択される基で置き換えられる：
　－Ｃ（＝Ｏ）ＯＨ、
　－ＯＨ、
　－ＮＨ2、
　－ＳＨ、
　－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ-2Ｘ（式中、Ｘは、Ｃｌ、Ｂｒ、またはＩである）、
　－ＣＨＯ、
　－ＮＨＮＨ2

　－Ｃ≡ＣＨ、および
　－Ｎ3（アジド）。
【０２５３】
　これらのうち、－Ｃ（＝Ｏ）ＣＨ-2Ｘは、カルボニル基が－ＮＨ－に結合する場合に特
に好適となる可能性がある。
【０２５４】
　１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1は、－ＮＨ2、－ＮＨＭｅ、－ＣＯＯＨ、
－ＯＨ、または－ＳＨである。
【０２５５】
　１つの実施形態において、Ｌ1が存在する場合に、Ｇ1は、－ＮＨ2または－ＮＨＭｅで
ある。いずれの基もＬ1アミノ酸配列のＮ末端であってもよい。
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【０２５６】
　１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1は－ＮＨ2であり、Ｌ1は、上記で定義され
るとおりのアミノ酸配列－Ｘ1－Ｘ2－である。
【０２５７】
　１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1はＣＯＯＨである。この基は、Ｌ1アミノ
酸配列のＣ末端であってもよい。
【０２５８】
　１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1はＯＨである。
　１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1はＳＨである。
【０２５９】
　基Ｇ1は、ある官能基から別の官能基へと変換可能なものであってもよい。１つの実施
形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1は－ＮＨ2である。この基は、マレイミド基を含む別の
基Ｇ1へと変換可能である。例えば、基－ＮＨ2は、上記に示すマレイミド含有Ｇ1基の酸
または活性化された酸（例えば、Ｎ－スクシンイミド型）と反応することができる。
【０２６０】
　こうして、基Ｇ1は、リガンド単位との反応により適切な官能基に変換できる。
【０２６１】
　上記のとおり、１つの実施形態において、Ｌ1は存在し、Ｇ1は、－ＮＨ2、－ＮＨＭｅ
、－ＣＯＯＨ、－ＯＨ、または－ＳＨである。さらなる実施形態において、これらの基は
化学的に保護された形で提供される。したがって、化学的に保護された形とは、官能基と
ともに提供されるリンカーの前駆体である。
【０２６２】
　一実施形態において、Ｇ1は化学的に保護された形態の－ＮＨ2である。この基は、カル
バマート保護基により保護することができる。カルバマート保護基は以下からなる群から
選択することができる。
Ａｌｌｏｃ、Ｆｍｏｃ、Ｂｏｃ、Ｔｒｏｃ、Ｔｅｏｃ、ＣｂｚおよびＰＮＺ。
好ましくは、式中、Ｇ1は－ＮＨ2であり、それはＡｌｌｏｃまたはＦｍｏｃ基により保護
される。
　１つの実施形態において、Ｇ1は－ＮＨ2であり、それはＦｍｏｃ基により保護される。
【０２６３】
　１つの実施形態において、保護基は、キャッピング基のカルバメート保護基と同一であ
る。
【０２６４】
　１つの実施形態において、保護基は、キャッピング基のカルバメート保護基と同一では
ない。この実施形態において、保護基は、キャッピング基のカルバメート保護基が外れな
い条件下で外せることが好ましい。
【０２６５】
　化学保護基が外れることで、リガンド単位との接続を形成する官能基を提供することが
できる。任意選択で、この官能基を上記のとおり別の官能基に変換してもよい。
【０２６６】
　一実施形態では、活性基はアミンである。このアミンは、好ましくはペプチドのＮ末端
アミンであり、本発明の好ましいジペプチドのＮ末端アミンとすることができる。
【０２６７】
　活性基が反応することで、リガンド単位との接続を形成することを意図した官能基をも
たらすことができる。
【０２６８】
　他の実施形態において、リンカー単位は、活性基を持つリンカー単位の前駆体である。
この実施形態において、リンカー単位は活性基を含み、この活性基は保護基により保護さ
れている。保護基が外れることで、活性基を持つリンカー単位をもたらすことができる。
【０２６９】
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　活性基がアミンである場合、保護基は、アミン保護基、例えばＧｒｅｅｎおよびＷｕｔ
ｓに記載されたものとすることができる。
【０２７０】
　保護基は、リンカー単位中、他にも保護基が存在する場合、好ましくはその他の保護基
とオーソゴナルである。
【０２７１】
　１つの実施形態において、保護基は、キャッピング基とオーソゴナルである。すなわち
、キャッピング基を維持したまま、活性基を保護する基を外すことができる。他の実施形
態において、保護基およびキャッピング基は、キャッピング基を外すのに用いられるのと
同じ条件で外すことができる。
【０２７２】
　１つの実施形態において、リンカー単位は、以下のものであり：
【化８５】

式中、アスタリスクは、薬剤単位に結合する結合点を示し、波線は、当てはまる場合はリ
ンカー単位の残部に結合する結合点、またはＧ1に結合する結合点を示す。好ましくは、
波線は、Ｇ1に結合する結合点を示す。
【０２７３】
　１つの実施形態において、リンカー単位は、以下のものであり：

【化８６】

式中、アスタリスクおよび波線は上記で定義されるとおりである。
【０２７４】
　Ｌ1と細胞結合剤との間の接続を形成する際に使用するのに適した他の官能基は、ＷＯ
２００５／０８２０２３に記載されている。
【０２７５】
　リガンド単位
　リガンド単位は、任意の種類のものが可能であり、そのようなものとして、タンパク質
、ポリペプチド、ペプチド、および標的分子に特異的に結合する非ペプチド作用剤が挙げ
られる。いくつかの実施形態において、リガンド単位は、タンパク質、ポリペプチド、ま
たはペプチドが可能である。いくつかの実施形態において、リガンド単位は、環状ポリペ
プチドが可能である。これらのリガンド単位は、抗体または少なくとも１つの標的分子結
合部位を含有する抗体断片、リンホカイン、ホルモン、増殖因子、または標的に特異的に
結合することができる任意のその他の細胞結合分子もしくは物質を含むことができる。リ
ガンド単位は、本明細書中、「結合剤」または「標的指向剤」とも称する。
【０２７６】
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　「特異的に結合する」および「特異的結合」という用語は、抗体または他のタンパク質
、ポリペプチド、またはペプチドの、所定分子（例えば、抗原）との結合を示す。典型的
には、抗体または他の分子は、少なくとも約１×１０7Ｍ-1の親和性で結合し、所定分子
に対する結合の親和性が、所定分子でもそれに良く似た分子でもない非特異的分子（例え
ば、ＢＳＡ、カゼイン）に結合するときの親和性より少なくとも２倍高い。
【０２７７】
　リガンド単位の例として、ＷＯ２００７／０８５９３０で使用が記載されている作用剤
が挙げられる。
【０２７８】
　いくつかの実施形態において、リガンド単位は、細胞上の細胞外標的に結合する細胞結
合剤である。そのような細胞結合剤として、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド、また
は非ペプチド作用剤が可能である。いくつかの実施形態において、細胞結合剤は、タンパ
ク質、ポリペプチド、またはペプチドが可能である。いくつかの実施形態において、細胞
結合剤は、環状ポリペプチドが可能である。細胞結合剤は、抗体または抗体の抗原結合断
片も可能である。したがって、１つの実施形態において、本発明は、抗体薬剤結合体（Ａ
ＤＣ）を提供する。
【０２７９】
　ペプチド
一実施形態において、細胞結合剤は４～３０個、好ましくは６～２０個の連続したアミノ
酸残基を含む直鎖または環状ペプチドである。この実施形態において、好ましくは１つの
細胞結合剤が１つの単量体または二量体ピロロベンゾジアゼピン化合物と結合している。
【０２８０】
　一実施形態において細胞結合剤はインテグリンανβ6を結合するペプチドを含む。ペ
プチドはＸＹＳ上のανβ6に対して選択的とすることができる。
【０２８１】
　一実施形態において、細胞結合剤はＡ２０ＦＭＤＶ－Ｃｙｓポリペプチドを含む。Ａ２
０ＦＭＤＶ－Ｃｙｓの配列はＮＡＶＰＮＬＲＧＤＬＱＶＬＡＱＫＶＡＲＴＣである。ある
いは、１、２、３、４、５、６、７、８、９または１０個のアミノ酸残基が他のアミノ酸
残基により置換されているＡ２０ＦＭＤＶ－Ｃｙｓ配列の変異型を用いることができる。
さらに、ポリペプチドは配列ＮＡＶＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＲＴＣを有すること
ができる。
【０２８２】
　抗体
本明細書の用語「抗体」は広い意味で用いられ、特にモノクローナル抗体、ポリクローナ
ル抗体、二量体、マルチマー、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、および所望
の生物学的活性を示す限り（Ｍｉｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ　（２００３）　Ｊｏｕｒ．ｏｆ
　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　１７０：４８５４－４８６１）、抗体フラグメントを含む。抗
体はネズミ、ヒト、ヒト化、キメラ抗体とすることができ、または他の種から誘導するこ
とができる。抗体は、特定の抗原を認識し、結合することができる免疫系によって生成さ
れるタンパク質である。（Ｊａｎｅｗａｙ，Ｃ．，Ｔｒａｖｅｒｓ，Ｐ．，Ｗａｌｐｏｒ
ｔ，Ｍ．，Ｓｈｌｏｍｃｈｉｋ　（２００１）　Ｉｍｍｕｎｏ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，５ｔｈ
　Ｅｄ．，Ｇａｒｌａｎｄ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）。標的抗原は一
般的に多くの結合部位を有し、エピトープとも呼ばれ、複数の抗体のＣＤＲにより認識さ
れる。特に異なるエピトープに結合するそれぞれの抗体は異なる構造を有する。したがっ
て、１つの抗原は１つの以上の対応する抗体を有することができる。抗体は完全長免疫グ
ロブリン分子または完全長免疫グロブリン分子の免疫的活性部分、すなわち免疫特異的に
対象の標的の抗原またはその一部を結合する抗原結合部位を含有する分子を含み、かかる
標的は、癌細胞または自己免疫性疾患と関係する自己免疫性抗体を生成する細胞が挙げら
れるが、これらに限定されない。免疫グロブリンは任意の型（例えば、ＩｇＧ、ＩｇＥ、
ＩｇＭ、ＩｇＤ、およびＩｇＡ）、クラス（例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、Ｉ



(58) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ｇＧ４、ＩｇＡ１およびＡ２）または免疫グロブリン分子のサブクラスとすることができ
る。免疫グロブリンは、ヒト、ネズミ、またはウサギ由来を含む任意の種から誘導するこ
とができる。
【０２８３】
　「抗体フラグメント」は完全長抗体の一部分、一般的に抗原結合またはその可変ドメイ
ンを含む。抗体フラグメントの例としては、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）2、および
ｓｃＦｖフラグメント、ｄｉａｂｏｄｙ、直鎖抗体、Ｆａｂ発現ライブラリーによって生
成されるフラグメント、抗－イデオタイプ（抗－Ｉｄ）抗体、ＣＤＲ（相補性決定ドメイ
ン）、および免疫特異的に癌細胞抗原に結合する前記のいずれかのエピトープ－結合フラ
グメント、ウイルス抗原または微生物抗原、１本鎖抗体分子、および抗体フラグメントか
ら形成される多重特異性抗体が挙げられる。
【０２８４】
　本明細書で用いられる用語「モノクローナル抗体」は実質的に均質な抗体の集団から得
られた抗体を意味する。すなわち集団を含む個々の抗体は、少量で存在することができ、
天然に存在する可能性がある変異型を除いて、同じものである。モノクローナル抗体はき
わめて特異的であり、単一抗原部位に向けられる。さらに、異なる決定因子（エピトープ
）に向けられた異なる抗体を含むポリクローナル抗体調製とは対照的に、それぞれのモノ
クローナル抗体は抗原の単一決定因子に向けられる。この特異性に加えて、モノクローナ
ル抗体には他の抗体により汚染されず合成することができるという利点がある。修飾語「
モノクローナル」は抗体の実質的に均質な集団から得られているとおりの抗体の特性を示
し、任意の特定の方法による抗体の生成を必要とするとは解釈されない。例えば、本発明
に従って用いられるモノクローナル抗体は最初にＫｏｈｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ　（１９７５
）　Ｎａｔｕｒｅ　２５６：４９５により記載されたハイブリドーマ方法により作製する
ことができる、または組み替えＤＮＡ方法により作製することができる（ＵＳ　４８１６
５６７参照）。モノクローナル抗体はまたＣｌａｃｋｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ　（１９９１）
　Ｎａｔｕｒｅ，　３５２：６２４－６２８；　Ｍａｒｋｓ　ｅｔ　ａｌ　（１９９１）
　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．，　２２２：５８１－５９７に記載の技法を用いてファー
ジ抗体ライブラリーからまたは完全ヒト免疫グロブリン系を保有する遺伝子導入マウス（
Ｌｏｎｂｅｒｇ　（２００８）　Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎｉｏｎ　２０（４）：４５０－４５
９）から単離することができる。
【０２８５】
　本明細書のモノクローナル抗体は、所望の生物学的活性を示す限り、その重および／ま
たは軽鎖の部分が、特定の種から誘導されるかまたは特定の抗体のクラスもししくはサブ
クラスに属している抗体における対応する配列と同一であるかまたは相同性があり、一方
、残りの鎖（単数または複数）が、別の種から誘導されるかまたは別の抗体のクラスもし
くはサブクラスに属している抗体、またかかる抗体のフラグメントにおける対応する配列
と同一であるかまたは相同性がある「キメラ抗体」を含む（ＵＳ４８１６５６７；　およ
び　Ｍｏｒｒｉｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ　（１９８４）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ
．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　８１：６８５１－６８５５）。キメラ抗体は非－ヒト霊長目（
例えばＯｌｄ　Ｗｏｒｌｄ　ＭｏｎｋｅｙまたはＡｐｅ）から誘導された可変ドメイン抗
原－結合配列およびヒト定常ドメイン配列を含む「霊長類化」抗体を含む。
【０２８６】
　本明細書の「インタクト抗体」はＶＬおよびＶＨドメイン、ならびに軽鎖定常ドメイン
（ＣＬ）および重鎖定常ドメイン、ＣＨ１、ＣＨ２およびＣＨ３を含む１つの抗体である
。定常ドメインは天然配列定常ドメイン（例えばヒト天然配列定常ドメイン）またはその
アミノ酸配列変異型とすることができる。インタクト抗体は抗体のＦｃドメイン（天然配
列Ｆｃドメインまたはアミノ酸配列変異型Ｆｃドメイン）に起因するその生物学的活性を
意味する「エフェクター機能」を１つ以上有することができる。抗体エフェクター機能の
例としては、Ｃ１ｑ結合、補体依存性細胞障害、Ｆｃレセプター結合、抗体－依存性細胞
－障害（ＡＤＣＣ）、食作用、およびＢ細胞レセプターおよびＢＣＲなどの細胞表面レセ
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プターのダウンレギュレーションが挙げられる。
【０２８７】
　その重鎖の定常ドメインのアミノ酸配列に応じて、インタクト抗体は異なる「クラス」
に対応付けることができる。インタクト抗体の主要な５つのクラス、ＩｇＡ、ＩｇＤ、Ｉ
ｇＥ、ＩｇＧ、およびＩｇＭがあり、これらのうちいくつかは、さらに「サブクラス」（
同基準標本）、例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ、およびＩｇ
Ａ２に分けることができる。抗体の異なるクラスに対応する重－鎖定常ドメインはそれぞ
れα、δ、ε、γおよびμと呼ばれる。免疫グロブリンの異なるクラスのサブユニット構
造および三次元配置がよく知られている。
【０２８８】
　ヒト化
非－ヒト抗体または抗体フラグメントの生体内免疫原性を減少させる技法としては「ヒト
化」と呼ばれる技法が挙げられる。
【０２８９】
　「ヒト化抗体」とは、可変ドメインの一部分、好ましくはインタクトヒト可変ドメイン
より実質的に少ない部分が、非－ヒト種からの対応する配列により置換されている、およ
び、改変可変ドメインが他のタンパク質の少なくとも他の部分、好ましくはヒト抗体の定
常ドメインに結合している、ヒト抗体の改変可変ドメインの少なくとも一部分を含むポリ
ペプチドを意味する。語句「ヒト化抗体」には１つ以上の相補性決定ドメイン（「ＣＤＲ
」）アミノ酸残基および／または１つ以上のフレームワークドメイン（「ＦＷ」または「
ＦＲ」）アミノ酸残基が齧歯動物または他の非－ヒト抗体中のアナログ部位からのアミノ
酸残基により置換されているヒト抗体が含まれる。語句「ヒト化抗体」にはまたヒト免疫
グロブリンのアミノ酸配列を実質的に有するＦＲおよび非－ヒト免疫グロブリンのアミノ
酸配列を実質的に有するＣＤＲを含む免疫グロブリンアミノ酸配列変異型またはそのフラ
グメントが含まれる。
【０２９０】
　非－ヒト（例えば、ネズミ）抗体の「ヒト化」形態は非－ヒト免疫グロブリンから誘導
された最少の配列を含有するキメラ抗体である。または、別の点でみれば、ヒト化抗体は
ヒト配列の代わりに非－ヒト（例えばネズミ）抗体から選択された配列をも含有するヒト
抗体である。ヒト化抗体はその結合および／または生物学的活性を著しく変えない同一ま
たは異なる種からの保存的アミノ酸置換基または非－天然残基を含むことができる。かか
る抗体は非－ヒト免疫グロブリンから誘導された最少の配列を含有するキメラ抗体である
。
【０２９１】
　ヒト化技法の範囲としては、「ＣＤＲグラフティング」、「誘導選択」、「脱免疫化」
、「リサーフェイシング」（「ベニアリング」としても知られる）、「複合抗体」、「ヒ
トストリング含有量最適化」およびフレームワークシャフリングが挙げられる。
【０２９２】
　ＣＤＲグラフティング
この技法において、ヒト化抗体はレシピエント抗体の相補性決定ドメイン（ＣＤＲ）から
の残基が、所望の特性（要するに、非－ヒトＣＤＲがヒトフレームワークに「グラフトさ
れ」ている）を有するマウス、ラット、ラクダ、ウシ、ヤギ、またはウサギなどの非－ヒ
ト種（ドナー抗体）のＣＤＲからの残基により置換されているヒト免疫グロブリン（レシ
ピエント抗体）である。いくつかの例において、ヒト免疫グロブリンのフレームワークド
メイン（ＦＲ）残基は対応する非－ヒト残基により置換されている（例えば、特定のＦＲ
残基が抗原結合に著しい効果がある場合にこれは生じさせることができる）。
【０２９３】
　さらに、ヒト化抗体はレシピエント抗体、導入されたＣＤＲまたはフレームワーク配列
のいずれにもみられない残基を含むことができる。これらの改変がさらに抗体性能を改良
し最大化させる。したがって、一般的に、ヒト化抗体は、非－ヒト免疫グロブリンの可変
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ドメインのすべておよび可変ドメインに対応する高度可変ループのすべて、およびＦＲド
メインのすべてまたは実質的にすべてがヒト免疫グロブリン配列の可変ドメインである、
少なくとも１つの可変ドメイン、および一態様において２つの可変ドメインのすべてを含
む。ヒト化抗体はまた任意に免疫グロブリン定常ドメイン（Ｆｃ）の少なくとも一部分、
またはヒト免疫グロブリンの一部分を含む。
【０２９４】
　誘導選択
この方法は特定のエピトープに特有の所与の非－ヒト抗体のＶHまたはＶLドメインとヒト
ＶHまたはＶLライブラリーを混合することからなり、特定のヒトドメインは対象の抗原に
対して選択される。この選択されたヒトＶＨはその後ＶＬライブラリーと混合され、完全
なヒトＶＨｘＶＬ組み合わせを生成する。この方法はＮａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ　（Ｎ．Ｙ．）　１２，（１９９４）　８９９－９０３に記載されている。
【０２９５】
　複合抗体
この方法において、ヒト抗体からのアミノ酸配列の２個以上のセグメントが最終抗体分子
内で混合される。これらは、最終複合抗体ＶドメインのヒトＴ細胞エピトープを制限し避
ける組み合わせ中の複数のヒトＶＨおよびＶＬ配列セグメントを混合することによって形
成される。必要である場合、Ｔ細胞エピトープに寄与するＶドメインセグメントを交換す
ること、またはＴ細胞エピトープを避ける別のセグメントによりＴ細胞エピトープをコー
ドすることによってＴ細胞エピトープが制限されまたは避けられる。この方法はＵＳ２０
０８／０２０６２３９Ａ１に記載されている。
【０２９６】
　脱免疫化
この方法は治療抗体（または他の分子）のＶドメインからのヒト（または他の第２の種）
Ｔ－細胞エピトープの除去を含む。治療抗体Ｖドメイン配列は、例えば、ＭＨＣ－結合モ
チーフのデータベース（例えばｗｗｗ．ｗｅｈｉ．ｅｄｕ．ａｕで管理される「モチーフ
」データベース）と比較することによってＭＨＣＩＩクラス－結合モチーフの存在が分析
される。あるいは、ＭＨＣクラスＩＩ－結合モチーフは、計算スレッディング方法、例え
ば、Ａｌｔｕｖｉａ　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２４９　２４４－２５０　
（１９９５））により考案された方法を用いて同定することができる。これらの方法にお
いて、Ｖ－ドメイン配列からの連続したオーバーラッピングペプチドがＭＨＣクラスＩＩ
タンパク質へのその結合エネルギーのため試験している。このデータはその後、両親媒性
、Ｒｏｔｈｂａｒｄモチーフなどのうまく発現したペプチドと関係がある他の配列の特徴
ならびにカテプシンＢのための開裂部位および他のプロセッシング酵素に関する情報と組
み合わせることができる。
【０２９７】
　いったん潜在性を有する第２の種（例えばヒト）Ｔ－細胞エピトープが同定されると、
それらは１つ以上のアミノ酸の改変により除去される。改変アミノ酸は通常、Ｔ－細胞エ
ピトープそのもの内にあるが、タンパク質の第１級または第２級構造によってエピトープ
に隣接させることもできる（したがって、第１級構造において隣接させないこともできる
）。最も一般的には、改変は置換によるが、いくつかの環境ではアミノ酸添加または除去
がより好適なものとなる。
【０２９８】
　改変のすべてが組み替えＤＮＡテクノロジーによって実施することができ、その結果、
最終分子は部位直接突然変異生成などのうまく確立された方法を用いて組み替えホストか
らの発現により調製することができる。しかし、タンパク質化学の使用または分子改変の
任意の他の手段も可能である。
【０２９９】
　リサーフェイシング
この方法は以下を含む。
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（ａ）非－ヒト抗体可変ドメインの三次元モデルを作製することによって非－ヒト（例え
ば齧歯動物）抗体（またはそのフラグメント）の可変ドメインの配座構造を決定すること
、
（ｂ）十分な数の非－ヒトおよびヒト抗体可変ドメインの重および軽鎖のＸ線結晶構造か
ら相対的接近可能性分布を用いて配列アライメントを生成し、アライメント位置が十分な
数の非－ヒト抗体重および軽鎖の９８％で同一である、一組の重および軽鎖フレームワー
ク位置を与えること、
（ｃ）工程（ｂ）で生成された一組のフレームワーク位置を用いて、ヒト化される非－ヒ
ト抗体のために、一組の重および軽鎖表面露出アミノ酸残基を定義すること
（ｄ）ヒト抗体アミノ酸配列から、工程（ｃ）で定義された一組の表面露出アミノ酸残基
と最も同一であり、ヒト抗体からの重および軽鎖が天然に一組にされているか、または一
組にされていない、一組の重および軽鎖表面露出アミノ酸残基を同定すること、
（ｅ）ヒト化される非－ヒト抗体のアミノ酸配列において、工程（ｃ）で定義された一組
の重および軽鎖表面露出アミノ酸残基を工程（ｄ）で同定された一組の重および軽鎖表面
露出アミノ酸残基で置換すること、
（ｆ）工程（ｅ）に記載された置換により得られた非－ヒト抗体の可変ドメインの三次元
モデルを作製すること、
（ｇ）工程（ａ）および（ｆ）で作製された三次元モデルを比較することによって、工程
（ｃ）または（ｄ）で同定された一組から、ヒト化される非－ヒト抗体の相補性決定ドメ
インの残基すべての原子すべてが５オングストローム以内である、任意のアミノ酸残基を
同定すること、および
（ｈ）工程（ｇ）で同定された残基すべてをヒトから元の非－ヒトアミノ酸残基へ変え、
これにより表面露出アミノ酸残基の非－ヒト抗体ヒト化された一組を定義すること、工程
（ａ）を最初に作製する必要はないが、工程（ｇ）の前に作製しなければならないことが
条件となる。
【０３００】
　超ヒト化
この方法は非－ヒト配列と機能的ヒト生殖細胞系遺伝子レパートリーを比較する。非－ヒ
ト配列と同一または密に関係した標準構造をコード化するこれらのヒト遺伝子が選択され
た。ＣＤＲ内で最も高い相同関係があるこれらの選択されたヒト遺伝子がＦＲドナーとし
て選ばれる。最終的に、非－ヒトＣＤＲがこのヒトＦＲ上にグラフトされる。この方法は
特許ＷＯ２００５／０７９４７９　Ａ２に記載されている。
【０３０１】
　ヒトストリング含有量最適化
この方法は非－ヒト（例えばマウス）配列とヒト生殖細胞系遺伝子のレパートリーを比較
し、その差が潜在性を有するＭＨＣ／Ｔ－細胞エピトープの濃度で配列を表すヒトストリ
ング含有量（ＨＳＣ）として記録される。その後、標的配列は全体的同一性測定を用いる
ことよりそのＨＳＣを最大化することによってヒト化され複数の種々のヒト化変異型を生
成する（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，４４，（２００７）　１９８６－
１９９８に記載）。
【０３０２】
　フレームワークシャフリング
非－ヒト抗体のＣＤＲがフレームに融合され、既知の重および軽鎖ヒト生殖細胞系遺伝子
フレームワークすべてを包含するｃＤＮＡプールとなる。ヒト化抗体はその後、例えば抗
体ライブラリーに示されたファージのパンニングによって選択される。これはＭｅｔｈｏ
ｄｓ　３６，４３－６０（２００５）に記載されている。
【０３０３】
　細胞結合剤の例としては、ＷＯ２００７／０８５９３０での使用が記載された細胞結合
剤が挙げられ、本明細書に組み込まれる。
【０３０４】
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　本発明の実施形態で使用される腫瘍関連抗原および同族抗体が以下に列挙されている。
【０３０５】
　腫瘍関連抗原および同族抗体
（１）ＢＭＰＲ１Ｂ（骨形態形成タンパク質レセプターＩＢ型）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１２０３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１２０３．２　ＧＩ：１６９７９０
８０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　２３、２０１２　０
２：０６　ＰＭ
【０３０６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１１９４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１１９４．１　ＧＩ：４５０２４３
１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　２３、２０１２　０
２：０６　ＰＭ
【０３０７】
　相互参照
ｔｅｎ　Ｄｉｊｋｅ、Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６４（５１５５）：　１０
１－１０４（１９９４），Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　１４　１０（１１）：１３７７－１３８２
（１９９７））；ＷＯ２００４／０６３３６２（請求項２）；ＷＯ２００３／０４２６６
１（請求項１２）；ＵＳ２００３／１３４７９０－Ａ１（ページ３８－３９）；ＷＯ２０
０２／１０２２３５（請求項１３；ページ２９６）；ＷＯ２００３／０５５４４３
（ページ９１－９２）；ＷＯ２００２／９９１２２（実施例２；ページ５２８－５３０）
；ＷＯ２００３／０２９４２１（請求項６）；ＷＯ２００３／０２４３９２（請求項２；
図１１２）；ＷＯ２００２／９８３５８（請求項１；ページ１８３）；ＷＯ２００２／５
４９４０（ページ１００－１０１）；ＷＯ２００２／５９３７７（ページ３４９－３５０
）；ＷＯ２００２／３０２６８（請求項２７；ページ３７６）；１５　ＷＯ２００１／４
８２０４（実施例；図４）；ＮＰ＿００１１９４　骨形態形成タンパク質レセプター、　
ＩＢ型　／ｐｉｄ＝ＮＰ＿００１１９４．１．；ＭＩＭ：６０３２４８；ＡＹ０６５９９
４
【０３０８】
　（２）Ｅ１６（ＬＡＴ１、ＳＬＣ７Ａ５）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３４８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３４８６．５　ＧＩ：７１９７９９
３１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：０６　ＰＭ
【０３０９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３４７７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３４７７．４　ＧＩ：７１９７９９
３２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：０６　ＰＭ
【０３１０】
　相互参照
Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．２５５（２），２８３－２８
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８（１９９９），Ｎａｔｕｒｅ　３９５（６６９９）：２８８－２９１（１９９８），Ｇ
ａｕｇｉｔｓｃｈ，Ｈ．Ｗ．，ｅｔ　２０　ａｌ（１９９２）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．
２６７（１６）：１１２６７－１１２７３）；ＷＯ２００４／０４８９３８（実施例２）
；ＷＯ２００４／０３２８４２（実施例ＩＶ）；ＷＯ２００３／０４２６６１（請求項１
２）；ＷＯ２００３／０１６４７５（請求項１）；ＷＯ２００２／７８５２４（実施例２
）；ＷＯ２００２／９９０７４（請求項１９；ページ１２７－１２９）；ＷＯ２００２／
８６４４３（請求項２７；ページ２２２、３９３）；ＷＯ２００３／００３９０６（請求
項１０；ページ２９３）；ＷＯ２００２／６４７９８（請求項３３；ページ９３－９５）
；ＷＯ２０００／１４２２８（請求項５；ページ１３３－１３６）；ＵＳ２００３／２２
４４５４（図３）；２５　ＷＯ２００３／０２５１３８（請求項１２；ページ１５０）；
ＮＰ＿００３４７７　溶質担体ファミリー７（カチオン性アミノ酸トランスポーター、ｙ
＋系），メンバー５／ｐｉｄ＝ＮＰ＿００３４７７．３－ホモサピエンス；ＭＩＭ：６０
０１８２；；ＮＭ＿０１５９２３。
【０３１１】
　（３）ＳＴＥＡＰ１（６回膜貫通上皮前立腺抗原）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１２４４９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１２４４９．２　ＧＩ：２２０２７４
８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　９，２０１２　０
２：５７　ＰＭ
【０３１２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０３６５８１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０３６５８１．１　ＧＩ：９５５８７５
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　９，２０１２　０
２：５７　ＰＭ
【０３１３】
　相互参照
Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６１（１５），５８５７－５８６０（２００１），Ｈｕｂｅｒｔ
，Ｒ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ（１９９９）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．
Ａ．９６（２５）：１４５２３－１４５２８）；ＷＯ２００４／０６５５７７（請求項６
）；ＷＯ２００４／０２７０４９（図１Ｌ）；ＥＰ１３９４２７４（実施例１１）；ＷＯ
２００４／０１６２２５（請求項２）；ＷＯ２００３／０４２６６１（請求項１２）；
ＵＳ２００３／１５７０８９（実施例５）；ＵＳ２００３／１８５８３０（実施例５）；
ＵＳ２００３／０６４３９７（図２）；ＷＯ２００２／８９７４７（実施例５；ページ６
１８－６１９）；ＷＯ２００３／０２２９９５（実施例９；図１３Ａ、３５　実施例５３
；ページ１７３、実施例２；図２Ａ）；６回膜貫通前立腺上皮抗原；ＭＩＭ：６０４４１
５。
【０３１４】
　（４）０７７２Ｐ（ＣＡ１２５、ＭＵＣ１６）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ３６１４８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ３６１４８６．３　ＧＩ：３４５０１４６
６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０７：５６　ＡＭ
【０３１５】
　ポリペプチド
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＫ７４１２０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＫ７４１２０．３　ＧＩ：３４５０１４６
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０７：５６　ＡＭ
【０３１６】
　相互参照
Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７６（２９）：２７３７１－２７３７５（２００１））；Ｗ
Ｏ２００４／０４５５５３（請求項１４）；ＷＯ２００２／９２８３６（請求項６；図１
２）；ＷＯ２００２／８３８６６（請求項１５；ページ１１６－１２１）；ＵＳ２００３
／１２４１４０（実施例１６）；ＧＩ：３４５０１４６７；
【０３１７】
　（５）ＭＰＦ（ＭＰＦ、ＭＳＬＮ、ＳＭＲ、巨核球増強因子、メソテリン）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００５８２３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００５８２３．５　ＧＩ：２９３６５１
５２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２，２０１２　０
１：４７　ＰＭ
【０３１８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５８１４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５８１４．２　ＧＩ：５３９８８３
７８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２，２０１２　０
１：４７　ＰＭ
【０３１９】
　相互参照
Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，Ｎ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６９（２），８０５－
８０８（１９９４），Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９６（２０
）：１１５３１－１１５３６（１９９９），Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
．Ｓ．Ａ．９３　１０（１）：１３６－１４０（１９９６），Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．
２７０（３７）：２１９８４－２１９９０（１９９５））；ＷＯ２００３／１０１２８３
（請求項１４）；（ＷＯ２００２／１０２２３５（請求項１３；ページ２８７－２８８）
；ＷＯ２００２／１０１０７５（請求項４；ページ３０８－３０９）；ＷＯ２００２／７
１９２８（ページ３２０－３２１）；ＷＯ９４／１０３１２（ページ５２－５７）；ＩＭ
：６０１０５１。
【０３２０】
　（６）Ｎａｐｉ３ｂ（ＮＡＰＩ－３Ｂ、ＮＰＴＩＩｂ、ＳＬＣ３４Ａ２、溶質担体ファ
ミリー３４（リン酸ナトリウム），
メンバー２、ＩＩ型ナトリウム依存性ホスファートトランスポーター３ｂ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００６４２４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００６４２４．２　ＧＩ：１１０６１１
９０５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２，２０１２　
０３：３９　ＰＭ
【０３２１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００６４１５
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００６４１５．２　ＧＩ：１１０６１１
９０６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２，２０１２　
０３：３９　ＰＭ
【０３２２】
　相互参照
Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７７（２２）：１９６６５－１９６７２（２００２），Ｇｅ
ｎｏｍｉｃｓ　６２（２）：２８１－２８４（１９９９），Ｆｅｉｌｄ、Ｊ．Ａ．，ｅｔ
　ａｌ（１９９９）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．２５８（
３）：５７８－５８２）；ＷＯ２００４／０２２７７８（請求項２）；ＥＰ１３９４２７
４（実施例１１）；ＷＯ２００２／１０２２３５（請求項１３；ページ２０－３２６）；
ＥＰ０８７５５６９（請求項１；ページ１７－１９）；ＷＯ２００１／５７１８８（請求
項２０；ページ３２９）；ＷＯ２００４／０３２８４２（実施例ＩＶ）；ＷＯ２００１／
７５１７７（請求項２４；ページ１３９－１４０）；ＭＩＭ：６０４２１７。
【０３２３】
　（７）Ｓｅｍａ　５ｂ（ＦＬＪ１０３７２、ＫＩＡＡ１４４５、Ｍｍ．４２０１５、Ｓ
ＥＭＡ５Ｂ、ＳＥＭＡＧ、セマフォリン　５ｂ　Ｈｌｏｇ、
２５　ｓｅｍａ　ドメイン、７回トロンボスポンジン反復（１型および１型様），膜貫通
ドメイン（ＴＭ）および短い細胞質ドメイン、（セマフォリン）５Ｂ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＢ０４０８７８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＢ０４０８７８．１　ＧＩ：７９５９１４８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　２，２００６　０
５：４０　ＰＭ
【０３２４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＡ９５９６９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＡ９５９６９．１　ＧＩ：７９５９１４９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　２，２００６　０
５：４０　ＰＭ
【０３２５】
　相互参照
Ｎａｇａｓｅ　Ｔ．，ｅｔ　ａｌ（２０００）ＤＮＡ　Ｒｅｓ．７（２）：１４３－１５
０）；ＷＯ２００４／０００９９７（請求項１）；ＷＯ２００３／００３９８４（請求項
１）；ＷＯ２００２／０６３３９（請求項１；ページ５０）；ＷＯ２００１／８８１３３
（請求項１；ページ４１－４３、４８－５８）；ＷＯ２００３／０５４１５２（請求項２
０）；ＷＯ２００３／１０１４００（請求項１１）；Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：３０　Ｑ９Ｐ
２８３；Ｇｅｎｅｗ；ＨＧＮＣ：１０７３７
【０３２６】
　（８）ＰＳＣＡ　ｈｌｇ（２７０００５０Ｃ１２Ｒｉｋ、Ｃ５３０００８Ｏ１６Ｒｉｋ
、ＲＩＫＥＮ　ｃＤＮＡ　２７０００５０Ｃ１２、ＲＩＫＥＮ　ｃＤＮＡ
２７０００５０Ｃ１２　遺伝子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＹ３５８６２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＹ３５８６２８．１　ＧＩ：３７１８２３７
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｄｅｃ　１，２００９　０
４：１５　ＡＭ
【０３２７】
　ポリペプチド



(66) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＱ８８９９１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＱ８８９９１．１　ＧＩ：３７１８２３７
８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｄｅｃ　１，２００９　０
４：１５　ＡＭ
【０３２８】
　相互参照
Ｒｏｓｓ　ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６２：２５４６－２５５３；
ＵＳ２００３／１２９１９２（請求項２）；ＵＳ２００４／０４４１８０（請求項１２）
；ＵＳ２００４／０４４１７９　３５（請求項１１）；ＵＳ２００３／０９６９６１（請
求項１１）；ＵＳ２００３／２３２０５６（実施例５）；ＷＯ２００３／１０５７５８　
１６（請求項１２）；ＵＳ２００３／２０６９１８（実施例５）；ＥＰ１３４７０４６（
請求項１）；ＷＯ２００３／０２５１４８（請求項２０）；ＧＩ：３７１８２３７８。
【０３２９】
　（９）ＥＴＢＲ（エンドセリンＢ型レセプター）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＹ２７５４６３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＹ２７５４６３．１　ＧＩ：３０５２６０９
４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０２：２６　ＡＭ
【０３３０】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＰ３２２９５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＰ３２２９５．１　ＧＩ：３０５２６０９
５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０２：２６　ＡＭ
【０３３１】
　相互参照
Ｎａｋａｍｕｔａ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏ
ｍｍｕｎ．１７７，３４－３９，１９９１；Ｏｇａｗａ　Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１７８，２４８－２５５，１９９１；Ａ
ｒａｉ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊｐｎ．Ｃｉｒｃ．Ｊ．５６，１３０３－１３０７，１９９
２；Ａｒａｉ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６８，３４６３－３４７
０，１９９３；Ｓａｋａｍｏｔｏ　Ａ．，Ｙａｎａｇｉｓａｗａ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂ
ｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１７８，６５６－６６３，１９
９１；Ｅｌｓｈｏｕｒｂａｇｙ　Ｎ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６
８，３８７３－３８７９，１９９３；Ｈａｅｎｄｌｅｒ　Ｂ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｃａｒ
ｄｉｏｖａｓｃ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．２０，ｓ１－Ｓ４，１９９２；Ｔｓｕｔｓｕｍｉ
　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｅ　２２８，４３－４９，１９９９；Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ
　Ｒ．Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９９，
１６８９９－１６９０３，２００２；Ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｃｌ
ｉｎ．Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．Ｍｅｔａｂ．８２，３１１６－３１２３，１９９７；Ｏｋ
ａｍｏｔｏ　Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７２，２１５８９－２１５９６
，１９９７；Ｖｅｒｈｅｉｊ　Ｊ．Ｂ．，ｅｔ　ａｌ　Ａｍ．Ｊ．Ｍｅｄ．Ｇｅｎｅｔ．
１０８，２２３－２２５，２００２；Ｈｏｆｓｔｒａ　Ｒ．Ｍ．Ｗ．，ｅｔ　ａｌ　Ｅｕ
ｒ．Ｊ．Ｈｕｍ．Ｇｅｎｅｔ．５，１８０－１８５，１９９７；Ｐｕｆｆｅｎｂｅｒｇｅ
ｒ　Ｅ．Ｇ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｅｌｌ　７９，１２５７－１２６６，１９９４；Ａｔｔｉ
ｅ　Ｔ．，ｅｔ　ａｌ，Ｈｕｍ．Ｍｏｌ．Ｇｅｎｅｔ．４，２４０７－１５　２４０９，
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１９９５；Ａｕｒｉｃｃｈｉｏ　Ａ．，ｅｔ　ａｌ　Ｈｕｍ．Ｍｏｌ．Ｇｅｎｅｔ．５：
３５１－３５４，１９９６；Ａｍｉｅｌ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｈｕｍ．Ｍｏｌ．Ｇｅｎｅ
ｔ．５，３５５－３５７，１９９６；Ｈｏｆｓｔｒａ　Ｒ．Ｍ．Ｗ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａ
ｔ．Ｇｅｎｅｔ．１２，４４５－４４７，１９９６；Ｓｖｅｎｓｓｏｎ　Ｐ．Ｊ．，ｅｔ
　ａｌ　Ｈｕｍ．Ｇｅｎｅｔ．１０３，１４５－１４８，１９９８；Ｆｕｃｈｓ　Ｓ．，
ｅｔ　ａｌ　Ｍｏｌ．Ｍｅｄ．７，１１５－１２４，２００１；Ｐｉｎｇａｕｌｔ　Ｖ．
，ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｈｕｍ．Ｇｅｎｅｔ．１１１、１９８－２０６；ＷＯ２００４
／０４５５１６（請求項１）；ＷＯ２００４／０４８９３８（実施例２）；ＷＯ２００４
／０４００００（請求項１５１）；ＷＯ２００３／０８７７６８（請求項１）；２０　Ｗ
Ｏ２００３／０１６４７５（請求項１）；ＷＯ２００３／０１６４７５（請求項１）；Ｗ
Ｏ２００２／６１０８７（図１）；ＷＯ２００３／０１６４９４（図６）；ＷＯ２００３
／０２５１３８（請求項１２；ページ１４４）；ＷＯ２００１／９８３５１（請求項１；
ページ１２４－１２５）；ＥＰ０５２２８６８（請求項８；図２）；ＷＯ２００１／７７
１７２（請求項１；ページ２９７－２９９）；ＵＳ２００３／１０９６７６；ＵＳ６５１
８４０４（図３）；ＵＳ５７７３２２３（請求項１ａ；Ｃｏｌ　３１－３４）；ＷＯ２０
０４／００１００４。
【０３３２】
　（１０）ＭＳＧ７８３（ＲＮＦ１２４、仮想タンパク質ＦＬＪ２０３１５）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１７７６３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１７７６３．４　ＧＩ：１６７８３０
４８２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２，２０１２　
１２：３４　ＡＭ
【０３３３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６０２３３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６０２３３．３　ＧＩ：５６７１１３
２２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２，２０１２　
１２：３４　ＡＭ
【０３３４】
　相互参照
ＷＯ２００３／１０４２７５（請求項１）；ＷＯ２００４／０４６３４２（実施例２）；
ＷＯ２００３／０４２６６１（請求項１２）；ＷＯ２００３／０８３０７４（請求項１４
；ページ６１）；ＷＯ２００３／０１８６２１（請求項１）；ＷＯ２００３／０２４３９
２（請求項２；図９３）；ＷＯ２００１／６６６８９（実施例６）；ＬｏｃｕｓＩＤ：５
４８９４。
【０３３５】
　（１１）ＳＴＥＡＰ２（ＨＧＮＣ＿８６３９、ＩＰＣＡ－１、ＰＣＡＮＡＰ１、ＳＴＡ
ＭＰ１、ＳＴＥＡＰ２、ＳＴＭＰ、前立腺癌関連遺伝子１、前立腺癌関連タンパク質１、
６回膜貫通上皮前立腺抗原２、６回膜貫通前立腺タンパク質）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ４５５１３８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ４５５１３８．１　ＧＩ：２２６５５４８
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０１：５４　ＡＭ
【０３３６】
　ポリペプチド
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＮ０４０８０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＮ０４０８０．１　ＧＩ：２２６５５４８
８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
０１：５４　ＡＭ
【０３３７】
　相互参照
Ｌａｂ．Ｉｎｖｅｓｔ．８２（１１）：１５７３－１５８２（２００２））；ＷＯ２００
３／０８７３０６；ＵＳ２００３／０６４３９７（請求項１；図１）；ＷＯ２００２／７
２５９６（請求項１３；ページ５４－５５）；ＷＯ２００１／７２９６２（請求項１；図
４Ｂ）；３５　ＷＯ２００３／１０４２７０（請求項１１）；ＷＯ２００３／１０４２７
０（請求項１６）；ＵＳ２００４／００５５９８（請求項２２）；ＷＯ２００３／０４２
６６１（請求項１２）；ＵＳ２００３／０６０６１２（請求項１２；図１０）；ＷＯ２０
０２／２６８２２（請求項２３；図２）；ＷＯ２００２／１６４２９（請求項１２；図１
０）；ＧＩ：２２６５５４８８。
【０３３８】
　（１２）ＴｒｐＭ４（ＢＲ２２４５０、ＦＬＪ２００４１、ＴＲＰＭ４、ＴＲＰＭ４Ｂ
、一過性レセプター電位カチオン性
５チャネル、サブファミリーＭ、メンバー４）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１７６３６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１７６３６．３　ＧＩ：３０４７６６
６４９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２９，２０１２　
１１：２７　ＡＭ
【０３３９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６０１０６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６０１０６．２　ＧＩ：２１３１４６
７１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２９，２０１２　
１１：２７　ＡＭ
【０３４０】
　相互参照
Ｘｕ、Ｘ．Ｚ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９
８（１９）：１０６９２－１０６９７（２００１），Ｃｅｌｌ　１０９（３）：３９７－
４０７（２００２），Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７８（３３）：３０８１３－３０８２
０（２００３））；ＵＳ２００３／１４３５５７（請求項４）；ＷＯ２０００／４０６１
４（請求項１４；ページ１００－１０３）；ＷＯ２００２／１０３８２（請求項１；図９
Ａ）；ＷＯ２００３／０４２６６１（請求項１２）；ＷＯ２００２／３０２６８（請求項
２７；ページ３９１）；ＵＳ２００３／２１９８０６（請求項４）；ＷＯ２００１／６２
７９４（請求項１０　１４；図１Ａ－Ｄ）；ＭＩＭ：６０６９３６。
【０３４１】
　（１３）ＣＲＩＰＴＯ（ＣＲ、ＣＲ１、ＣＲＧＦ、ＣＲＩＰＴＯ、ＴＤＧＦ１、奇形癌
－誘導増殖因子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３２１２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３２１２．３　ＧＩ：２９２４９４
８８１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　２３、２０１２　０
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２：２７　ＰＭ
【０３４２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３２０３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３２０３．１　ＧＩ：４５０７４２
５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　２３、２０１２　０
２：２７　ＰＭ
【０３４３】
　相互参照
Ｃｉｃｃｏｄｉｃｏｌａ，Ａ．，ｅｔ　ａｌ　ＥＭＢＯ　Ｊ．８（７）：１９８７－１９
９１（１９８９），Ａｍ．Ｊ．Ｈｕｍ．Ｇｅｎｅｔ．４９（３）：５５５－５６５（１９
９１））；ＵＳ２００３／２２４４１１（請求項１）；ＷＯ２００３／０８３０４１（実
施例１）；ＷＯ２００３／０３４９８４（請求項１２）；ＷＯ２００２／８８１７０（請
求項２；ページ５２－５３）；ＷＯ２００３／０２４３９２（請求項２；図５８）；ＷＯ
２００２／１６４１３（請求項１；ページ９４－９５、１０５）；ＷＯ２００２／２２８
０８（請求項２；図１）；ＵＳ５８５４３９９（実施例２；Ｃｏｌ　１７－１８）；ＵＳ
５７９２６１６（図２）；ＭＩＭ：１８７３９５。
【０３４４】
　（１４）ＣＤ２１（ＣＲ２（補体レセプター２）またはＣ３ＤＲ（Ｃ３ｄ／エプスタイ
ンバーウイルスレセプター）またはＨｓ．７３７９２）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ２６００４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ２６００４．１　ＧＩ：１８１９３９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０３４５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５７８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５７８６．１　ＧＩ：１８１９４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０３４６】
　相互参照
Ｆｕｊｉｓａｋｕ　ｅｔ　ａｌ（１９８９）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６４（４）：２
１１８－２１２５）；Ｗｅｉｓ　Ｊ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｅｘｐ．Ｍｅｄ．１６７、
１０４７－１０６６、１９８８；Ｍｏｏｒｅ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．
Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８４、９１９４－９１９８、１９８７；Ｂａｒｅｌ　Ｍ
．，ｅｔ　ａｌ　Ｍｏｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３５、１０２５－１０３１、１９９８；Ｗｅ
ｉｓ　Ｊ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８
３、５６３９－５６４３、１９８６；Ｓｉｎｈａ　Ｓ．Ｋ．，ｅｔ　ａｌ（１９９３）Ｊ
．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５０、５３１１－５３２０；ＷＯ２００４／０４５５２０（実施例
４）；ＵＳ２００４／００５５３８（実施例１）；ＷＯ２００３／０６２４０１（請求項
９）；ＷＯ２００４／０４５５２０（実施例４）；ＷＯ９１／０２５３６（図９．１－９
．９）；ＷＯ２００４／０２０５９５（請求項１）；Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：Ｐ２００２３
；Ｑ１３８６６；Ｑ１４２１２；ＥＭＢＬ；Ｍ２６００４；ＡＡＡ３５７８６．１。
【０３４７】
　（１５）ＣＤ７９ｂ（ＣＤ７９Ｂ、ＣＤ７９β、ＩＧｂ（免疫グロブリン－関連β），
Ｂ２９）
ヌクレオチド
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿０００６２６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００６２６．２　ＧＩ：９０１９３５
８９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：５３　ＰＭ
【０３４８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００６１７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００６１７．１　ＧＩ：１１０３８６
７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：５３　ＰＭ
【０３４９】
　相互参照
Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．（２００３）１００（７）：４１
２６－
４１３１，Ｂｌｏｏｄ（２００２）１００（９）：３０６８－３０７６，Ｍｕｌｌｅｒ　
ｅｔ　ａｌ（１９９２）Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．２２（６）：１６２１－１６２５
）；ＷＯ２００４／０１６２２５（請求項２、図１４０）；ＷＯ２００３／０８７７６８
、ＵＳ２００４／１０１８７４（請求項１、ページ１０２）；ＷＯ２００３／０６２４０
１（請求項９）；ＷＯ２００２／７８５２４（実施例２）；ＵＳ２００２／１５０５７３
（請求項３５　５、ページ１５）；ＵＳ５６４４０３３；ＷＯ２００３／０４８２０２（
請求項１、ページ３０６および３０９）；ＷＯ９９／５８６５８、ＵＳ６５３４４８２（
請求項１３、図１７Ａ／Ｂ）；ＷＯ２０００／５５３５１（請求項１１、ページ１１４５
－１１４６）；ＭＩＭ：１４７２４５
【０３５０】
　（１６）ＦｃＲＨ２（ＩＦＧＰ４、ＩＲＴＡ４、ＳＰＡＰ１Ａ（ホスファターゼアンカ
ー型タンパク質５１ａ含有ＳＨ２ドメイン），ＳＰＡＰ１Ｂ、ＳＰＡＰ１Ｃ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿０３０７６４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０３０７６４．３　ＧＩ：２２７４３０
２８０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　３０，２０１２　
１２：３０　ＡＭ
【０３５１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿１１０３９１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿１１０３９１．２　ＧＩ：１９９２３６
２９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　３０，２０１２　
１２：３０　ＡＭ
【０３５２】
　相互参照
ＡＹ３５８１３０）；Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．１３（１０）：２２６５－２２７０（２０
０３），Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎｅｔｉｃｓ　５４（２）：８７－９５（２００２），Ｂｌｏ
ｏｄ　９９（８）：２６６２－２６６９（２００２），Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．
Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９８（１７）：９７７２－９７７７（２００１），Ｘｕ、Ｍ．Ｊ．
，ｅｔ　ａｌ（２００１）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．２
８０（３）：７６８－７７５；ＷＯ２００４／０１６２２５（請求項２）；ＷＯ２００３
／０７７８３６；ＷＯ２００１／３８４９０（請求項５；図１８Ｄ－１－１８Ｄ－２）；
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ＷＯ２００３／０９７８０３（請求項１２）；１０　ＷＯ２００３／０８９６２４（請求
項２５）；：ＭＩＭ：６０６５０９。
【０３５３】
　（１７）ＨＥＲ２（ＥｒｂＢ２）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ１１７３０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ１１７３０．１　ＧＩ：１８３９８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０３５４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ７５４９３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ７５４９３．１　ＧＩ：３０６８４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０３５５】
　相互参照
Ｃｏｕｓｓｅｎｓ　Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８５）２３０（４７３０）
：１１３２－１１３９）；Ｙａｍａｍｏｔｏ　Ｔ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｔｕｒｅ　３１９
，２３０－２３４，１９８６；Ｓｅｍｂａ　Ｋ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａ
ｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８２，６４９７－６５０１，１９８５；Ｓｗｉｅｒｃｚ　
Ｊ．Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．１６５、８６９－　１５　８８０、２
００４；Ｋｕｈｎｓ　Ｊ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７４、３６４
２２－３６４２７、１９９９；Ｃｈｏ　Ｈ．－Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｔｕｒｅ　４２１
、７５６－７６０、２００３；Ｅｈｓａｎｉ Ａ．，ｅｔ　ａｌ（１９９３）Ｇｅｎｏｍ
ｉｃｓ　１５、４２６－４２９；ＷＯ２００４／０４８９３８（実施例２）；ＷＯ２００
４／０２７０４９（図１Ｉ）；ＷＯ２００４／００９６２２；ＷＯ２００３／０８１２１
０；
ＷＯ２００３／０８９９０４（請求項９）；ＷＯ２００３／０１６４７５（請求項１）；
ＵＳ２００３／１１８５９２；ＷＯ２００３／００８５３７（請求項１）；ＷＯ２００３
／０５５４３９（請求項２９；図１Ａ－Ｂ）；ＷＯ２００３／０２５２２８（請求項３７
；図５Ｃ）；２０　ＷＯ２００２／２２６３６（実施例１３；ページ９５－１０７）；Ｗ
Ｏ２００２／１２３４１（請求項６８；図７）；ＷＯ２００２／１３８４７（ページ７１
－７４）；ＷＯ２００２／１４５０３（ページ１１４－１１７）；ＷＯ２００１／５３４
６３（請求項２；ページ４１－４６）；ＷＯ２００１／４１７８７（ページ１５）；ＷＯ
２０００／４４８９９（請求項５２；図７）；ＷＯ２０００／２０５７９（請求項３；図
２）；ＵＳ５８６９４４５（請求項３；Ｃｏｌ　３１－３８）；ＷＯ９６３０５１４（請
求項２；ページ５６－６１）；ＥＰ１４３９３９３（請求項７）；ＷＯ２００４／０４３
３６１（請求項７）；ＷＯ２００４／０２２７０９；ＷＯ２００１／００２４４　２５（
実施例３；図４）；Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：Ｐ０４６２６；ＥＭＢＬ；Ｍ１１７６７；ＡＡ
Ａ３５８０８．１．ＥＭＢＬ；Ｍ１１７６１；ＡＡＡ３５８０８．１
【０３５６】
　抗体
Ａｂｂｏｔｔ：ＵＳ２０１１０１７７０９５
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３（ＣＤＲ－Ｈ１），ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４（ＣＤＲ－
Ｈ２），ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５（ＣＤＲ－Ｈ３），ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０４　およ
び／または　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６（ＣＤＲ－Ｌ１），ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７（ＣＤ
Ｒ－Ｌ２），および　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８（ＣＤＲ－Ｌ３）のアミノ酸配列を有する
ＣＤＲと全体として少なくとも８０％の配列同一性を有するＣＤＲを含む抗体，抗－ＨＥ
Ｒ２抗体または抗－ＨＥＲ２結合フラグメントはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１ＶＨの　および
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ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のＶＬを有する抗体と比較して減少した免疫原性を有する。
【０３５７】
　Ｂｉｏｇｅｎ：ＵＳ２０１００１１９５１１
例えば、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＰＴＡ－１０３５５、ＰＴＡ－
１０３５６、ＰＴＡ－１０３５７、ＰＴＡ　１０３５８
例えば、ＢＩＩＢ７１Ｆ１０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１、１３），ＢＩＩＢ６９Ａ０９
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５、１７）；ＢＩＩＢ６７Ｆ１０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９
、２１）；ＢＩＩＢ６７Ｆ１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２３、２５），ＢＩＩＢ６６Ａ１
２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２７、２９），ＢＩＩＢ６６Ｃ０１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３
１、３３），ＢＩＩＢ６５Ｃ１０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３５、３７），ＢＩＩＢ６５Ｈ
０９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３９、４１）およびＢＩＩＢ６５Ｂ０３（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：４３、４５）からなる群から選択された抗体から６ＣＤＲ’すべてを含む、または同
一であるか、前記ＣＤＲから２個以下の改変を有するＣＤＲを含むＨＥＲ２に結合する精
製された抗体分子。
【０３５８】
　ハーセプチン（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）－ＵＳ６、０５４、２９７；ＡＴＣＣ　ａｃｃｅ
ｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒＣＲＬ－１０４６３（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）
【０３５９】
　ペルツズマブ（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）
ＵＳ２０１１０１１７０９７
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５＆１６、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７＆１８、ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：２３＆２４　ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒＨＢ－１２２１
５、ＨＢ－１２２１６、ＣＲＬ　１０４６３、ＨＢ－１２６９７を参照すること。
ＵＳ２００９０２８５８３７
ＵＳ２００９０２０２５４６
例えば、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＨＢ－１２２１５、ＨＢ－１２
２１６、ＣＲＬ　１０４６３、ＨＢ－１２６９８。
ＵＳ２００６００８８５２３
－例えば、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＨＢ－１２２１５、ＨＢ－１
２２１６
－例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３および４、それぞれに可変軽および可変重アミノ酸配
列を含む抗体
－例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５および２３から選択された軽鎖アミノ酸配列、およ
びＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６および２４から選択された重鎖アミノ酸配列を含む抗体
ＵＳ２００６００１８８９９
－例えば、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：（７Ｃ２）ＨＢ－１２２１５
、（７Ｆ３）ＨＢ－１２２１６、（４Ｄ５）ＣＲＬ－１０４６３、（２Ｃ４）ＨＢ－１２
６９７。
－例えば、ＳＥＱ　ＩＤ ＮＯ：２３にアミノ酸配列を含む抗体、またはその脱アミド化
および／または酸化変異型。
【０３６０】
　ＵＳ２０１１／０１５９０１４
－例えば、ＳＥＱ　ＩＤ ＮＯ：１”の高度可変ドメインを含む軽鎖可変ドメインを有す
る抗体
－例えば、ＳＥＱ　ＩＤ ＮＯ：２の高度可変ドメインを含む重鎖可変ドメインを有する
抗体
【０３６１】
　ＵＳ２００９０１８７００７
【０３６２】
　Ｇｌｙｃｏｔｏｐｅ：ＴｒａｓＧＥＸ抗体　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｙｃｏｔｏｐ
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ｅ．ｃｏｍ／ｐｉｐｅｌｉｎｅ
例えば、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｉｎｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ａｎｄ　Ｃｈａｎｇｈａｉ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｎｔ：ＨＭＴＩ－
Ｆｃ　Ａｂ　－　Ｇａｏ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　ＢＭＢ　Ｒｅｐを参照すること。２００９
　Ｏｃｔ　３１；４２（１０）：６３６－４１。
【０３６３】
　Ｓｙｍｐｈｏｇｅｎ：ＵＳ２０１１０２１７３０５
【０３６４】
　Ｕｎｉｏｎ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　＆Ｇｅｎｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｃｈｉｎａ
　－　Ｌｉｕ　ＨＱ．，ｅｔ　ａｌ　Ｘｉ　Ｂａｏ　Ｙｕ　Ｆｅｎ　Ｚｉ　Ｍｉａｎ　Ｙ
ｉ　Ｘｕｅ　Ｚａ　Ｚｈｉ．２０１０　Ｍａｙ；２６（５）：４５６－８。
【０３６５】
　（１８）ＮＣＡ（ＣＥＡＣＡＭ６）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ１８７２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ１８７２８．１　ＧＩ：１８９０８４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＡＭ
【０３６６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９９０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９９０７．１　ＧＩ：１８９０８５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＡＭ
【０３６７】
　相互参照
Ｂａｒｎｅｔｔ　Ｔ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　３、５９－６６、１９８８；Ｔ
ａｗａｒａｇｉ　Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍ
ｍｕｎ．１５０、８９－９６、１９８８；Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ　Ｒ．Ｌ．，ｅｔ　ａｌ
　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９９：１６８９９－１６９０３
、２００２；ＷＯ２００４／０６３７０９；ＥＰ１４３９３９３（請求項７）；ＷＯ２０
０４／０４４１７８（実施例４）；ＷＯ２００４／０３１２３８；ＷＯ２００３／０４２
６６１（請求項１２）；ＷＯ２００２／７８５２４（実施例２）；ＷＯ２００２／８６４
４３（請求項２７；ページ４２７）；ＷＯ２００２／６０３１７（請求項２）；Ａｃｃｅ
ｓｓｉｏｎ：Ｐ４０１９９；Ｑ１４９２０；ＥＭＢＬ；Ｍ２９５４１；ＡＡＡ５９９１５
．１。
ＥＭＢＬ；Ｍ１８７２８。
【０３６８】
　（１９）ＭＤＰ（ＤＰＥＰ１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＢＣ０１７０２３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＣ０１７０２３．１　ＧＩ：１６８７７５３
８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　６，２０１２　０
１：００　ＰＭ
【０３６９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＨ１７０２３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＨ１７０２３．１　ＧＩ：１６８７７５３
９
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　６，２０１２　０
１：００　ＰＭ
【０３７０】
　相互参照
Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９９（２６）：１６８９９－１６
９０３（２００２））；ＷＯ２００３／０１６４７５（請求項１）；ＷＯ２００２／６４
７９８（請求項３３；ページ８５－８７）；ＪＰ０５００３７９０（図６－８）；ＷＯ９
９／４６２８４（図９）；ＭＩＭ：１７９７８０。
【０３７１】
　（２０）ＩＬ２０Ｒ－α（ＩＬ２０Ｒａ、ＺＣＹＴＯＲ７）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＦ１８４９７１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ１８４９７１．１　ＧＩ：６０１３３２４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
１０：００　ＰＭ
【０３７２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＦ０１３２０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＦ０１３２０．１　ＧＩ：６０１３３２５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
１０：００　ＰＭ
【０３７３】
　相互参照
Ｃｌａｒｋ　Ｈ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．１３，２２６５－２２７０
，２００３；Ｍｕｎｇａｌｌ　Ａ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｔｕｒｅ　４２５，８０５－
８１１，２００３；Ｂｌｕｍｂｅｒｇ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｅｌｌ　１０４，９－１９
，２００１；Ｄｕｍｏｕｔｉｅｒ　Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１６７、３
５４５－３５４９、２００１；Ｐａｒｒｉｓｈ－Ｎｏｖａｋ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂ
ｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７７、４７５１７－４７５２３、２００２；Ｐｌｅｔｎｅｖ　Ｓ．
，ｅｔ　ａｌ（２００３）１０　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４２：１２６１７－１２６
２４；Ｓｈｅｉｋｈ　Ｆ．，ｅｔ　ａｌ（２００４）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１７２、２０
０６－２０１０；ＥＰ１３９４２７４（実施例１１）；ＵＳ２００４／００５３２０（実
施例５）；ＷＯ２００３／０２９２６２（ページ７４－７５）；ＷＯ２００３／００２７
１７（請求項２；ページ６３）；ＷＯ２００２／２２１５３（ページ４５－４７）；ＵＳ
２００２／０４２３６６（ページ２０－２１）；ＷＯ２００１／４６２６１（ページ５７
－５９）；ＷＯ２００１／４６２３２（ページ６３－６５）；ＷＯ９８／３７１９３（請
求項１；ページ５５－５９）；Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：Ｑ９ＵＨＦ４；Ｑ６ＵＷＡ９；Ｑ９
６ＳＨ８；ＥＭＢＬ；ＡＦ１８４９７１；ＡＡＦ０１３２０．１。
【０３７４】
　（２１）Ｂｒｅｖｉｃａｎ（ＢＣＡＮ、ＢＥＨＡＢ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＦ２２９０５３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ２２９０５３．１　ＧＩ：１０７９８９０
２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
１２：５８　ＡＭ
【０３７５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＧ２３１３５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＧ２３１３５．１　ＧＩ：１０７９８９０
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３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
１２：５８　ＡＭ
【０３７６】
　相互参照
Ｇａｒｙ　Ｓ．Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｅ　２５６，１３９－１４７，２０００；Ｃｌ
ａｒｋ　Ｈ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．１３、２２６５－２２７０、２
００３；Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ　Ｒ．Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ
．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９９、１６８９９－１６９０３、２００２；ＵＳ２００３／１８
６３７２（請求項１１）；ＵＳ２００３／１８６３７３（請求項１１）；ＵＳ２００３／
１１９１３１（請求項１；図５２）；ＵＳ２００３／１１９１２２（請求項１；２０　図
５２）；ＵＳ２００３／１１９１２６（請求項１）；ＵＳ２００３／１１９１２１（請求
項１；図５２）；ＵＳ２００３／１１９１２９（請求項１）；ＵＳ２００３／１１９１３
０（請求項１）；ＵＳ２００３／１１９１２８（請求項１；図５２）；ＵＳ２００３／１
１９１２５（請求項１）；ＷＯ２００３／０１６４７５（請求項１）；ＷＯ２００２／０
２６３４（請求項１）
【０３７７】
　（２２）ＥｐｈＢ２Ｒ（ＤＲＴ、ＥＲＫ、Ｈｅｋ５、ＥＰＨＴ３、Ｔｙｒｏ５）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００４４４２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００４４４２．６　ＧＩ：１１１１１８
９７９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　８、２０１２　０４
：４３　ＰＭ
【０３７８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４４３３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４４３３．２　ＧＩ：２１３９６５
０４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　８、２０１２　０４
：４３　ＰＭ
【０３７９】
　相互参照
Ｃｈａｎ、Ｊ．およびＷａｔｔ、Ｖ．Ｍ．，Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　６（６），１０５７－１
０６１（１９９１）Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　１０（５）：８９７－９０５（１９９５），Ａｎ
ｎｕ．Ｒｅｖ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．２１：３０９－３４５（１９９８），Ｉｎｔ．Ｒｅｖ
．Ｃｙｔｏｌ．１９６：１７７－２４４（２０００））；ＷＯ２００３０４２６６１（請
求項１２）；ＷＯ２０００５３２１６（請求項１；ページ４１）；ＷＯ２００４０６５５
７６（請求項１）；ＷＯ２００４０２０５８３（請求項９）；ＷＯ２００３００４５２９
（ページ１２８－１３２）；ＷＯ２０００５３２１６（請求項１；ページ４２）；ＭＩＭ
：６００９９７。
【０３８０】
　（２３）ＡＳＬＧ６５９（Ｂ７ｈ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＸ０９２３２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＸ０９２３２８．１　ＧＩ：１３４４４４７
８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｊａｎ　２６、２０１１　０
７：３７　ＡＭ
【０３８１】
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　相互参照
ＵＳ２００４／０１０１８９９（請求項２）；ＷＯ２００３１０４３９９（請求項１１）
；ＷＯ２００４０００２２１（図３）；ＵＳ２００３／１６５５０４（請求項１）；ＵＳ
２００３／１２４１４０（実施例２）；ＵＳ２００３／０６５１４３（図６０）；ＷＯ２
００２／１０２２３５（請求項１３；ページ２９９）；ＵＳ２００３／０９１５８０（実
施例２）；ＷＯ２００２／１０１８７（請求項６；図１０）；ＷＯ２００１／９４６４１
（請求項１２；図７ｂ）；ＷＯ２００２／０２６２４（請求項１３；図１Ａ－１Ｂ）；Ｕ
Ｓ２００２／０３４７４９（請求項５４；ページ４５－４６）；ＷＯ２００２／０６３１
７（実施例２；ページ３２０－３２１、請求項３４；ページ３２１－３２２）；ＷＯ２０
０２／７１９２８（ページ４６８－４６９）；ＷＯ２００２／０２５８７（実施例１；図
１）；ＷＯ２００１／４０２６９（実施例３；ページ１９０－１９２）；ＷＯ２０００／
３６１０７（実施例２；ページ２０５－２０７）；ＷＯ２００４／０５３０７９（請求項
１２）；ＷＯ２００３／００４９８９（請求項１）；ＷＯ２００２／７１９２８（ページ
２３３－２３４、４５２－４５３）；ＷＯ０１／１６３１８。
【０３８２】
　（２４）ＰＳＣＡ（前立腺幹細胞抗原前駆体）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＪ２９７４３６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＪ２９７４３６．１　ＧＩ：９３６７２１１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｆｅｂ　１、２０１１　１１
：２５　ＡＭ
【０３８３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＢ９７３４７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＢ９７３４７．１　ＧＩ：９３６７２１２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｆｅｂ　１、２０１１　１１
：２５　ＡＭ
【０３８４】
　相互参照
Ｒｅｉｔｅｒ　Ｒ．Ｅ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ
．Ａ．９５、１７３５－１７４０、１９９８；Ｇｕ　Ｚ．，ｅｔ　ａｌ　Ｏｎｃｏｇｅｎ
ｅ　１９、１２８８－１２９６、２０００；Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．
Ｃｏｍｍｕｎ．（２０００）２７５（３）：７８３－７８８；ＷＯ２００４／０２２７０
９；ＥＰ１３９４２７４（実施例１１）；ＵＳ２００４／０１８５５３（請求項１７）；
ＷＯ２００３／００８５３７（請求項１）；ＷＯ２００２／８１６４６（請求項１；ペー
ジ１６４）；ＷＯ２００３／００３９０６（請求項１０；ページ２８８）；ＷＯ２００１
／４０３０９（実施例１；図１７）；ＵＳ２００１／０５５７５１（実施例１；図１ｂ）
；ＷＯ２０００／３２７５２（請求項１８；図１）；ＷＯ９８／５１８０５（請求項１７
；ページ９７）；ＷＯ９８／５１８２４（請求項１０；ページ９４）；ＷＯ９８／４０４
０３（請求項２；図１Ｂ）；Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：Ｏ４３６５３；ＥＭＢＬ；ＡＦ０４３
４９８；ＡＡＣ３９６０７．１
【０３８５】
　（２５）ＧＥＤＡ
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＹ２６０７６３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＹ２６０７６３．１　ＧＩ：３０１０２４４
８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
２：２４　ＡＭ
【０３８６】
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　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＰ１４９５４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＰ１４９５４．１　ＧＩ：３０１０２４４
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
２：２４　ＡＭ
【０３８７】
　相互参照
ＡＰ１４９５４　脂肪腫ＨＭＧＩＣ融合－パートナー様タンパク質／ｐｉｄ＝ＡＡＰ１４
９５４．１－ホモサピエンス（ヒト）；ＷＯ２００３／０５４１５２（請求項２０）；Ｗ
Ｏ２００３／０００８４２（請求項１）；ＷＯ２００３／０２３０１３（実施例３、請求
項２０）；ＵＳ２００３／１９４７０４（請求項４５）；ＧＩ：３０１０２４４９；
【０３８８】
（２６）ＢＡＦＦ－Ｒ（Ｂ細胞－活性化因子レセプター、ＢＬｙＳレセプター３、ＢＲ３
）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＦ１１６４５６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ１１６４５６．１　ＧＩ：４５８５２７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０９：４４　ＰＭ
【０３８９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＤ２５３５６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＤ２５３５６．１　ＧＩ：４５８５２７５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０９：４４　ＰＭ
【０３９０】
　相互参照
ＢＡＦＦレセプター／ｐｉｄ＝ＮＰ＿４４３１７７．１－ホモサピエンス：Ｔｈｏｍｐｓ
ｏｎ、Ｊ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９３（５５３７），２１０８－２１１
１（２００１）；ＷＯ２００４／０５８３０９；ＷＯ２００４／０１１６１１；ＷＯ２０
０３／０４５４２２（実施例；ページ３２－３３）；ＷＯ２００３／０１４２９４（請求
項３５；図６Ｂ）；ＷＯ２００３／０３５８４６（請求項７０；ページ６１５－６１６）
；ＷＯ２００２／９４８５２（Ｃｏｌ　１３６－１３７）；ＷＯ２００２／３８７６６　
２５（請求項３；ページ１３３）；ＷＯ２００２／２４９０９（実施例３；図３）；ＭＩ
Ｍ：６０６２６９；ＮＰ＿４４３１７７．１；ＮＭ＿０５２９４５＿１；ＡＦ１３２６０
０
【０３９１】
　（２７）ＣＤ２２（Ｂ－細胞レセプターＣＤ２２－Ｂアイソフォーム、ＢＬ－ＣＡＭ、
Ｌｙｂ－８、Ｌｙｂ８、ＳＩＧＬＥＣ－２、ＦＬＪ２２８１４）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＫ０２６４６７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＫ０２６４６７．１　ＧＩ：１０４３９３３
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　１１、２００６　１
１：２４　ＰＭ
【０３９２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＢ１５４８９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＢ１５４８９．１　ＧＩ：１０４３９３３
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８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　１１、２００６　１
１：２４　ＰＭ
【０３９３】
　相互参照
Ｗｉｌｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ（１９９１）Ｊ．Ｅｘｐ．Ｍｅｄ．１７３：１３７－１４６；
３０　ＷＯ２００３／０７２０３６（請求項１；図１）；ＩＭ：１０７２６６；ＮＰ＿０
０１７６２．１；ＮＭ＿００１７７１＿１。
【０３９４】
　（２７ａ）ＣＤ２２（ＣＤ２２分子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｘ５２７８５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ５２７８５．１　ＧＩ：２９７７８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｆｅｂ　２、２０１１　１０
：０９　ＡＭ
【０３９５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ３６９８８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ３６９８８．１　ＧＩ：２９７７９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｆｅｂ　２、２０１１　１０
：０９　ＡＭ
【０３９６】
　相互参照
Ｓｔａｍｅｎｋｏｖｉｃ　Ｉ．ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　３４５（６２７０），７４
－７７（１９９０）
【０３９７】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ２２
他の別名：ＳＩＧＬＥＣ－２、ＳＩＧＬＥＣ２
他の名称：Ｂ－細胞レセプターＣＤ２２；Ｂ－リンパ球細胞接着分子；ＢＬ－ＣＡＭ；Ｃ
Ｄ２２抗原；Ｔ－細胞表面抗原Ｌｅｕ－１４；シアリン酸結合Ｉｇ様レクチン２；シアリ
ン酸－結合Ｉｇ様レクチン２
【０３９８】
　抗体
Ｇ５／４４（Ｉｎｏｔｕｚｕｍａｂ）：ＤｉＪｏｓｅｐｈ　ＪＦ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎ
ｃｅｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒ．２００５　Ｊａｎ；５４（１）：１１
－２４。
【０３９９】
　Ｅｐｒａｔｕｚｕｍａｂ－　Ｇｏｌｄｅｎｂｅｒｇ　ＤＭ．，ｅｔ　ａｌ　Ｅｘｐｅｒ
ｔ　Ｒｅｖ　Ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒ．６（１０）：１３４１－５３、２００６
。
【０４００】
　（２８）ＣＤ７９ａ（ＣＤ７９Ａ，ＣＤ７９α），免疫グロブリン関連α，Ｉｇβと共
有結合的に相互作用し、Ｉｇ　Ｍ３５分子と細胞表面上で複合体を形成し、Ｂ細胞分化に
関与するシグナルを伝達するＢ細胞特異的タンパク質（ＣＤ７９Ｂ）），ｐＩ：４．８４
，ＭＷ：２５０２８　ＴＭ：２　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：１９ｑ１３
．２）。
　ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００１７８３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１７８３．３　ＧＩ：９０１９３５
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８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０４０１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７７４．１　ＧＩ：４５０２６８
５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０４０２】
　相互参照
ＷＯ２００３／０８８８０８、ＵＳ２００３／０２２８３１９；ＷＯ２００３／０６２４
０１（請求項９）；ＵＳ２００２／１５０５７３（請求項４、ページ１３－１４）；ＷＯ
９９／５８６５８（請求項１３、図１６）；ＷＯ９２／０７５７４（図１）；ＵＳ５６４
４０３３；Ｈａ　ｅｔ　ａｌ（１９９２）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４８（５）：１５２６
－１５３１；Ｍuｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ（１９９２）Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．．２
２：１６２１－１６２５；Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ　ｅｔ　ａｌ（１９９４）Ｉｍｍｕｎｏｇ
ｅｎｅｔｉｃｓ　４０（４）：２８７－２９５；Ｐｒｅｕｄ’ｈｏｍｍｅ　ｅｔ　ａｌ（
１９９２）Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．５　Ｉｍｍｕｎｏｌ．９０（１）：１４１－１４６；Ｙｕ
　ｅｔ　ａｌ（１９９２）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４８（２）６３３－６３７；Ｓａｋａ
ｇｕｃｈｉ　ｅｔ　ａｌ（１９８８）ＥＭＢＯ　Ｊ．７（１１）：３４５７－３４６４
【０４０３】
　（２９）ＣＸＣＲ５（バーキットリンパ腫レセプター１，ＣＸＣＬ１３ケモカインによ
って活性化され、リンパ球移動および体液性防御において機能し、ＨＩＶ－２感染、おそ
らく、ＡＩＤＳ、リンパ腫、骨髄腫、および白血病の発生において１０の役割を果たすＧ
タンパク質共役レセプター）；３７２　ａａ，ｐＩ：８．５４　ＭＷ：４１９５９　ＴＭ
：７　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：１１ｑ２３．３，
【０４０４】
　ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００１７１６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１７１６．４　ＧＩ：３４２３０７
０９２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　３０、２０１２　０
１：４９　ＰＭ
【０４０５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７０７．１　ＧＩ：４５０２４１
５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：Ｓｅｐ　３０、２０１２　０
１：４９　ＰＭ
【０４０６】
　相互参照
ＷＯ２００４／０４００００；ＷＯ２００４／０１５４２６；ＵＳ２００３／１０５２９
２（実施例２）；ＵＳ６５５５３３９（実施例２）；ＷＯ２００２／６１０８７（図１）
；ＷＯ２００１／５７１８８（請求項２０、ページ２６９）；ＷＯ２００１／７２８３０
（ページ１２－１３）；ＷＯ２０００／２２１２９（実施例１、ページ１５２－１５３、
１５　実施例２、ページ２５４－２５６）；ＷＯ９９／２８４６８（請求項１、ページ３
８）；ＵＳ５４４００２１（実施例２、ｃｏｌ　４９－５２）；ＷＯ９４／２８９３１（
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ページ５６－５８）；ＷＯ９２／１７４９７（請求項７、図５）；Ｄｏｂｎｅｒ　ｅｔ　
ａｌ（１９９２）Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．２２：２７９５－２７９９；Ｂａｒｅｌ
ｌａ　ｅｔ　ａｌ（１９９５）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．３０９：７７３－７７９
【０４０７】
　（３０）ＨＬＡ－ＤＯＢ（ペプチドに結合しかつＣＤ４＋　Ｔリンパ球にこのペプチド
を提示するＭＨＣクラスＩＩ分子のβサブユニット（Ｉａ抗原）
；２７３　ａａ，ｐＩ：６．５６，ＭＷ：３０８２０．ＴＭ：１　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ
Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：６ｐ２１．３）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００２１２０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００２１２０．３　ＧＩ：１１８４０２
５８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　８、２０１２　０
４：４６　ＰＭ
【０４０８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２１１１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２１１１．１　ＧＩ：４５０４４０
３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　８、２０１２　０
４：４６　ＰＭ
【０４０９】
　相互参照
Ｔｏｎｎｅｌｌｅ　ｅｔ　ａｌ（１９８５）ＥＭＢＯ　Ｊ．４（１１）：２８３９－２８
４７；Ｊｏｎｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ（１９８９）Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎｅｔｉｃｓ　２９（
６）：４１１－４１３；Ｂｅｃｋ　ｅｔ　ａｌ（１９９２）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２２
８：４３３－４４１；Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９９：１６８９９－１６９０３；Ｓｅｒｖｅｎｉｕｓ 
ｅｔ　ａｌ（１９８７）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６２：８７５９－８７６６；Ｂｅｃ
ｋ　ｅｔ　ａｌ（１９９６）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２５　２５５：１－１３；Ｎａｒｕ
ｓｅ　ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｎｔｉｇｅｎｓ　５９：５１２－５１９
；ＷＯ９９／５８６５８（ｃｌａｉｍ　１３，Ｆｉｇ　１５）；ＵＳ６１５３４０８（Ｃ
ｏｌ　３５－３８）；ＵＳ５９７６５５１（ｃｏｌ　１６８－１７０）；ＵＳ６０１１１
４６（ｃｏｌ　１４５－１４６）；Ｋａｓａｈａｒａ　ｅｔ　ａｌ（１９８９）Ｉｍｍｕ
ｎｏｇｅｎｅｔｉｃｓ　３０（１）：６６－６８；Ｌａｒｈａｍｍａｒ　ｅｔ　ａｌ（１
９８５）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６０（２６）：１４１１１－１４１１９
【０４１０】
　（３１）Ｐ２Ｘ５（プリン作動性レセプターＰ２Ｘリガンドゲート制御イオンチャネル
５，細胞外ＡＴＰによってゲート制御されたイオンチャネルは、シナプス伝達および神経
発生に関与し得る。欠損は、特発性排尿筋不安定の病態生理に寄与し得る）；４２２　ａ
ａ），ｐＩ：７．６３，
　ＭＷ：４７２０６　ＴＭ：１　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：１７ｐ１３
．３）。
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００２５６１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００２５６１．３　ＧＩ：３２５１９７
２０２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：４１　ＡＭ
【０４１１】
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　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２５５２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２５５２．２　ＧＩ：２８４１６９
３３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：４１　ＡＭ
【０４１２】
　相互参照
Ｌｅ　ｅｔ　ａｌ（１９９７）ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．４１８（１－２）：１９５－１９９
；ＷＯ２００４／０４７７４９；ＷＯ２００３／０７２０３５（請求項１０）；Ｔｏｕｃ
ｈｍａｎ　ｅｔ　ａｌ（２０００）Ｇｅｎｏｍｅ　Ｒｅｓ．１０：１６５－１７３；ＷＯ
２００２／２２６６０（請求項２０）；ＷＯ２００３／０９３４４４（請求項１）；ＷＯ
２００３／０８７７６８（請求項１）；ＷＯ２００３／０２９２７７（ページ８２）
【０４１３】
　（３２）ＣＤ７２（Ｂ－細胞分化抗原ＣＤ７２、Ｌｙｂ－２）；３５９　ａａ、ｐＩ：
８．６６、ＭＷ：４０２２５、ＴＭ：１５　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：
９ｐ１３．３）。
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００１７８２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１７８２．２　ＧＩ：１９４０１８
４４４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：４３　ＰＭ
【０４１４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７７３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７７３．１　ＧＩ：４５０２６８
３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０１：４３　ＰＭ
【０４１５】
　相互参照
ＷＯ２００４０４２３４６（請求項６５）；ＷＯ２００３／０２６４９３（ページ５１－
５２、５７－５８）；ＷＯ２０００／７５６５５（ページ１０５－１０６）；Ｖｏｎ　Ｈ
ｏｅｇｅｎ　ｅｔ　ａｌ（１９９０）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４４（１２）：４８７０－
４８７７；Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ　９９：１６８９９－１６９０３。
【０４１６】
　（３３）ＬＹ６４（リンパ球抗原６４（ＲＰ１０５），Ｂ細胞活性化およびアポトーシ
スを調節するロイシンリッチ反復（ＬＲＲ）ファミリーのＩ型膜タンパク質，機能の喪失
は、全身性エリテマトーデスを有する患者において増大した疾患活性と関連する）；６６
１　ａａ，ｐＩ：
　６．２０，ＭＷ：７４１４７　ＴＭ：１　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：
５ｑ１２）。
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００５５８２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００５５８２．２　ＧＩ：１６７５５５
１２６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２、２０１２　０
１：５０　ＰＭ
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【０４１７】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５５７３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５５７３．２　ＧＩ：１６７５５５
１２７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２、２０１２　０
１：５０　ＰＭ
【０４１８】
　相互参照
ＵＳ２００２／１９３５６７；ＷＯ９７／０７１９８（請求項１１、ページ３９－４２）
；Ｍｉｕｒａ　ｅｔ　ａｌ（１９９６）１５　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　３８（３）：２９９－
３０４；Ｍｉｕｒａ　ｅｔ　ａｌ（１９９８）Ｂｌｏｏｄ　９２：２８１５－２８２２；
ＷＯ２００３／０８３０４７；ＷＯ９７／４４４５２（請求項８、ページ５７－６１）；
ＷＯ２０００／１２１３０（ページ２４－２６）。
【０４１９】
　（３４）ＦｃＲＨ１（Ｆｃレセプター様タンパク質１，Ｃ２型Ｉｇ様ドメインおよびＩ
ＴＡＭドメインを含む免疫グロブリンＦｃドメインの推定レセプターは、Ｂリンパ球分化
において役割を有し得る）；４２９　ａａ，ｐＩ：５．２８，ＭＷ：４６９２５　ＴＭ：
１　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ：１ｑ２１－１ｑ２２）
　ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿０５２９３８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０５２９３８．４　ＧＩ：２２６９５８
５４３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２、２０１２　０
１：４３　ＰＭ
【０４２０】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿４４３１７０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿４４３１７０．１　ＧＩ：１６４１８４
１９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２、２０１２　０
１：４３　ＰＭ
【０４２１】
　相互参照
ＷＯ２００３／０７７８３６；ＷＯ２００１／３８４９０（請求項６、図１８Ｅ－１－１
８－Ｅ－２）；Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ（２００１）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓ
ｃｉ　ＵＳＡ　９８（１７）：９７７２－９７７７；ＷＯ２００３／０８９６２４（請求
項８）；ＥＰ１３４７０４６（請求項１）；ＷＯ２００３／０８９６２４（請求項７）。
【０４２２】
　（３５）ＩＲＴＡ２（免疫グロブリンスーパーファミリーレセプタートランスロケーシ
ョン関連２，Ｂ細胞発生およびリンパ腫発生において考えられる役割を有する推定イムノ
レセプター；トランスロケーションによる遺伝子の制御解除は、いくつかのＢ細胞悪性疾
患において生じる）；９７７　ａａ，ｐＩ：
　６．８８，ＭＷ：１０６４６８，ＴＭ：１　［Ｐ］　Ｇｅｎｅ　Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ
：１ｑ２１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＦ３４３６６２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ３４３６６２．１　ＧＩ：１３５９１７０
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
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１：１６　ＡＭ
【０４２３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＫ３１３２５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＫ３１３２５．１　ＧＩ：１３５９１７１
０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
１：１６　ＡＭ
【０４２４】
　相互参照
ＡＦ３４３６６３、ＡＦ３４３６６４、ＡＦ３４３６６５、ＡＦ３６９７９４、ＡＦ３９
７４５３、ＡＫ０９０４２３、ＡＫ０９０４７５、ＡＬ８３４１８７、ＡＹ３５８０８５
；マウス：ＡＫ０８９７５６、ＡＹ１５８０９０、ＡＹ５０６５５８；ＮＰ＿１１２５７
１．１；ＷＯ２００３／０２４３９２（請求項２、図９７）；Ｎａｋａｙａｍａ　ｅｔ　
ａｌ（２０００）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．２７７（１
）：１２４－１２７；ＷＯ２００３／０７７８３６；ＷＯ２００１／３８４９０（請求項
３、図１８Ｂ－１－１８Ｂ－２）。
【０４２５】
　（３６）ＴＥＮＢ２（ＴＭＥＦＦ２，ｔｏｍｏｒｅｇｕｌｉｎ，ＴＰＥＦ，ＨＰＰ１，
ＴＲ，推定膜貫通プロテオグリカン，増殖因子およびフォリスタチンのＥＧＦ／ヘレグリ
ンファミリーに関連）
；３７４　ａａ）
　ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＡＦ１７９２７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ１７９２７４．２　ＧＩ：１２２８０９３
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
１：０５　ＡＭ
【０４２６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＤ５５７７６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＤ５５７７６．２　ＧＩ：１２２８０９４
０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１１，２０１０　
１：０５　ＡＭ
【０４２７】
　相互参照
ＮＣＢＩ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ：ＡＡＤ５５７７６、ＡＡＦ９１３９７、ＡＡＧ４９４５
１、ＮＣＢＩ　ＲｅｆＳｅｑ：ＮＰ＿０５７２７６；ＮＣＢＩ遺伝子：２３６７１；ＯＭ
ＩＭ：６０５７３４；ＳｗｉｓｓＰｒｏｔ　Ｑ９ＵＩＫ５；ＡＹ３５８９０７、ＣＡＦ８
５７２３、ＣＱ７８２４３６；ＷＯ２００４／０７４３２０；ＪＰ２００４１１３１５１
；ＷＯ２００３／０４２６６１；ＷＯ２００３／００９８１４；ＥＰ１２９５９４４（ペ
ージ６９－７０）；ＷＯ２００２／３０２６８（ページ３２９）；ＷＯ２００１／９０３
０４；ＵＳ２００４／２４９１３０；ＵＳ２００４／０２２７２７；ＷＯ２００４／０６
３３５５；ＵＳ２００４／１９７３２５；ＵＳ２００３／２３２３５０；５　ＵＳ２００
４／００５５６３；ＵＳ２００３／１２４５７９；Ｈｏｒｉｅ　ｅｔ　ａｌ（２０００）
Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　６７：１４６－１５２；Ｕｃｈｉｄａ　ｅｔ　ａｌ（１９９９）Ｂｉ
ｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．２６６：５９３－６０２；Ｌｉａ
ｎｇ　ｅｔ　ａｌ（２０００）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．６０：４９０７－１２；Ｇｌｙｎ
ｎｅ－Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ（２００１）Ｉｎｔ　Ｊ　Ｃａｎｃｅｒ．Ｏｃｔ　１５；
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９４（２）：１７８－８４。
【０４２８】
　（３７）ＰＳＭＡ－ＦＯＬＨ１（葉酸ヒドラーゼ（前立腺－特定の膜抗原）１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ９９４８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ９９４８７．１　ＧＩ：１９０６６３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＰＭ
【０４２９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６０２０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６０２０９．１　ＧＩ：１９０６６４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＰＭ
【０４３０】
　相互参照
Ｉｓｒａｅｌｉ　Ｒ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．５３（２），２２７－
２３０（１９９３）
【０４３１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＦＯＬＨ１
他の別名：ＧＩＧ２７、ＦＧＣＰ、ＦＯＬＨ、ＧＣＰ２、ＧＣＰＩＩ、ＮＡＡＬＡＤ１、
ＮＡＡＬＡｄａｓｅ、ＰＳＭ、ＰＳＭＡ、ｍＧＣＰ
他の名称：Ｎ－アセチル化α結合酸性ジペプチターゼ１；Ｎ－アセチル化－α結合酸性ジ
ペプチターゼＩ；ＮＡＡＬＡＤａｓｅＩ；細胞成長－抑制遺伝子２７タンパク質；ホリル
ポリ－γ－グルタマートカルボキシペプチダーゼ；グルタマートカルボキシラーゼＩＩ；
グルタマートカルボキシペプチダーゼ２；グルタマートカルボキシペプチダーゼＩＩ；膜
グルタマートカルボキシペプチダーゼ；前立腺特定の膜抗原変異型Ｆ；プテロイルポリ－
γ－グルタマートカルボキシペプチダーゼ
【０４３２】
　抗体
ＵＳ７、６６６、４２５：
以下のＡＴＣＣ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ：ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ－
１２１０１、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ－１２１０９、ＡＴＣＣ　ａｃ
ｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ－１２１２７およびＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．
ＨＢ－１２１２６を有するハイブリドーマにより生成された抗体
【０４３３】
　Ｐｒｏｓｃａｎ：８Ｈ１２、３Ｅ１１、１７Ｇ１、２９Ｂ４、３０Ｃ１および２０Ｆ２
からなる群から選択されたモノクローナル抗体（ＵＳ７、８１１、５６４；Ｍｏｆｆｅｔ
ｔ　Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　ハイブリドーマ（Ｌａｒｃｈｍｔ）．２００７　Ｄｅｃ；２６（
６）：３６３－７２）。
Ｃｙｔｏｇｅｎ：モノクローナル抗体７Ｅ１１－Ｃ５（ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　
Ｎｏ．ＨＢ　１０４９４）および９Ｈ１０－Ａ４（ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ
．ＨＢ１１４３０）－　ＵＳ５、７６３、２０２
【０４３４】
　ＧｌｙｃｏＭｉｍｅｔｉｃｓ：ＮＵＨ２－ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ
　９７６２（ＵＳ７、１３５、３０１）
【０４３５】
　ヒトゲノム科学：ＨＰＲＡＪ７０－ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．９７１３１
（ＵＳ６、８２４、９９３）；Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌ
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ｅｃｔｉｏｎ（「ＡＴＣＣ」）Ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｎｏ．９７１３１として寄託されたｃＤ
ＮＡ　ｃｌｏｎｅ（ＨＰＲＡＪ７０）によりコード化されたアミノ酸配列
【０４３６】
　Ｍｅｄａｒｅｘ：フコシル残基がない抗－ＰＳＭＡ抗体－ＵＳ７、８７５、２７８
【０４３７】
　マウス抗－ＰＳＭＡ抗体としては、３Ｆ５．４Ｇ６、３Ｄ７．１．１、４Ｅ１０－１．
１４、３Ｅ１１、４Ｄ８、３Ｅ６、３Ｃ９、２Ｃ７、１Ｇ３、３Ｃ４、３Ｃ６、４Ｄ４、
１Ｇ９、５Ｃ８Ｂ９、３Ｇ６、４Ｃ８Ｂ９、およびモノクローナル抗体が挙げられる。ハ
イブリドーマ分泌３Ｆ５．４Ｇ６、３Ｄ７．１．１、４Ｅ１０－１．１４、３Ｅ１１、４
Ｄ８、３Ｅ６、３Ｃ９、２Ｃ７、１Ｇ３、３Ｃ４、３Ｃ６、４Ｄ４、１Ｇ９、５Ｃ８Ｂ９
、３Ｇ６または４Ｃ８Ｂ９が公的に寄託され、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．６、１５９、５０
８に記載されている。適切なハイブリドーマが公的に寄託され、Ｕ．Ｓ．Ｐａｔ．Ｎｏ．
６、１０７、０９０に記載されている。さらに、Ｊ５９１のヒト化型を含むヒト化抗－Ｐ
ＳＭＡ抗体が、ＰＣＴ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＷＯ０２／０９８８９７にさらに詳細
が記載されている。
【０４３８】
　他のマウス抗－ヒトＰＳＭＡ抗体が、ｍＡｂ　１０７－１Ａ４（Ｗａｎｇ，Ｓ．ｅｔ　
ａｌ．（２００１）Ｉｎｔ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ　９２：８７１－８７６）ａｎｄ　ｍＡｂ
　２Ｃ９（Ｋａｔｏ，Ｋ．ｅｔ　ａｌ．（２００３）Ｉｎｔ．Ｊ．Ｕｒｏｌ．１０：４３
９－４４４）などの当技術分野に記載されている。
【０４３９】
　ヒト抗－ＰＳＭＡモノクローナル抗体の例としては、ＰＣＴ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　ＷＯ０１／０９１９２およびＷＯ０３／０６４６０６および２００５年２月１８日に
出願された、Ｕ．Ｓ．Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒ．Ｎｏ
．６０／６５４、１２５、表題「Ｈｕｍａｎ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉ
ｅｓ　ｔｏ　Ｐｒｏｓｔａｔｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ａｎｔｉｇｅｎ
（ＰＳＭＡ）」、に最初に記載されたとおり、分離され、構造的に特徴づけられた、４Ａ
３、７Ｆ１２、８Ｃ１２、８Ａ１１、１６Ｆ９、２Ａ１０、２Ｃ６、２Ｆ５および１Ｃ３
抗体が挙げられる。４Ａ３、７Ｆ１２、８Ｃ１２、８Ａ１１、１６Ｆ９、２Ａ１０、２Ｃ
６、２Ｆ５および１Ｃ３のＶ．ｓｕｂ．Ｈアミノ酸配列が、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－
９、それぞれに示されている。４Ａ３、７Ｆ１２、８Ｃ１２、８Ａ１１、１６Ｆ９、２Ａ
１０、２Ｃ６、２Ｆ５および１Ｃ３のＶ．ｓｕｂ．Ｌアミノ酸配列が、ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏｓ：１０－１８、それぞれに示されている。
【０４４０】
　他のヒト抗－ＰＳＭＡ抗体としては、ＰＣＴ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＷＯ０３／０
３４９０３およびＵＳ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．２００４／００３３２２９に公
開された抗体が挙げられる。
【０４４１】
　ＮＷ　Ｂｉｏ治療：ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＨＢ１２０６０、
を有する３Ｆ５．４Ｇ６、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＨＢ１２３０
９を有する３Ｄ７－１．Ｉ．、ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ：ＨＢ１２
３１０、３Ｅ１１（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８８），４Ｄ８（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８７）
，３Ｅ６（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８６），３Ｃ９（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８４），２Ｃ７
（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４９０），１Ｇ３（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８９），３Ｃ４（ＡＴＣ
Ｃ　ＨＢ１２４９４），３Ｃ６（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４９１），４Ｄ４（ＡＴＣＣ　ＨＢ
１２４９３），１Ｇ９（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４９５），５Ｃ８Ｂ９（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２
４９２）および３Ｇ６（ＡＴＣＣ　ＨＢ１２４８５）を有する４Ｅ１０－１．１４からな
る群から選択されたハイブリドーマ細胞株－ＵＳ６、１５０、５０８を参照すること。
【０４４２】
　ＰＳＭＡ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ　／　Ｐｒｏｇｅｎｉｃｓ　／　
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Ｃｙｔｏｇｅｎ－Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ：、ＡＴＣＣ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ
　Ｎｏ．ＰＴＡ－３２５８で寄託されたハイブリドーマにより生成されたｍＡｂ　３．９
またはＡＴＣＣ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＰＴＡ－３３４７で寄託されたハイブリド
ーマにより生成されたｍＡｂ　１０．３－ＵＳ７、８５０、９７１
【０４４３】
　ＰＳＭＡ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ－ＰＳＭＡ抗体の組成物（ＵＳ２
００８０２８６２８４、表１）
この出願は２００３年３月２１日に出願されたＵ．Ｓ．ｐａｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｓｅｒ．Ｎｏ．１０／３９５、８９４の分割出願である。（ＵＳ７、８５０、９
７１）
【０４４４】
　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　Ｆｒｅｉｂｕｒｇ，Ｇｅｒｍａｎｙ－ｍＡ
ｂｓ　３／Ａ１２，３／Ｅ７，ａｎｄ　３／Ｆ１１（Ｗｏｌｆ　Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒ
ｏｓｔａｔｅ．２０１０　Ａｐｒ　１；７０（５）：５６２－９）。
【０４４５】
　（３８）ＳＳＴ（ソマトスタチンレセプター；５つのサブタイプがあることに留意）
（３８．１）ＳＳＴＲ２（ソマトスタチンレセプター２）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿００１０５０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１０５０．２　ＧＩ：４４８９００
５４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　１９、２０１２　
０１：３７　ＰＭ
【０４４６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１０４１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１０４１．１　ＧＩ：４５５７８５
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　１９、２０１２　
０１：３７　ＰＭ
【０４４７】
　相互参照
Ｙａｍａｄａ　Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ
．８９（１），２５１－２５５（１９９２）；Ｓｕｓｉｎｉ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ａｎｎ
　Ｏｎｃｏｌ．２００６　Ｄｅｃ；１７（１２）：１７３３－４２
【０４４８】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＳＳＴＲ２
他の名称：ＳＲＩＦ－１；ＳＳ２Ｒ；ソマトスタチンレセプター２型
【０４４９】
　（３８．２）ＳＳＴＲ５（ソマトスタチンレセプター５）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｄ１６８２７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｄ１６８２７．１　ＧＩ：４８７６８３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　１、２００６　１
２：４５　ＰＭ
【０４５０】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＡ０４１０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＡＡ０４１０７．１　ＧＩ：４８７６８４
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｕｇ　１、２００６　１
２：４５　ＰＭ
【０４５１】
　相互参照
Ｙａｍａｄａ、Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍ
ｕｎ．１９５（２），８４４－８５２（１９９３）
【０４５２】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＳＳＴＲ５
他の別名：ＳＳ－５－Ｒ
他の名称：ソマトスタチンレセプターサブタイプ５；ソマトスタチンレセプター型５
【０４５３】
（３８．３）ＳＳＴＲ１
（３８．４）ＳＳＴＲ３
（３８．５）ＳＳＴＲ４
【０４５４】
　ＡｖＢ６－ともにサブユニット（３９＋４０）
（３９）ＩＴＧＡＶ（インテグリン、αＶ；
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ１４６４８　Ｊ０２８２６　Ｍ１８３６
５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ１４６４８．１　ＧＩ：３４０３０６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５６　ＡＭ
【０４５５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３６８０８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３６８０８．１　ＧＩ：３４０３０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５６　ＡＭ
【０４５６】
　相互参照
Ｓｕｚｕｋｉ　Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ
．８３（２２），８６１４－８６１８（１９８６）
【０４５７】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＩＴＧＡＶ
他の別名：ＣＤ５１、ＭＳＫ８、ＶＮＲＡ、ＶＴＮＲ
他の名称：モノクローナル抗体Ｌ２３０；インテグリンα－Ｖ；インテグリンαＶβ３；
インテグリン、αＶ（ビトロネクチンレセプター、αポリペプチド、抗原ＣＤ５１）；ビ
トロネクチンレセプターサブユニットαにより同定された抗原
【０４５８】
　（４０）ＩＴＧＢ６（インテグリン、β６）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　ＮＭ＿０００８８８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００８８８．３　ＧＩ：９９６６７７
１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：４６　ＡＭ
【０４５９】
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　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００８７９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００８７９．２　ＧＩ：９６２５００
２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２７，２０１２　
１２：４６　ＡＭ
【０４６０】
　相互参照
Ｓｈｅｐｐａｒｄ　Ｄ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６５（２０），１１
５０２－１１５０７（１９９０）
【０４６１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＩＴＧＢ６
他の名称：インテグリンβ－６
【０４６２】
　抗体
Ｂｉｏｇｅｎ：ＵＳ７、９４３、７４２－ハイブリドーマクローン６．３Ｇ９および６．
８Ｇ６がそれぞれＡＴＣＣ、ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒＡＴＣＣ　ＰＴＡ－３６
４９および－３６４５、で寄託された。
【０４６３】
　Ｂｉｏｇｅｎ：ＵＳ７、４６５、４４９－いくつかの実施形態において、抗体は、ハイ
ブリドーマ６．１Ａ８、６．３Ｇ９、６．８Ｇ６、６．２Ｂ１、６．２Ｂ１０、６．２Ａ
１、６．２Ｅ５、７．１Ｇ１０、７．７Ｇ５、または７．１Ｃ５により生成された抗体と
して同じ重および軽鎖ポリペプチド配列を含む。
【０４６４】
　Ｃｅｎｔｏｃｏｒ（Ｊ＆Ｊ）：ＵＳ７、５５０、１４２；ＵＳ７、１６３、６８１
例えば、ＵＳ７、５５０、１４２において、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７およびＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：８に示されたアミノ酸配列を含むヒト重鎖およびヒト軽鎖可変ドメインを有する
抗体
【０４６５】
　Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ：１５Ｈ３（Ｒｙａｎ　ＭＣ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａ
ｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　Ａｐｒｉｌ　１５，２０１２；７２（８　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）：
４６３０）
【０４６６】
　（４１）ＣＥＡＣＡＭ５（癌胎児性抗原－関連細胞接着分子５）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ１７３０３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ１７３０３．１　ＧＩ：１７８６７６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０４６７】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＢ５９５１３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＢ５９５１３．１　ＧＩ：１７８６７７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０４６８】
　相互参照
Ｂｅａｕｃｈｅｍｉｎ　Ｎ．，ｅｔ　ａｌ　Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．７（９），３
２２１－３２３０（１９８７）
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【０４６９】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＥＡＣＡＭ５
他の別名：ＣＤ６６ｅ、ＣＥＡ
他の名称：メコニウム抗原１００
【０４７０】
　抗体
ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ－ＭｅｄＩｍｍｕｎｅ：ＵＳ２０１００３３０１０３；ＵＳ２０
０８００５７０６３；
ＵＳ２００２０１４２３５９
－例えば、以下の配列：重鎖；ＣＤＲ１－ＤＮＹＭＨ、ＣＤＲ２－ＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥ
　ＹＡＰＫＦＲＧ、ＣＤＲ３－ＬＩＹＡＧＹＬＡＭＤ　Ｙ；および軽鎖ＣＤＲ１－ＳＡＳ
ＳＳＶＴＹＭＨ、ＣＤＲ２－ＳＴＳＮＬＡＳ、ＣＤＲ３－ＱＱＲＳＴＹＰＬＴを有する相
補性決定ドメイン（ＣＤＲ）を有する抗体
－　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ（Ｅ
ＣＡＣＣ）ｄｅｐｏｓｉｔ　ｎｏ．９６０２２９３６として寄託されたハイブリドーマ８
０６．０７７
【０４７１】
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｉｎｃ．：
ＵＳ５、０４７、５０７
【０４７２】
　Ｂａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ：ＵＳ６、０１３、７７２
【０４７３】
　ＢｉｏＡｌｌｉａｎｃｅ：ＵＳ７、９８２、０１７；ＵＳ７、６７４、６０５
・ＵＳ７、６７４、６０５
－アミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤＮＯ：１からの重鎖可変ドメイン配列、およびアミノ酸配列
ＳＥＱ　ＩＤＮＯ：２のからの軽鎖可変ドメイン配列を含む抗体
－アミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５からの重鎖可変ドメイン配列、およびアミノ酸配
列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６からの軽鎖可変ドメイン配列を含む抗体
【０４７４】
　Ｃｅｌｌｔｅｃｈ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ：ＵＳ５，８７７，２
９３
【０４７５】
　Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ：ＵＳ５、４７２、６９３；ＵＳ
６、４１７、３３７；ＵＳ６、３３３、４０５
ＵＳ５、４７２、６９３－例えば、ＡＴＣＣ　Ｎｏ．ＣＲＬ－１１２１５
ＵＳ６、４１７、３３７－例えば、ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１２２０８
ＵＳ６、３３３、４０５－例えば、ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１２２０８
【０４７６】
　Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ、Ｉｎｃ：ＵＳ７、５３４、４３１；ＵＳ７、２３０、０８
４；ＵＳ７、３００、６４４；ＵＳ６、７３０、３００；
ＵＳ２０１１０１８９０８５
－ＫＡＳＱＤＶＧＴＳＶＡ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２０）を含むＣＤＲ１；ＷＴＳＴＲＨ
Ｔ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２１）を含むＣＤＲ２；および　ＱＱＹＳＬＹＲＳ（ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：２２）を含むＣＤＲ３を含む軽鎖可変ドメインのＣＤＲおよびＴＹＷＭＳ（
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２３）を含むＣＤＲ１；ＥＩＨＰＤＳＳＴＩＮＹＡＰＳＬＫＤ（Ｓ
ＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２４）を含むＣＤＲ２；および　ＬＹＦＧＦＰＷＦＡＹ（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：２５）を含むＣＤＲ３を含む前記抗－ＣＥＡ抗体の重鎖可変ドメインのＣＤＲ
を有する抗体
【０４７７】
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　ＵＳ２０１００２２１１７５；ＵＳ２００９００９２５９８；ＵＳ２００７０２０２０
４４；ＵＳ２０１１００６４６５３；ＵＳ２００９０１８５９７４；ＵＳ２００８００６
９７７５。
【０４７８】
　（４２）ＭＥＴ（ｍｅｔ癌原遺伝子肝細胞増殖因子レセプター）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｍ３５０７３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ３５０７３．１　ＧＩ：１８７５５３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　６，２０１２　１
１：１２　ＡＭ
【０４７９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９５８９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９５８９．１　ＧＩ：５５３５３１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　６，２０１２　１
１：１２　ＡＭ
【０４８０】
　相互参照
Ｄｅａｎ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｔｕｒｅ　３１８（６０４４），３８５－３８８（１
９８５）
【０４８１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＭＥＴ
他の別名：ＡＵＴＳ９、ＨＧＦＲ、ＲＣＣＰ２、ｃ－Ｍｅｔ
他の名称：ＨＧＦレセプター；ＨＧＦ／ＳＦレセプター；ＳＦレセプター；肝細胞増殖因
子レセプター；ｍｅｔ癌原遺伝子チロシンキナーゼ；癌原遺伝子ｃ－Ｍｅｔ；増殖因子レ
セプター；チロシン－タンパク質キナーゼＭｅｔ
【０４８２】
　抗体
Ａｂｇｅｎｉｘ／Ｐｆｉｚｅｒ：ＵＳ２０１０００４０６２９
例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ＡＴＣ
Ｃ）ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＰＴＡ－５０２６を有するハイブリドーマ１３
．３．２により生成された抗体；ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＰＴＡ
－５０２７を有するハイブリドーマ９．１．２により生成された抗体；ＡＴＣＣ　ａｃｃ
ｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＰＴＡ－５０２８を有するハイブリドーマ８．７０．２に
より生成された抗体；またはＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＰＴＡ－５
０２９を有するハイブリドーマ６．９０．３により生成された抗体　
【０４８３】
　Ａｍｇｅｎ／Ｐｆｉｚｅｒ：ＵＳ２００５００５４０１９
例えば、Ｘ２がグルタマートであり、Ｘ４がセリンである、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２に示
されたアミノ酸配列を有する重鎖、およびＸ８がアラニンであり、シグナル配列がない、
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４に示されたアミノ酸配列を有する軽鎖を含む抗体、ＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：６に示されたアミノ酸配列を有する重鎖およびシグナル配列がないＳＥＱ　ＩＤ
　ＮＯ：８に示されたアミノ酸配列を有する軽鎖を含む抗体、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０
に示されたアミノ酸配列を有する重鎖およびシグナル配列がないＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１
２に示されたアミノ酸配列を有する軽鎖を含む抗体、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４に示され
たアミノ酸配列を有する重鎖およびシグナル配列がないＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６に示さ
れたアミノ酸配列を有する軽鎖を含む抗体
【０４８４】
　Ａｇｏｕｒｏｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ（Ｎｏｗ　Ｐｆｉｚｅｒ）：ＵＳ２



(91) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

００６００３５９０７
【０４８５】
　Ｅｌｉ　Ｌｉｌｌｙ：ＵＳ２０１００１２９３６９
【０４８６】
　Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ：ＵＳ５、６８６、２９２；ＵＳ２０１０００２８３３７；ＵＳ２
０１０００１６２４１；ＵＳ２００７０１２９３０１；ＵＳ２００７００９８７０７；Ｕ
Ｓ２００７００９２５２０、ＵＳ２００６０２７０５９４；ＵＳ２００６０１３４１０４
；ＵＳ２００６００３５２７８；ＵＳ２００５０２３３９６０；ＵＳ２００５００３７４
３１
ＵＳ５、６８６、２９２－例えば、ＡＴＣＣ　ＨＢ－１１８９４およびＡＴＣＣ　ＨＢ－
１１８９５
ＵＳ２０１０００１６２４１－例えば、ＡＴＣＣ　ＨＢ－１１８９４（ハイブリドーマ１
Ａ３．３．１３）またはＨＢ－１１８９５（ハイブリドーマ５Ｄ５．１１．６）
【０４８７】
　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｆｅｎｓｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｔａｉｗａｎ：
Ｌｕ　ＲＭ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ．２０１１　Ａｐｒ；３２（１２
）：３２６５－７４。
【０４８８】
　Ｎｏｖａｒｔｉｓ：ＵＳ２００９０１７５８６０
－例えば、重鎖４６８７のＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３の配列がそれぞれ、ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：５８の残基２６－３５、５０－６５、および９８－１０２である、重鎖４
６８７のＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３の配列および軽鎖５０９７のＣＤＲ１、ＣＤ
Ｒ２、およびＣＤＲ３の配列がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３７の残基２４－３９、５５－６１
、および９４－１００である、軽鎖５０９７のＣＤＲ１、ＣＤＲ２、およびＣＤＲ３の配
列、を含む抗体
【０４８９】
　Ｐｈａｒｍａｃｉａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ：ＵＳ２００４０１６６５４４
【０４９０】
　Ｐｉｅｒｒｅ　Ｆａｂｒｅ：ＵＳ２０１１０２３９３１６、ＵＳ２０１１００９７２６
２、ＵＳ２０１００１１５６３９
【０４９１】
　Ｓｕｍｓｕｎｇ：ＵＳ２０１１０１２９４８１－例えば　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍ
ｂｅｒ　ＫＣＬＲＦ－ＢＰ－００２１９またはａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ＫＣ
ＬＲＦ－ＢＰ－００２２３を有するハイブリドーマ細胞から生成されたモノクローナル抗
体
【０４９２】
　Ｓａｍｓｕｎｇ：ＵＳ２０１１０１０４１７６－例えば、Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｕｍ
ｂｅｒ：ＫＣＬＲＦ－ＢＰ－００２２０を有するハイブリドーマ細胞により生成された抗
体
【０４９３】
　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｕｒｉｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ：ＤＮ－３
０　Ｐａｃｃｈｉａｎａ　Ｇ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．２０１０　Ｎｏ
ｖ　１２；２８５（４６）：３６１４９－５７
【０４９４】
　Ｖａｎ　Ａｎｄｅｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ：Ｊｉａｏ　Ｙ．，ｅｔ
　ａｌ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．２００５　Ｓｅｐ；３１（１）：４１－５４。
【０４９５】
　（４３）ＭＵＣ１（ムシン１、細胞表面関連）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　Ｊ０５５８１
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｊ０５５８１．１　ＧＩ：１８８８６９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＡＭ
【０４９６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９８７６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５９８７６．１　ＧＩ：１８８８７０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４８　ＡＭ
【０４９７】
　相互参照
Ｇｅｎｄｌｅｒ　Ｓ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６５（２５），１
５２８６－１５２９３（１９９０）
【０４９８】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＭＵＣ１
他の別名：ＲＰ１１－２６３Ｋ１９．２、ＣＤ２２７、ＥＭＡ、Ｈ２３ＡＧ、ＫＬ－６、
ＭＡＭ６、ＭＵＣ－１、ＭＵＣ－１／ＳＥＣ、ＭＵＣ－１／Ｘ、ＭＵＣ１／ＺＤ、ＰＥＭ
、ＰＥＭＴ、ＰＵＭ
他の名称：ＤＦ３抗原；Ｈ２３抗原；乳房癌腫－関連抗原ＤＦ３；癌腫－関連ムシン；エ
ピシアリン；ｋｒｅｂｓ ｖｏｎ ｄｅｎ Ｌｕｎｇｅｎ－６；ムシン１、膜貫通；ムシン
－１；：ピーナッツ反応性尿中ムシン；多形上皮ムシン；腫瘍関連上皮ムシン；腫瘍関連
上皮膜抗原；腫瘍関連ムシン
【０４９９】
　抗体
ＡｌｔａＲｅｘ－　Ｑｕｅｓｔ　Ｐｈａｒｍａ　Ｔｅｃｈ：ＵＳ６、７１６、９６６－例
えばハイブリドーマＡＴＣＣ　Ｎｏ　ＰＴＡ－９７５により生成されたＡｌｔ－１抗体
【０５００】
　ＡｌｔａＲｅｘ－　Ｑｕｅｓｔ　Ｐｈａｒｍａ　Ｔｅｃｈ：ＵＳ７、１４７、８５０
【０５０１】
　ＣＲＴ：５Ｅ５－Ｓoｒｅｎｓｅｎ　ＡＬ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｌｙｃｏｂｉｏｌｏｇｙ
　ｖｏｌ．１６　ｎｏ．２　ｐｐ．９６－１０７，２００６；ＨＭＦＧ２－Ｂｕｒｃｈｅ
ｌｌ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．，４７，５４７６－５４８２（１９８
７）
【０５０２】
　Ｇｌｙｃｏｔｏｐｅ　ＧＴ－ＭＡＢ：ＧＴ－ＭＡＢ　２．５－ＧＥＸ（Ｗｅｂｓｉｔｅ
：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｙｃｏｔｏｐｅ．ｃｏｍ／ｐｉｐｅｌｉｎｅ／ｐａｎｋｏ
ｍａｂ－ｇｅｘ）
【０５０３】
　Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ：ＵＳ７、２０２、３４６
－例えば、抗体ＭＪ－１７０：ハイブリドーマ細胞株ＭＪ－１７０　ＡＴＣＣ　ａｃｃｅ
ｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＰＴＡ－５２８６モノクローナル抗体ＭＪ－１７１：ハイブリドーマ
細胞株ＭＪ－１７１　ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＰＴＡ－５２８７；モノク
ローナル抗体ＭＪ－１７２：ハイブリドーマ細胞株ＭＪ－１７２　ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓ
ｓｉｏｎ　ｎｏ．ＰＴＡ－５２８８；またはモノクローナル抗体ＭＪ－１７３：ハイブリ
ドーマ細胞株　ＭＪ－１７３　ＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＰＴＡ－５３０２
【０５０４】
　Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ：ＵＳ６、６５３、１０４
【０５０５】
　Ｒａｍｏｔ　Ｔｅｌ　Ａｖｉｖ　Ｕｎｉ：ＵＳ７、８９７、３５１
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【０５０６】
　Ｒｅｇｅｎｔｓ　Ｕｎｉ．ＣＡ：ＵＳ７、１８３、３８８；ＵＳ２００４０００５６４
７；ＵＳ２００３００７７６７６。
【０５０７】
　Ｒｏｃｈｅ　ＧｌｙｃＡｒｔ：ＵＳ８、０２１、８５６
【０５０８】
　Ｒｕｓｓｉａｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ
：Ｉｍｕｔｅｒａｎ－　Ｉｖａｎｏｖ　ＰＫ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｊ
．２００７　Ｊｕｌ；２（７）：８６３－７０
【０５０９】
　Ｔｅｃｈｎｉｓｃｈｅ　Ｕｎｉｖ　Ｂｒａｕｎｓｃｈｗｅｉｇ：（ＩＩＢ６、ＨＴ１８
６－Ｂ７、ＨＴ１８６－Ｄ１１、ＨＴ１８６－Ｇ２、ＨＴ２００－３Ａ－Ｃ１、ＨＴ２２
０－Ｍ－Ｄ１、ＨＴ２２０－Ｍ－Ｇ８）－　Ｔｈｉｅ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　ＰＬｏＳ　Ｏ
ｎｅ．２０１１　Ｊａｎ　１４；６（１）：ｅ１５９２１
【０５１０】
　（４４）ＣＡ９（カーボニックアンヒドラーゼＩＸ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ　．Ｘ６６８３９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ６６８３９．１　ＧＩ：１０００７０１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　２、２０１１　１
０：１５　ＡＭ
【０５１１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ４７３１５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ４７３１５．１　ＧＩ：１０００７０２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　２、２０１１　１
０：１５　ＡＭ
【０５１２】
　相互参照
Ｐａｓｔｏｒｅｋ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　９（１０），２８７７－２８
８８（１９９４）
【０５１３】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＡ９
他の別名：ＣＡＩＸ、ＭＮ
他の名称：ＣＡ－ＩＸ；Ｐ５４／５８Ｎ；ＲＣＣ－関連抗原Ｇ２５０；ＲＣＣ－関連タン
パク質Ｇ２５０；カルボナートデヒドラターゼＩＸ；カーボニックアンヒドラーゼ９；カ
ーボニックデヒドラターゼ；膜抗原ＭＮ；ｐＭＷ１；腎性細胞癌腫－関連抗原Ｇ２５０
【０５１４】
　抗体
Ａｂｇｅｎｉｘ／Ａｍｇｅｎ：ＵＳ２００４００１８１９８
【０５１５】
　Ａｆｆｉｂｏｄｙ：抗－ＣＡＩＸ　Ａｆｆｉｂｏｄｙ分子
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｆｆｉｂｏｄｙ．ｃｏｍ／ｅｎ／Ｐｒｏｄｕｃｔ－Ｐｏｒｔ
ｆｏｌｉｏ／Ｐｉｐｅｌｉｎｅ／）
【０５１６】
　Ｂａｙｅｒ：ＵＳ７、４６２、６９６
【０５１７】
　Ｂａｙｅｒ／Ｍｏｒｐｈｏｓｙｓ：３ｅｅ９　ｍＡｂ－Ｐｅｔｒｕｌ　ＨＭ．，ｅｔ　
ａｌ　Ｍｏｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒ．２０１２　Ｆｅｂ；１１（２）：３４０－９
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【０５１８】
　Ｈａｒｖａｒｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ：抗体　Ｇ１０、Ｇ３６、Ｇ３７、Ｇ
３９、Ｇ４５、Ｇ５７、Ｇ１０６、Ｇ１１９、Ｇ６、Ｇ２７、Ｇ４０およびＧ１２５．Ｘ
ｕ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　ＰＬｏＳ　Ｏｎｅ．２０１０　Ｍａｒ　１０；５（３）：ｅ９６
２５
【０５１９】
　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ、Ｓｌｏｖａｋ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ
　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｂａｙｅｒ）－　ＵＳ５、９５５、０７５
－例えば、Ｍ７５－　ＡＴＣＣ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ　１１１２８またはＭ
Ｎ１２－ＡＴＣＣ　Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＨＢ　１１６４７
【０５２０】
　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ、Ｓｌｏｖａｋ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ
　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ：ＵＳ７、８１６、４９３
－例えば　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎにＡＴ
ＣＣ　Ｎｏ．ＨＢ　１１１２８で寄託された、ハイブリドーマＶＵ－Ｍ７５から分泌され
る、Ｍ７５モノクローナル抗体またはＵｎｉｖｅｒｓｅｉｔ　Ｇｅｎｔ　ｉｎ　Ｇｅｎｔ
、Ｂｅｌｇｉｕｍの、Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｕｍ　ｖｏｏｒ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｉｒｅ　
Ｂｉｏｌｏｑｉｅ－Ｐｌａｓｍｉｄｅｎｃｏｌｌｅｃｔｉｅ（ＬＭＢＰ）のＩｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂｅｌｇ
ｉａｎ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｏｒｇａｎ
ｉｓｍｓ（ＢＣＣＭ）にＡｃｃｅｓｓｉｏｎ　Ｎｏ．ＬＭＢＰ　６００９ＣＢで寄託され
た、ハイブリドーマＶ／１０－ＶＵから分泌される、Ｖ／１０モノクローナル抗体
【０５２１】
　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ、Ｓｌｏｖａｋ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ
　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ＵＳ２００８０１７７０４６；ＵＳ２００８０１７６３１０；ＵＳ
２００８０１７６２５８；ＵＳ２００５００３１６２３
【０５２２】
　Ｎｏｖａｒｔｉｓ：ＵＳ２００９０２５２７３８
【０５２３】
　Ｗｉｌｅｘ：ＵＳ７、６９１、３７５－例えば、ハイブリドーマ細胞株　ＤＳＭ　ＡＳ
Ｃ　２５２６により生成された抗体
【０５２４】
　Ｗｉｌｅｘ：ＵＳ２０１１０１２３５３７；Ｒｅｎｃａｒｅｘ：Ｋｅｎｎｅｔｔ　ＲＨ
．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｕｒｒ　Ｏｐｉｎ　Ｍｏｌ　Ｔｈｅｒ．２００３　Ｆｅｂ；５（１）
：７０－５
【０５２５】
　Ｘｅｎｃｏｒ：ＵＳ２００９０１６２３８２
【０５２６】
　（４５）ＥＧＦＲｖＩＩＩ（上皮増殖因子レセプター（ＥＧＦＲ），転写変異型３、
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿２０１２８３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿２０１２８３．１　ＧＩ：４１３２７７
３３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
【０５２７】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿９５８４４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿９５８４４０．１　ＧＩ：４１３２７７
３４
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
【０５２８】
　相互参照
Ｂａｔｒａ　ＳＫ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｄｉｆｆｅｒ　１９９５；
６：１２５１－１２５９。
【０５２９】
　抗体：
ＵＳ７、６２８、９８６およびＵＳ７、７３６、６４４（Ａｍｇｅｎ）
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４２および変異型からなる群から選択される重鎖可変ド
メインアミノ酸配列およびＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４４および変異型からなる群から選択
される軽鎖可変ドメインアミノ酸配列。
【０５３０】
　ＵＳ２０１００１１１９７９（Ａｍｇｅｎ）
例えば、以下を含む重鎖アミノ酸配列を含む抗体
抗体のＣＤＲ１ドメインのアミノ酸配列１３．１．２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３８），
１３１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２），１７０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４），１５０（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：５），０９５（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７），２５０（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：９），１３９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０），２１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２）
，１２４（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３），３１８（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５），３４２
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６），および３３３（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）からなる群
から選択される配列からなるＣＤＲ１；抗体のＣＤＲ２ドメインのアミノ酸配列１３．１
．２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３８），１３１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２），１７０（Ｓ
ＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４），１５０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５），０９５（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：７），２５０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９），１３９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０）
，２１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２），１２４（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３），３１８
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５），３４２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６），および３３３（
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）からなる群から選択される配列からなるＣＤＲ２；および
抗体のＣＤＲ３ドメインのアミノ酸配列１３．１．２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３８），
１３１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２），１７０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４），１５０（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：５），０９５（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７），２５０（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：９），１３９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０），２１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２）
，１２４（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３），３１８（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５），３４２
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６），および３３３（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）からなる群
から選択される配列からなるＣＤＲ３。
【０５３１】
　ＵＳ２００９０２４００３８（Ａｍｇｅｎ）
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１
４２、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４４、およびその任意の組み合わせからなる群から選択さ
れるアミノ酸配列と少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含む少なくとも１つの重
または軽鎖ポリペプチドを有する抗体。
【０５３２】
　ＵＳ２００９０１７５８８７（Ａｍｇｅｎ）
例えば、抗体の重鎖アミノ酸配列１３．１．２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３８），１３１
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２），１７０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４），１５０（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：５），０９５（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７），２５０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９
），１３９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０），２１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２），１２
４（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３），３１８（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５），３４２（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：１６），および３３３（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）からなる群から選
択される重鎖アミノ酸配列を有する抗体。
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【０５３３】
　ＵＳ２００９０１５６７９０（Ａｍｇｅｎ）
例えば、少なくとも１つの重または軽鎖ポリペプチドがＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２、ＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：１９、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４２、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４４、およ
びその任意の組み合わせからなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも９０％同一
であるアミノ酸配列を含む重鎖ポリペプチドおよび軽鎖ポリペプチドを有する抗体。
【０５３４】
　ＵＳ２００９０１５５２８２、ＵＳ２００５００５９０８７およびＵＳ２００５００５
３６０８（Ａｍｇｅｎ）
例えば、抗体の重鎖アミノ酸配列１３．１．２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３８），１３１
（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２），１７０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４），１５０（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：５），０９５（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７），２５０（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９
），１３９（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０），２１１（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１２），１２
４（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３），３１８（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１５），３４２（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：１６），および３３３（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７）からなる群から選
択される抗体重鎖アミノ酸配列。
【０５３５】
　ＭＲ１－１（ＵＳ７、１２９、３３２；Ｄｕｋｅ）
例えば、ＣＤＲ３ＶＨに置換Ｓ９８Ｐ－Ｔ９９Ｙ、およびＣＤＲ３ＶＬにＦ９２Ｗを有す
るＳＥＱ　ＩＤ ＮＯ：１８の配列を有する変異型抗体。
【０５３６】
　Ｌ８Ａ４，Ｈ１０，Ｙ１０（Ｗｉｋｓｔｒａｎｄ　ＣＪ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ
　Ｒｅｓ．１９９５　Ｊｕｌ　１５；５５（１４）：３１４０－８；Ｄｕｋｅ）
【０５３７】
　ＵＳ２００９０３１１８０３（Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
例えば、抗体重鎖可変ドメインのためのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９および軽鎖可変ドメイン
アミノ酸配列のためのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３
【０５３８】
　ＵＳ２００７０２７４９９１（ＥＭＤ７２０００、マツズマブとしても知られる；Ｈａ
ｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
例えば、軽鎖および重鎖それぞれのためのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３＆９
【０５３９】
　ＵＳ６、１２９、９１５（Ｓｃｈｅｒｉｎｇ）
例えば、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１、２、３、４、５および６。
【０５４０】
　ｍＡｂ　ＣＨ１２－Ｗａｎｇ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　ＦＡＳＥＢ　Ｊ．２０１２　Ｊａｎ
；２６（１）：７３－８０（Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）。
【０５４１】
　ＲＡｂＤＭｖＩＩＩ－Ｇｕｐｔａ　Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　ＢＭＣ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ
．２０１０　Ｏｃｔ　７；１０：７２（Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｅ
ｄｉｃａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ）。
【０５４２】
　ｍＡｂ　Ｕａ３０－Ｏｈｍａｎ　Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｔｕｍｏｕｒ　Ｂｉｏｌ．２００
２　Ｍａｒ－Ａｐｒ；２３（２）：６１－９（Ｕｐｐｓａｌａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）
。
【０５４３】
　Ｈａｎ　ＤＧ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｎ　Ｆａｎｇ　Ｙｉ　Ｋｅ　Ｄａ　Ｘｕｅ　Ｘｕｅ
　Ｂａｏ．２０１０　Ｊａｎ；３０（１）：２５－９（Ｘｉ’ａｎ　Ｊｉａｏｔｏｎｇ　
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）。
【０５４４】
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　（４６）ＣＤ３３（ＣＤ３３分子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ＿２３１９７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿２３１９７．１　ＧＩ：１８００９７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０５４５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５１９４８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５１９４８．１　ＧＩ：１８８０９８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０５４６】
　相互参照
Ｓｉｍｍｏｎｓ　Ｄ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４１（８），２７９７－２
８００（１９８８）
【０５４７】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ３３
他の別名：ＳＩＧＬＥＣ－３、ＳＩＧＬＥＣ３、ｐ６７
他の名称：ＣＤ３３抗原（ｇｐ６７）；ｇｐ６７；骨髄性細胞表面抗原ＣＤ３３；シアリ
ン酸結合Ｉｇ様レクチン３；シアリン酸－結合Ｉｇ様レクチン
【０５４８】
　抗体
Ｈ１９５（Ｌｉｎｔｕｚｕｍａｂ）－ＲａｚａＡ．，ｅｔ　ａｌ　Ｌｅｕｋ　Ｌｙｍｐｈ
ｏｍａ．２００９　Ａｕｇ；５０（８）：１３３６－４４；ＵＳ６、７５９、０４５（Ｓ
ｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ／Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ）
【０５４９】
　ｍＡｂ　ＯＫＴ９：Ｓｕｔｈｅｒｌａｎｄ、Ｄ．Ｒ．ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ
　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　７８（７）：４５１５－４５１９　１９８１、Ｓｃｈｎｅ
ｉｄｅｒ、Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ　２５７、８５１６－８５２２（
１９８２）
【０５５０】
　ｍＡｂ　Ｅ６：Ｈｏｏｇｅｎｂｏｏｍ、Ｈ．Ｒ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　
１４４、３２１１－３２１７（１９９０）
【０５５１】
　ＵＳ６，５９０，０８８（Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１および２およびＡＴＣＣ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．
９７５２１
【０５５２】
　ＵＳ７、５５７、１８９（Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ）
例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１－３のアミノ酸配列を有する３つＣＤＲを含む重鎖可変
ドメインおよびＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４－６のアミノ酸配列を有する３つＣＤＲを含む軽
鎖可変ドメインを含む抗体またはそのフラグメント。
【０５５３】
　（４７）ＣＤ１９（ＣＤ１９分子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１１７８０９８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１１７８０９８．１　ＧＩ：２９６
０１０９２０
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　１０、２０１２　
１２：４３　ＡＭ
【０５５４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１１７１５６９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１１７１５６９．１　ＧＩ：２９６
０１０９２１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　１０、２０１２　
１２：４３　ＡＭ
【０５５５】
　相互参照
Ｔｅｄｄｅｒ　ＴＦ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４３（２）：７１２－７（
１９８９）
【０５５６】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ１９
他の別名：Ｂ４、ＣＶＩＤ３
他の名称：Ｂ－リンパ球抗原ＣＤ１９；Ｂ－リンパ球表面抗原Ｂ４；Ｔ－細胞表面抗原Ｌ
ｅｕ－１２；分化抗原ＣＤ１９
【０５５７】
　抗体
Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ：ＨｕＢ４－Ａｌ－Ｋａｔｉｂ　ＡＭ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｌｉｎ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．２００９　Ｊｕｎ　１５；１５（１２）：４０３８－４５。
【０５５８】
　４Ｇ７：Ｋuｇｌｅｒ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ　Ｄｅｓ　Ｓｅｌ
．２００９　Ｍａｒ；２２（３）：１３５－４７
例えば、Ｋｎａｐｐｉｋ、Ａ．ｅｔ　ａｌ． Ｊ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　２０００　Ｆｅｂ
；２９６（１）：５７－８６の図３の配列。
【０５５９】
　ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ　／ＭｅｄＩｍｍｕｎｅ：ＭＥＤＩ－５５１－Ｈｅｒｂｓｔ　
Ｒ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｅｘｐ　Ｔｈｅｒ．２０１０　Ｏｃｔ；３
３５（１）：２１３－２２
【０５６０】
　Ｇｌｅｎｍａｒｋ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ：ＧＢＲ－４０１－Ｈｏｕ　Ｓ．
，ｅｔ　ａｌ　Ｍｏｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒ　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２０１１　１０（
Ｍｅｅｔｉｎｇ　Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）Ｃ１６４
【０５６１】
　ＵＳ７、１０９、３０４（Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ）
例えば、ｈＡ１９Ｖｋ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７）の配列およびｈＡ１９ＶＨ（ＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：１０）の配列を含む抗体
【０５６２】
　ＵＳ７，９０２，３３８（Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ）
例えば、軽鎖相補性決定ドメインＣＤＲ配列；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６（ＫＡＳＱＳＶ
ＤＹＤＧＤＳＹＬＮ）のＣＤＲ１；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１７（ＤＡＳＮＬＶＳ）のＣＤ
Ｒ２；およびＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１８（ＱＱＳＴＥＤＰＷＴ）のＣＤＲ３および重鎖Ｃ
ＤＲ配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９（ＳＹＷＭＮ）のＣＤＲ１；ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２
０（ＱＩＷＰＧＤＧＤＴＮＹＮＧＫＦＫＧ）のＣＤＲ２およびＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２１
（ＲＥＴＴＴＶＧＲＹＹＹＡＭＤＹ）のＣＤＲ３を含み、ヒト抗体フレームワーク（ＦＲ
）および親ネズミ抗体の対応するフレームワークドメイン配列から置換された１つ以上の
フレームワークドメインアミノ酸残基を有する定常ドメイン配列も含み、前記置換ＦＲ残
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基が重鎖可変ドメインのＫａｂａｔ残基９１にフェニルアラニンのためのセリンの置換を
含む、抗体またはその抗原－結合フラグメント。
【０５６３】
　Ｍｅｄａｒｅｘ：ＭＤＸ－１３４２－Ｃａｒｄａｒｅｌｌｉ　ＰＭ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒ．２０１０　Ｆｅｂ；５９（２）：
２５７－６５。
【０５６４】
　ＭｏｒｐｈｏＳｙｓ　／Ｘｅｎｃｏｒ：ＭＯＲ－２０８／ＸｍＡｂ－５５７４－Ｚａｌ
ｅｖｓｋｙ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ．２００９　Ａｐｒ　１６；１１３（１６）
：３７３５－４３
【０５６５】
　ＵＳ７、９６８、６８７（Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ）
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９のアミノ酸配列を含む重鎖可変ドメインおよびＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：２４のアミノ酸配列を含む軽鎖可変ドメインを含む抗体または抗原－結合フラグメン
ト
【０５６６】
　４Ｇ７　ｃｈｉｍ－Ｌａｎｇ　Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ．２００４　Ｍａｙ　１
５；１０３（１０）：３９８２－５（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｔuｂｉｎｇｅｎ）
例えば、ＵＳ２０１２００８２６６４の図６およびＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：８０
【０５６７】
　Ｚｈｅｊｉａｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ：
２Ｅ８－Ｚｈａｎｇ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｄｒｕｇ　Ｔａｒｇｅｔ．２０１０　Ｎｏ
ｖ；１８（９）：６７５－８
【０５６８】
　（４８）ＩＬ２ＲＡ（インターロイキン２レセプター、α）；ＮＣＢＩ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ配列：ＮＭ＿０００４１７．２）；
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００４１７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００４１７．２　ＧＩ：２６９９７３
８６０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　０９、２０１２　
０４：５９　ＰＭ
【０５６９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００４０８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００４０８．１　ＧＩ：４５５７６６
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　０９、２０１２　
０４：５９　ＰＭ
【０５７０】
　相互参照
Ｋｕｚｉｅｌ　Ｗ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ．９４（６
　ＳＵＰＰＬ），２７Ｓ－３２Ｓ（１９９０）
【０５７１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＩＬ２ＲＡ
他の別名：ＲＰ１１－５３６Ｋ７．１、ＣＤ２５、ＩＤＤＭ１０、ＩＬ２Ｒ、ＴＣＧＦＲ
他の名称：ＦＩＬ－２レセプターサブユニットα；ＩＬ－２－ＲＡ；ＩＬ－２Ｒサブユニ
ットα；ＩＬ２－ＲＡ；ＴＡＣ抗原；インターロイキン－２レセプターサブユニットα；
ｐ５５
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【０５７２】
　抗体
ＵＳ６、３８３、４８７（Ｎｏｖａｒｔｉｓ／ＵＣＬ：Ｂａｘｉｌｉｓｉｍａｂ　［Ｓｉ
ｍｕｌｅｃｔ］）
【０５７３】
　ＵＳ６、５２１、２３０（Ｎｏｖａｒｔｉｓ／ＵＣＬ：Ｂａｘｉｌｉｓｉｍａｂ　［Ｓ
ｉｍｕｌｅｃｔ］）
例えば、ＳＥＱ．ＩＤ．ＮＯ：７のアミノ酸配列を有するＣＤＲ１、ＳＥＱ．ＩＤ．ＮＯ
：８のアミノ酸配列を有するＣＤＲ２、およびＳＥＱ．ＩＤ．ＮＯ：９のアミノ酸配列を
有するＣＤＲ３を含む少なくとも１つのドメインを含む抗原結合部位を有する抗体；また
は前記ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３が全体として配列に取られたＳＥＱ．ＩＤ．Ｎ
Ｏｓ：７、８および９と少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含む
【０５７４】
　Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ－Ｒｅｃｈ　ＡＪ．，ｅｔ　ａｌ　Ａｎｎ　Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　
Ｓｃｉ．２００９　Ｓｅｐ；１１７４：９９－１０６（Ｒｏｃｈｅ）
【０５７５】
　（４９）ＡＸＬ（ＡＸＬレセプターチロシンキナーゼ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ７６１２５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ７６１２５．１　ＧＩ：２９２８６９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５３　ＡＭ
【０５７６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６１２４３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６１２４３．１　ＧＩ：２９８７０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５３　ＡＭ
【０５７７】
　相互参照
Ｏ’Ｂｒｙａｎ　Ｊ．Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．１１（１０），
５０１６－５０３１（１９９１）；Ｂｅｒｇｓａｇｅｌ　Ｐ．Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉ
ｍｍｕｎｏｌ．１４８（２），５９０－５９６（１９９２）
【０５７８】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＡＸＬ
他の別名：ＪＴＫ１１、ＵＦＯ
他の名称：ＡＸＬ癌遺伝子；ＡＸＬ形質転換配列／遺伝子；癌遺伝子ＡＸＬ；チロシン－
タンパク質キナーゼレセプターＵＦＯ
【０５７９】
　抗体
ＹＷ３２７．６Ｓ２－Ｙｅ　Ｘ．，ｅｔ　ａｌ　Ｏｎｃｏｇｅｎｅ．２０１０　Ｓｅｐ　
２３；２９（３８）：５２５４－６４．（Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ）
【０５８０】
　ＢｅｒｇｅｎＢｉｏ：ＢＧＢ３２４（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｅｒｇｅｎｂｉｏ．ｃ
ｏｍ／ＢＧＢ３２４）
【０５８１】
　（５０）ＣＤ３０－ＴＮＦＲＳＦ８（腫瘍ネクローシス因子レセプタースーパーファミ
リー、メンバー８）
ヌクレオチド
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ８３５５４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ８３５５４．１　ＧＩ：１８００９５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５３　ＡＭ
【０５８２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５１９４７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ５１９４７．１　ＧＩ：１８００９６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５３　ＡＭ
【０５８３】
　相互参照
Ｄｕｒｋｏｐ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｅｌｌ　６８（３），４２１－４２７（１９９２）
【０５８４】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＴＮＦＲＳＦ８
他の別名：ＣＤ３０、Ｄ１Ｓ１６６Ｅ、Ｋｉ－１
他の名称：ＣＤ３０Ｌレセプター；Ｋｉ－１抗原；サイトカインレセプターＣＤ３０；リ
ンパ球活性化抗原ＣＤ３０；腫瘍ネクローシス因子レセプタースーパーファミリーメンバ
ー８
【０５８５】
　（５１）ＢＣＭＡ（Ｂ－細胞成熟抗原）－ＴＮＦＲＳＦ１７（腫瘍ネクローシス因子レ
セプタースーパーファミリー、メンバー１７）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｚ２９５７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｚ２９５７４．１　ＧＩ：４７１２４４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：４０　ＡＭ
【０５８６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ８２６９０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ８２６９０．１　ＧＩ：４７１２４５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：４０　ＡＭ
【０５８７】
　相互参照
Ｌａａｂｉ　Ｙ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２２（７），１
１４７－１１５４（１９９４）
【０５８８】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＴＮＦＲＳＦ１７
他の別名：ＢＣＭ、ＢＣＭＡ、ＣＤ２６９
他の名称：Ｂ細胞成熟抗原；Ｂ－細胞成熟因子；Ｂ－細胞成熟タンパク質；腫瘍ネクロー
シス因子レセプタースーパーファミリーメンバー１７
【０５８９】
　（５２）ＣＴＡｇｓ－ＣＴＡ（癌精巣抗原）
相互参照
Ｆｒａｔｔａ　Ｅ．，ｅｔ　ａｌ．Ｍｏｌ　Ｏｎｃｏｌ．２０１１　Ａｐｒ；５（２）：
１６４－８２；Ｌｉｍ　ＳＨ．，ａｔ　ａｌ　Ａｍ　Ｊ　Ｂｌｏｏｄ　Ｒｅｓ．２０１２
；２（１）：２９－３５。
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【０５９０】
　（５３）ＣＤ１７４（ルイスＹ）－ＦＵＴ３（フコシルトランスフェラーゼ３（ガラク
トシド３（４）－Ｌ－フコシルトランスフェラーゼ、ルイス血液基）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ０００１４９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ０００１４９．３　ＧＩ：１４８２７７０
０８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０４：４９　ＰＭ
【０５９１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００１４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００１４０．１　ＧＩ：４５０３８０
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２６，２０１２　
０４：４９　ＰＭ
【０５９２】
　相互参照
Ｋｕｋｏｗｓｋａ－Ｌａｔａｌｌｏ、Ｊ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．４（
８），１２８８－１３０３（１９９０）
【０５９３】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＦＵＴ３
他の別名：ＣＤ１７４、ＦＴ３Ｂ、ＦｕｃＴ－ＩＩＩ、ＬＥ、Ｌｅｓ
他の名称：ルイスＦＴ；α－（１、３／１、４）－フコシルトランスフェラーゼ；血液基
ルイスα－４－フコシルトランスフェラーゼ；フコシルトランスフェラーゼＩＩＩ；ガラ
クトシド３（４）－Ｌ－フコシルトランスフェラーゼ
【０５９４】
　（５４）ＣＬＥＣ１４Ａ（Ｃ－型レクチンドメインファミリー１４、メンバーＡ；Ｇｅ
ｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ１７５０６０）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ１７５０６０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ１７５０６０．２　ＧＩ：３７１１２３９
３０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｐｒ　０１、２０１２　
０３：３４　ＰＭ
【０５９５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿７７８２３０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿７７８２３０．１　ＧＩ：２８２６９７
０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ａｐｒ　０１、２０１２　
０３：３４　ＰＭ
【０５９６】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＬＥＣ１４Ａ
他の別名：ＵＮＱ２３６／ＰＲＯ２６９、Ｃ１４ｏｒｆ２７、ＣＥＧ１、ＥＧＦＲ－５
他の名称：Ｃ－型レクチンドメインファミリー１４メンバーＡ；ＣｌＥＣＴおよびＥＧＦ
様ドメイン含有タンパク質；上皮増殖因子レセプター５
【０５９７】
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　（５５）ＧＲＰ７８－ＨＳＰＡ５（熱ショック７０ｋＤａタンパク質５（グルコース－
制御タンパク質、７８ｋＤａ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ００５３４７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ００５３４７．４　ＧＩ：３０５８５５１
０５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４２　ＰＭ
【０５９８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５３３８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５３３８．１　ＧＩ：１６５０７２
３７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４２　ＰＭ
【０５９９】
　相互参照
Ｔｉｎｇ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　ＤＮＡ　７（４），２７５－２８６（１９８８）
【０６００】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＨＳＰＡ５
他の別名：ＢＩＰ、ＧＲＰ７８、ＭＩＦ２
他の名称：７８ｋＤａグルコース－制御タンパク質；小胞体内腔Ｃａ（２＋）－結合タン
パク質ｇｒｐ７８；免疫グロブリン重鎖－結合タンパク質
【０６０１】
　（５６）ＣＤ７０（ＣＤ７０分子）Ｌ０８０９６
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｌ０８０９６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｌ０８０９６．１　ＧＩ：３０７１２７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１２　
８：５４　ＡＭ
【０６０２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３６１７５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３６１７５．１　ＧＩ：３０７１２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１２　
８：５４　ＡＭ
【０６０３】
　相互参照
Ｇｏｏｄｗｉｎ　Ｒ．Ｇ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｅｌｌ　７３（３），４４７－４５６（１９
９３）
【０６０４】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ７０
他の別名：ＣＤ２７Ｌ、ＣＤ２７ＬＧ、ＴＮＦＳＦ７
他の名称：ＣＤ２７リガンド；ＣＤ２７－Ｌ；ＣＤ７０抗原；Ｋｉ－２４抗原；表面抗原
ＣＤ７０；腫瘍ネクローシス因子（リガンド）スーパーファミリー、メンバー７；腫瘍ネ
クローシス因子リガンドスーパーファミリーメンバー７
【０６０５】
　抗体
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ＭＤＸ－１４１１　ａｇａｉｎｓｔ　ＣＤ７０（Ｍｅｄａｒｅｘ）
【０６０６】
　ｈ１Ｆ６（Ｏｆｌａｚｏｇｌｕ，Ｅ．，ｅｔ　ａｌ，Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ
．２００８　Ｏｃｔ　１；１４（１９）：６１７１－８０；Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔ
ｉｃｓ）
例えば、ＵＳ２００６００８３７３６の　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２、１１および１２
および図１を参照すること。
【０６０７】
　（５７）幹細胞特定の抗原。例えば：
・５Ｔ４（以下の記載（６３）参照）
・ＣＤ２５（前記の記載（４８）参照）
・ＣＤ３２
ｏポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＢＫ４２１６１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＢＫ４２１６１．１　ＧＩ：１１７６１６２
８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２５、２００７　
０３：００　ＰＭ
・ＬＧＲ５／ＧＰＲ４９
ｏヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３６６７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００３６６７．２　ＧＩ：２４４７５８
８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２、２０１２　
０３：３８　ＰＭ
ｏポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３６５８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００３６５８．１　ＧＩ：４５０４３７
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２２、２０１２　
０３：３８　ＰＭ
・プロミニン／ＣＤ１３３
ｏヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００６０１７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００６０１７．２　ＧＩ：２２４９９４
１８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
ｏポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００６００８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００６００８．１　ＧＩ：５１７４３８
７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
【０６０８】
　（５８）ＡＳＧ－５
相互参照
（Ｓｍｉｔｈ　Ｌ．Ｍ．，ｅｔ．ａｌ　ＡＡＣＲ　２０１０　Ａｎｎｕａｌ　Ｍｅｅｔｉ
ｎｇ（ａｂｓｔｒａｃｔ　＃２５９０）；Ｇｕｄａｓ　Ｊ．Ｍ．，ｅｔ．ａｌ．ＡＡＣＲ
　２０１０　Ａｎｎｕａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ（ａｂｓｔｒａｃｔ　＃４３９３）
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【０６０９】
　抗体
Ａｎｔｉ－　ＡＧＳ－５　Ａｎｔｉｂｏｄｙ：Ｍ６．１３１（Ｓｍｉｔｈ，Ｌ．Ｍ．，ｅ
ｔ．ａｌ　ＡＡＣＲ　２０１０　Ａｎｎｕａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ（ａｂｓｔｒａｃｔ　＃
２５９０）
【０６１０】
（５９）ＥＮＰＰ３（エクトヌクレオチドピロホスファターゼ／ホスホジエステラーゼ３
）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ００５６３２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ００５６３２．２　ＧＩ：４４３２５８９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０９：４１　ＰＭ
【０６１１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ５１８１３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ５１８１３．１　ＧＩ：２４６５５４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０９：４１　ＰＭ
【０６１２】
　相互参照
Ｊｉｎ－Ｈｕａ　Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　４５（２），４１２－４１５（
１９９７）
【０６１３】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＥＮＰＰ３
他の別名：ＲＰ５－９８８Ｇ１５．３、Ｂ１０、ＣＤ２０３ｃ、ＮＰＰ３、ＰＤ－ＩＢＥ
ＴＡ、ＰＤＮＰ３
他の名称：Ｅ－ＮＰＰ３；ｄＪ１００５Ｈ１１．３（ホスホジエステラーゼＩ／ヌクレオ
チドピロホスファターゼ３）；ｄＪ９１４Ｎ１３．３（ホスホジエステラーゼＩ／ヌクレ
オチドピロホスファターゼ３）；エクトヌクレオチドピロホスファターゼ／ホスホジエス
テラーゼファミリーメンバー３；ｇｐ１３０ＲＢ１３－６；ホスホジエステラーゼＩβ；
ホスホジエステラーゼＩ／ヌクレオチドピロホスファターゼ３；ホスホジエステラーゼ－
Ｉβ
【０６１４】
　（６０）ＰＲＲ４（プロリンリッチ４（ラクリマル））
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００７２４４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００７２４４．２　ＧＩ：１５４４４８
８８５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２８，２０１２　
１２：３９　ＰＭ
【０６１５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００９１７５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００９１７５．２　ＧＩ：１５４４４８
８８６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２８，２０１２　
１２：３９　ＰＭ
【０６１６】
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　相互参照
Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　Ｄ．Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｉｎｖｅｓｔ．Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ．Ｖ
ｉｓ．Ｓｃｉ．３６（１０），２０２０－２０３１（１９９５）
【０６１７】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＰＲＲ４
他の別名：ＬＰＲＰ、ＰＲＯＬ４
他の名称：ラクリマルプロリン－リッチタンパク質；鼻咽頭癌腫－関連プロリン－リッチ
タンパク質４；プロリン－リッチポリペプチド４；プロリン－リッチタンパク質４
【０６１８】
　（６１）ＧＣＣ－ＧＵＣＹ２Ｃ（グアニラートシクラーゼ２Ｃ（熱安定エンテロトキシ
ンレセプター）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００４９６３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００４９６３．３　ＧＩ：２２２０８０
０８２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　０２、２０１２　
０１：５０　ＰＭ
【０６１９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４９５４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４９５４．２　ＧＩ：２２２０８０
０８３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　０２、２０１２　
０１：５０　ＰＭ
【０６２０】
　相互参照
Ｄｅ　Ｓａｕｖａｇｅ　Ｆ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６６（２７
），１７９１２－１７９１８（１９９１）；Ｓｉｎｇｈ　Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１７９（３），１４５５－１４６３（１
９９１）
【０６２１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＧＵＣＹ２Ｃ
他の別名：ＤＩＡＲ６、ＧＵＣ２Ｃ、ＭＵＣＩＬ、ＳＴＡＲ
他の名称：ＧＣ－Ｃ；ＳＴＡレセプター；グアニリルシクラーゼＣ；ｈＳＴＡＲ；熱－安
定エンテロトキシンレセプター；腸グアニラートシクラーゼ
【０６２２】
　（６２）Ｌｉｖ－１－ＳＬＣ３９Ａ６（溶質担体ファミリー３９（亜鉛トランスポータ
ー），メンバー６）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｕ４１０６０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｕ４１０６０．２　ＧＩ：１２７１１７９２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　３０、２００９　
０４：３５　ＰＭ
【０６２３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ９６２５８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ９６２５８．２　ＧＩ：１２７１１７９
３
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　３０、２００９　
０４：３５　ＰＭ
【０６２４】
　相互参照
Ｔａｙｌｏｒ　ＫＭ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈｉｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ａｃｔａ．２０
０３　Ａｐｒ　１；１６１１（１－２）：１６－３０
【０６２５】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＳＬＣ３９Ａ６
他の別名：ＬＩＶ－１
他の名称：ＬＩＶ－１タンパク質、エストロゲン制御；ＺＩＰ－６；エストロゲン－制御
タンパク質ＬＩＶ－１；溶質担体ファミリー３９（金属イオントランスポーター），メン
バー６；溶質担体ファミリー３９メンバー６；亜鉛トランスポーターＺＩＰ６；ｚｒｔ－
およびＩｒｔ様タンパク質６
【０６２６】
　（６３）５Ｔ４、トロホブラスト糖蛋白、ＴＰＢＧ－ＴＰＢＧ（トロホブラスト糖蛋白
）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＪ０１２１５９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＪ０１２１５９．１　ＧＩ：３８０５９４６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０１、２０１１　
１０：２７　ＡＭ
【０６２７】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ０９９３０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ０９９３０．１　ＧＩ：３８０５９４７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０１、２０１１　
１０：２７　ＡＭ
【０６２８】
　相互参照
Ｋｉｎｇ　Ｋ．Ｗ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ　１４４
５（３），２５７－２７０（１９９９）
【０６２９】
　他の情報
・Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＴＰＢＧ
・他の別名：５Ｔ４、５Ｔ４ＡＧ、Ｍ６Ｐ１
・他の名称：５Ｔ４腫瘍胎児性抗原；５Ｔ４腫瘍胎児性トロホブラスト糖蛋白；５Ｔ４腫
瘍トロホブラスト糖蛋白
【０６３０】
　（６４）ＣＤ５６－ＮＣＭＡ１（神経細胞接着分子１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００６１５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０００６１５．６　ＧＩ：３３６２８５
４３３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３２　ＰＭ
【０６３１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００６０６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０００６０６．３　ＧＩ：９４４２０６
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８９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３２　ＰＭ
【０６３２】
　相互参照
Ｄｉｃｋｓｏｎ，Ｇ．，ｅｔ　ａｌ，Ｃｅｌｌ　５０（７），１１１９－１１３０（１９
８７）
【０６３３】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＮＣＡＭ１
他の別名：ＣＤ５６、ＭＳＫ３９、ＮＣＡＭ
他の名称：モノクローナル抗体５．１Ｈ１１により認識される抗原；神経細胞接着分子、
ＮＣＡＭ
【０６３４】
　抗体
Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ：ＨｕＮ９０１（Ｓｍｉｔｈ　ＳＶ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｕｒｒ　Ｏｐ
ｉｎ　Ｍｏｌ　Ｔｈｅｒ．２００５　Ａｕｇ；７（４）：３９４－４０１）
例えば、ネズミＮ９０１抗体からのヒト化を参照すること。Ｒｏｇｕｓｋａ、Ｍ．Ａ．，
ｅｔ　ａｌ．の図１ｂおよび１ｅを参照すること。Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃ
ｉ　ＵＳＡ　Ｆｅｂ　１９９４；９１：９６９－９７３。
【０６３５】
　（６５）ＣａｎＡｇ（腫瘍関連抗原ＣＡ２４２）
相互参照
Ｈａｇｌｕｎｄ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｒ　Ｊ　Ｃａｎｃｅｒ　６０：８４５－８５１，
１９８９；Ｂａｅｃｋｓｔｒｏｍ　Ｄ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ　２６６
：２１５３７－２１５４７，１９９１
【０６３６】
　抗体
ｈｕＣ２４２（Ｔｏｌｃｈｅｒ　ＡＷ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｏｎｃｏｌ．２０
０３　Ｊａｎ　１５；２１（２）：２１１－２２；Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ）
例えば、ＵＳ２００８０１３８８９８Ａ１の　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１および２を参照す
ること。
【０６３７】
　（６６）ＦＯＬＲ１（葉酸レセプター１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｊ０５０１３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｊ０５０１３．１　ＧＩ：１８２４１７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０６３８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５８２３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５８２３．１　ＧＩ：１８２４１８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：４７　ＡＭ
【０６３９】
　相互参照
Ｅｌｗｏｏｄ　Ｐ．Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６４（２５），１４
８９３－１４９０１（１９８９）
【０６４０】
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　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＦＯＬＲ１
他の別名：ＦＢＰ、ＦＯＬＲ
他の名称：ＦＲ－α；ＫＢ細胞ＦＢＰ；成人葉酸－結合タンパク質；葉酸結合タンパク質
；葉酸レセプターα；葉酸レセプター、成人；卵巣腫瘍関連抗原ＭＯｖ１８
【０６４１】
　抗体
Ｍ９３４６Ａ－Ｗｈｉｔｅｍａｎ　ＫＲ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　Ａｐｒ
ｉｌ　１５，２０１２；７２（８　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）：４６２８（Ｉｍｍｕｎｏｇ
ｅｎ）
【０６４２】
　（６７）ＧＰＮＭＢ（糖蛋白（膜貫通）ｎｍｂ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ７６５３４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ７６５３４．１　ＧＩ：６６６０４２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：１０　ＡＭ
【０６４３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ５４０４４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＡ５４０４４．１　ＧＩ：６６６０４３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：１０　ＡＭ
【０６４４】
　相互参照
Ｗｅｔｅｒｍａｎ　Ｍ．Ａ．，ｅｔ　ａｌ　Ｉｎｔ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ　６０（１），７
３－８１（１９９５）
【０６４５】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＧＰＮＭＢ
他の別名：ＵＮＱ１７２５／ＰＲＯ９９２５、ＨＧＦＩＮ、ＮＭＢ
他の名称：糖蛋白ＮＭＢ；糖蛋白ｎｍｂ様タンパク質；オステオアクチビン；膜貫通糖蛋
白ＨＧＦＩＮ；膜貫通糖蛋白ＮＭＢ
【０６４６】
　抗体
Ｃｅｌｌｄｅｘ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ：ＣＲ０１１（Ｔｓｅ　ＫＦ．，ｅｔ　ａｌ
　Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．２００６　Ｆｅｂ　１５；１２（４）：１３７３－
８２）
例えば、ＥＰ１８２７４９２Ｂ１のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２２、２４、２６、３１、３３
および３５を参照すること。
【０６４７】
　（６８）ＴＩＭ－１－ＨＡＶＣＲ１（Ａ型肝炎ウイルス細胞レセプター１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ０４３７２４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ０４３７２４．１　ＧＩ：２８２７４５３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０６：２４　ＰＭ
【０６４８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ３９８６２
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ３９８６２．１　ＧＩ：２８２７４５４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０６：２４　ＰＭ
【０６４９】
　相互参照
Ｆｅｉｇｅｌｓｔｏｃｋ　Ｄ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．７２（８），６６２１－
６６２８（１９９８）
【０６５０】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＨＡＶＣＲ１
他の別名：ＨＡＶＣＲ、ＨＡＶＣＲ－１、ＫＩＭ－１、ＫＩＭ１、ＴＩＭ、ＴＩＭ－１、
ＴＩＭ１、ＴＩＭＤ－１、ＴＩＭＤ１
他の名称：Ｔ細胞免疫グロブリンドメインおよびムシンドメインタンパク質１；Ｔ－細胞
膜タンパク質１；腎臓損傷分子１
【０６５１】
　（６９）ＲＧ－１／前立腺腫瘍標的ミンディン－ミンディン／ＲＧ－１
相互参照
Ｐａｒｒｙ　Ｒ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．２００５　Ｓｅｐ　１５；６５
（１８）：８３９７－４０５
【０６５２】
　（７０）Ｂ７－Ｈ４－ＶＴＣＮ１（Ｖ－セットドメイン含有Ｔ細胞活性化抑制剤１
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＸ６４８０２１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＸ６４８０２１．１　ＧＩ：３４３６７１８
０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
０８：４０　ＡＭ
【０６５３】
　相互参照
Ｓｉｃａ　ＧＬ．，ｅｔ　ａｌ　Ｉｍｍｕｎｉｔｙ．２００３　Ｊｕｎ；１８（６）：８
４９－６１
【０６５４】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＶＴＣＮ１
他の別名：ＲＰ１１－２２９Ａ１９．４、Ｂ７－Ｈ４、Ｂ７Ｈ４、Ｂ７Ｓ１、Ｂ７Ｘ、Ｂ
７ｈ．５、ＰＲＯ１２９１、ＶＣＴＮ１
他の名称：Ｂ７ファミリーメンバー、Ｈ４；Ｂ７スーパーファミリーメンバー１；Ｔ細胞
副刺激分子Ｂ７ｘ；Ｔ－細胞副刺激分子Ｂ７ｘ；Ｖ－セットドメイン－含有Ｔ－細胞活性
化抑制剤１；免疫副刺激タンパク質Ｂ７－Ｈ４
【０６５５】
　（７１）ＰＴＫ７（ＰＴＫ７タンパク質チロシンキナーゼ７）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ４４７１７６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ４４７１７６．１　ＧＩ：１７４３２４２
０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　２８、２００８　
０１：５１　ＰＭ
【０６５６】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＬ３９０６２
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＬ３９０６２．１　ＧＩ：１７４３２４２
１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　２８、２００８　
０１：５１　ＰＭ
【０６５７】
　相互参照
Ｐａｒｋ　Ｓ．Ｋ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１１９（２），２３５－２３９
（１９９６）
【０６５８】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＰＴＫ７
他の別名：ＣＣＫ－４、ＣＣＫ４
他の名称：結腸癌腫キナーゼ４；不活性チロシン－タンパク質キナーゼ７；偽チロシンキ
ナーゼレセプター７；チロシン－タンパク質キナーゼ様７
【０６５９】
　（７２）ＣＤ３７（ＣＤ３７分子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１０４００３１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１０４００３１．１　ＧＩ：９１８
０７１０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２９、２０１２　
０２：０８　ＰＭ
【０６６０】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１０３５１２０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１０３５１２０．１　ＧＩ：９１８
０７１１０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｌ　２９、２０１２　
０２：０８　ＰＭ
【０６６１】
　相互参照
Ｓｃｈｗａｒｔｚ－Ａｌｂｉｅｚ　Ｒ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１４０（３
），９０５－９１４（１９８８）
【０６６２】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ３７
他の別名：ＧＰ５２－４０、ＴＳＰＡＮ２６
他の名称：ＣＤ３７抗原；細胞分化抗原３７；白血球抗原ＣＤ３７；白血球表面抗原ＣＤ
３７；テトラスパニン－２６；ｔｓｐａｎ－２６
【０６６３】
　抗体
Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ：ｍＡｂ　３７．１（Ｈｅｉｄｅｒ　ＫＨ．
，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ．２０１１　Ｏｃｔ　１３；１１８（１５）：４１５９－６８
）
【０６６４】
　Ｔｒｕｂｉｏｎ：ＣＤ３７－ＳＭＩＰ（Ｇ２８－１　ｓｃＦｖ－Ｉｇ）（（Ｚｈａｏ　
Ｘ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ．２００７；１１０：２５６９－２５７７）
例えば、ＵＳ２０１１０１７１２０８Ａ１のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２５３を参照すること
。
【０６６５】
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　Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ：Ｋ７１５３Ａ（Ｄｅｃｋｅｒｔ　Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｒｅｓ　Ａｐｒｉｌ　１５，２０１２；７２（８　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）：４６２
５）
【０６６６】
　（７３）ＣＤ１３８－ＳＤＣ１（ｓｙｎｄｅｃａｎ１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＪ５５１１７６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＪ５５１１７６．１　ＧＩ：２９２４３１４
１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０１、２０１１　
１２：０９　ＰＭ
【０６６７】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＤ８０２４５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＡＤ８０２４５．１　ＧＩ：２９２４３１４
２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０１、２０１１　
１２：０９　ＰＭ
【０６６８】
　相互参照
Ｏ’Ｃｏｎｎｅｌｌ　ＦＰ．，ｅｔ　ａｌ　Ａｍ　Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｐａｔｈｏｌ．２００
４　Ｆｅｂ；１２１（２）：２５４－６３
【０６６９】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＳＤＣ１
他の別名：ＣＤ１３８、ＳＤＣ、ＳＹＮＤ１、ｓｙｎｄｅｃａｎ
他の名称：ＣＤ１３８抗原；ヘパラン硫酸プロテオグリカン線維芽細胞増殖因子レセプタ
ー；シンデカンプロテオグリカン１；シンデカン－１
【０６７０】
　抗体
Ｂｉｏｔｅｓｔ：ｃｈｉｍｅｒｉｚｅｄ　ＭＡｂ（ｎＢＴ０６２）－（Ｊａｇａｎｎａｔ
ｈ　Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｏｓｔｅｒ　ＡＳＨ　＃３０６０、２０１０；ＷＩＰＯ　Ｐａ
ｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＷＯ／２０１０／１２８０８７）
例えば、ＵＳ２００９０２３２８１０　ＳＥＱの　ＩＤ　ＮＯ：１および２を参照するこ
と。
【０６７１】
　Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎ：Ｂ－Ｂ４（Ｔａｓｓｏｎｅ　Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ　１
０４＿３６８８－３６９６）
例えば、ＵＳ２００９０１７５８６３Ａ１の　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１および２を参照す
ること。
【０６７２】
　（７４）ＣＤ７４（ＣＤ７４分子、主要組織適合遺伝子複合体、クラスＩＩ不変鎖）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００４３５５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００４３５５．１　ＧＩ：３４３４０３
７８４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３０　ＰＭ
【０６７３】
　ポリペプチド
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４３４６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００４３４６．１　ＧＩ：１０８３５０
７１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３０　ＰＭ
【０６７４】
　相互参照
Ｋｕｄｏ，Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１３（２４），８
８２７－８８４１（１９８５）
【０６７５】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ７４
他の別名：ＤＨＬＡＧ、ＨＬＡＤＧ、ＩＩ、Ｉａ－γ
他の名称：ＣＤ７４抗原（主要組織適合遺伝子複合体の不変ポリペプチド、クラスＩＩ抗
原－関連）；ＨＬＡクラスＩＩ組織適合性抗原γ鎖；ＨＬＡ－ＤＲ抗原－関連不変鎖；Ｈ
ＬＡ－ＤＲ－γ；Ｉａ－関連不変鎖；ＭＨＣＨＬＡ－ＤＲγ鎖；クラスＩＩ抗原のγ鎖；
ｐ３３
【０６７６】
　抗体
Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ：ｈＬＬ１（Ｍｉｌａｔｕｚｕｍａｂ，）－　Ｂｅｒｋｏｖａ
　Ｚ．，ｅｔ　ａｌ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｏｐｉｎ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇ　Ｄｒｕｇｓ．２０１
０　Ｊａｎ；１９（１）：１４１－９）
例えば、ＵＳ２００４０１１５１９３の　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１９、２０、２１、２２
、２３および２４を参照すること。
【０６７７】
　Ｇｅｎｍａｂ：ＨｕＭａｘ－ＣＤ７４（ウェブサイト参照）
【０６７８】
　（７５）クローディン－ＣＬｓ（クローディン）
相互参照
Ｏｆｆｎｅｒ　Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅ
ｒ．２００５　Ｍａｙ；５４（５）：４３１－４５，Ｓｕｚｕｋｉ　Ｈ．，ｅｔ　ａｌ　
Ａｎｎ　Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ．２０１２　Ｊｕｌ；１２５８：６５－７０）
【０６７９】
ヒトにおいて、ファミリーの２４メンバーが記載されている。―参考文献を参照すること
。
【０６８０】
　（７６）ＥＧＦＲ（上皮増殖因子レセプター）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００５２２８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００５２２８．３　ＧＩ：４１９２７７
３７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
【０６８１】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５２１９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００５２１９．２　ＧＩ：２９７２５６
０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０，２０１２　
０１：４７　ＰＭ
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【０６８２】
　相互参照
Ｄｈｏｍｅｎ　ＮＳ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｒｉｔ　Ｒｅｖ　Ｏｎｃｏｇ．２０１２；１７（
１）：３１－５０
【０６８３】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＥＧＦＲ
他の別名：ＥＲＢＢ、ＥＲＢＢ１、ＨＥＲ１、ＰＩＧ６１、ｍＥＮＡ
他の名称：トリ赤芽球性白血病ウイルス性（ｖ－ｅｒｂ－ｂ）癌遺伝子ホモログ；細胞成
長抑制タンパク質４０；細胞増殖－促進タンパク質６１；癌原遺伝子ｃ－ＥｒｂＢ－１；
レセプターチロシン－タンパク質キナーゼｅｒｂＢ－１
【０６８４】
　抗体
ＢＭＳ：Ｃｅｔｕｘｉｍａｂ（Ｅｒｂｉｔｕｘ）－　Ｂｒｏａｄｂｒｉｄｇｅ　ＶＴ．，
ｅｔ　ａｌ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｒｅｖ　Ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒ．２０１２　Ｍａ
ｙ；１２（５）：５５５－６５。
例えば、ＵＳ６２１７８６６－ＡＴＴＣ　ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｎｏ．９７６４を参照するこ
と。
【０６８５】
　Ａｍｇｅｎ：Ｐａｎｉｔｕｍｕｍａｂ（Ｖｅｃｔｉｂｉｘ）－　Ａｒｇｉｌｅｓ　Ｇ．
，ｅｔ　ａｌ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｏｎｃｏｌ．２０１２　Ａｐｒ；８（４）：３７３－８９
例えば、ＵＳ６２３５８８３　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２３－３８を参照すること。
【０６８６】
　Ｇｅｎｍａｂ：Ｚａｌｕｔｕｍｕｍａｂ－Ｒｉｖｅｒａ　Ｆ．，ｅｔ　ａｌ　Ｅｘｐｅ
ｒｔ　Ｏｐｉｎ　Ｂｉｏｌ　Ｔｈｅｒ．２００９　Ｍａｙ；９（５）：６６７－７４。
【０６８７】
　ＹＭ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ：Ｎｉｍｏｔｕｚｕｍａｂ－Ｒａｍａｋｒｉｓｈｎａｎ
　ＭＳ．，ｅｔ　ａｌ　ＭＡｂｓ．２００９　Ｊａｎ－Ｆｅｂ；１（１）：４１－８。
例えば、ＵＳ５８９１９９６　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２７－３４を参照すること。
【０６８８】
　（７７）Ｈｅｒ３（ＥｒｂＢ３）－ＥＲＢＢ３（ｖ－ｅｒｂ－ｂ２赤芽球性白血病ウイ
ルス性癌遺伝子ホモログ３（トリ））
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ３４３０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ３４３０９．１　ＧＩ：１８３９９０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
０８：４７　ＰＭ
【０６８９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５９７９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５９７９．１　ＧＩ：３０６８４１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
０８：４７　ＰＭ
【０６９０】
　相互参照
Ｐｌｏｗｍａｎ、Ｇ．Ｄ．，ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
．Ｓ．Ａ．８７（１３），４９０５－４９０９（１９９０）
【０６９１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＥＲＢＢ３
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他の別名：ＥｒｂＢ－３、ＨＥＲ３、ＬＣＣＳ２、ＭＤＡ－ＢＦ－１、ｃ－ｅｒｂＢ－３
、ｃ－ｅｒｂＢ３、ｅｒｂＢ３－Ｓ、ｐ１８０－ＥｒｂＢ３、ｐ４５－ｓＥｒｂＢ３、ｐ
８５－ｓＥｒｂＢ３
他の名称：癌原遺伝子様タンパク質ｃ－ＥｒｂＢ－３；レセプターチロシン－タンパク質
キナーゼｅｒｂＢ－３；チロシンキナーゼ－型細胞表面レセプターＨＥＲ３
【０６９２】
　抗体
Ｍｅｒｉｍａｃｋ　Ｐｈａｒｍａ　：ＭＭ－１２１（Ｓｃｈｏｅｂｅｒｌ　Ｂ．，ｅｔ　
ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．２０１０　Ｍａｒ　１５；７０（６）：２４８５－２４９
４）
例えば、ＵＳ２０１１０２８１２９　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２、３、４、５、６、７
および８を参照すること。
【０６９３】
　（７８）ＲＯＮ－ＭＳＴ１Ｒ（マクロファージ刺激１レセプター（ｃ－ｍｅｔ－関連チ
ロシンキナーゼ））
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ７００４０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ７００４０．１　ＧＩ：３６１０９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：１７　ＰＭ
【０６９４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＣＡ４９６３４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＣＡ４９６３４．１　ＧＩ：３６１１０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：１７　ＰＭ
【０６９５】
　相互参照
Ｒｏｎｓｉｎ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　８（５），１１９５－１２０２（
１９９３）
【０６９６】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＭＳＴ１Ｒ
他の別名：ＣＤ１３６、ＣＤｗ１３６、ＰＴＫ８、ＲＯＮ
他の名称：ＭＳＰレセプター；ＭＳＴ１Ｒ変異型ＲＯＮ３０；ＭＳＴ１Ｒ変異型ＲＯＮ６
２；ＰＴＫ８タンパク質チロシンキナーゼ８；ＲＯＮ変異型Ｅ２Ｅ３；ｃ－ｍｅｔ－関連
チロシンキナーゼ；マクロファージ－刺激タンパク質レセプター；ｐ１８５－Ｒｏｎ；可
溶性ＲＯＮ変異型１；可溶性ＲＯＮ変異型２；可溶性ＲＯＮ変異型３；可溶性ＲＯＮ変異
型４
【０６９７】
（７９）ＥＰＨＡ２（ＥＰＨレセプターＡ２）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＣ０３７１６６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＢＣ０３７１６６．２　ＧＩ：３３８７９８６
３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　０６，２０１２　
０１：５９　ＰＭ
【０６９８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＨ３７１６６
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＨ３７１６６．１　ＧＩ：２２７１３５３
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　０６，２０１２　
０１：５９　ＰＭ
【０６９９】
　相互参照
Ｓｔｒａｕｓｂｅｒｇ　Ｒ．Ｌ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ
．Ｕ．Ｓ．Ａ．９９（２６），１６８９９－１６９０３（２００２）
【０７００】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＥＰＨＡ２
他の別名：ＡＲＣＣ２、ＣＴＰＡ、ＣＴＰＰ１、ＥＣＫ
他の名称：Ａ型エフリンレセプター２；上皮細胞レセプタータンパク質チロシンキナーゼ
；可溶性ＥＰＨＡ２変異型１；チロシン－タンパク質キナーゼレセプターＥＣＫ
【０７０１】
　抗体
Ｍｅｄｉｍｍｕｎｅ：１Ｃ１（Ｌｅｅ　ＪＷ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｌｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓ．２０１０　Ｍａｙ　１；１６（９）：２５６２－２５７０）
例えば、ＵＳ２００９０３０４７２１Ａ１　図７および８を参照すること。
【０７０２】
（８０）ＣＤ２０－ＭＳ４Ａ１（膜－貫通４－ドメイン、サブファミリーＡ、メンバー１
）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ２７３９４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ２７３９４．１　ＧＩ：１７９３０７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　３０、２００９　
１１：１６　ＡＭ
【０７０３】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５５８１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ３５５８１．１　ＧＩ：１７９３０８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｎｏｖ　３０、２００９　
１１：１６　ＡＭ
【０７０４】
　相互参照
Ｔｅｄｄｅｒ　Ｔ．Ｆ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ
．Ａ．８５（１），２０８－２１２（１９８８）
【０７０５】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＭＳ４Ａ１
他の別名：Ｂ１、Ｂｐ３５、ＣＤ２０、ＣＶＩＤ５、ＬＥＵ－１６、ＭＳ４Ａ２、Ｓ７
他の名称：Ｂ－リンパ球抗原ＣＤ２０；Ｂ－リンパ球細胞－表面抗原Ｂ１；ＣＤ２０抗原
；ＣＤ２０レセプター；白血球表面抗原Ｌｅｕ－１６
【０７０６】
　抗体
Ｇｅｎｅｎｔｅｃｈ／Ｒｏｃｈｅ：Ｒｉｔｕｘｉｍａｂ－Ａｂｄｕｌｌａ　ＮＥ．，ｅｔ
　ａｌ　ＢｉｏＤｒｕｇｓ．２０１２　Ａｐｒ　１；２６（２）：７１－８２。
例えば、ＵＳ５７３６１３７、ＡＴＣＣ　ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｎｏ．ＨＢ－６９１１９を参
照すること。
【０７０７】
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　ＧＳＫ／Ｇｅｎｍａｂ：Ｏｆａｔｕｍｕｍａｂ－Ｎｉｇｈｔｉｎｇａｌｅ　Ｇ．，ｅｔ
　ａｌ　Ａｎｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｔｈｅｒ．２０１１　Ｏｃｔ；４５（１０）：１２４
８－５５。
例えば、ＵＳ２００９０１６９５５０Ａ１　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２、４および５を参照
すること。
【０７０８】
　Ｉｍｍｕｎｏｍｅｄｉｃｓ：Ｖｅｌｔｕｚｕｍａｂ－Ｇｏｌｄｅｎｂｅｒｇ　ＤＭ．，
ｅｔ　ａｌ　Ｌｅｕｋ　Ｌｙｍｐｈｏｍａ．２０１０　Ｍａｙ；５１（５）：７４７－５
５。
例えば、ＵＳ７９１９２７３Ｂ２　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２、３、４、５および６を
参照すること。
【０７０９】
　（８１）テネイシンＣ－ＴＮＣ（テネイシンＣ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００２１６０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００２１６０．３　ＧＩ：３４０７４５
３３６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３３　ＰＭ
【０７１０】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２１５１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００２１５１．２　ＧＩ：１５３９４６
３９５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　２３、２０１２　
０２：３３　ＰＭ
【０７１１】
　相互参照
Ｎｉｅｓ　Ｄ．Ｅ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６６（５），２８１８－
２８２３（１９９１）；Ｓｉｒｉ　Ａ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒ
ｅｓ．１９（３），５２５－５３１（１９９１）
【０７１２】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＴＮＣ
他の別名：１５０－２２５、ＧＭＥＭ、ＧＰ、ＨＸＢ、ＪＩ、ＴＮ、ＴＮ－Ｃ
他の名称：ＧＰ１５０－２２５；サイトタクチン；グリオーマ－関連－細胞外マトリック
ス抗原；ヘキサブラキオン（テネイシン）；筋腱抗原；ニューロネクチン；テネイシン；
テネイシン－Ｃアイソフォーム１４／ＡＤ１／１６
【０７１３】
　抗体
Ｐｈｉｌｏｇｅｎ　：Ｇ１１（ｖｏｎ　Ｌｕｋｏｗｉｃｚ　Ｔ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｎｕ
ｃｌ　Ｍｅｄ．２００７　Ａｐｒ；４８（４）：５８２－７）ａｎｄ　Ｆ１６（Ｐｅｄｒ
ｅｔｔｉ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｌｕｎｇ　Ｃａｎｃｅｒ．２００９　Ａｐｒ；６４（１）
：２８－３３）
例えば、ＵＳ７９６８６８５　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２９、３５、４５および４７を参照
すること。
【０７１４】
（８２）ＦＡＰ（線維芽細胞活性化タンパク質、α）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｕ０９２７８
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｕ０９２７８．１　ＧＩ：１８８８３１５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
９：２２　ＡＭ
【０７１５】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＢ４９６５２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＢ４９６５２．１　ＧＩ：１８８８３１６
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
９：２２　ＡＭ
【０７１６】
　相互参照
Ｓｃａｎｌａｎ、Ｍ．Ｊ．，ｅｔ　ａｌ　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．
Ｓ．Ａ．９１（１２），５６５７－５６６１（１９９４）
【０７１７】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＦＡＰ
他の別名：ＤＰＰＩＶ、ＦＡＰＡ
他の名称：１７０ｋＤａメラノーマ膜－結合ゲラチナーゼ；内在性膜セリンプロテアーゼ
；セプラーゼ
【０７１８】
　（８３）ＤＫＫ－１（Ｄｉｃｋｋｏｐｆ１ホモログ（ツメガエル）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１２２４２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０１２２４２．２　ＧＩ：６１６７６９
２４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０７１９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０３６３７４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０３６３７４．１　ＧＩ：７１１０７１
９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０７２０】
　相互参照
Ｆｅｄｉ　Ｐ．ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７４（２７），１９４６５－１
９４７２（１９９９）
【０７２１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＤＫＫ１
他の別名：ＵＮＱ４９２／ＰＲＯ１００８、ＤＫＫ－１、ＳＫ
他の名称：ｄｉｃｋｋｏｐｆ関連タンパク質－１；ｄｉｃｋｋｏｐｆ－１様；ｄｉｃｋｋ
ｏｐｆ様タンパク質１；ｄｉｃｋｋｏｐｆ－関連タンパク質１；ｈＤｋｋ－１
【０７２２】
　抗体
Ｎｏｖａｒｔｉｓ：ＢＨＱ８８０（Ｆｕｌｃｉｎｉｔｉ　Ｍ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ
．２００９　Ｊｕｌ　９；１１４（２）：３７１－３７９）
例えば、ＵＳ２０１２００５２０７０Ａ１　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１００および１０８を
参照すること。
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【０７２３】
　（８４）ＣＤ５２（ＣＤ５２分子）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１８０３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿００１８０３．２　ＧＩ：６８３４２０
２９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０７２４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７９４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿００１７９４．２　ＧＩ：６８３４２０
３０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｓｅｐ　３０、２０１２　
０１：４８　ＰＭ
【０７２５】
　相互参照
Ｘｉａ　Ｍ．Ｑ．，ｅｔ　ａｌ　Ｅｕｒ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．２１（７），１６７７－
１６８４（１９９１）
【０７２６】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＣＤ５２
他の別名：ＣＤＷ５２
他の名称：ＣＡＭＰＡＴＨ－１抗原；ＣＤ５２抗原（ＣＡＭＰＡＴＨ－１抗原）；ＣＤＷ
５２抗原（ＣＡＭＰＡＴＨ－１抗原）；ケンブリッジ病理学１抗原；精巣上体分泌タンパ
ク質Ｅ５；ｈｅ５；ヒト精巣上体－特定のタンパク質５
【０７２７】
　抗体
Ａｌｅｍｔｕｚｕｍａｂ（Ｃａｍｐａｔｈ）－　Ｓｋｏｅｔｚ　Ｎ．，ｅｔ　ａｌ　Ｃｏ
ｃｈｒａｎｅ　Ｄａｔａｂａｓｅ　Ｓｙｓｔ　Ｒｅｖ．２０１２　Ｆｅｂ　１５；２：Ｃ
Ｄ００８０７８。
例えば、Ｄｒｕｇｂａｎｋ　Ａｃｃ．Ｎｏ．ＤＢ０００８７（ＢＩＯＤ００１０９、ＢＴ
Ｄ００１０９）を参照すること。
【０７２８】
　（８５）ＣＳ１－ＳＬＡＭＦ７（ＳＬＡＭファミリーメンバー７）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０２１１８１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＭ＿０２１１８１．３　ＧＩ：１９９３５７
１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２９，２０１２　
１１：２４　ＡＭ
【０７２９】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６７００４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＮＰ＿０６７００４．３　ＧＩ：１９９２３５
７２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２９，２０１２　
１１：２４　ＡＭ
【０７３０】
　相互参照
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Ｂｏｌｅｓ　Ｋ．Ｓ．，ｅｔ　ａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｇｅｎｅｔｉｃｓ　５２（３－４），
３０２－３０７（２００１）
【０７３１】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＳＬＡＭＦ７
他の別名：ＵＮＱ５７６／ＰＲＯ１１３８、１９Ａ、ＣＤ３１９、ＣＲＡＣＣ、ＣＳ１
他の名称：１９Ａ２４タンパク質；ＣＤ２サブセット１；ＣＤ２様レセプター活性化細胞
毒細胞；ＣＤ２様レセプター－活性化細胞毒細胞；膜タンパク質ＦＯＡＰ－１２；ｎｏｖ
ｅｌＬＹ９（リンパ球抗原９）様タンパク質；タンパク質１９Ａ
【０７３２】
　抗体
ＢＭＳ：ｅｌｏｔｕｚｕｍａｂ／ＨｕＬｕｃ６３（Ｂｅｎｓｏｎ　ＤＭ．，ｅｔ　ａｌ　
Ｊ　Ｃｌｉｎ　Ｏｎｃｏｌ．２０１２　Ｊｕｎ　１；３０（１６）：２０１３－２０１５
）
例えば、ＵＳ２０１１０２０６７０１　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９、１０、１１、１２、１
３、１４、１５および１６を参照すること。
【０７３３】
　（８６）Ｅｎｄｏｇｌｉｎ－ＥＮＧ（Ｅｎｄｏｇｌｉｎ）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ０３５７５３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＦ０３５７５３．１　ＧＩ：３４５２２６０
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０６：３６　ＰＭ
【０７３４】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ３２８０２
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＣ３２８０２．１　ＧＩ：３４５２２６１
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｍａｒ　１０，２０１０　
０６：３６　ＰＭ
【０７３５】
　相互参照
Ｒｉｕｓ Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｂｌｏｏｄ　９２（１２），４６７７－４６９０（１９９
８）
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＥＮＧ
【０７３６】
　他の情報
他の別名：ＲＰ１１－２２８Ｂ１５．２、ＣＤ１０５、ＥＮＤ、ＨＨＴ１、ＯＲＷ、ＯＲ
Ｗ１
他の名称：ＣＤ１０５抗原
【０７３７】
　（８７）アネキシンＡ１－ＡＮＸＡ１（アネキシンＡ１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ０５９０８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｘ０５９０８．１　ＧＩ：３４３８７
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：０２　ＡＭ
【０７３８】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＣＡ２９３３８
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＣＣＡ２９３３８．１　ＧＩ：３４３８８
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Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｆｅｂ　０２、２０１１　
１０：０２　ＡＭ
【０７３９】
　相互参照
Ｗａｌｌｎｅｒ　Ｂ．Ｐ．，ｅｔ　ａｌ　Ｎａｔｕｒｅ　３２０（６０５７），７７－８
１（１９８６）
【０７４０】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ：ＡＮＸＡ１
他の別名：ＲＰ１１－７１Ａ２４．１、ＡＮＸ１、ＬＰＣ１
他の名称：アネキシンＩ（リポコルチンＩ）；アネキシン－１；カルパクチンＩＩ；カル
パクチン－２；クロモビンディン－９；リポコルチンＩ；ｐ３５；ホスホリパーゼＡ２抑
制タンパク質
【０７４１】
　（８８）Ｖ－ＣＡＭ（ＣＤ１０６）－ＶＣＡＭ１（血管細胞接着分子１）
ヌクレオチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ６０３３５
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．Ｍ６０３３５．１　ＧＩ：３４０１９３
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５６　ＡＭ
【０７４２】
　ポリペプチド
Ｇｅｎｂａｎｋ　ａｃｃｅｓｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６１２６９
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｖｅｒｓｉｏｎ　ｎｏ．ＡＡＡ６１２６９．１　ＧＩ：３４０１９４
Ｇｅｎｂａｎｋ　ｒｅｃｏｒｄ　ｕｐｄａｔｅ　ｄａｔｅ：　Ｊｕｎ　２３，２０１０　
８：５６　ＡＭ
【０７４３】
　相互参照
Ｈｅｓｓｉｏｎ　Ｃ．，ｅｔ　ａｌ　Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６６（１１），６６８
２－６６８５（１９９１）
【０７４４】
　他の情報
Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｓｙｍｂｏｌ　ＶＣＡＭ１
他の別名：ＣＤ１０６、ＩＮＣＡＭ－１００
他の名称：ＣＤ１０６抗原；血管細胞接着タンパク質１
【０７４５】
　抗体配列
抗－インテグリンαｖβ６
　ＲＨＡＢ６．２
ＱＶＱＬＶＱＳＧＳＥＬＫＫＰＧＡＳＶＫＩＳＣＫＡＳＧＦＡＦＴＤＳＹＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥＹＡＰＫＦＱＧＲＦＶＦＳＬＤＴＳＶＳＴＡＹ
ＬＱＩＳＳＬＫＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＧＴＰＴＡＶＰＮＬＲＧＤＬＱＶＬＡＱＫＶＡＧ
ＰＹＰＦＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７４６】
　ＲＨＣＢ６．２
ＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＩＤＳＹＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＲＬＥＷＭＧＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥＹＡＰＫＦＱＧＲＶＴＩＴＴＤＴＳＡＳＴＡＹ
ＭＥＬＳＳＬＲＳＥＤＴＡＶＹＹＣＡＲＧＴＰＴＡＶＰＮＬＲＧＤＬＱＶＬＡＱＫＶＡＧ
ＰＹＰＦＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７４７】
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　ＲＨＦ
ＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＦＮＦＩＤＳＹＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＲＬＥＷＭＧＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥＹＡＰＫＦＱＧＲＶＴＦＴＴＤＴＳＡＳＴＡＹ
ＭＥＬＳＳＬＲＳＥＤＴＡＶＹＹＣＮＥＧＴＰＴＧＰＹＹＦＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７４８】
　ＲＨＦＢ６
ＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＦＮＦＩＤＳＹＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＲＬＥＷＭＧＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥＹＡＰＫＦＱＧＲＶＴＦＴＴＤＴＳＡＳＴＡＹ
ＭＥＬＳＳＬＲＳＥＤＴＡＶＹＹＣＮＥＧＴＰＴＡＶＰＮＬＲＧＤＬＱＶＬＡＱＫＶＡＧ
ＰＹＹＦＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７４９】
　ＲＨＡＹ１００ｂＰ
ＱＶＱＬＶＱＳＧＳＥＬＫＫＰＧＡＳＶＫＩＳＣＫＡＳＧＦＡＦＴＤＳＹＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＤＰＥＮＧＤＴＥＹＡＰＫＦＱＧＲＦＶＦＳＬＤＴＳＶＳＴＡＹ
ＬＱＩＳＳＬＫＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＧＴＰＴＧＰＹＰＦＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７５０】
　ＲＫＦ
ＥＮＶＬＴＱＳＰＧＴＬＳＬＳＰＧＥＲＡＴＬＳＣＳＡＳＳＳＶＳＹＭＨＷＦＱＱＫＰＧ
ＱＡＰＲＬＬＩＹＳＴＳＮＬＡＳＧＩＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＲＬＥＰＥ
ＤＦＡＶＹＹＣＱＱＲＳＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫ
【０７５１】
　ＲＫＦＬ３６Ｌ５０
ＥＮＶＬＴＱＳＰＧＴＬＳＬＳＰＧＥＲＡＴＬＳＣＳＡＳＳＳＶＳＹＭＨＷＬＱＱＫＰＧ
ＱＡＰＲＬＬＩＹＬＴＳＮＬＡＳＧＩＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＲＬＥＰＥ
ＤＦＡＶＹＹＣＱＱＲＳＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫ
【０７５２】
　ＲＫＣ
ＥＩＶＬＴＱＳＰＧＴＬＳＬＳＰＧＥＲＡＴＬＳＣＳＡＳＳＳＶＳＹＭＨＷＦＱＱＫＰＧ
ＱＡＰＲＬＬＩＹＳＴＳＮＬＡＳＧＩＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＲＬＥＰＥ
ＤＦＡＶＹＹＣＱＱＲＳＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫ
【０７５３】
　抗－ＣＤ３３
ＣＤ３３　Ｈｕｍ１９５　ＶＨ
ＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＳＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＤＹＮＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＧＬＥＷＩＧＹＩＹＰＹＮＧＧＴＧＹＮＱＫＦＫＳＫＡＴＩＴＡＤＥＳＴＮＴＡＹ
ＭＥＬＳＳＬＲＳＥＤＴＡＶＹＹＣＡＲＧＲＰＡＭＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７５４】
　ＣＤ３３　Ｈｕｍ１９５　ＶＫ
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＥＳＶＤＮＹＧＩＳＦＭＮＷＦ
ＱＱＫＰＧＫＡＰＫＬＬＩＹＡＡＳＮＱＧＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳ
ＳＬＱＰＤＤＦＡＴＹＹＣＱＱＳＫＥＶＰＷＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７５５】
　抗－ＣＤ１９
ＣＤ１９　Ｂ４　ｒｅｓｕｒｆａｃｅｄ　ＶＨ
ＱＶＱＬＶＱＰＧＡＥＶＶＫＰＧＡＳＶＫＬＳＣＫＴＳＧＹＴＦＴＳＮＷＭＨＷＶＫＱＲ
ＰＧＱＧＬＥＷＩＧＥＩＤＰＳＤＳＹＴＮＹＮＱＮＦＫＧＫＡＫＬＴＶＤＫＳＴＳＴＡＹ
ＭＥＶＳＳＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲＧＳＮＰＹＹＹＡＭＤＹＷＧＱＧＴＳＶＴＶＳＳ
【０７５６】
　ＣＤ１９　Ｂ４　ｒｅｓｕｒｆａｃｅｄ　ＶＫ
ＥＩＶＬＴＱＳＰＡＩＭＳＡＳＰＧＥＲＶＴＭＴＣＳＡＳＳＧＶＮＹＭＨＷＹＱＱＫＰＧ
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ＴＳＰＲＲＷＩＹＤＴＳＫＬＡＳＧＶＰＡＲＦＳＧＳＧＳＧＴＳＹＳＬＴＩＳＳＭＥＰＥ
ＤＡＡＴＹＹＣＨＱＲＧＳＹＴＦＧＧＧＴＫＬＥＩＫ
【０７５７】
　抗－Ｈｅｒ２
ハーセプチンＶＨ鎖
ＥＶＱＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＲＬＳＣＡＡＳＧＦＮＩＫＤＴＹＩＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＶＡＲＩＹＰＴＮＧＹＴＲＹＡＤＳＶＫＧＲＦＴＩＳＡＤＴＳＫＮＴＡＹ
ＬＱＭＮＳＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＳＲＷＧＧＤＧＦＹＡＭＤＹＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳ
【０７５８】
　ハーセプチンＶＬ鎖
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＤＶＮＴＡＶＡＷＹＱＱＫＰ
ＧＫＡＰＫＬＬＩＹＳＡＳＦＬＹＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＲＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＱＱＨＹＴＴＰＰＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７５９】
　抗－ＣＤ２５
Ｓｉｍｕｌｅｃｔ　ＶＫ（Ｂａｓｉｌｉｘｉｍａｂとしても知られる）
ＱＩＶＳＴＱＳＰＡＩＭＳＡＳＰＧＥＫＶＴＭＴＣＳＡＳＳＳＲＳＹＭＱＷＹＱＱＫＰＧ
ＴＳＰＫＲＷＩＹＤＴＳＫＬＡＳＧＶＰＡＲＦＳＧＳＧＳＧＴＳＹＳＬＴＩＳＳＭＥＡＥ
ＤＡＡＴＹＹＣＨＱＲＳＳＹＴＦＧＧＧＴＫＬＥＩＫ
【０７６０】
　Ｓｉｍｕｌｅｃｔ　ＶＨ
ＱＬＱＱＳＧＴＶＬＡＲＰＧＡＳＶＫＭＳＣＫＡＳＧＹＳＦＴＲＹＷＭＨＷＩＫＱＲＰＧ
ＱＧＬＥＷＩＧＡＩＹＰＧＮＳＤＴＳＹＮＱＫＦＥＧＫＡＫＬＴＡＶＴＳＡＳＴＡＹＭＥ
ＬＳＳＬＴＨＥＤＳＡＶＹＹＣＳＲＤＹＧＹＹＦＤＦＷＧＱＧＴＴＬＴＶＳＳ
【０７６１】
　抗－ＰＳＭＡ
脱免疫化ＶＨ‘１
ＥＶＱＬＶＱＳＧＰＥＶＫＫＰＧＡＴＶＫＩＳＣＫＴＳＧＹＴＦＴＥＹＴＩＨＷＶＫＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＩＧＮＩＮＰＮＮＧＧＴＴＹＮＱＫＦＥＤＫＡＴＬＴＶＤＫＳＴＤＴＡＹ
ＭＥＬＳＳＬＲＳＥＤＴＡＶＹＹＣＡＡＧＷＮＦＤＹＷＧＱＧＴＬＬＴＶＳＳ
【０７６２】
　脱免疫化ＶＫ‘１
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＴＳＶＧＤＲＶＴＬＴＣＫＡＳＱＤＶＧＴＡＶＤＷＹＱＱＫＰ
ＧＰＳＰＫＬＬＩＹＷＡＳＴＲＨＴＧＩＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰ
ＥＤＦＡＤＹＹＣＱＱＹＮＳＹＰＬＴＦＧＰＧＴＫＶＤＩＫ
【０７６３】
　脱免疫化ＶＨ１‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＭＫＬＳＣＶＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＴＩＳＲＤＤＳＫＳＩ
ＶＹＬＱＭＮＮＬＲＡＥＤＴＧＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７６４】
　脱免疫化ＶＨ２‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＶＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＴＩＳＲＤＤＳＫＳＩ
ＶＹＬＱＭＮＮＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７６５】
　脱免疫化ＶＨ３‘５
ＥＶＱＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＶＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＴＩＳＲＤＤＳＫＳＩ
ＶＹＬＱＭＮＮＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
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【０７６６】
　脱免疫化ＶＨ４‘５
ＥＶＱＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＶＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＰＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＤＳＫＳＩ
ＶＹＬＱＭＮＮＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７６７】
　脱免疫化ＶＫ１‘５
ＮＩＶＭＴＱＦＰＳＳＭＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＤＱＳＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＴＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＴ
ＥＤＬＡＤＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＬＥＭＫ
【０７６８】
　脱免疫化ＶＫ２‘５
ＮＩＶＭＴＱＦＰＳＳＭＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＤＱＳＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＡ
ＥＤＬＡＤＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＬＥＩＫ
【０７６９】
　脱免疫化ＶＫ３‘５
ＮＩＱＭＴＱＦＰＳＡＭＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＤＱＳＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＡ
ＥＤＬＡＤＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＬＥＩＫ
【０７７０】
　脱免疫化ＶＫ４‘５
ＮＩＱＭＴＱＦＰＳＡＭＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＤＱＳＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＡ
ＥＤＥＡＤＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＬＥＩＫ
【０７７１】
　脱免疫化ＶＫＤＩ‘５
ＮＩＶＭＴＱＦＰＫＳＭＳＡＳＡＧＥＲＭＴＬＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＴＱＳＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＩＬＴＩＳＳＶＱＡ
ＥＤＬＶＤＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＧＧＴＫＬＥＭＫ
【０７７２】
　脱免疫化ＶＨＤＩ‘５
ＥＶＫＬＥＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＭＫＩＳＣＶＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＳ
ＰＥＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＳＳ
ＶＹＬＱＭＮＳＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７３】
　ヒト化ＲＨＡ‘５
ＥＶＱＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＧＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＡＹＬＱＭＮＳＬＫＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７４】
　ヒト化ＲＨＢ‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＶＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７５】
　ヒト化ＲＨＣ‘５
ＥＶＱＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＶＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
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【０７７６】
　ヒト化ＲＨＤ‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＧＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＶＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７７】
　ヒト化ＲＨＥ‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＶＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７８】
　ヒト化ＲＨＦ‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＡＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７７９】
　ヒト化ＲＨＧ‘５
ＥＶＫＬＶＥＳＧＧＧＬＶＱＰＧＧＳＬＫＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＮＹＷＭＮＷＶＲＱＡ
ＳＧＫＧＬＥＷＶＡＥＩＲＳＱＳＮＮＦＡＴＨＹＡＥＳＶＫＧＲＶＩＩＳＲＤＤＳＫＮＴ
ＡＹＬＱＭＮＳＬＲＴＥＤＴＡＶＹＹＣＴＲＲＷＮＮＦＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳ
【０７８０】
　ヒト化ＲＫＡ‘５
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＬＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８１】
　ヒト化ＲＫＢ‘５
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＬＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８２】
　ヒト化ＲＫＣ‘５
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８３】
　ヒト化ＲＫＤ‘５
ＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８４】
　ヒト化ＲＫＥ‘５
ＮＩＶＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＬＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＴＧＳＧＳＡＴＤＦＩＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８５】
　ヒト化ＲＫＦ‘５
ＮＩＶＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＡＴＤＦＩＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
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【０７８６】
　ヒト化ＲＫＧ‘５
ＮＩＶＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＫＡＳＥＮＶＧＴＹＶＳＷＹＱＱＫＰ
ＧＴＡＰＫＭＬＩＹＧＡＳＮＲＦＴＧＶＰＤＲＦＴＧＳＧＳＡＴＤＦＴＬＴＩＮＮＬＱＰ
ＥＤＦＡＴＹＹＣＧＱＳＹＴＦＰＹＴＦＧＱＧＴＫＶＥＩＫ
【０７８７】
　親抗体はまたアルブミン－結合ペプチド（ＡＢＰ）配列を含む融合タンパク質とするこ
とができる（Ｄｅｎｎｉｓ　ｅｔ　ａｌ．（２００２）“Ａｌｂｕｍｉｎ　Ｂｉｎｄｉｎ
ｇ　Ａｓ　Ａ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｆｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　Ｔｈ
ｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎｅｔｉｃｓ　Ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ”　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃ
ｈｅｍ．２７７：３５０３５－３５０４３；ＷＯ０１／４５７４６）。本発明の抗体とし
てはＡＢＰ配列を有する融合タンパク質が挙げられ、ＡＢＰ配列は（ｉ）Ｄｅｎｎｉｓ　
ｅｔ　ａｌ（２００２）Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．２７７：３５０３５－３５０４３　ａ
ｔ　Ｔａｂｌｅｓ　ＩＩＩおよびＩＶ、ページ３５０３８；（ｉｉ）ＵＳ２００４／００
０１８２７の［００７６］；および（ｉｉｉ）ＷＯ０１／４５７４６のページ１２－１３
により教示され、これらのすべてが参照により本明細書に組み込まれる。
【０７８８】
　一実施形態において、抗体は抗原ανβ6に関連する腫瘍を特定して標的とする。
【０７８９】
　細胞結合剤は、例えば、結合体として、または結合体の一部として取り込む前に剤の検
出または精製を促進するために標識することができる。標識はビオチン標識とすることが
できる。別の実施形態において、細胞結合剤は放射性同位体により標識とすることができ
る。
【０７９０】
　細胞結合剤はリンカーに結合される。一実施形態において、細胞結合剤は、リンカーの
Ａが存在する場合、リンカーのＡに結合される。
【０７９１】
　一実施形態において、細胞結合剤およびリンカー間の結合はチオエーテル結合による。
一実施形態において、細胞結合剤およびリンカー間の結合はジスルフィド結合による。一
実施形態において、細胞結合剤およびリンカー間の結合はアミド結合による。一実施形態
において、細胞結合剤およびリンカー間の結合はエステル結合による。
【０７９２】
　一実施形態において、細胞結合剤およびリンカー間の結合は、細胞結合剤のシステイン
残基のチオール基およびリンカーのマレイミド基の間に形成される。
【０７９３】
　細胞結合剤のシステイン残基はＲLの官能基との反応に用いられ結合を形成することが
できる。他の実施形態において、例えば、細胞結合剤が抗体である場合、抗体のチオール
基は鎖間ジスルフィド結合に関与することができる。これらの鎖間結合は、例えば、ＲL

の官能基との反応前にＤＴＴで抗体を処理することによって遊離チオール基に変換するこ
とができる。
【０７９４】
　細胞結合剤は、例えば、結合体として、または結合体の一部として取り込む前に剤の検
出または精製を促進するために標識とすることができる。標識はビオチン標識とすること
ができる。別の実施形態において、細胞結合剤は放射性同位体により標識とすることがで
きる。
【０７９５】
　薬剤負荷
薬剤負荷とは細胞結合剤、例えば抗体当たりのＰＢＤ薬剤の平均数である。本発明の化合
物がシステインと結合する場合、薬剤負荷は細胞結合剤当たりの薬剤（Ｄ）１～８の範囲
とすることができる、すなわち、１、２、３、４、５、６、７、および８薬剤部分が細胞
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結合剤に共有結合される。結合体の組成物は、薬剤の範囲１～８で結合された細胞結合剤
、例えば抗体の集合を含む。本発明の化合物がリジンと結合する場合、薬剤負荷は、上限
４０、２０、１０または８が好ましいが、細胞結合剤当たりの薬剤（Ｄ）１～８０の範囲
とすることができる。結合体の組成物は、薬剤の範囲１～８０、１～４０、１～２０、１
～１０または１～８で結合された細胞結合剤、例えば抗体の集合を含む。
【０７９６】
　結合反応によるＡＤＣの調製における抗体当たりの薬剤の平均数はＵＶ、逆相ＨＰＬＣ
、ＨＩＣ、質量分析、ＥＬＩＳＡアッセイ、および電気泳動などの従来の手段によって特
徴づけることができる。ＡＤＣの量的分布はまたｐにより測定することができる。ＥＬＩ
ＳＡによって、ＡＤＣの特定の調製におけるｐの平均値は測定することができる（Ｈａｍ
ｂｌｅｔｔ　ｅｔ　ａｌ（２００４）Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１０：７０６３
－７０７０；　Ｓａｎｄｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ（２００５）Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　
Ｒｅｓ．１１：８４３－８５２）。しかし、ｐ（薬剤）値の分布は抗体－抗原結合および
ＥＬＩＳＡの検出限界により認識できない。また、抗体－薬剤結合体の検出のためのＥＬ
ＩＳＡアッセイは薬剤部分が抗体に結合される場合、例えば重鎖または軽鎖フラグメント
、または特定のアミノ酸残基を測定しない。いくつかの例において、ｐが他の薬剤負荷に
よるＡＤＣからの特定の値である均質なＡＤＣの分離、精製、および特性指摘は、逆相Ｈ
ＰＬＣまたは電気泳動などの手段によって実現することができる。かかる技法はまた他の
型の結合体に適用できる。
【０７９７】
　いくつかの抗体－薬剤結合体については、ｐは抗体上の結合部位の数により制限するこ
とができる。例えば、抗体は唯一またはいくつかのシステインチオール基を有することが
できる、またはリンカーが結合することができる唯一またはいくつかの十分に反応性のチ
オール基を有することができる。薬剤負荷が高い、例えばｐが５より大きいと、特定の抗
体－薬剤結合体の凝集、不溶解性、毒性、または分子透過性の損失を生じる可能性がある
。
【０７９８】
　一般的に、薬剤部分の理論上の最大より少ないと結合反応の際に抗体に結合される。抗
体は、例えば、薬剤－リンカー中間生成物（Ｄ－Ｌ）またはリンカー試薬と反応しない多
くのリジン残基を含有することができる。最も反応性が高いリジン基のみがアミン－反応
性リンカー試薬と反応することができる。また、最も反応性が高いシステインチオール基
のみがチオール－反応性リンカー試薬と反応することができる。一般的に、抗体は多くの
、もしあれば、薬剤部分に結合することができる遊離したおよび反応性システインチオー
ル基を含有しない。化合物の抗体に、最も多くのシステインチオール残基はジスルフィド
架橋として存在し、部分または全体の還元条件下でジチオトレイトール（ＤＴＴ）または
ＴＣＥＰなどの還元剤により還元されなければならない。ＡＤＣの負荷（薬剤／抗体比）
は、（ｉ）抗体と比較して薬剤－リンカー中間生成物（Ｄ－Ｌ）またはリンカー試薬の分
子過剰を制限すること、（ｉｉ）結合反応時間または温度を制限すること、および（ｉｉ
ｉ）システインチオール改変のための部分または還元条件を含むいくつかの異なる方法で
制御することができる。
【０７９９】
　特定の抗体は還元可能鎖間ジスルフィド、すなわちシステイン架橋を有する。抗体をＤ
ＴＴ（ジチオトレイトール）などの還元剤で処理してリンカー試薬と結合反応させること
ができる。したがって、それぞれのシステイン架橋は、理論上、２つの反応性チオール求
核剤を形成する。アミンのチオールへの変換で得られた２－イミノチオラン（トラウト試
薬）とリジンの反応によりさらなる求核性基を抗体に導入することができる。１、２、３
、４、またはそれ以上のシステイン残基をエンジニアリングすること（例えば、１つ以上
の非天然システインアミノ酸残基を含む突然変異の抗体を調製すること）によって、反応
性チオール基を抗体（またはそのフラグメント）に導入することができる。ＵＳ７５２１
５４１は反応性システインアミノ酸の導入により抗体をエンジニアリングすることを教示
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する。
【０８００】
　システインアミノ酸は抗体の反応性部位でエンジニアリングすることができ、鎖内また
は分子内ジスルフィド結合を形成しない（Ｊｕｎｕｔｕｌａ、ｅｔ　ａｌ．，２００８ｂ
　Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．，２６（８）：９２５－９３２；Ｄｏｒｎａｎ　ｅｔ
　ａｌ（２００９）Ｂｌｏｏｄ　１１４（１３）：２７２１－２７２９；ＵＳ７５２１５
４１；ＵＳ７７２３４８５；ＷＯ２００９／０５２２４９）。エンジニアリングされたシ
ステインチオールはマレイミドまたはα－ハロアミドなどのチオール－反応性求電子性基
を有する本発明のリンカー試薬または薬剤－リンカー試薬と反応し、システインエンジニ
アリングされた抗体およびＰＢＤ薬剤部分とＡＤＣを形成することができる。したがって
、薬剤部分の位置を設計し、制御し、知ることができる。エンジニアリングされたシステ
インチオール基は一般的に高収率でチオール－反応性リンカー試薬または薬剤－リンカー
試薬と反応するため、薬剤負荷を制御することができる。重または軽鎖の単一部位での置
換によりシステインアミノ酸を導入するために、ＩｇＧ抗体をエンジニアリングすると、
対称抗体上に２つの新たなシステインが与えられる。２に近い薬剤負荷は結合生成物ＡＤ
Ｃのほぼ均質性により実現することができる
【０８０１】
　抗体の１つ以上の求核性または求電子性基が、薬剤－リンカー中間生成物またはリンカ
ー試薬、続いて薬剤部分試薬と反応する場合、その後、得られた生成物は抗体に結合され
た薬剤部分の分布、例えば１、２、３等を有するＡＤＣ化合物の混合物である。ポリマー
逆相（ＰＬＲＰ）および疎水性相互作用（ＨＩＣ）などの液体クロマトグラフィー法は薬
剤負荷値により混合物中の化合物を分離することができる。単一薬剤負荷値（ｐ）による
ＡＤＣの調製物は単離することができるが、薬剤部分はリンカーを介して抗体の異なる部
位で結合することができるため、この単一負荷値ＡＤＣは不均質混合物のままとすること
ができる。
【０８０２】
　したがって、本発明の抗体－薬剤結合体組成物は、抗体が１つ以上のＰＢＤ薬剤部分を
有し、薬剤部分を種々のアミノ酸残基で抗体に結合することができる、抗体－薬剤結合体
化合物の混合物を含む。
【０８０３】
　一実施形態において、細胞結合剤当たりの二量体ピロロベンゾジアゼピン基の平均数は
１～２０の範囲である。いくつかの実施形態においてこの範囲は１～８、２～８、２～６
、２～４、および４～８から選択される。
【０８０４】
　いくつかの実施形態において、細胞結合剤当たりに１つの二量体ピロロベンゾジアゼピ
ン基が存在する。
【０８０５】
　使用
　化合物および結合体を用いて、増殖性疾患および自己免疫疾患を治療することができる
。「増殖性疾患」という用語は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏであるかｉｎ　ｖｉｖｏであるかに関
わらず、望ましくない過剰または異常細胞の望ましくないまたは無制御の細胞増殖（腫瘍
性または過形成性増殖など）に関する。
【０８０６】
　増殖性症状の例としては、これらに限定されないが、新生物および腫瘍（例えば、組織
球腫、神経膠腫、星状細胞腫、骨腫）、癌（例えば肺癌、肺小細胞癌、胃腸癌、大腸癌、
結腸癌、乳癌、卵巣癌、前立腺癌、精巣癌、肝臓癌、腎臓癌、膀胱癌、膵臓癌、脳癌、肉
腫、骨肉腫、カポジ肉腫、黒色腫）、白血病、乾癬、骨疾患、線維増殖性疾患（例えば結
合組織）およびアテローム性動脈硬化症を含む、良性前癌状態および悪性細胞増殖が挙げ
られるが、これらに限定されない。特定の対象の癌としては、白血病および卵巣癌が挙げ
られるが、これらに限定されない。
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【０８０７】
　これらに限定されないが、肺、胃腸（例えば大腸、結腸を含む）、乳房（乳腺）、卵巣
、前立腺、肝臓（肝性）、腎臓（腎性）、膀胱、膵臓、脳、および皮膚を含む細胞の任意
の型は治療することができる。
【０８０８】
　一実施形態において、膵臓癌の治療である。
一実施形態において、細胞の表面にανβ6インテグリンを有する腫瘍の治療である。
【０８０９】
　本発明の抗体－薬剤結合体（ＡＤＣ）を用いて、例えば腫瘍抗原の過剰発現により特徴
づけられる種々の疾患または障害を治療することができることを意図する。例示的な症状
または過剰増殖性障害としては良性または悪性腫瘍、白血病、血液学的、およびリンパ系
悪性疾患が挙げられる。他には神経、グリア、アストロサイト、視床下部、腺、マクロフ
ァージ、上皮、ストロマ、胞胚腔、炎症性、脈管形成および自己免疫性を含む免疫学的障
害が挙げられる。
【０８１０】
　一般的に、治療される疾患または障害は癌などの過剰増殖性疾患である。本明細書で治
療される癌の例としては、癌腫、リンパ腫、芽腫、肉腫、および白血病またはリンパ系悪
性疾患が挙げられるが、これらに限定されない。かかる癌のより多くの特定の例としては
有棘細胞癌（例えば上皮有棘細胞癌）、小－細胞肺癌、非－小細胞肺癌を含む肺癌、肺の
腺癌および肺の有棘癌腫、腹膜の癌、肝細胞性癌、胃腸癌を含む胃または胃癌、膵臓癌、
グリア芽腫、子宮頸癌、卵巣癌、肝臓癌、膀胱癌、肝腫、乳房癌、結腸癌、直腸癌、結腸
直腸癌、子宮体部または子宮癌腫、唾液腺癌腫、腎臓または腎性癌、前立腺癌、外陰癌、
甲状腺癌、肝細胞癌腫、肛門癌腫、陰茎癌腫、ならびに頭頚部癌が挙げられる。
【０８１１】
　ＡＤＣ化合物を治療に用いることができる自己免疫性疾患としては、リウマチ学的障害
（例えば、関節リウマチ、シェーグレン症候群、強皮症、ＳＬＥおよびループス腎炎など
の狼瘡、多発筋炎／皮膚筋炎、クリオグロブリン血、抗－リン脂質抗体症候群、および乾
癬性関節炎など）、変形性関節症、自己免疫性胃腸および肝臓障害（例えば、炎症性大腸
疾患（例えば潰瘍性大腸炎およびクローン病など）、自己免疫性胃炎および悪性貧血、自
己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、および腹腔疾患）、脈管炎（
例えば、チャーグ－ストラウス脈管炎、ウェゲナー肉芽腫症、および多発動脈炎を含むＡ
ＮＣＡ－関連脈管炎など）、自己免疫性神経学的障害（例えば、多発性硬化症、オプソク
ローヌス・ミオクローヌス症候群、重症筋無力症、視神経脊髄炎、パーキンソン病、アル
ツハイマー病、および自己免疫性多発神経障害など）、腎性障害（例えば、糸球体腎炎、
グッドパスチャー症候群、およびベルジェ病など）、自己免疫性皮膚病学的障害（例えば
、乾癬、じんま疹、じんま疹、尋常天疱瘡、水疱性類天疱瘡、および皮膚エリテマトーデ
スなど）、血液学的障害（例えば、血小板減少性紫斑病、血栓性血小板減少性紫斑病、輸
血後紫斑病、および自己免疫性溶血性貧血など）、アテローム硬化、ブドウ膜炎、自己免
疫性聴覚疾患（例えば、内耳疾患および聴力損失など）、ベーチェット病、レーノー症候
群、臓器移植、および自己免疫性内分泌障害（例えば、インスリン依存性糖尿病（ＩＤＤ
Ｍ）、アディソン病、および自己免疫性甲状腺疾患（例えばグレーヴズ病および甲状腺炎
）などの糖尿病－関連自己免疫性疾患など）が挙げられる。より好ましいかかる疾患とし
ては、例えば、関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、ＡＮＣＡ－関連脈管炎、狼瘡、多発性硬化
症、シェーグレン症候群、グレーヴズ病、ＩＤＤＭ、悪性貧血、甲状腺炎、および糸球体
腎炎が挙げられる。
【０８１２】
　治療方法
本発明の結合体は、治療方法に用いることができる。また、治療の必要な被験者に、本発
明の治療に有効な量の結合体化合物を投与することを含む治療方法が提供される。用語「
治療に有効な量」とは、患者に利益を示すのに十分な量のことである。かかる利益は少な
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くとも１つの症状の少なくとも改善とすることができる。実際の投与量ならびに投与の割
合および時間過程は、治療されるものの性質および重症度に依存する。治療の処方、例え
ば、投与量の決定は、一般開業医および他の医師の責任の範囲内である。
【０８１３】
　本発明の化合物は、治療される症状に応じて同時にまたは連続的に、単独でまたは他の
治療と組み合わせて投与することができる。治療および療法の例としては、化学療法（例
えば化学療法薬などの薬物を含む活性剤の投与）、手術および放射線療法が挙げられるが
、これらに限定されない。
【０８１４】
　「化学療法剤」は作用機序に関わらず癌の治療に有用な化学的化合物である。化学療法
剤のクラスとしては、：アルキル化剤、代謝拮抗物質、紡錘体毒植物性アルカロイド、細
胞毒性／抗腫瘍抗生物質、トポイソメラーゼ抑制剤、抗体、光増感剤、およびキナーゼ抑
制剤が挙げられるが、これらに限定されない。化学療法剤は「標的療法」および従来の化
学療法に用いられる化合物を含む。
【０８１５】
　化学療法剤の例としてはエルロチニブ（ＴＡＲＣＥＶＡ（登録商標）、Ｇｅｎｅｎｔｅ
ｃｈ／ＯＳＩＰｈａｒｍ．）、ドセタキセル（ＴＡＸＯＴＥＲＥ（登録商標）、Ｓａｎｏ
ｆｉ－Ａｖｅｎｔｉｓ）、５－ＦＵ（フルオロウラシル、５－フルオロウラシル、ＣＡＳ
Ｎｏ．５１－２１－８）、ゲムシタビン（ＧＥＭＺＡＲ（登録商標）、Ｌｉｌｌｙ）、Ｐ
Ｄ－０３２５９０１（ＣＡＳ Ｎｏ．３９１２１０－１０－９、Ｐｆｉｚｅｒ）、シスプ
ラチン（シス－ジアミン、ジクロロ白金（ＩＩ）、ＣＡＳ Ｎｏ．１５６６３－２７－１
）、カルボプラチン（ＣＡＳ Ｎｏ．４１５７５－９４－４）、パクリタキセル（ＴＡＸ
ＯＬ（登録商標）、Ｂｒｉｓｔｏｌ－Ｍｙｅｒｓ　Ｓｑｕｉｂｂ　Ｏｎｃｏｌｏｇｙ、Ｐ
ｒｉｎｃｅｔｏｎ、Ｎ．Ｊ．）、トラスツズマブ（ＨＥＲＣＥＰＴＩＮ（登録商標）、Ｇ
ｅｎｅｎｔｅｃｈ）、テモゾロミド（４－メチル－５－オキソ－２、３、４、６、８－ペ
ンタアザビシクロ［４．３．０］ノナ－２、７、９－トリエン－９－カルボキサミド、Ｃ
ＡＳＮｏ．８５６２２－９３－１、ＴＥＭＯＤＡＲ（登録商標）、ＴＥＭＯＤＡＬ（登録
商標）、Ｓｃｈｅｒｉｎｇ　Ｐｌｏｕｇｈ）、タモキシフェン（（Ｚ）－２－［４－（１
、２－ジフェニルブタ－１－エニル）フェノキシ］－Ｎ、Ｎ－ジメチルエタンアミン、Ｎ
ＯＬＶＡＤＥＸ（登録商標）、ＩＳＴＵＢＡＬ（登録商標）、ＶＡＬＯＤＥＸ（登録商標
））、およびドキソルビシン（ＡＤＲＩＡＭＹＣＩＮ（登録商標））、Ａｋｔｉ－１／２
、ＨＰＰＤ、およびラパマイシンが挙げられる。
化学療法剤のさらに多くの例としてはオキサリプラチン（ＥＬＯＸＡＴＩＮ（登録商標）
、Ｓａｎｏｆｉ）、ボルテゾミブ（ＶＥＬＣＡＤＥ（登録商標）、Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ
　Ｐｈａｒｍ．）、スーテント（ＳＵＮＩＴＩＮＩＢ（登録商標）、ＳＵ１１２４８、Ｐ
ｆｉｚｅｒ）、レトロゾール（ＦＥＭＡＲＡ（登録商標）、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、イマチ
ニブメシル酸塩（ＧＬＥＥＶＥＣ（登録商標）、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ＸＬ－５１８（Ｍ
ｅｋ抑制剤、Ｅｘｅｌｉｘｉｓ、国際公開２００７／０４４５１５）、ＡＲＲＹ－８８６
（Ｍｅｋ抑制剤、ＡＺＤ６２４４，Ａｒｒａｙ　ＢｉｏＰｈａｒｍａ、Ａｓｔｒａ　Ｚｅ
ｎｅｃａ）、ＳＦ－１１２６（ＰＩ３Ｋ抑制剤、Ｓｅｍａｆｏｒｅ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ）、ＢＥＺ－２３５（ＰＩ３Ｋ抑制剤、Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、ＸＬ－１４７
（ＰＩ３Ｋ抑制剤、Ｅｘｅｌｉｘｉｓ）、ＰＴＫ７８７／ＺＫ２２２５８４（Ｎｏｖａｒ
ｔｉｓ）、フルベストラント（ＦＡＳＬＯＤＥＸ（登録商標）、ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ
）、ロイコボリン（フォリン酸）、ラパマイシン（シロリムス、ＲＡＰＡＭＵＮＥ（登録
商標），Ｗｙｅｔｈ）、ラパチニブ（ＴＹＫＥＲＢ（登録商標），ＧＳＫ５７２０１６，
Ｇｌａｘｏ　Ｓｍｉｔｈ　Ｋｌｉｎｅ）、ロナファーニブ（ＳＡＲＡＳＡＲ（商標）、Ｓ
ＣＨ６６３３６，Ｓｃｈｅｒｉｎｇ　Ｐｌｏｕｇｈ）、ソラフェニブ（ＮＥＸＡＶＡＲ（
登録商標）、ＢＡＹ４３－９００６，Ｂａｙｅｒ　Ｌａｂｓ）、ゲフィニチブ（ＩＲＥＳ
ＳＡ（登録商標）、ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）、イリノテカン（ＣＡＭＰＴＯＳＡＲ（登
録商標）、ＣＰＴ－１１、Ｐｆｉｚｅｒ）、ティピファニブ（ＺＡＲＮＥＳＴＲＡ（商標
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）、Ｊｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏｈｎｓｏｎ）、ＡＢＲＡＸＡＮＥ（商標）（クレモフォア・フ
リー）、パクリタキセルのアルブミン遺伝子操作ナノ粒子製剤（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ、Ｓｃｈａｕｍｂｅｒｇ、Ｉｌ）、バンデ
タニブ（ｒＩＮＮ、ＺＤ６４７４，ＺＡＣＴＩＭＡ（登録商標），ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃ
ａ）、クロラムブシル、ＡＧ１４７８、ＡＧ１５７１（ＳＵ５２７１；Ｓｕｇｅｎ）、テ
ムシロリムス（ＴＯＲＩＳＥＬ（登録商標）、Ｗｙｅｔｈ）、パゾパニブ（ＧｌａｘｏＳ
ｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）、カンフォスアミド（ＴＥＬＣＹＴＡ（登録商標）、Ｔｅｌｉｋ）
、チオテパおよびシクロホスファミド（ＣＹＴＯＸＡＮ（登録商標）、ＮＥＯＳＡ（登録
商標））；スルホン酸アルキル、例えば、ブスルファン、イムプロスルファンおよびピポ
スルファン；アジリジン、例えば、ベンゾデパ（ｂｅｎｚｏｄｏｐａ）、カルボコン、メ
ツレデパ（ｍｅｔｕｒｅｄｏｐａ）、およびウレデパ（ｕｒｅｄｏｐａ）；エチレンイミ
ンおよびメチルメラミン（ｍｅｔｈｙｌａｍｅｌａｍｉｎｅ）、例えばアルトレタミン、
トリエチレンメラミン、トリエチレンホスホルアミド、トリエチレンチオホスホルアミド
およびトリメチロメラミン；アセトゲニン（ａｃｅｔｏｇｅｎｉｎ）（特に、ブラタシン
（ｂｕｌｌａｔａｃｉｎ）およびブラタシノン（ｂｕｌｌａｔａｃｉｎｏｎｅ））；カン
プトテシン（例えば合成アナログのトポテカン）；ブリオスタチン（ｂｒｙｏｓｔａｔｉ
ｎ）；カリスタチン（ｃａｌｌｙｓｔａｔｉｎ）；ＣＣ－１０６５（そのアドゼレシン（
ａｄｏｚｅｌｅｓｉｎ）、カルゼレシン（ｃａｒｚｅｌｅｓｉｎ）およびビゼレシン（ｂ
ｉｚｅｌｅｓｉｎ）合成アナログを含む）；クリプトフィシン（ｃｒｙｐｔｏｐｈｙｃｉ
ｎ）（特に、クリプトフィシン１およびクリプトフィシン８）；ドラスタチン（ｄｏｌａ
ｓｔａｔｉｎ）；ドゥオカルマイシン（ｄｕｏｃａｒｍｙｃｉｎ）（合成アナログのＫＷ
－２１８９およびＣＢ１－ＴＭ１を含む）；エリュテロビン（ｅｌｅｕｔｈｅｒｏｂｉｎ
）；パンクラチスタチン（ｐａｎｃｒａｔｉｓｔａｔｉｎ）；サルコジクチイン（ｓａｒ
ｃｏｄｉｃｔｙｉｎ）；スポンジスタチン（ｓｐｏｎｇｉｓｔａｔｉｎ）；ナイトロジェ
ンマスタード、例えば、クロラムブシル、クロルナファジン、クロロホスファミド、エス
トラムスチン、イホスファミド、メクロレタミン、メクロレタミンオキシド塩酸塩、メル
ファラン、ノベムビチン（ｎｏｖｅｍｂｉｃｈｉｎ）、フェネステリン（ｐｈｅｎｅｓｔ
ｅｒｉｎｅ）、プレドニムスチン、トロフォスファミド、ウラシルマスタード；ニトロソ
ウレア、例えば、カルムスチン、クロロゾトシン、フォテムスチン、ロムスチン、ニムス
チン、およびラニムスチン（ｒａｎｉｍｎｕｓｔｉｎｅ）；抗生物質、例えば、エンジイ
ン抗生物質（例えば、カリケアマイシン（ｃａｌｉｃｈｅａｍｉｃｉｎ）であり、特に、
カリケアマイシンγ１ＩおよびカリケアマイシンωＩ１（Ａｎｇｅｗ　Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ
ｌ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．（１９９４）３３：１８３－１８６））；ディネマイシン（ｄｙｎ
ｅｍｉｃｉｎ）、例えばディネマイシンＡ；ビスホスホネート、例えば、クロドロネート
；エスペラマイシン（ｅｓｐｅｒａｍｉｃｉｎ）；並びにネオカルチノスタチン発色団お
よび関連する色素タンパクエンジイン抗生物質発色団）、アクラシノマイシン、アクチノ
マイシン、オースラマイシン（ａｕｔｈｒａｍｙｃｉｎ）、アザセリン、ブレオマイシン
、カクチノマイシン、カラビシン（ｃａｒａｂｉｃｉｎ）、カルミノマイシン（ｃａｒｍ
ｉｎｏｍｙｃｉｎ）、カルチノフィリン、クロモマイシン（ｃｈｒｏｍｏｍｙｃｉｎｉｓ
）、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、デトルビシン、６－ジアゾ－５－オキソ－Ｌ－
ノルロイシン、モルホリノ－ドキソルビシン、シアノモルホリノ－ドキソルビシン、２－
ピロリノ－ドキソルビシンおよびデオキシドキソルビシン）、エピルビシン、エソルビシ
ン、イダルビシン、マルセロマイシン（ｍａｒｃｅｌｌｏｍｙｃｉｎ）、マイトマイシン
、例えば、マイトマイシンＣ、ミコフェノール酸、ノガラマイシン、オリボマイシン、ペ
プロマイシン、ポルフィロマイシン、ピューロマイシン、ケラマイシン（ｑｕｅｌａｍｙ
ｃｉｎ）、ロドルビシン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、ツベルシジン（ｔｕ
ｂｅｒｃｉｄｉｎ）、ウベニメクス、ジノスタチン、ゾルビシン；代謝拮抗物質、例えば
、メトトレキサートおよび５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）；葉酸アナログ、例えば、
デノプテリン（ｄｅｎｏｐｔｅｒｉｎ）、メトトレキサート、プテロプテリン、トリメト
レキサート；プリンアナログ、例えば、フルダラビン、６－メルカプトプリン、チアミプ
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リン、チオグアニン；ピリミジンアナログ、例えば、アンシタビン、アザシチジン、６－
アザウリジン、カルモフール、シタラビン、ジデオキシウリジン、ドキシフルリジン、エ
ノシタビン、フロクスウリジン；アンドロゲン、例えば、カルステロン、プロピオン酸ド
ロモスタノロン、エピチオスタノール、メピチオスタン、テストラクトン；抗副腎剤（ａ
ｎｔｉ－ａｄｒｅｎａｌ）、例えば、アミノグルテチミド、ミトタン、トリロスタン；葉
酸補充剤、例えば、葉酸；アセグラトン；アルドホスファミド（ａｌｄｏｐｈｏｓｐｈａ
ｍｉｄｅ）グリコシド；アミノレブリン酸；エニルウラシル（ｅｎｉｌｕｒａｃｉｌ）；
アムサクリン；ベストラブシル（ｂｅｓｔｒａｂｕｃｉｌ）；ビサントレン；エダトレキ
サート（ｅｄａｔｒａｘａｔｅ）；デフォファミン（ｄｅｆｏｆａｍｉｎｅ）；デメコル
チン；ジアジコン（ｄｉａｚｉｑｕｏｎｅ）；エルフオルニチン；酢酸エリプチニウム；
エポチロン（ｅｐｏｔｈｉｌｏｎｅ）；エトグルシド；硝酸ガリウム；ヒドロキシ尿素；
レンチナン；ロニダミン（ｌｏｎｉｄａｉｎｉｎｅ）；メイタンシノイド（例えば、メイ
タンシン（ｍａｙｔａｎｓｉｎｅ）およびアンサミトシン（ａｎｓａｍｉｔｏｃｉｎ））
；ミトグアゾン；ミトキサントロン；モピダモール（ｍｏｐｉｄａｎｍｏｌ）；ニトラエ
リン（ｎｉｔｒａｅｒｉｎｅ）；ペントスタチン；フェナメト（ｐｈｅｎａｍｅｔ）；ピ
ラルビシン；ロソキサントロン（ｌｏｓｏｘａｎｔｒｏｎｅ）；ポドフィリン酸（ｐｏｄ
ｏｐｈｙｌｌｉｎｉｃ　ａｃｉｄ）；２－エチルヒドラジン；プロカルバジン；ＰＳＫ（
登録商標）多糖類複合体（ＪＨＳ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｅｕｇｅｎｅ，
ＯＲ）；ラゾキサン；リゾキシン（ｒｈｉｚｏｘｉｎ）；シゾフィラン；スピロゲルマニ
ウム；テヌアゾン酸；トリアジコン；２，２’，２”－トリクロロトリエチルアミン；ト
リコテセン（ｔｒｉｃｈｏｔｈｅｃｅｎｅ）（特に、Ｔ－２トキシン、ベラクリンＡ（ｖ
ｅｒｒａｃｕｒｉｎ　Ａ）、ロリジンＡ（ｒｏｒｉｄｉｎ　Ａ）およびアングイジン（ａ
ｎｇｕｉｄｉｎｅ））；ウレタン；ビンデシン；ダカルバジン；マンノムスチン；ミトブ
ロニトール；ミトラクトール；ピポブロマン；ガシトシン（ｇａｃｙｔｏｓｉｎｅ）；ア
ラビノシド（「Ａｒａ－Ｃ」）；シクロホスファミド；チオテパ；６－チオグアニン；メ
ルカプトプリン；メトトレキサート；白金アナログ、例えば、シスプラチンおよびカルボ
プラチン；ビンブラスチン；エトポシド（ＶＰ－１６）；イホスファミド；ミトキサント
ロン；ビンクリスチン；ビノレルビン（ＮＡＶＥＬＢＩＮＥ（登録商標）；ノバントロン
；テニポシド；エダトレキセート；ダウノマイシン；アミノプテリン；カペシタビン（Ｘ
ＥＬＯＤＡ（登録商標）、Ｒｏｃｈｅ）；イバンドロネート（ｉｂａｎｄｒｏｎａｔｅ）
；ＣＰＴ－１１；トポイソメラーゼインヒビターＲＦＳ２０００；ジフルオロメチルオル
ニチン（ＤＭＦＯ）；レチノイド、例えば、レチノイン酸；並びに上記の任意のものの薬
学的に許容可能な塩、酸および誘導体が挙げられる。
【０８１６】
　「化学療法剤」の定義にまた含まれるものは、（ｉ）腫瘍に対するホルモン作用を調節
又は阻害するように働く抗ホルモン剤、例えば、抗エストロゲンおよび選択的エストロゲ
ンレセプターモジュレーター（ＳＥＲＭ）、例えば、タモキシフェン（ＮＯＬＶＡＤＥＸ
（登録商標）；クエン酸タモキシフェンを含む）、ラロキシフェン、ドロロキシフェン（
ｄｒｏｌｏｘｉｆｅｎｅ）、４－ヒドロキシタモキシフェン、トリオキシフェン（ｔｒｉ
ｏｘｉｆｅｎｅ）、ケオキシフェン（ｋｅｏｘｉｆｅｎｅ）、ＬＹ１１７０１８、オナプ
リストン（ｏｎａｐｒｉｓｔｏｎｅ）、およびＦＡＲＥＳＴＯＮ（登録商標）（クエン酸
トレミファイン（ｔｏｒｅｍｉｆｉｎｅ　ｃｉｔｒａｔｅ））；（ｉｉ）副腎におけるエ
ストロゲン産生を調節する酵素であるアロマターゼを阻害する、アロマターゼインヒビタ
ー、例えば、４（５）－イミダゾール、アミノグルテチミド、ＭＥＧＡＳＥ（登録商標）
（酢酸メゲストロール）、ＡＲＯＭＡＳＩＮ（登録商標）（エキセメスタン；Ｐｆｉｚｅ
ｒ）、フォルメスタニー（ｆｏｒｍｅｓｔａｎｉｅ）、ファドロゾール、ＲＩＶＩＳＯＲ
（登録商標）（ボロゾール（ｖｏｒｏｚｏｌｅ））、ＦＥＭＡＲＡ（登録商標）（レトロ
ゾール；Ｎｏｖａｒｔｉｓ）、およびＡＲＩＭＩＤＥＸ（登録商標）（アナストロゾール
；ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）；（ｉｉｉ）抗男性ホルモン、例えば、フルタミド、ニルタ
ミド（ｎｉｌｕｔａｍｉｄｅ）、ビカルタミド、ロイプロリド、およびゴセレリン；並び
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にトロキサシタビン（ｔｒｏｘａｃｉｔａｂｉｎｅ）（１，３－ジオキソランヌクレオシ
ドシトシンアナログ））；（ｉｖ）プロテインキナーゼインヒビター、例えばＭＥＫイン
ヒビター（国際公開第２００７／０４４５１５号）；（ｖ）脂質キナーゼインヒビター；
（ｖｉ）アンチセンスオリゴヌクレオチド、特に、異常な細胞増殖に関与するシグナル伝
達経路における遺伝子の発現を阻害するもの、例えば、ＰＫＣ－α、ＲａｆおよびＨ－Ｒ
ａｓ、例えばオブリメルセン（ＧＥＮＡＳＥＮＳＥ（登録商標），Ｇｅｎｔａ社）；（ｖ
ｉｉ）リボザイム、例えば、ＶＥＧＦ発現インヒビター（例えば、ＡＮＧＩＯＺＹＭＥ（
登録商標））およびＨＥＲ２発現インヒビター；（ｖｉｉｉ）ワクチン、例えば、遺伝子
治療ワクチン、例えば、ＡＬＬＯＶＥＣＴＩＮ（登録商標）、ＬＥＵＶＥＣＴＩＮ（登録
商標）、およびＶＡＸＩＤ（登録商標）；ＰＲＯＬＥＵＫＩＮ（登録商標）ｒＩＬ－２；
トポイソメラーゼ１インヒビター、例えば、ＬＵＲＴＯＴＥＣＡＮ（登録商標）；ＡＢＡ
ＲＥＬＩＸ（登録商標）ｒｍＲＨ；（ｉｘ）抗脈管形成剤、例えばベバシズマブ（ＡＶＡ
ＳＴＩＮ（登録商標），ジェネンテック）；および上記のもののいずれかの薬学的に許容
可能な塩、酸および誘導体である。
「化学療法剤」の定義にまた含まれるものは、治療用抗体、例えばアレムツズマブ（Ｃａ
ｍｐａｔｈ）、ベバシズマブ（ＡＶＡＳＴＩＮ（登録商標）、ジェネンテック）；セツキ
シマブ（ＥＲＢＩＴＵＸ（登録商標）、Ｉｍｃｌｏｎｅ）；パニツムマブ（ＶＥＣＴＩＢ
ＩＸ（登録商標）、Ａｍｇｅｎ）、リツキシマブ（ＲＩＴＵＸＡＮ（登録商標）、ジェネ
ンテック／バイオジェン社）、ペルツズマブ（ＯＭＮＩＴＡＲＧ（商標）、２Ｃ４，ジェ
ネンテック）、トラスツズマブ（ＨＥＲＣＥＰＴＩＮ（登録商標）、ジェネンテック）、
トシツモマブ（Ｂｅｘｘａｒ、Ｃｏｒｉｘｉａ）、および抗体薬剤コンジュゲート、ゲム
ツズマブオゾガマイシン（ＭＹＬＯＴＡＲＧＲ（登録商標）、Ｗｙｅｔｈ）である。
【０８１７】
　本発明の結合体と組み合わせる化学療法剤として治療上の潜在性を有するヒト化モノク
ローナル抗体としては、アレムツズマブ、アポリズマブ、アセリズマブ、アトリズマブ、
バピネオズマブ、ベバシズマブ、ビバツズマブメルタンシン、カンツズマブメルタンシン
、セデリズマブ、セルトリズマブペゴール、シドフシツズマブ、シドツズマブ、ダクリズ
マブ、エクリズマブ、エファリズマブ、エプラツズマブ、エルリズマブ、フェルビズマブ
、フォントリズマブ、ゲムツズマブオゾガミシン、イノツズマブオゾガミシン、イピリム
マブ、ラベツズマブ、リンツズマブ、マツズマブ、メポリズマブ、モタビズマブ、モトビ
ズマブ、ナタリズマブ、ニモツズマブ、ノロビズマブ、ヌバビズマブ、オクレリズマブ、
オマリズマブ、パリビズマブ、パスコリズマブ、ペクフシツズマブ、ペクツズマブ、ペル
ツズマブ、ペキセリズマブ、ラリビズマブ、ラニビズマブ、レスリビズマブ、レスリズマ
ブ、レシビズマブ、ロベリズマブ、ルプリズマブ、シブロツズマブ、シプリズマブ、ソン
ツズマブ、タカツズマブテトラキセタン、タドシズマブ、タリズマブ、テフィバズマブ、
トシリズマブ、トラリズマブ、トラスツズマブ、ツコツズマブセルモロイキン、トクシツ
ズマブ、ウマビズマブ、ウルトキサズマブ、およびビシリズマブが挙げられる。
【０８１８】
　本発明に係る医薬組成物および本発明に従って使用するための医薬組成物は、活性成分
、すなわち結合体化合物に加えて、薬学的に許容される賦形剤、担体、緩衝剤、安定剤ま
たは当業者に周知の他の材料を含むことができる。かかる材料は、非毒性であるべきであ
り、活性成分の有効性を妨害してはならない。担体その他の材料の正確な性質は、経口ま
たは注射、例えば、皮膚、皮下または静脈内とすることができる投与経路に依存する。
【０８１９】
　経口投与用の医薬組成物は、錠剤、カプセル、粉末または液体形態とすることができる
。錠剤は、固体担体またはアジュバントを含むことができる。液体医薬組成物は、一般的
に、水、石油、動物油または植物油、鉱油または合成油などの液体担体を含む。生理食塩
溶液、デキストロースまたは他の糖類溶液またはエチレングリコール、プロピレングリコ
ールもしくはポリエチレングリコールなどのグリコールを含むことができる。カプセルは
、ゼラチンなどの固体担体を含むことができる。
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【０８２０】
　静脈内、皮膚もしくは皮下注射または罹患部位での注射について、活性成分は、発熱物
質を含まず、好適なｐＨ、等張性および安定性を有する非経口的に許容できる水溶液の形
態である。当業者は、例えば、塩化ナトリウム注射液、リンゲル注射液、乳酸リンゲル注
射液などの等張性ビヒクルを用いて適切な溶液をうまく調製することができる。必要に応
じて、保存剤、安定剤、緩衝剤、抗酸化剤および／または他の添加剤を含むことができる
。
【０８２１】
　配合物
結合体化合物を単独で用いる（例えば、投与する）ことができるが、多くの場合、組成物
または配合物として存在させることが好ましい。
【０８２２】
　一実施形態において、組成物は、本明細書に記載の結合体化合物を含む医薬組成物（例
えば、配合物、調製、薬剤）、および薬学的に許容される担体、希釈剤、または賦形剤で
ある。
【０８２３】
　一実施形態において、組成物は、これらに限定されないが、薬学的に許容される担体、
希釈剤、賦形剤、補佐剤、充填剤、緩衝剤、保存剤、抗－酸化剤、潤滑剤、安定剤、可溶
化剤、界面活性剤（例えば湿潤剤）マスキング剤、着色剤、着香剤、および甘味剤を含む
、当業者に周知の１つ以上の他の薬学的に許容される成分とともに、本明細書に記載の少
なくとも１つの結合体化合物を含む医薬組成物である。
【０８２４】
　一実施形態において、組成物はさらに他の活性剤、例えば、他の治療または予防剤を含
む。
【０８２５】
　好適な担体、希釈剤、賦形剤等は標準的薬学テキストに見出すことができる。例えば、
Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ，２ｎｄ
　Ｅｄｉｔｉｏｎ（ｅｄｓ．Ｍ．Ａｓｈ　ａｎｄ　Ｉ．Ａｓｈ），２００１（Ｓｙｎａｐ
ｓｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｅｎｄｉｃｏｔｔ，Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＵＳＡ），Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，２０ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ｐｕｂ．Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ，Ｗｉｌ
ｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，２０００；　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ，２ｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ，１９９４
を参照すること。
【０８２６】
　本発明の別の態様は、当業者に周知の１つ以上の他の薬学的に許容される成分、例えば
担体、希釈剤、賦形剤等とともに、本明細書に定義されたとおり、少なくとも１つの［11

Ｃ］－放射標識された結合体または結合体－様化合物を混合することを含む医薬組成物を
作製する方法に関する。分離単位（例えば、タブレット等）として調合される場合、それ
ぞれの単位は活性化合物の所定の量（投薬量）を含有する。
【０８２７】
　本明細書で用いられる用語「薬学的に許容される」は、正常な医学的判断の範囲内で、
合理的利益／リスク比に見合った、過剰毒性、刺激、アレルギー反応、または他の問題ま
たは合併症のない被験者（例えば、ヒト）の組織と接触させて用いるのに好適化合物、成
分、物質、組成物、投薬形態、等に関する。それぞれの担体、希釈剤、賦形剤、等はまた
、配合物の他の成分と融和性があるという意味で「許容される」としなければならない。
【０８２８】
　配合物は薬学の当技術分野に周知の任意の方法により調製することができる。かかる方
法は活性化合物と１つ以上の補助的な成分を構成する担体を結合させる工程を含む。一般
的に、配合物は均一におよび密接に活性化合物と担体（例えば、液体担体、細かく分割さ
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れた固体担体等）を結合させ、その後、必要であれば生成物を形づくることにより調製さ
れる。
【０８２９】
　配合物は速効性または遅効性、即効性、遅効性、徐放性、または持続性、またはこれら
の組み合わせのために提供するように調製することができる。
【０８３０】
　非経口的投与（例えば、注射による）に好適な配合物は、活性成分が溶解され、懸濁さ
れ、またはそうでない場合には提供されない（例えば、リポソームまたは他の微粒子中に
）、水性または非－水性、等張性、発熱物質、無菌液体（例えば、溶液、懸濁液）を含む
。かかる液体は、さらに抗－酸化剤、緩衝剤、防腐剤、安定剤、細菌発育阻止剤、懸濁化
剤、増粘剤、および対象とするレシピエントの血液（または他の適切な体液）により配合
物を等張性にする溶質などの他の薬学的に許容される成分を含有することができる。賦形
剤の例としては、例えば、水、アルコール、ポリオール、グリセロール、植物油等が挙げ
られる。かかる配合物に用いられる好適な等張性担体の例としては、塩化ナトリウム注射
液、リンゲル注射液、または乳酸リンゲル注射液が挙げられる。一般的に、液体中の活性
成分の濃度は、約１ｎｇ／ｍｌ～約１０μｇ／ｍｌ、例えば約１０ｎｇ／ｍｌ／～約１μ
ｇ／ｍｌである。配合物は、ユニット－ドーズ型またはマルチ－ドーズ型の密封容器、例
えば、アンプルおよびバイアルに入れられ、使用直前に、無菌の液体担体、例えば、注射
用蒸留水を加えるだけでよいフリーズドライ（凍結乾燥）状態で、保管することができる
。即時注射溶液および懸濁液は、無菌の散剤、顆粒剤および錠剤から調製することができ
る。
【０８３１】
　投薬量
　結合体化合物、および結合体化合物を含む組成物の好適な投薬量は、患者によって変え
ることができることが当業者により認識されている。最適の投薬量を決定することは一般
的にリスクすべてまたは有害な副作用に対して治療上の利益のバランスをとることを含む
。選択された投薬濃度は、これらに限定されないが、特定の化合物の活性、投与の経路、
投与の時間、化合物の排出の速度、治療の継続期間、他の薬剤、化合物、および／または
組み合わせて用いられる物質、症状の重症度、および患者の人種、性別、年齢、体重、症
状、一般的健康状態、および以前の病歴を含む、様々な因子に依存する。一般的に投薬は
実質的有害または有害な副作用を生じさせることなく所望の効果を実現する作用部位で局
部濃度を実現するために選択されるが、化合物の量および投与の経路は最終的に医師、獣
医師、または臨床医の自由裁量になる。
【０８３２】
　投与は、治療過程を通じて、１回の投与で、連続的にまたは断続的に（例えば、好適な
間隔で分割された投与量で）実施することができる。投与の最も効果的手段および投薬量
を決定する方法は当業者に周知であり、療法に用いられる配合物、療法の目的、治療され
る標的細胞（単数および複数）、および治療される被験者で変わる。１回または複数回の
投与は治療する医師、獣医師、または臨床医により選択される投与濃度およびパターンで
実施することができる。
【０８３３】
　一般的に、活性化合物の好適な投与量は被験者の体重１キログラム当たり１日当たり約
１００ｎｇ～約２５ｍｇ（さらに一般的に約１μｇ～約１０ｍｇ）の範囲である。活性化
合物が塩、エステル、アミド、プロドラッグ、等である場合、投与される量は親化合物の
基準で計算される、その結果、用いられる実際の重量はそれに比例して増加する。
【０８３４】
　一実施形態において、活性化合物は以下の投薬計画、約１００ｍｇ、１日に３回に従っ
てヒト患者に投与される。
【０８３５】
　一実施形態において、活性化合物は以下の投薬計画、約１５０ｍｇ、１日に２回に従っ
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てヒト患者に投与される。
【０８３６】
　一実施形態において、活性化合物は以下の投薬計画、約２００ｍｇ、１日に２回に従っ
てヒト患者に投与される。
【０８３７】
　一実施形態において、活性化合物は以下の投薬計画、約５０または約７５ｍｇ、１日に
３回または４回に従ってヒト患者に投与される。
【０８３８】
　一実施形態において、活性化合物は以下の投薬計画、約１００または約１２５ｍｇ、１
日に２回に従ってヒト患者に投与される。
【０８３９】
　前記記載の投薬量は結合体（ＰＢＤ部分および抗体へのリンカーを含む）または提供さ
れたＰＢＤ化合物の効果的量、例えばリンカーの開裂後に放出することができる化合物の
量に適用することができる。
【０８４０】
　疾患の予防または治療のため、本発明のＡＤＣの好適な投薬量は、前記で定義されたも
のと同じの治療される疾患の型、疾患の重症度および過程、分子が予防または治療目的た
めに投与されるかどうか、以前の療法、患者の病歴および抗体への反応、および主治医の
自由裁量に依存する。分子は１回の治療または一連の治療にわたって好適に患者へ投与さ
れる。疾患の型および重症度に応じて、約１μｇ／ｋｇ～１５ｍｇ／ｋｇ（例えば０．１
～２０ｍｇ／ｋｇ）の分子が患者への投与の最初の候補投薬量、例えば、１回以上の分離
投与、または連続注入によるかどうかである。典型的な１日の投薬量は、前記記載の因子
に応じて約１μｇ／ｋｇ～１００ｍｇ／ｋｇまたはそれ以上の範囲とすることができる。
患者に投与されるＡＤＣの例示的な投薬量は患者体重の約０．１～約１０ｍｇ／ｋｇの範
囲である。数日間またはそれより長期にわたる繰り返し投与については、症状に応じて、
疾患症状の所望の抑制が生じるまで治療は維持される。例示的な投与計画は最初の負荷投
与約４ｍｇ／ｋｇを投与する過程を含み、毎週、２週間、または３週間、ＡＤＣの追加投
与が続く。他の投薬計画が有用とすることができる。この療法の進捗は従来の技法および
アッセイにより容易にモニターされる。
【０８４１】
　治療
症状を治療するという文脈で本明細書で用いられる用語「治療」は、ヒトまたは動物（例
えば，獣医学の用途で）に関わらず、いくつかの所望の治療効果、例えば、症状の進行の
抑制が実現され、この所望の治療効果は進行の速度の減少、進行の速度の停止、症状の退
行、症状の改善、および症状の治癒を含む、一般的に治療および療法に関する。予防手段
（すなわち、予防処置、予防）としての治療も含まれる。
【０８４２】
　本明細書で用いられる用語「治療的－効果量」は、所望の治療計画に従って投与された
場合、合理的利益／リスク比に見合ったいくつかの所望の治療効果を生むために効果的で
ある、活性化合物、または活性化合物を含む物質、組成物または投薬形態の量に関する。
【０８４３】
　同様に、本明細書で用いられる用語「予防的－効果量」は、所望の治療計画に従って投
与された場合、合理的利益／リスク比に見合ったいくつかの所望の予防効果を生むために
効果的である、活性化合物、または活性化合物を含む物質、組成物または投薬形態の量に
関する。
【０８４４】
　対象／患者
対象／患者は、動物、哺乳動物、有胎盤哺乳類、有袋類（例えば、カンガルー、ウォンバ
ット）、単孔類（例えば、カモノハシ）、齧歯類（例えば、モルモット、ハムスター、ラ
ット、マウス）、ネズミ科の動物（例えば、マウス）、ウサギ目の動物（例えば、ウサギ
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）、鳥類（例えば、トリ）、犬科の動物（例えば、イヌ）、猫科の動物（例えば、ネコ）
、馬科の動物（例えば、ウマ）、豚科の動物（例えば、ブタ）、羊科の動物（例えば、ヒ
ツジ）、ウシ属の動物（例えば、乳牛）、霊長類、サル類（例えば、サルまたは類人猿）
、サル（例えば、マーモセット、ヒヒ）、類人猿（例えば、ゴリラ、チンパンジー、オラ
ウータン、テナガザル）、またはヒトとすることができる。
【０８４５】
　さらに、対象／患者はその任意の発育形態、例えば、胎児とすることができる。１つの
好ましい実施形態において、対象／患者はヒトである。
【０８４６】
　一実施形態において、患者は、各患者が細胞の表面にανβ6インテグリンを有する腫
瘍を有する集団である。
【０８４７】
　他の形態の包含
　特に指示がない限り、前記に含まれるものは、周知のイオン、塩、溶媒和物およびこれ
らの置換基の保護形態である。例えば、カルボン酸（－ＣＯＯＨ）についての記述はまた
、アニオン性（カルボキシラート）形態（－ＣＯＯ-）、その塩または溶媒和物、ならび
に従来の保護形態を含む。同様に、アミノ基についての記述はプロトン化形態（－Ｎ+Ｈ
Ｒ1Ｒ2）、アミノ基の塩または溶媒和物、例えば、塩酸塩、ならびにアミノ基の従来の保
護形態を含む。同様に、ヒドロキシル基についての記述はまたアニオン性形態（－Ｏ-）
、これらの塩または溶媒和物、ならびに従来の保護形態を含む。
【０８４８】
　塩
　活性化合物の対応する塩、例えば、薬学的に許容される塩を調製する、精製する、およ
び／または処理するのは簡便または好ましいこととすることができる。薬学的に許容され
る塩の例はＢｅｒｇｅ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．，６６，１－１９（１
９７７）に記載されている。
【０８４９】
　例えば、化合物がアニオン性である、またはアニオン性とすることができる官能基を有
する場合（例えば－ＣＯＯＨは－ＣＯＯ-とすることができる）、その後、塩は好適なカ
チオンにより形成することができる。好適な無機カチオンの例としては、Ｎａ+およびＫ+

などのアルカリ金属イオンカチオン、Ｃａ2+およびＭｇ2+などのアルカリ土類、およびＡ
ｌ+3などの他のカチオンが挙げられるが、これらに限定されない。好適な有機カチオンの
例としては、アンモニウムイオン（すなわち、ＮＨ4

+）および置換アンモニウムイオン（
例えば、ＮＨ3Ｒ

+、ＮＨ2Ｒ2
+、ＮＨＲ3

+、ＮＲ4
+）が挙げられるが、これらに限定され

ない。いくつかの好適な置換アンモニウムイオンの例は、エチルアミン、ジエチルアミン
、ジシクロヘキシルアミン、トリエチルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミン、エタ
ノールアミン、ジエタノールアミン、ピペラジン、ベンジルアミン、フェニルベンジルア
ミン、コリン、メグルミンおよびトロメタミン、ならびにリジンおよびアルギニンなどの
アミノ酸から誘導されるものである。一般的な第四級アンモニウムイオンの例はＮ（ＣＨ

3）4
+である。

【０８５０】
　例えば、化合物がカチオン性である、またはカチオン性とすることができる官能基を有
する場合（例えば－ＮＨ2は－ＮＨ3

+とすることができる）、その後、塩は好適なアニオ
ンにより形成することができる。好適な無機アニオンの例としては、以下の無機酸塩酸、
臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、亜硫酸、硝酸、亜硝酸、リン酸、および亜リン酸から
誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０８５１】
　好適な有機アニオンの例としては、以下の有機酸、２－アセトキシ安息香酸、酢酸、ア
スコルビン酸、アスパラギン酸、安息香酸、カンファースルホン酸、桂皮酸、クエン酸、
エデト酸、エタンジスルホン酸、エタンスルホン酸、フマル酸、グルコヘプトン酸、グル
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コン酸、グルタミン酸、グリコール酸、ヒドロキシマレイン酸、ヒドロキシナフタレンカ
ルボン酸、イセチオン酸、乳酸、ラクトビオン酸、ラウリン酸、マレイン酸、リンゴ酸、
メタンスルホン酸、粘液酸、オレイン酸、シュウ酸、パルミチン酸、パモ酸、パントテン
酸、フェニル酢酸、フェニルスルホン酸、プロピオン酸、ピルビン酸、サリチル酸、ステ
アリン酸、コハク酸、スルファニル酸、酒石酸、トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸
、および吉草酸から誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。好適なポリ
マー有機アニオンの例としては、以下のポリマー酸、タンニン酸、カルボキシメチルセル
ロースから誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。
【０８５２】
　溶媒和物
　活性化合物の対応する溶媒和物を調製、精製、および／または処理することが簡便また
は好ましいこととすることができる。用語「溶媒和物」は、本明細書では、従来の意味で
用いられ、溶質（例えば、活性化合物、活性化合物の塩）および溶媒の複合体をいう。溶
媒が水である場合、溶媒和物は、簡便に水和物、例えば、一水和物、二水和物、三水和物
等と呼ぶことができる。
【０８５３】
　カルビノールアミン
　本発明は、以下に示す、ＰＢＤ部分のイミン結合にまたがって溶媒が付加する化合物を
含み、式中、溶媒は、水またはアルコールである（ＲAＯＨ、式中ＲAはＣ1-4アルキルで
ある）：
【化８７】

【０８５４】
これらの形は、ＰＢＤのカルビノールアミン型およびカルビノールアミンエーテル型と呼
ぶことができる。これらの平衡の均衡点は、化合物が見いだされる状況、ならびにＰＢＤ
部分自身の性質に依存する。
　これらの特定の化合物は、固体の形態で、例えば凍結乾燥によって、単離することがで
きる。
【０８５５】
　異性体
　本発明の特定の化合物は、１種以上の特定の幾何、光学、鏡像異性、ジアステレオマー
、エピマー、アトロプ、立体異性、互変異性、立体配座またはアノマー形態で存在でき、
これらに限定されないが、シス－およびトランス－型、Ｅ－およびＺ－型、ｃ－、ｔ－お
よびｒ－型、エンド－およびエキソ－型、Ｒ－、Ｓ－およびメソ－型、Ｄ－およびＬ－型
、ｄ－およびｌ－型、（＋）および（－）型、ケト－、エノール－およびエノラート－型
、ｓｙｎ－型およびアンチ－型、向斜－および背斜－型、α－およびβ－型、軸および赤
道型、舟－、椅子－、ねじれ－、エンベロープ－および半いす－型、ならびにこれらの組
み合わせが挙げられ、以下、まとめて「異性体」（または「異性体型」）と呼ぶ。
【０８５６】
　互変体形態について以下に記述される場合を除き、本明細書に用られるときに用語「異
性体」から具体的に除外されるのは、構造（または組成）異性体（すなわち、単に空間の
原子の位置によるのではなく原子間の結合が異なる異性体）であることに留意されたい。
例えば、メトキシ基－ＯＣＨ3についての記述は、その構造異性体、ヒドロキシメチル基
－ＣＨ2ＯＨについての記述であると解釈すべきではない。同様に、オルト－クロロフェ
ニルについての記述は、その構造異性体であるメタ－クロロフェニルについての記述であ
ると解釈すべきではない。しかし、構造のクラスについての記述はそのクラス内に入る構
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造異性体形態を適切に含むことができる（例えばＣ1-7アルキルはｎ－プロピルおよびイ
ソ－プロピルを含み、ブチルはｎ－、イソ－、ｓｅｃ－およびｔｅｒｔ－ブチルを含み、
メトキシフェニルはオルト－、メタ－、およびパラ－メトキシフェニルを含む）。
【０８５７】
　前記除外は互変体形態、例えば、ケト－、エノール－、およびエノラート－形態、例え
ば、以下の互変体ペア、ケト／エノール（以下に示される）、イミン／エナミン、アミド
／イミノアルコール、アミジン／アミジン、ニトロソ／オキシム、チオケトン／エネチオ
ール、Ｎ－ニトロソ／ヒドロキシアゾ、およびニトロ／ａｃｉ－ニトロにおいて、に関係
しない。
【化８８】

【０８５８】
　用語「異性体」に具体的に含まれるものは一つ以上の同位体置換を有する化合物である
ことに留意されたい。例えば、Ｈは、1Ｈ、2Ｈ（Ｄ）、および3Ｈ（Ｔ）を含む任意の同
位体形態に存在することができる、Ｃは、12Ｃ、13Ｃ、および14Ｃを含む任意の同位体形
態に存在することができる、Ｏは16Ｏおよび18Ｏを含む任意の同位体形態に存在すること
ができる、等。
【０８５９】
　特に明記しない限り、特定の化合物についての記述は、（全体的または部分的に）その
ラセミ体および他の混合物を含む、かかる異性体形態のすべてを含む。かかる異性体形態
の調製（例えば不斉合成）および分離（例えば分別結晶およびクロマトグラフィー手段）
のための方法は、当技術分野で知られており、または本明細書に教示された方法もしくは
既知の方法を既知の態様で適合させることによって容易に得られる。
【０８６０】
　合成経路全般
　２つのイミン部分を有するＰＢＤ化合物の合成は、以下の参照において詳細に説明され
ており、それらの説明は本明細書中参照として援用される：
ａ）ＷＯ００／１２５０８（１４～３０頁）；
ｂ）ＷＯ２００５／０２３８１４（３～１０頁）；
ｃ）ＷＯ２００４／０４３９６３（２８～２９頁）；
ｄ）ＷＯ２００５／０８５２５１（３０～３９頁）；
ｅ）ＷＯ２０１０／０４３８８０（２６～２９頁）；
ｆ）ＷＯ２０１１／１３０６１３（５６～５９頁）；および
ｇ）ＷＯ２０１１／１３０６１６（５７～６１頁）。
【０８６１】
　合成経路
　式Ｉの化合物で、式中、Ｒ10およびＲ11bまたはＲ20およびＲ21bいずれかが、それらが
結合した窒素原子および炭素原子の間に窒素炭素二重結合を形成しているものは、式２の
化合物から合成することができる：

【化８９】
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式中、Ｒ2、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ9、Ｒ6’、Ｒ7’、Ｒ9’、Ｒ12、Ｘ、Ｘ’およびＲ’’は、式
Ｉの化合物で定義されるとおりであり、Ｒ11とＰｒｏｔN1の対およびＲ21とＰｒｏｔN2の
対のうち一方は、ＯＰｒｏｔOと合成のためのカルバメート窒素保護基であり、他方の対
は、保護基を外すために必要な条件を加味して、以下から選択される：
（ａ）＝Ｏと合成のためのヘミアミナール窒素保護基；
（ｂ）Ｈと合成のためのカルバメート窒素保護基。
【０８６２】
　式２の化合物は、本発明の薬剤・リンカーおよび結合体を作るのに直接用いることがで
き、したがって、本発明のさらなる態様の１つとなり得る。連結基の一部分を付加しても
よく（例えば、保護された式ＩＩＩの化合物を形成するために）、それに続いて上記で説
明した脱保護を行うことができる。
【０８６３】
　式２中の基ＸまたはＱ（Ｒ2の一部分）は、以下で説明する合成工程の間、保護されて
いてもよく、その場合、保護基を外すことで所望の式２の化合物を得ることができる。
【０８６４】
　式２の化合物は、式３ａの化合物と式４ａの化合物、または式３ｂの化合物と式４ｂの
化合物をカップリングすることで合成することができる：
【化９０】

式中、Ｈａｌは、Ｉ、Ｃｌ、およびＢｒから選択される。
【０８６５】
　カップリングは、例えば、還流アセトン中で、塩基（Ｋ2ＣＯ3など）を用いて達成する
ことができる。
【０８６６】
　式３ｂおよび式４ａの化合物は、それぞれ、式３ａおよび式４ｂの化合物を式５の化合
物と反応させることで、合成することができる：
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　　Ｈａｌ－Ｒ’’－Ｑ　　式５
式中、Ｑは、Ｉ、Ｃｌ、およびＢｒから選択される。この反応は、例えば、還流アセトン
中で、塩基（Ｋ2ＣＯ3など）を用いて達成することができる。所望の生成物を得るために
は、過剰量の式５の化合物が必要である。
【０８６７】
　イミンまたは等価な基を有する単量体は、同時継続ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＥＰ２０１２／
０７０２３２（２０１２年１０月１２日出願）に記載されるのと同様な様式で合成するこ
とができる、ＰＣＴ／ＥＰ２０１２／０７０２３２は、本明細書中参照として援用される
。このアプローチを、以下で、式３の化合物で式中Ｒ11およびＰｒｏｔN1がＯＰｒｏｔO

および合成のためのカルバメート窒素保護基であるもの（式３ａ－Ｉ）に関して記載する
が、式４ｂの化合物で式中Ｒ21およびＰｒｏｔN2がＯＰｒｏｔOおよび合成のためのカル
バメート窒素保護基であるものについても同じく当てはめることができる。
【化９１】

【０８６８】
　ＰｒｏｔN-carbは、合成のためのカルバメート窒素保護基を表す。
【０８６９】
　式３ａ－Ｉの化合物は、式６－Ｉの化合物から合成することができる：

【化９２】

式中、ＰｒｏｔYはＹ用の保護基であって、この基は化合物中のその他の保護基に対して
オーソゴナルである。合成は、標準条件下でＹを脱保護することで達成される。
【０８７０】
　式６－Ｉの化合物は、ラセミ化しない条件下、式７－Ｉの化合物：
【化９３】

のＯＨ基をＰｒｏｔOで保護することにより、合成することができる。
【０８７１】
　式７－Ｉの化合物は、式８－Ｉの化合物：
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【化９４】

を酸化することにより、合成することができる。酸化は、例えば、Ｄｅｓｓ－Ｍａｒｔｉ
ｎペルヨージナンを用いて（またはその代替として、ＴＰＡＰ／ＮＭＯ、ＴＦＡＡ／ＤＭ
ＳＯ、ＳＯ3・ピリジン錯体／ＤＭＳＯ、ＰＤＣ、ＰＣＣ、ＢＡＩＢ／ＴＥＭＰＯ、また
はＳｗｅｒｎ条件下で）行うことができる。
【０８７２】
　式８－Ｉの化合物は、標準条件下、式９－Ｉの化合物：

【化９５】

の保護ＯＨ基を脱保護することにより、合成することができる。
【０８７３】
　式９－Ｉの化合物は、標準条件下、式１０－Ｉの化合物：
【化９６】

のアミン基をＰｒｏｔN-carbで保護することにより、合成することができる。
【０８７４】
　式１０－Ｉの化合物は、式１１－Ｉの化合物：

【化９７】

のニトロ基を還元することにより、合成することができる。還元は、標準的な手段、例え
ば、Ｚｎ粉末および５％ギ酸含有メタノールを用いて達成することができる。
【０８７５】
　式１１－Ｉの化合物は、式１２－Ｉの化合物：
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【化９８】

を、パラジウムを用いて、適切な－Ｒ2含有化合物とカップリングさせることにより、合
成することができる。このようなカップリングとして、以下が挙げられるがそれらに限定
されない：適切なボロン誘導体を用いるＳｕｚｕｋｉカップリング；アクリルアミドおよ
びアクリル酸化合物を含むアルケンを用いるＨｅｃｋカップリング；有機スズ試薬（アル
キルスズ試薬など）を用いるＳｔｉｌｌｅカップリング；アルキンを用いるＳｏｎａｇｉ
ｓｈｉｒａカップリング；およびトリエチルシランを用いるヒドリド転移。
【０８７６】
　式１２－Ｉの化合物は、不活性雰囲気下、乾燥有機溶媒中、－３５℃以下の温度で、無
水トリフリン酸および無水２，６－ルチジンまたは無水２，６－tＢｕ－ピリジンを用い
て、式１３－Ｉの化合物：
【化９９】

にトリフラート基を導入することにより、合成することができる。
【０８７７】
　式４ｂの化合物で式中Ｃ２’とＣ３’の間に二重結合が存在しないものの合成では、こ
の段階で、関連するＲ12を導入することができる。
【０８７８】
　上記以外の単量体については、アミン基を有する場合に、上記したものと同様な様式で
合成することができる。このアプローチを、式３ａの化合物で式中Ｒ11およびＰｒｏｔN1

がＨおよび合成のためのカルバメート窒素保護基であるもの（式３ａ－ＩＩ）に関して記
載するが、式４ｂの化合物で式中Ｒ21およびＰｒｏｔN2がＨおよび合成のためのカルバメ
ート窒素保護基であるものについても同じく当てはめることができる。

【化１００】

【０８７９】
　式３ａ－ＩＩの化合物は、式６－ＩＩの化合物から合成することができる：
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【化１０１】

式中、ＰｒｏｔYはＹ用の保護基であって、この基は化合物中のその他の保護基に対して
オーソゴナルである。合成は、標準条件下でＹを脱保護することで達成される。
【０８８０】
　式６－ＩＩの化合物は、標準条件下、式７－ＩＩの化合物：
【化１０２】

のＮＨ基をＰｒｏｔN-carbで保護することにより、合成することができる。
【０８８１】
　式７－ＩＩの化合物は、式８－ＩＩの化合物：

【化１０３】

を還元的アミノ化することにより、合成することができる。
【０８８２】
　式８－ＩＩの化合物は、式９－ＩＩの化合物：
【化１０４】

のアルコールを酸化することにより、合成することができる。
【０８８３】
　式９－ＩＩの化合物は、標準条件下、式１１－Ｉの化合物：
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【化１０５】

の保護ＯＨ基を脱保護することにより、合成することができる。
【０８８４】
　あるいは、式６－ＩＩの化合物は、式１２の化合物：
【化１０６】

を、パラジウムを用いて、適切な－Ｒ2含有化合物とカップリングさせることにより、合
成することができる（上記のとおり）。
【０８８５】
　式１２の化合物は、式１３の化合物：

【化１０７】

にトリフラート基を導入することにより、合成することができる。この反応は、上記の条
件で、または標準条件で、行うことができる。
【０８８６】
　式１３の化合物は、標準条件下、式１４の化合物：
【化１０８】

のアルコール基を酸化することにより、合成することができる。
【０８８７】
　式１４の化合物は、式１５の化合物：

【化１０９】
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であって、化合物中のその他の保護基に対してオーソゴナルである。
【０８８８】
　式１５の化合物は、式１６の化合物：
【化１１０】

のアミンをカルバメート窒素保護基で保護することにより、合成することができる。
【０８８９】
　式１６の化合物は、式１７の化合物：

【化１１１】

を還元的アミノ化することにより、合成することができる。
【０８９０】
　式１７の化合物は、式１８の化合物：
【化１１２】

の保護されていないアルコール基を酸化することにより、合成することができる。式１８
の化合物を用いて、式１３－Ｉの化合物を合成することができる。
【０８９１】
　式１８の化合物は、式１９の化合物：
【化１１３】

のエステル官能基を還元することにより、合成することができる。
【０８９２】
　式１９の化合物は、アミドカップリング条件下、式２０の化合物と式２１の化合物：
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【化１１４】

をカップリングすることにより、合成することができる。
【０８９３】
　上記以外の単量体については、アミド基を有する場合に、上記したものと同様な様式で
合成することができる。このアプローチを、式３ａの化合物で式中Ｒ11およびＰｒｏｔN1

が＝Ｏおよび合成のためのヘミアミナール窒素保護基であるもの（式３ａ－ＩＩＩ）に関
して記載するが、式４ｂの化合物で式中Ｒ21およびＰｒｏｔN2が＝Ｏおよび合成のための
ヘミアミナール窒素保護基であるものについても同じく当てはめることができる。
【化１１５】

式中、ＰｒｏｔN-aminは、合成のためのヘミアミナール窒素保護基を表す。
【０８９４】
　式３ａ－ＩＩＩの化合物は、標準条件下、式２２の化合物：
【化１１６】

のＹを脱保護することにより、合成することができる。
【０８９５】
　式２２の化合物は、式２３の化合物：
【化１１７】

を、パラジウムを用いて、適切な－Ｒ2含有化合物とカップリングさせることにより、合
成することができる（上記のとおり）。
【０８９６】
　式２３の化合物は、式２４の化合物：
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【化１１８】

にトリフラート基を導入することにより、合成することができる。この反応は、上記の条
件で、または標準条件で、行うことができる。
【０８９７】
　式２４の化合物は、式２５の化合物：
【化１１９】

のアルコール基を酸化することにより、合成することができる。
【０８９８】
　式２５の化合物は、式２６の化合物：

【化１２０】

のＰｒｏｔO基を外すことにより合成することができ、ＰｒｏｔO基は、アルコール保護基
であって、化合物中のその他の保護基に対してオーソゴナルである。
【０８９９】
　式２６の化合物は、式２７の化合物：
【化１２１】

のアミンをヘミアミナール窒素保護基で保護することにより、合成することができる。
【０９００】
　式２７の化合物は、式１９の化合物のエステル官能基を、水素およびＰｄ／Ｃで還元し
て閉環させることにより、合成することができる。
【０９０１】
　代替合成戦略を以下の実施例１に例示する。
【０９０２】
　合成用の窒素保護基
　合成用の窒素保護基は、当該分野で周知である。本発明において、特に注目される保護
基は、カルバメート窒素保護基およびヘミアミナール窒素保護基である。
【０９０３】
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　カルバメート窒素保護基は、以下の構造を有し：
【化１２２】

式中、Ｒ’10は、上記で定義されるとおりのＲである。多数の基が、Ｇｒｅｅｎｅ，　Ｔ
．Ｗ．　ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，　Ｇ．Ｍ．，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ
　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　３rd　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌ
ｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｉｎｃ．，　１９９９の５０３～５４９頁に記載されている。こ
の文献は、本明細書中、参照として援用される。
【０９０４】
　特に好適な保護基として、Ｔｒｏｃ、Ｔｅｏｃ、Ｆｍｏｃ、ＢＯＣ、Ｄｏｃ、Ｈｏｃ、
ＴｃＢＯＣ、１－Ａｄｏｃ、および２－Ａｄｏｃが挙げられる。
【０９０５】
　他の可能な基として、ニトロベンジルオキシカルボニル（例えば４－ニトロベンジルオ
キシカルボニル）および２－（フェニルスルホニル）エトキシカルボニルがある。
【０９０６】
　パラジウム触媒で外れる可能性がある保護基、例えばＡｌｌｏｃは、好適ではない。
【０９０７】
　ヘミアミナール窒素保護基は、以下の構造を有し：

【化１２３】

式中、Ｒ’10は、上記で定義されるとおりのＲである。多数の基が、アミド保護基として
、Ｇｒｅｅｎｅ，　Ｔ．Ｗ．　ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，　Ｇ．Ｍ．，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ
　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　３rd　Ｅｄｉｔｉｏｎ
，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｉｎｃ．，　１９９９の６３３～６４７頁
に記載されている。この文献は、本明細書中、参照として援用される。本明細書中に開示
される基は、本発明の化合物に適用することができる。そのような基として、ＳＥＭ、Ｍ
ＯＭ、ＭＴＭ、ＭＥＭ、ＢＯＭ、ニトロもしくはメトキシ置換ＢＯＭ、Ｃｌ3ＣＣＨ2ＯＣ
Ｈ2－が挙げられるが、これらに限定されない。
【０９０８】
　合成のための保護型酸素基
　合成のための保護型酸素基は、当該分野で周知である。多数の基が、Ｇｒｅｅｎｅ，　
Ｔ．Ｗ．　ａｎｄ　Ｗｕｔｓ，　Ｇ．Ｍ．，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉ
ｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　３rd　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｉｎｃ．，　１９９９の２３～２００頁に記載されている。こ
の文献は、本明細書中、参照として援用される。
【０９０９】
　特に注目されるクラスとして、シリルエーテル、メチルエーテル、アルキルエーテル、
ベンジルエーテル、エステル、アセタート、ベンゾアート、およびスルホナートが挙げら
れる。
【０９１０】
　好適な酸素保護基として、アセタート、ＴＢＳ、およびＴＨＰが挙げられる。
【０９１１】
　薬剤結合体の合成
　結合体は、既に記載されたとおりに調製することができる。マレイミジル基（Ａ）、ａ
ペプチド基（Ｌ1）、および自壊型基（Ｌ2）を有するリンカーは、米国特許Ｎｏ．６，２
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１４，３４５に記載されるとおりに調製することができ、この文献は、本明細書中、参照
として援用される。マレイミジル基（Ａ）およびペプチド基（Ｌ1）を有するリンカーは
、ＷＯ２００９／０１１７５３１に記載されるとおりに調製することができ、この文献は
、本明細書中、参照として援用される。他のリンカーは、本明細書中に記載される参照に
従って、または当業者に既知のとおりに、調製することができる。
【０９１２】
　リンカー・薬剤化合物は、当該分野で既知の方法に従って調製することができる。アミ
ン系Ｘ置換基（ＰＤＢ二量体薬剤単位の中のもの）とリンカー単位の活性基との連結は、
概して、米国特許Ｎｏ．６，２１４，３４５およびＮｏ．７，４９８，２９８；およびＷ
Ｏ２００９－０１１７５３１に記載される方法に従って、そうでなければ、当業者に既知
のとおりに行うことができる。
【０９１３】
　抗体は、Ｄｏｒｏｎｉｎａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，　２００３，　２１，　７７８－７８４）に記載されるとおりにリンカー・薬剤化
合物と結合させることができる。簡単に述べると、５０ｍＭのホウ酸ナトリウムを含有す
るＰＢＳ（ｐＨ７．４）中、３７℃で、トリス（カルボキシエチル）ホスフィン塩酸塩（
ＴＣＥＰ）を用いて、抗体（４～５ｍｇ／ｍＬ）を還元する。鎖間ジスルフィドを還元す
る反応の進行は、５，５’－ジチオビス（２－ニトロ安息香酸）と反応させることにより
追跡し、所望のレベルのチオール／ｍＡｂに到達するまで進行させる。次いで、還元され
た抗体を０℃に冷却し、抗体の１チオールあたり１．５当量のマレイミド薬剤・リンカー
を用いてアルキル化する。１時間後、５当量のＮ－アセチルシステインを加えて反応をク
エンチする。クエンチした薬剤・リンカーを、ＰＤ－１０カラムでゲル濾過して取り出す
。次いで、ＡＤＣを０．２２μｍシリンジフィルターで滅菌濾過する。タンパク質濃度は
、それぞれ、２８０ｎｍおよび３２９ｎｍで、スペクトル分析することにより測定するこ
とができ、測定では２８０ｎｍでの薬剤による吸光度の寄与を補正する。サイズ排除クロ
マトグラフィーを用いて、抗体凝集の度合いを測定することができ、ＲＰ－ＨＰＬＣを用
いて、ＮＡＣでクエンチされた薬剤・リンカーの残存レベルを測定することができる。
【０９１４】
　システイン残基が導入された抗体は、国際特許出願ＷＯ２００８／０７０５９３に記載
されるとおりにリンカー・薬剤化合物と結合させることができ、この文献は、本明細書中
、参照として援用される。重鎖にシステイン残基が導入された抗体を、１０当量のＴＣＥ
Ｐおよび１ｍＭのＥＤＴＡを加え、１Ｍトリス緩衝液（ｐＨ９．０）でｐＨを７．４に調
整することにより、完全に還元する。３７℃で１時間インキュベーション後、反応物を２
２℃に冷却し、３０当量のデヒドロアスコルビン酸を加えて、導入されたシステインは還
元状態のまま残して、元々あるジスルフィドを選択的に再酸化する。１Ｍトリス緩衝液（
ｐＨ３．７）でｐＨを６．５に調整し、反応を２２℃で１時間進行させる。次いで、１Ｍ
トリス緩衝液（ｐＨ９．０）を加えて、溶液のｐＨを７．４に上昇させる。３．５当量の
ＰＢＤ薬剤リンカーのＤＭＳＯ溶液を、適切な容器に入れて、プロピレングリコールで希
釈してから、反応物に加える。ＰＢＤ薬剤リンカーの溶解性を維持するため、抗体自身を
最初にプロピレングリコールで希釈して最終濃度を３３％にする（例えば、抗体溶液が６
０ｍＬの反応体積である場合、プロピレングリコール３０ｍＬを加えた）。これと同体積
のプロピレングリコール（この場合は３０ｍＬ）を、希釈剤としてＰＢＤ薬剤リンカーに
加える。混合後、ＰＢＤ薬剤リンカーのプロピレングリコール溶液を、抗体溶液に加えて
、結合させる；プロピレングリコールの最終濃度は５０％である。反応を３０分間進行さ
せ、次いで５当量のＮ－アセチルシステインを加えてクエンチする。ＡＤＣは、３０ｋＤ
膜での限外濾過により精製する。（なお、反応で用いたプロピレングリコールの濃度は、
その目的が、単に薬剤リンカーの水性媒体に対する溶解性を維持するためだけなので、特
定のＰＢＤによっては低下させることができる。）
【０９１５】
　ハロアセトアミド系リンカー・薬剤化合物の場合、結合は、概して、以下のとおりであ
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る。還元および再酸化した抗体（重鎖にシステイン残基が導入されている）を１０ｍＭの
トリス（ｐＨ７．４）、５０ｍＭのＮａＣｌ、および２ｍＭのＤＴＰＡに溶解した溶液に
、０．５体積分のプロピレングリコールを加える。アセトアミド系リンカー・薬剤化合物
をジメチルアセトアミドに溶解させた１０ｍＭ溶液を、調製して直ちに結合に用いる。抗
体溶液に加えたのと同じ量のプロピレングリコールを、６倍モル過剰のリンカー・薬剤化
合物に加える。希釈したリンカー・薬剤溶液を、抗体溶液に加え、１Ｍトリス（ｐＨ９）
を用いてｐＨを８～８．５に調整する。結合反応を、３７℃で４５分間進行させる。結合
反応の進行は、還元および変性する逆相ＰＬＲＰ－Ｓクロマトグラフィーにより確認する
。ＰＤ－１０脱塩カラムを用い、ＱｕａｄｒａｓｉｌＭＰ樹脂を用いて、緩衝液を１０ｍ
Ｍのトリス（ｐＨ７．４）、５０ｍＭのＮａＣｌ、および５％プロピレングリコールに交
換して、過剰なリンカー・薬剤化合物を除去する。
【０９１６】
　薬剤リンカーの例示合成スキーム
　以下のスキームは、薬剤リンカーを合成する経路の例示であり、スキーム中、ＰＢＤは
、本発明の式Ｉの化合物を表し、式中、ＸはＮＨ2であるが、これは本発明の範囲内で変
更可能である。
【０９１７】
スキームＡ
【化１２４】

【０９１８】
　グルクロニドリンカー中間体Ｓ１（参照：Ｊｅｆｆｒｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏｃ
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ジクロロメタン中、－７８℃で、ジホスゲンで処理して、クロロギ酸グルクロニド体とす
ることができ、次いでクロロギ酸グルクロニド体に、ＰＢＤ二量体Ｓ２のＣＨ2Ｃｌ2溶液
を滴下することで、ＰＢＤ二量体Ｓ２と反応させる。反応物を２時間かけて０℃に昇温さ
せ、続いて抽出することで、化合物Ｓ３を得る。ＭｅＯＨ、テトラヒドロフラン、および
水を等量で混合した混合溶媒にＳ３を溶解させ、この溶液を（０℃に冷却して）水酸化リ
チウム一水和物で４時間処理し、続いて氷酢酸と反応させて、化合物Ｓ４とする。Ｓ４の
ＤＭＦ溶液にマレイミドカプロイルＮＨＳエステルを加え、続いてジイソプロピルエチル
アミンを加えて、窒素下室温で２時間撹拌して、所望の薬剤リンカーＳ５とする。
【０９１９】
　スキームＢ
【化１２５】

【０９２０】
　マレイミドリンカーＳ６は、マレイミドカプロイルＮ－ヒドロキシスクシンイミドとＨ
－Ｖａｌ－Ａｌａ－ＯＨを反応させることで合成することができ、このＳ６を、無水ジク
ロロメタン中、ＥＥＤＱの存在下で例示化合物Ｓ２と連結することができる。
【０９２１】
　スキームＣ
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【化１２６】

【０９２２】
　リンカーＳ８は、５％メタノール／ジクロロメタン中、ＥＥＤＱの存在下で、例示化合
物Ｓ２と連結させることができる。Ｓ９の脱保護は、無水ジクロロメタン中、Ｐｈ3Ｐ、
ピロリジン、およびテトラキスパラジウムを用いて行うことができる。Ｓ１０は、ＤＭＦ
中、ＤＩＰＥＡの存在下で、マレイミドカプロイル－ＮＨＳエステルを加えることで、所
望の生成物に変換することができる。
【０９２３】
　さらなる優先事項
　以下の優先事項は、前記記載の本発明の態様のすべてに適用することができる、または
単一の態様に関連させることができる。これらの優先事項を任意の組み合わせでともに組
み合わせることができる。
【０９２４】
　いくつかの実施形態において、Ｒ6’Ｒ7’、Ｒ9’およびＹ’は好ましくはそれぞれＲ6

、Ｒ7、Ｒ9およびＹと同じである。
【０９２５】
　二量体結合
Ｙ及びＹ’は、好ましくはＯである。
【０９２６】
　Ｒ”は好ましくは置換基を有しないＣ3-7アルキレン基である。より好ましくは、Ｒ”
は、Ｃ3、Ｃ5、またはＣ7アルキレンである。最も好ましくは、Ｒ”はＣ3またはＣ5アル
キレンである。
【０９２７】
　Ｒ6～Ｒ9

Ｒ9は好ましくはＨである。
【０９２８】
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　Ｒ6は好ましくはＨ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＮＨ2、ニトロおよびハロから選択され、より
好ましくはＨまたはハロであり、最も好ましくはＨである。
【０９２９】
　Ｒ7は好ましくはＨ、ＯＨ、ＯＲ、ＳＨ、ＳＲ、ＮＨ2、ＮＨＲ、ＮＲＲ’およびハロか
ら選択され、より好ましくは独立してＨ、ＯＨおよびＯＲから選択され、式中、Ｒは好ま
しくは任意に置換されたＣ1-7アルキル、Ｃ3-10ヘテロシクリルおよびＣ5-10アリール基
から選択される。Ｒは、より好ましくは、Ｃ1-4アルキル基とすることができ、置換され
ているか、または置換されていなくてよい。対象の置換基は、Ｃ5-6アリール基（例えば
フェニル）である。７－位での特に好ましい置換基はＯＭｅおよびＯＣＨ2Ｐｈである。
特に対象の他の置換基は、ジメチルアミノ（すなわち、－ＮＭｅ2）；－（ＯＣ2Ｈ4）qＯ
Ｍｅ（式中、ｑは０～２である。）；モルホリノ、ピペリジニル及びＮ－メチル－ピペラ
ジニルを含む窒素含有Ｃ6ヘテロシクリルである。
【０９３０】
　これらの優先事項はＲ9’，Ｒ6’およびＲ7’それぞれに適用される。
【０９３１】
　Ｒ2

　いくつかの実施形態において、Ｒ2は、式ＩＩａのものである。
【０９３２】
　Ｒ2のＡは、Ｒ2が式ＩＩａのものである場合、フェニル基またはＣ5-7ヘテロアリール
基（例えば、フラニル、チオフェニル、およびピリジル）が可能である。いくつかの実施
形態において、Ａは、好ましくはフェニルである。
【０９３３】
　Ｑ2－Ｘは、Ｃ5-7アリール基の利用可能な環原子のうちのどの原子上にあってもよいが
、好ましくは化合物の残部との結合に隣接しない環原子上にある、すなわち化合物の残部
との結合に対してβまたはγ位にある。したがって、Ｃ5-7アリール基（Ａ）がフェニル
の場合、置換基（Ｑ2－Ｘ）は、好ましくはメタまたはパラ位にあり、特に好ましくはパ
ラ位にある。
【０９３４】
　いくつかの実施形態において、Ｑ1は単結合である。それらの実施形態において、Ｑ2は
、単結合および－Ｚ－（ＣＨ2）n－から選択され、式中、Ｚは、単結合、Ｏ、Ｓ、および
ＮＨから選択され、１～３である。それらの実施形態のいくつかにおいて、Ｑ2は単結合
である。他の実施形態において、Ｑ2は－Ｚ－（ＣＨ2）n－である。それらの実施形態に
おいて、Ｚは、ＯまたはＳが可能であり、ｎは１が可能であるかまたは２が可能である。
それらの実施形態の他のものにおいて、Ｚは単結合が可能であり、ｎは１が可能である。
【０９３５】
　他の実施形態において、Ｑ1は－ＣＨ＝ＣＨ－である。
【０９３６】
　他の実施形態において、Ｒ2は、式ＩＩｂのものである。それらの実施形態において、
ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、それぞれ独立して、Ｈおよび無置換Ｃ1-2アルキルから選択
される。いくつかの好適な実施形態において、ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、全てＨである
。他の実施形態において、ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、全てメチルである。ある特定の実
施形態において、ＲC1、ＲC2、およびＲC3は、それぞれ独立して、Ｈおよびメチルから選
択される。
【０９３７】
　Ｘは、以下からなる列挙より選択される基である：ＯＨ、ＳＨ、ＣＯ2Ｈ、ＣＯＨ、Ｎ
＝Ｃ＝Ｏ、ＮＨＮＨ2、ＣＯＮＨＮＨ2、
【化１２７】
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およびＮＨＲN、式中、ＲNは、ＨおよびＣ1-4アルキルからなる群より選択される。Ｘは
、好ましくは、：ＯＨ、ＳＨ、ＣＯ2Ｈ、－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ、またはＮＨＲNとすることが可能
であり、より好ましくは、：ＯＨ、ＳＨ、ＣＯ2Ｈ、－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ、またはＮＨ2とするこ
とが可能である。特に好適な基として、：ＯＨ、ＳＨ、およびＮＨ2が挙げられ、ＮＨ2が
中でも特に好適な基である。
【０９３８】
　いくつかの実施形態において、Ｒ2は、式ＩＩｃのものである。それらの実施形態にお
いて、ＱはＮＲNであることが好ましい。他の実施形態において、ＱはＯＨである。さら
なる実施形態において、ＱはＳＨである。ＲNは、好ましくは、Ｈおよびメチルから選択
される。いくつかの実施形態において、ＲNはＨである。他の実施形態において、ＲNは、
メチルである。
【０９３９】
　いくつかの実施形態において、Ｒ2は、－Ａ－ＣＨ2－Ｘおよび－Ａ－Ｘが可能である。
それらの実施形態において、Ｘは、ＯＨ、ＳＨ、ＣＯ2Ｈ、ＣＯＨ、およびＮＨ2が可能で
ある。特に好適な実施形態において、ＸはＮＨ2が可能である。
【０９４０】
　Ｒ12

Ｃ２’とＣ３’との間に二重結合が存在する場合、Ｒ12は以下から選択される。
（ａ）ハロ、ニトロ、シアノ、エーテル、Ｃ1-7アルキル、Ｃ3-7ヘテロシクリル及びビス
－オキシ－Ｃ1-3アルキレンよりなる群から選択される１個以上の置換基により任意に置
換されるＣ5-10アリール基；
（ｂ）Ｃ1-5飽和脂肪族アルキル；
（ｃ）Ｃ3-6飽和シクロアルキル；
（ｄ）

【化１２８】

Ｒ21、Ｒ22およびＲ23の各々は、独立して、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニル、
Ｃ2-3アルキニルおよびシクロプロピルから選択され、Ｒ12基の炭素原子の総数は５以下
であり；
（ｅ）

【化１２９】

Ｒ25aおよびＲ25bの一方はＨであり、他方はフェニル（フェニルは、ハロ、メチル、メト
キシで任意に置換される）、ピリジルおよびチオフェニルから選択され；
（ｆ）

【化１３０】

Ｒ24は、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニル、Ｃ2-3アルキニル、シクロプロピル
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、フェニル（フェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選択される基で任意に置換される
）、ピリジルおよびチオフェニルから選択され；
【０９４１】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基である場合、それはＣ5-7アリール基とすることができる。Ｃ5

-7アリール基は、フェニル基またはＣ5-7ヘテロアリール基、例えば、フラニル、チオフ
ェニルおよびピリジルとすることができる。いくつかの実施形態において、Ｒ12は好まし
くはフェニルである。他の実施形態において、Ｒ12は好ましくはチオフェニル、例えば、
チオフェン－２－イルおよびチオフェン－３－イルである。
【０９４２】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基である場合、それはＣ8-10アリール、例えばキノリニルまたは
イソキノリニル基とすることができる。キノリニルまたはイソキノリニル基は、任意の利
用可能な環位置を介してＰＢＤコアに結合することができる。例えば、キノリニルは、キ
ノリン－２－イル、キノリン－３－イル、キノリン－４－イル、キノリン－５－イル、キ
ノリン－６－イル、キノリン－７－イルおよびキノリン－８－イルとすることができる。
これらのうち、キノリン－３－イルおよびキノリン－６－イルが好ましいものとすること
ができる。イソキノリニルは、イソキノリン－１－イル、イソキノリン－３－イル、イソ
キノリン－４－イル、イソキノリン－５－イル、イソキノリン－６－イル、イソキノリン
－７－イルおよびイソキノリン－８－イルとすることができる。これらのうち、イソキノ
リン－３－イルおよびイソキノリン－６－イルが好ましいものとすることができる。
【０９４３】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基である場合、それは任意の数の置換基を保持することができる
。それは、好ましくは１～３個の置換基を保持し、１～２個がより好ましく、単独で置換
された基が最も好ましい。置換基は任意の位置とすることができる。
【０９４４】
　Ｒ12がＣ5-7アリール基である場合、単一置換基は好ましくは化合物の残部への結合に
隣接しない環原子に存在する、すなわちそれは好ましくは化合物の残部への結合に対して
βまたはγである。したがって、Ｃ5-7アリール基がフェニルである場合、置換基は、好
ましくはメタ－またはパラ－位にあり、より好ましくはパラ－位にある。
【０９４５】
　Ｒ12がＣ8-10アリール基、例えばキノリニルまたはイソキノリニルである場合、それは
キノリンまたはイソキノリン環の任意の位置に任意の数の置換基を保持することができる
。いくつかの実施形態では、それは、１個、２個または３個の置換基を保持し、これらは
、近位および遠位の環または両方（１個以上の置換基の場合）にあることができる。
【０９４６】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基である場合のＲ12置換基
Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がハロである場合、それは好ましくは
ＦまたはＣｌであり、より好ましくはＣｌである。
【０９４７】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がエーテルである場合、それはいく
つかの実施形態においてアルコキシ基、例えば、Ｃ1-7アルコキシ基（例えばメトキシ、
エトキシ）とすることができ、またはそれはいくつかの実施形態においてＣ5-7アリール
オキシ基（例えばフェノキシ、ピリジルオキシ、フラニルオキシ）とすることができる。
アルコキシ基は、例えばアミノ基（例えばジメチルアミノ）によってそれ自体さらに置換
されていてもよい。
【０９４８】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がＣ1-7アルキルである場合、それ
は好ましくはＣ1-4アルキル基（例えばメチル、エチル、プロピル、ブチル）とすること
ができる。
【０９４９】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がＣ3-7ヘテロシクリルである場合
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、それはいくつかの実施形態においてＣ6窒素含有ヘテロシクリル基、例えばモルフォリ
ノ、チオモルフォリノ、ピペリジニル、ピペラジニルとすることができる。これらの基は
、窒素原子を介して、ＰＢＤ部分の残部に結合できる。これらの基は、例えばＣ1-4アル
キル基によってさらに置換することができる。Ｃ6窒素含有ヘテロシクリル基がピペラジ
ニルである場合には、前記のさらなる置換基は、第２の窒素環原子上にあることができる
。
【０９５０】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がビス－オキシ－Ｃ1-3アルキレン
である場合、これは好ましくはビス－オキシ－メチレンまたはビス－オキシ－エチレンで
ある。
【０９５１】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、Ｒ12の置換基がエステルである場合、これは好ま
しくはメチルエステルまたはエチルエステルである。
【０９５２】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基である場合に特に好適な置換基として、メトキシ、エトキシ、
フルオロ、クロロ、シアノ、ビス－オキシ－メチレン、メチルピペラジニル、モルホリノ
、およびメチルチオフェニルが挙げられる。Ｒ12に特に好適な他の置換基として、ジメチ
ルアミノプロピルオキシおよびカルボキシがある。
【０９５３】
　Ｒ12がＣ5-10アリール基であるとき、特に好ましい置換Ｒ12基としては、４－メトキシ
－フェニル、３－メトキシフェニル、４－エトキシ－フェニル、３－エトキシ－フェニル
、４－フルオロ－フェニル、４－クロロ－フェニル、３、４－ビスオキシメチレン－フェ
ニル、４－メチルチオフェニル、４－シアノフェニル、４－フェノキシフェニル、キノリ
ン－３－イルおよびキノリン－６－イル、イソキノリン－３－イルおよびイソキノリン－
６－イル、２－チエニル、２－フラニル、メトキシナフチル、およびナフチルが挙げられ
るが、これらに限定されない。別の可能性のある置換Ｒ12基は４－ニトロフェニルである
。特定の対象のＲ12基としては４－（４－メチルピペラジン－１－イル）フェニルおよび
３、４－ビスオキシメチレン－フェニルが挙げられる。
【０９５４】
　Ｒ12がＣ1-5飽和脂肪族アルキルである場合、それはメチル、エチル、プロピル、ブチ
ルまたはペンチルとすることができる。いくつかの実施形態において、それはメチル、エ
チルまたはプロピル（Ｎ－ペンチルまたはイソプロピル）とすることができる。これらの
実施形態のいくつかでは、このものはメチルであることができる。他の実施形態において
、それは、ブチルまたはペンチルとすることができ、直鎖状または分岐状とすることがで
きる。
【０９５５】
　Ｒ12がＣ3-6飽和シクロアルキルである、それはシクロプロピル、シクロブチル、シク
ロペンチルまたはシクロヘキシルとすることができる。いくつかの実施形態において、そ
れはシクロプロピルとすることができる。
【０９５６】
　Ｒ12が
【化１３１】

である場合、Ｒ21、Ｒ22およびＲ23の各々は、独立して、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3

アルケニル、Ｃ2-3アルキニルおよびシクロプロピルから選択され、Ｒ12基の炭素原子の
総数は５以下である。いくつかの実施形態において、Ｒ12基の炭素原子の総数は４以下ま
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たは３以下である。
【０９５７】
　いくつかの実施形態において、Ｒ21、Ｒ22およびＲ23のうちの１つはＨであり、他の２
つの基はＨ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニル、Ｃ2-3アルキニルおよびシクロプロ
ピルから選択される。
【０９５８】
　他の実施形態において、Ｒ21、Ｒ22およびＲ23のうちの２つはＨであり、他の基はＨ、
Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニル、Ｃ2-3アルキニルおよびシクロプロピルから選択
される。
【０９５９】
　いくつかの実施形態において、Ｈではない基は、メチルおよびエチルから選択される。
これらの実施形態のいくつかにおいて、Ｈではない基はメチルである。
【０９６０】
　いくつかの実施形態において、Ｒ21はＨである。
【０９６１】
　いくつかの実施形態において、Ｒ22はＨである。
【０９６２】
　いくつかの実施形態において、Ｒ23はＨである。
【０９６３】
　いくつかの実施形態において、Ｒ21およびＲ22はＨである。
【０９６４】
　いくつかの実施形態において、Ｒ21およびＲ23はＨである。
【０９６５】
　いくつかの実施形態において、Ｒ22およびＲ23はＨである。
【０９６６】
　特定の対象のＲ12基は
【化１３２】

である。
【０９６７】
　Ｒ12が
【化１３３】

である場合、Ｒ25aおよびＲ25bの一方はＨであり、他方はフェニル（フェニルは、ハロ、
メチル、メトキシで任意に置換される）、ピリジルおよびチオフェニルから選択される。
いくつかの実施形態において、Ｈでない基は、任意に置換されるフェニルである。フェニ
ル置換基がハロである場合、それは好ましくはフルオロである。いくつかの実施形態にお
いて、フェニル基は非置換である。
【０９６８】
　Ｒ12が
【化１３４】

である場合、Ｒ24は、Ｈ、Ｃ1-3飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニル、Ｃ2-3アルキニル、シ
クロプロピル、フェニル（フェニルは、ハロ、メチル、メトキシから選択される基で任意
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に置換される）、ピリジルおよびチオフェニルから選択される。フェニル置換基がハロで
ある場合、それは好ましくはフルオロである。いくつかの実施形態において、フェニル基
は非置換である。
いくつかの実施形態において、Ｒ24はＨ、メチル、エチル、エテニルおよびエチニルから
選択される。これらの実施形態のいくつかにおいて、Ｒ24はＨおよびメチルから選択され
る。
【０９６９】
　Ｃ２’とＣ３’の間に単結合が存在する場合、Ｒ12は、Ｈまたは
【化１３５】

であり、式中、Ｒ26aおよびＲ26bは、それぞれ独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃ1-4飽和アルキル、
Ｃ2-3アルケニル（これらのアルキルおよびアルケニル基は、Ｃ1-4アルキルアミドおよび
Ｃ1-4アルキルエステルから選択される基で随意に置換される）から選択される；または
、Ｒ26aおよびＲ26bの一方はＨであり、他方は、ニトリルおよびＣ1-4アルキルエステル
から選択される。
【０９７０】
　いくつかの実施形態において、Ｒ12はＨである。
【０９７１】
　いくつかの実施形態において、Ｒ12は、

【化１３６】

である。
【０９７２】
　いくつかの実施形態において、好ましくはＲ26aおよびＲ26bはともにＨである。
【０９７３】
　他の実施形態において、好ましくはＲ26aおよびＲ26bはともにメチルである。
【０９７４】
　さらなる実施形態において、好ましくはＲ26aおよびＲ26bはともにＨであり、他はＣ1-

4飽和アルキル、Ｃ2-3アルケニルから選択され、アルキルおよびアルケニル基が任意に置
換される。これらのさらなる実施形態では、Ｈではない基がメチルおよびエチルから選択
されることがさらに好ましいものとすることができる。
【０９７５】
　Ｒ10、Ｒ11a、Ｒ11b、Ｒ20、Ｒ21a、Ｒ21b

　いくつかの実施形態において、Ｒ20はＨであり、かつＲ21aおよびＲ21bは両方ともＨで
ある。あるいは、Ｒ20は、Ｒ21aおよびＲ21bが両方ともＨである場合に、Ｍｅであっても
よい。
【０９７６】
　いくつかの実施形態において、Ｒ20はＨであり、Ｒ21aおよびＲ21bはともに形態＝Ｏで
ある。あるいは、Ｒ21aおよびＲ21bはともに形態＝Ｏである場合、Ｒ20はＭｅとすること
ができる。
【０９７７】
　これらの実施形態のセットのいずれかにおいて、Ｒ10およびＲ11bは、それらが結合し
た窒素原子および炭素原子の間に窒素炭素二重結合を形成し、かつＲ11aはＨであること
が好ましいかもしれない。あるいは、Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨであり、かつＲ11bはＯ
Ｈであることが好ましいかもしれない。さらにあるいは、Ｒ10はＨであり、Ｒ11aはＨで
あり、かつＲ11bはＳＯzＭ（式中、ｚは２または３であり、Ｍは一価の薬学的に許容可能
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【０９７８】
　いくつかの実施形態において、Ｒ10はＨであり、かつＲ11aおよびＲ11bは両方ともＨで
ある。あるいは、Ｒ10は、Ｒ11aおよびＲ11bが両方ともＨである場合に、Ｍｅであっても
よい。
【０９７９】
　いくつかの実施形態において、Ｒ10はＨであり、かつＲ11aおよびＲ11bは一緒になって
＝Ｏを形成する。あるいは、Ｒ10は、Ｒ11aおよびＲ11bが一緒になって＝Ｏを形成する場
合に、Ｍｅであってもよい。
【０９８０】
　これらの実施形態のセットのいずれかにおいて、Ｒ20およびＲ21bは、それらが結合し
た窒素原子および炭素原子の間に窒素炭素二重結合を形成し、かつＲ21aはＨであること
が好ましいかもしれない。あるいは、Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨであり、かつＲ21bはＯ
Ｈであることが好ましいかもしれない。さらにあるいは、Ｒ20はＨであり、Ｒ21aはＨで
あり、かつＲ21bはＳＯzＭ（式中、ｚは２または３であり、Ｍは一価の薬学的に許容可能
なカチオンである）であることが好ましいかもしれない。
【０９８１】
　Ｍおよびｚ
好ましくは、Ｍは一価の薬学的に許容されるカチオンであり、より好ましくはＮａ+であ
る。
【０９８２】
　ｚは、好ましくは３である。
【０９８３】
　第四の態様
　Ｌ4

　いくつかの実施形態において、Ｌ4は、単結合である。
【０９８４】
　いくつかの実施形態において、Ｌ4は、以下のものであり：

【化１３７】

式中、ｎは、０～３である。それらの実施形態において、ｎは、０、１、２、または３が
可能である。ｎ＝０およびｎ＝１が好ましいかもしれない。
【０９８５】
　いくつかの実施形態において、Ｌ4は、以下のものであり：

【化１３８】

式中、ｎは、０～３である。それらの実施形態において、ｎは、０、１、２、または３が
可能である。ｎ＝０およびｎ＝１が好ましいかもしれない。
【０９８６】
　いくつかの実施形態において、Ｌ4は、以下のものであり：
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【化１３９】

式中、ｎは、０～３である。それらの実施形態において、ｎは、０、１、２、または３が
可能である。ｎ＝０およびｎ＝１が好ましいかもしれない。
【０９８７】
　いくつかの実施形態において、Ｌ4は、以下のものであり：

【化１４０】

式中、ｎは、０～３である。それらの実施形態において、ｎは、０、１、２、または３が
可能である。ｎ＝０およびｎ＝１が好ましいかもしれない。それらの実施形態のうちの１
つにおいて、ＤはＮである。それらの実施形態のうちの他の１つにおいて、ＤはＣＨであ
る。それらの実施形態のうちの１つにおいて、Ｅは、ＯまたはＳである。それらの実施形
態のうちの１つにおいて、ＦはＣＨである。
【０９８８】
　Ｌ3

　１つの実施形態において、Ｌ3は、アミノ酸残基である。アミノ酸は、天然のアミノ酸
であっても、非天然のアミノ酸であってもよい。
【０９８９】
　１つの実施形態において、Ｌ3は、以下から選択される：Ｐｈｅ、Ｌｙｓ、Ｖａｌ、Ａ
ｌａ、Ｃｉｔ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ、Ａｒｇ、およびＴｒｐ、群中、Ｃｉｔはシトルリンであ
る。
【０９９０】
　１つの実施形態において、Ｌ3は、ジペプチド残基を含む。ジペプチド中のアミノ酸は
、天然のアミノ酸および非天然のアミノ酸の任意の組み合わせが可能である。いくつかの
実施形態において、ジペプチドは、天然のアミノ酸を含む。リンカーがカテプシンに対し
て不安定なリンカーである場合、ジペプチドは、カテプシン介在型切断の作用部位である
。その場合、ジペプチドは、カテプシンが認識する部位である。
【０９９１】
　１つの実施形態において、Ｌ3は、以下から選択され：
　Prot－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－L4、
　Prot－Ｖａｌ－Ａｌａ－L4、
　Prot－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－L4、
　Prot－Ａｌａ－Ｌｙｓ－L4、
　Prot－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－L4、
　Prot－Ｐｈｅ－Ｃｉｔ－L4、
　Prot－Ｌｅｕ－Ｃｉｔ－L4、
　Prot－Ｉｌｅ－Ｃｉｔ－L4、
　Prot－Ｐｈｅ－Ａｒｇ－L4、および
　Prot－Ｔｒｐ－Ｃｉｔ－L4；
群中、Ｃｉｔはシトルリンである。
【０９９２】
　好ましくは、Ｌ3は、以下から選択される：
　Prot－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－L4、
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　Prot－Ｖａｌ－Ａｌａ－L4、
　Prot－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－L4、
　Prot－Ａｌａ－Ｌｙｓ－L4、および
　Prot－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－L4。
【０９９３】
　特に好ましくは、Ｌ3は、Prot－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－L4、Prot－Ｖａｌ－Ｃｉｔ－L4、ま
たはProt－Ｖａｌ－Ａｌａ－L4から選択される。
【０９９４】
　注目される他のジペプチド組み合わせとして、以下が挙げられる：
　Prot－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－L4、
　Prot－Ｐｒｏ－Ｐｒｏ－L4、および
　Prot－Ｖａｌ－Ｇｌｕ－L4。
【０９９５】
　他のジペプチド組み合わせも利用可能であり、そのような組み合わせとしてＤｕｂｏｗ
ｃｈｉｋ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　２００
２，　１３，　８５５－８６９に記載されるものが挙げられる、この文献は、本明細書中
、参照として援用される。
【０９９６】
　いくつかの実施形態において、Ｌ3は、トリペプチド残基である。トリペプチド中のア
ミノ酸は、天然のアミノ酸および非天然のアミノ酸の任意の組み合わせが可能である。い
くつかの実施形態において、トリペプチドは、天然のアミノ酸を含む。リンカーがカテプ
シンに対して不安定なリンカーである場合、トリペプチドは、カテプシン介在型切断の作
用部位である。その場合、トリペプチドは、カテプシンが認識する部位である。
【０９９７】
　１つの実施形態において、アミノ酸側鎖は、適宜、化学的に保護される。側鎖保護基は
、以下に説明されるとおりの基が可能である。保護されたアミノ酸配列は、酵素により開
裂可能である。例えば、Ｂｏｃで側鎖を保護したＬｙｓ残基を含むジペプチド配列は、カ
テプシンにより開裂可能である。
【０９９８】
　アミノ酸側鎖用の保護基は、当該分野で周知であり、Ｎｏｖａｂｉｏｃｈｅｍカタログ
に記載されているし、上記で記載されるとおりである。
【０９９９】
　Ｐｒｏｔ
　Ｐｒｏｔは、Ｆｍｏｃ（フルオレニルメチルオキシカルボニル）、Ｔｅｏｃ（２－（ト
リメチルシリル）エトキシカルボニル）、Ｂｏｃ（ｔ－ブトキシカルボニル）、およびＡ
ｌｌｏｃ（アリルオキシカルボニル）から選択される。いくつかの実施形態において、Ｐ
ｒｏｔは、ＦｍｏｃおよびＴｅｏｃから選択される。
【１０００】
　いくつかの実施形態において、Ｐｒｏｔは、Ｆｍｏｃである。
　いくつかの実施形態において、Ｐｒｏｔは、Ｔｅｏｃである。
【１００１】
　本発明の第一の態様で特に好適な化合物は、以下の式Ｉａ－１、Ｉａ－２、Ｉａ－３、
またはＩａ－４のものであり：
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【化１４１】

式中、Ｒ12aは、以下から選択される：
（ａ）
【化１４２】

（ｂ）

【化１４３】

（ｃ）
【化１４４】

（ｄ）
【化１４５】

（ｅ）
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【化１４６】

（ｆ）
【化１４７】

（ｇ）
【化１４８】

（ｈ）
【化１４９】

　アミノ基は、フェニル基のメタまたはパラ位いずれかにある。
【１００２】
　本発明の第一の態様でさらに特に好適な化合物は、以下の式Ｉｂ－１、Ｉｂ－２、Ｉｂ
－３、またはＩｂ－４のものであり：

【化１５０】

式中、
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Ｒ1aは、メチルまたはフェニルであり；
Ｒ12aは、以下から選択される：
（ａ）
【化１５１】

（ｂ）
【化１５２】

（ｃ）

【化１５３】

（ｄ）
【化１５４】

（ｅ）
【化１５５】

（ｆ）
【化１５６】

（ｇ）
【化１５７】

（ｈ）
【化１５８】

【１００３】
　本発明の第一の態様でさらに特に好適な化合物は、以下の式Ｉｃ－１、Ｉｃ－２、Ｉｃ
－３、またはＩｃ－４のものであり：
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【化１５９】

式中、
ｎは、１または３であり；
Ｒ1aは、メチルまたはフェニルであり；
Ｒ12aは、以下から選択される：
（ａ）

【化１６０】

（ｂ）
【化１６１】

（ｃ）
【化１６２】

（ｄ）
【化１６３】

（ｅ）
【化１６４】

（ｆ）
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【化１６５】

（ｇ）
【化１６６】

（ｈ）
【化１６７】

【１００４】
　第五の態様
式Ｉの化合物についての優先事項は、適宜、本発明の第五の態様におけるＤにも当てはま
る。例えば、第五の態様において、ＰＢＤ二量体は、以下のとおりであることを除いて、
本明細書中に記載される任意の式Ｉの化合物またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒
和物である：

【化１６８】

で置き換えられており、
【化１６９】

で置き換えられており、
【化１７０】

で置き換えられており、
式中、波線はリンカー単位に結合する結合点を示す。
【１００５】
　したがって、本発明の結合体は、以下の式（Ｖ）
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　　Ｌ－（ＬＵ－Ｄ）p　　（Ｖ）
を有するものまたはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物を含み、式中、Ｌはリガン
ド単位（すなわち、標的指向剤）であり、ＬＵはリンカー単位およびＰＢＤ二量体Ｄであ
る。Ｄは、以下のとおりであることを除いて、本明細書中に記載される任意の式Ｉの化合
物またはその薬学的に許容可能な塩または溶媒和物である：
【化１７１】

で置き換えられており、

【化１７２】

で置き換えられており、
【化１７３】

で置き換えられており、
式中、波線はリンカー単位に結合する結合点を示す。
【１００６】
　（ａ）本発明の結合体は、例えば、以下の式のものを含む：
　　ＣＢＡ－Ａ1－Ｌ1－*

式中、アスタリスクは、ＰＢＤ二量体（Ｄ）に結合する結合点を示し、ＣＢＡは細胞結合
剤であり、Ｌ1は酵素の作用により開裂可能な特異性単位であり、およびＡ1はＬ1を細胞
結合剤に接続するストレッチャー単位である。
【１００７】
　（ｂ）本発明の結合体は、例えば、以下の式のものを含む：
　　ＣＢＡ－Ａ1－Ｌ1－*

式中、アスタリスクは、ＰＢＤ二量体（Ｄ）に結合する結合点を示し、ＣＢＡは細胞結合
剤であり、Ａ1はＬ1を細胞結合剤に接続するストレッチャー単位であり、Ｌ1はカテプシ
ンの作用により開裂可能な特異性単位であって、Ｌ1はジペプチドであり、Ｌ1は、カテプ
シンの作用により開裂可能な特異性単位であるか、またはＬ1は－Ｐｈｅ－Ｌｙｓ－、－
Ｖａｌ－Ａｌａ－、－Ｖａｌ－Ｌｙｓ－、－Ａｌａ－Ｌｙｓ－、および－Ｖａｌ－Ｃｉｔ
－から選択されるジペプチドである。
【１００８】
　本発明の好適な結合体は、（ａ）および（ｂ）に記載されるもののうち任意のものを含
み、式中、Ａ1は以下のものである
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式中、アスタリスクは、Ｌ1に結合する結合点を示し、波線はＣＢＡに結合する結合点を
示し、ｎは０～６である（好ましくはｎは５である）。
【１００９】
　例示の合成スキーム
　以下の複数のスキームは、本発明による特定の化合物を合成する経路を例示し、特定の
基が一般式でＲ、Ｒ’及びＲ２と記載されている。これらの基はそれぞれ本発明の開示に
したがって解釈されるものである。これらのスキームにおいて、保護基が明示的に記載さ
れているが、これらもまた本発明の範囲内にある。
【１０１０】
　スキーム１ａ－アミン基本単位の合成

【化１７５】

【１０１１】
　スキーム１ｂ－保護されたカルビノールアミン基本単位の合成
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【化１７６】

【１０１２】
　スキーム１ｃ－リンカーが結合した二量体（薬剤・リンカー）の合成
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【化１７７】

【１０１３】
　スキーム２－第二級アミン基本単位の代替合成
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【化１７８】

【１０１４】
　スキーム３ａ－ジラクタム基本単位の合成
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【化１７９】

【１０１５】
　スキーム３ｂ－テザーを有する保護されたカルビノールアミン構成要素の合成
【化１８０】

【１０１６】
　スキーム３ｃ－リンカーが結合した二量体（薬剤・リンカー）の合成
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【化１８１】

【１０１７】
　上記のスキームにおいて、保護基を互いにオーソゴナルなものにすることで、合成に柔
軟性を持たせることができる。
【実施例】
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【１０１８】
　全般的な実験方法
　反応の進行は、アルミニウム板に蛍光指示薬の付いたＭｅｒｃｋキーゼルグール６０　
Ｆ２５４シリカゲルを用いて、薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で観察した。特に記載
がないかぎり、ＵＶ光またはヨウ素蒸気でＴＬＣを可視化した。フラッシュクロマトグラ
フィーは、Ｍｅｒｃｋキーゼルグール６０　Ｆ２５４シリカゲルを用いて行った。抽出溶
媒およびクロマトグラフィー溶媒は、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ（Ｕ．Ｋ．）
から購入し、そのまま精製することなく使用した。化学薬品は全て、Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｌ
ａｎｃａｓｔｅｒまたはＢＤＨ）から購入した。
【１０１９】
　1Ｈおよび13Ｃ　ＮＭＲスペクトルは、Ｂｒｕｋｅｒ　Ａｖａｎｃｅ　４００分光計で
測定した。カップリング定数は、ヘルツ（Ｈｚ）単位で示す。化学シフトは、テトラメチ
ルシランからのずれを百万分率（ｐｐｍ）で記録する。スピン多重度は、ｓ（一重項）、
ｂｓ（幅広い一重項）、ｄ（二重項）、ｔ（三重項）、ｑ（四重項）、ｐ（五重項）、お
よびｍ（多重項）と記載する。ＩＲスペクトルは、試料をクロロホルム溶液にして、ＡＴ
Ｒ「ゴールデンゲート」システムを用い、Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ　ＦＴ／ＩＲ　ｐａ
ｒａｇｏｎ　１０００分光光度計で記録した。旋光度は、Ｂｅｌｌｉｎｇｈａｍ　ａｎｄ
　Ｓｔａｎｌｅｙ　ＡＤＰ　２２０旋光計を用いて、周辺温度で測定した。質量分析は、
Ｔｈｅｒｍｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ製のＴｈｅｒｍｏＱｕｅｓｔ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒで行
い、エレクトロスプレー（ＥＳ）スペクトルは、２０～３０Ｖで測定した。正確な質量測
定は、Ｍｉｃｒｏｍａｓｓ　Ｑ－ＴＯＦ　ｇｌｏｂａｌタンデム型を用いて行った。試料
は全て、エレクトロスプレーイオン化モードで、５０％アセトニトリル水溶液および０．
１％ギ酸を溶媒として用いて分析した。試料は、ＦＷＨＨにて典型的な分解能が１９００
０のであるＷモードで分析した。装置は、測定の直前に、［Ｇｌｕ］－フィブリノペプチ
ドＢで較正した。
【１０２０】
　全般的なＬＣ／ＭＳ条件：
　方法１（初期設定の方法、特に記載がない限りこれを用いる）
　水（Ａ）（ギ酸０．１％）およびアセトニトリル（Ｂ）（ギ酸０．１％）からなる移動
相を用いて、ＨＰＬＣ（Ｗａｔｅｒｓ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　２６９５）を稼働させた。勾
配：初期組成の５％Ｂを１．０分間維持、次いで３分間かけて５％Ｂから９５％Ｂへ上昇
。組成を、９５％Ｂに０．１分間維持し、次いで０．０３分のうちに５％Ｂに戻し、その
組成に０．８７分間維持した。勾配変動の合計時間は５分間である。
【１０２１】
　流速３．０ｍＬ／分、４００μＬをデッドボリュームのないＴ字型部品を介して分割し
、これを質量分析器に通した。波長検出範囲：２２０～４００ｎｍ。ファンクションタイ
プ：ダイオードアレイ（５３５回走査）。カラム：Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘオニキスモノリ
スカラムＣ１８、５０×４．６０ｍｍ。
【１０２２】
　逆相フラッシュ精製条件は、以下のとおりであった：水（Ａ）およびアセトニトリル（
Ｂ）からなる移動相を用いて、フラッシュ精製システム（Ｖａｒｉａｎ　９７１－Ｆｐ）
を稼働させた。勾配：初期組成５％Ｂを２０Ｃ．Ｖ．（カラム体積）にわたり維持、次い
で６０Ｃ．Ｖ．内で、５％Ｂから７０％Ｂへ。組成を、１５Ｃ．Ｖ．の間、９５％Ｂに維
持し、次いで５Ｃ．Ｖ．のうちに５％Ｂに戻して、１０Ｃ．Ｖ．の間、５％Ｂに維持した
。勾配変動の合計時間は、１２０Ｃ．Ｖ．に等しい。流速６．０ｍＬ／分。波長検出範囲
：２５４ｎｍ。カラム：Ａｇｉｌｅｎｔ　ＡＸ１３７２－１　ＳＦ１０－５．５ｇＣ８。
【１０２３】
　高速、ギ酸使用：
　Ｓｈｉｍａｚｕ　ＬＣＭＳ－２０２０（シングル四重極質量分析器）を用いて、陽性モ
ードエレクトロスプレー質量分析（ＥＳＩ－ＭＳ）を行った。用いた移動相は、水（Ａ）
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（ギ酸０．１％）およびアセトニトリル（Ｂ）（ギ酸０．１％）であった。勾配：初期組
成５％Ｂを０．２５分にわたり維持、次いで５％Ｂから１００％へ２分間かけて上昇。組
成を１００％Ｂに０．５０分間維持し、次いで０．０５分のうちに５％Ｂに戻して５％Ｂ
に０．０５分間維持した。勾配変動の合計時間は３分間である。流速０．８ｍＬ／分。波
長検出範囲：２２０～４００ｎｍ。カラム：Ｗａｔｅｒｓ　Ａｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ　
ＢＥＨ　Ｓｈｉｅｌｄ　ＲＰ１８　１．７μｍ　２．１×５０ｍｍ。
【１０２４】
　Ｃ１８、１５分、ギ酸使用：
　Ｓｈｉｍａｚｕ　ＬＣＭＳ－２０２０（シングル四重極質量分析器）を用いて、陽性モ
ードエレクトロスプレー質量分析（ＥＳＩ－ＭＳ）を行った。オーブン温度５０℃。用い
た移動相は、水（Ａ）（ギ酸０．１％）およびアセトニトリル（Ｂ）（ギ酸０．１％）で
あった。勾配：初期組成５％Ｂを１分にわたり維持、次いで５％Ｂから１００％へ９分間
かけて上昇。組成を１００％Ｂに２分間維持し、次いで０．１０分のうちに５％Ｂに戻し
て５％Ｂに２．９０分間維持した。勾配変動の合計時間は１５分間である。流速０．６ｍ
Ｌ／分。波長検出範囲：２２０～４００ｎｍ。カラム：Ｇｅｍｉｎｉ－ＮＸ　ＵＰＬＣ　
Ｃ１８　３μｍ　２×１００ｍｍ。
【１０２５】
　分取ＨＰＬＣ：逆相超高速液体クロマトグラフィー（ＵＰＬＣ）を、以下の寸法のＰｈ
ｅｎｏｍｅｎｅｘ　Ｇｅｍｉｎｉ　ＮＸ　５μ　Ｃ－１８カラムで行った：分析用に１５
０×４．６ｍｍ、および分取作業用に１５０×２１．２０ｍｍ。ＵＰＬＣ実験は全て、以
下の勾配条件で行った：初期固定組成１３％Ｂから７５％Ｂへ１５分かけて上昇させ、７
５％Ｂに２．０分間維持し、次いで７５％Ｂから１３％Ｂへ０．１０分以内に戻し、１３
％に２．９０分間維持した。勾配変動の合計時間は２０．００分間であった。用いた溶離
液は、溶媒Ａ（Ｈ2Ｏに０．１％ギ酸添加）および溶媒Ｂ（ＣＨ3ＣＮに０．１％ギ酸添加
）であった。用いた流速は、分析用が１．０ｍｌ／分、分取ＨＰＬＣ用が２０．０ｍｌ／
分であった。検出は、２５４および２８０ｎｍで行った。
【実施例１】
【１０２６】
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【化１８２】
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【１０２７】
　（ａ）（Ｒ）－２－（（Ｒ）－２－（（（（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ）
カルボニル）アミノ）－３－メチルブタンアミド）プロパン酸（２）
　ＨＯ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ｈ体１（３５０ｍｇ、１．８６ｍｍｏｌ）およびＮａ2ＣＯ3（
４９３ｍｇ、４．６５ｍｍｏｌ）を蒸留Ｈ2Ｏ（１５ｍＬ）に溶解させ、混合物を０℃に
冷却してから、ジオキサン（１５ｍＬ）を加えた（アミノ酸塩が一部析出した）。激しく
撹拌しながら、１０分かけて、Ｆｍｏｃ－Ｃｌ（５０４ｍｇ、１．９５ｍｍｏｌ）のジオ
キサン（１５ｍＬ）溶液を滴下した。得られる混合物を０℃で２時間撹拌してから、氷浴
を外して、１６時間撹拌を続けた。溶媒をロータリーエバポレーションで減圧除去し、残
渣を水（１５０ｍＬ）に溶解させた。１ＮのＨＣｌを用いて、ｐＨを９から２へと調整し
、水層をＥｔＯＡｃ（３×１００ｍＬ）で続けて抽出した。有機物を１つにまとめてブラ
イン（１００ｍＬ）で洗い、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、揮発分をロータリーエバポ
レーションで減圧除去して、純粋なＨＯ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ｆｍｏｃ体２を得た（７４６
ｍｇ、収率９７％）。ＬＣ／ＭＳ２．８５分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）４１０．６０
；1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ７．７９（ｄ，Ｊ＝７．７７Ｈｚ，２Ｈ）
，７．６０（ｄ，Ｊ＝７．７７Ｈｚ，２Ｈ），７．４３（ｄ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，２Ｈ），
７．３４（ｄ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，２Ｈ），６．３０（ｂｓ，１Ｈ），５．３０（ｂｓ，１
Ｈ），４．７１－７．５６（ｍ，１Ｈ），４．５４－４．３６（ｍ，２Ｈ），４．０８－
３．９１（ｍ，１Ｈ），２．２１－２．０７（ｍ，１Ｈ），１．５０（ｄ，Ｊ＝７．１Ｈ
ｚ，３Ｈ），１．０６－０．９０（ｍ，６Ｈ）。
【１０２８】
　（ｂ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（Ｓ）－３－メチル－１－オキソ－
１－（（（Ｓ）－１－オキソ－１－（（４－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，
２－ジオキサボロラン－２－イル）フェニル）アミノ）プロパン－２－イル）アミノ）ブ
タン－２－イル）カルバマート（３）
　ＨＯ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ｆｍｏｃ体２（３３０ｍｇ、０．８ｍｍｏｌ）、ＤＣＣ（１６
６ｍｇ、０．８ｍｍｏｌ）、およびＤＭＡＰ（５ｍｇ、触媒量）を乾燥ＤＣＭ（８ｍＬ）
に溶解させた溶液を、アルゴンフラッシュしたフラスコ中、室温で３０分間撹拌しておい
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てから、その溶液に、４－アミノフェニルボロン酸ピナコールエステル（１４６．９ｍｇ
、０．６７ｍｍｏｌ）を加えた。次いで、反応混合物を室温で一晩撹拌放置した。反応は
、ＬＣＭＳおよびＴＬＣで追跡した。反応混合物をＣＨ2Ｃｌ2で希釈し、有機物をＨ2Ｏ
およびブラインで洗ってから、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、溶媒をロータリーエバポ
レーションで減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルクロマトグラフィーカラム（ヘキサ
ン／ＥｔＯＡｃ、６：４）に無溶媒で添加し、純粋な生成物３を白色固体として収率８８
％で単離した（３６０ｍｇ）。
【１０２９】
　（ｃ）８－（３－（（２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）－２－（（（（９Ｈ－フルオ
レン－９－イル）メトキシ）カルボニル）アミノ）－３－メチルブタンアミド）プロパン
アミド）フェニル）－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－１０－（（２－（トリメチル
シリル）エトキシ）メチル）－５，１０，１１，１１ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［
ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－８－イル）オキシ）プロポキシ）－７
－メトキシ－５，１１－ジオキソ－１０－（（２－（トリメチルシリル）エトキシ）メチ
ル）－５，１０，１１，１１ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ
］［１，４］ジアゼピン－２－イル＝トリフルオロメタンスルホナート（５）
　１，１’－［［（プロパン－１，３－ジイル）ジオキシ］ビス（１１ａＳ）－７－メト
キシ－２－［［（トリフルオロメチル）スルホニル］オキシ］－１０－（（２－（トリメ
チルシリル）エトキシ）メチル）－１，１０，１１，１１ａ－テトラヒドロ－５Ｈ－ピロ
ロ［２，１－ｃ］［１，４］－ベンゾジアゼピン－５，１１－ジオン］４（２．０３ｇ、
１．８１ｍｍｏｌ）、ボロン酸ピナコールエステル（１ｇ、１．６３ｍｍｏｌ）、および
Ｎａ2ＣＯ3（８８１ｍｇ、８．３１ｍｍｏｌ）を、トルエン／ＭｅＯＨ／Ｈ2Ｏの２：１
：１混合液（４０ｍＬ）に、溶解させた。反応フラスコをパージしアルゴン充填する操作
を３回繰り返してから、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（４１
ｍｇ、０．０３５ｍｍｏｌ）を加え、反応混合物を一晩３０℃に加熱した。溶媒を減圧除
去し、残渣を取り出してＨ2Ｏ（１００ｍＬ）に入れ、ＥｔＯＡｃ（３×１００ｍＬ）で
抽出した。有機物を１つにまとめて、ブライン（１００ｍＬ）で洗い、ＭｇＳＯ4で乾燥
させ、濾過し、揮発分をロータリーエバポレーションで減圧除去した。粗生成物をシリカ
ゲルクロマトグラフィーカラム（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ、８：２から２５：７５へ）で精
製して、純粋な５を収率３３％で得た（８８５ｍｇ）。ＬＣ／ＭＳ３．８５分（ＥＳ＋）
ｍ／ｚ（相対強度）１４５２．９０；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ７．７
８－７．１６（ｍ，１７Ｈ），７．１３（ｓ，１Ｈ），６．５１－６．２４（ｍ，１Ｈ）
，５．５１（ｄｄ，Ｊ＝１０．０，５．１Ｈｚ，２Ｈ），５．３６－５．１１（ｍ，１Ｈ
），４．７４（ｄｄ，Ｊ＝１０．１，４．４Ｈｚ，２Ｈ），４．７０－４．５３（ｍ，２
Ｈ），４．４７（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ，１Ｈ），４．３７（ｄ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１Ｈ）
，４．２７（ｍ，４Ｈ），４．２０－４．１４（ｍ，１Ｈ），３．９０（ｓ，３Ｈ），３
．８９（ｓ，３Ｈ），３．７７（ｄｄｄ，Ｊ＝１６．７，９．０，６．４Ｈｚ，３Ｈ），
３．７１－３．６１（ｍ，２Ｈ），３．２４－２．９１（ｍ，３Ｈ），２．５５－２．３
３（ｍ，２Ｈ），２．２２－２．０７（ｍ，１Ｈ），１．５２－１．３７（ｍ，３Ｈ），
１．０４－０．８６（ｍ，１０Ｈ），０．００（ｓ，１８Ｈ）。
【１０３０】
　（ｄ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（２Ｓ）－１－（（（２Ｓ）－１－
（（４－（８－（３－（（２－シクロプロピル－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－１
０－（（２－（トリメチルシリル）エトキシ）メチル）－５，１０，１１，１１ａ－テト
ラヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－８－イル）
オキシ）プロポキシ）－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－１０－（（２－（トリメチ
ルシリル）エトキシ）メチル）－５，１０，１１，１１ａ－テトラヒドロ－１Ｈ－ベンゾ
［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－２－イル）フェニル）アミノ）－１
－オキソプロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）カ
ルバマート（６）
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　アルゴン雰囲気下、ＰＢＤ－トリフラート体５（２５０ｍｇ、０．１７２ｍｍｏｌ）、
シクロプロピルボロン酸（７３．９ｍｇ、０．８６ｍｍｏｌ）、酸化銀（１５９ｍｇ、０
．６８８ｍｍｏｌ）、およびリン酸カリウム三塩基性（４３８ｍｇ、２．０６ｍｍｏｌ）
を乾燥ジオキサン（１０ｍＬ）に加えた混合物に、トリフェニルアルシン（４２ｍｇ、０
．１３７ｍｍｏｌ）を加えた。反応物をアルゴンで３回フラッシュして、ビス（ベンゾニ
トリル）パラジウム（ＩＩ）クロリド（１３．２ｍｇ、０．０３４ｍｍｏｌ）を加えた。
反応物をアルゴンで３回フラッシュしてから、７５℃に加温して、１０分間撹拌した。反
応混合物をセライトパッドで濾過し、続いてパッドを酢酸エチルで洗った。溶媒をロータ
リーエバポレーションで減圧除去した。得られる残渣を、フラッシュカラムクロマトグラ
フィー（シリカゲル；１％メタノール／クロロホルム）にかけた。純粋な画分を集めてま
とめ、余分な溶離液をロータリーエバポレーションで減圧除去して、所望の生成物２２を
得た（１３２ｍｇ、収率５０％）。ＬＣ／ＭＳ３．８３分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）
１３４５．９１；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ７．８８－７．１４（ｍ，
１７Ｈ），６．６９（ｓ，１Ｈ），６．４５－６．２５（ｍ，１Ｈ），５．５７－５．４
１（ｍ，２Ｈ），５．３４－５．１４（ｍ，１Ｈ），４．７８－４．６７（ｍ，２Ｈ），
４．６２－４．５５（ｍ，１Ｈ），４．５０－４．４５（ｍ，２Ｈ），４．５１－４．４
４（ｍ，１Ｈ），４．３１－４．２１（ｍ，４Ｈ），４．１６（ｍ，１Ｈ），３．９２（
ｓ，３Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ），３．８２－３．７１（ｍ，２Ｈ），３．６６（ｍ，
３Ｈ），３．４０－３．２８（ｍ，１Ｈ），３．０７（ｍ，１Ｈ），２．７０－２．５７
（ｍ，１Ｈ），２．４７－２．３６（ｍ，２Ｈ），２．１５（ｍ，１Ｈ），１．５１－１
．４０（ｍ，３Ｈ），１．０３－０．８７（ｍ，１１Ｈ），０．７７－０．７１（ｍ，２
Ｈ），０．６０－０．５４（ｍ，２Ｈ），０．００（ｔ，Ｊ＝３．０Ｈｚ，１８Ｈ）。
【１０３１】
　（ｅ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（２Ｓ）－１－（（（２Ｓ）－１－
（（４－（８－（３－（（２－シクロプロピル－７－メトキシ－５－オキソ－５，１１ａ
－ジヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－８－イル
）オキシ）プロポキシ）－７－メトキシ－５－オキソ－５，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－ベ
ンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－２－イル）フェニル）アミノ）
－１－オキソプロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル
）カルバマート（７）
　アルゴン雰囲気下、－７８℃で、ＳＥＭジラクタム体６（２６５ｍｇｇ、０．１９ｍｍ
ｏｌ）のＴＨＦ（１０ｍＬ）溶液に、Ｓｕｐｅｒ－Ｈｙｄｒｉｄｅ（登録商標）溶液（０
．５ｍＬ、１ＭのＴＨＦ溶液）を滴下した。反応混合物の内部温度を一定に保つため、滴
下は５分かけて行った。２０分後、ＬＣ／ＭＳ分析用に一部を取り出して水でクエンチし
たところ、反応が完了したことがわかった。反応混合物に水（２０ｍＬ）を加え、冷却浴
を外した。有機層をＥｔＯＡｃ（３×３０ｍＬ）で抽出し、有機物を１つにまとめてブラ
イン（５０ｍＬ）で洗い、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、溶媒をロータリーエバポレー
ションで減圧除去した。粗生成物を、ＭｅＯＨ（１２ｍＬ）、ＣＨ2Ｃｌ2（６ｍＬ）、水
（２ｍＬ）および十分なシリカゲルに溶解させて濃厚な懸濁液として、これを撹拌した。
５日後、懸濁液を焼結漏斗で濾過し、生成物の溶出が終わるまでＣＨ2Ｃｌ2／ＭｅＯＨ（
９：１）（２００ｍＬ）で洗った。有機層をブライン（２×７０ｍＬ）で洗い、ＭｇＳＯ

4で乾燥させ、濾過し、溶媒をロータリーエバポレーションで減圧除去した。シリカゲル
カラムクロマトグラフィー（１００％ＣＨＣｌ3から９６％ＣＨＣｌ3／４％ＭｅＯＨへ）
で精製して、生成物２３を黄色固体として得た（１６２ｍｇ、７８％）。ＬＣ／ＭＳ３．
０２分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）１０５２．３７。
【１０３２】
　（ｆ）イミン還元
　アルゴン雰囲気下、－７８℃で、ビスイミン体７（１００ｍｇ、０．０９５ｍｍｏｌ）
のＴＨＦ（１０ｍＬ）溶液に、Ｓｕｐｅｒ－Ｈｙｄｒｉｄｅ（登録商標）溶液（９５μＬ
、１当量、１ＭのＴＨＦ溶液）を滴下した。２０分後、ＬＣ／ＭＳ分析用に一部を取り出
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０になっていることがわかった。（観測されたＬＣ：ビスイミン体７が１９％、イミンア
ミン体８＋９が３６％、ビスアミン体１０が４５％；還元剤１当量の理論目標は、７が２
５％、８＋９が５０％、１０が２５％）。反応混合物に水（２０ｍＬ）を加え、冷却浴を
外した。有機層をクロロホルム（４０ｍＬ）で抽出し、有機物を１つにまとめて水（１×
４０ｍＬ）、ブライン（５０ｍＬ）で洗い、Ｎａ2ＳＯ4で乾燥させ、濾過し、溶媒をロー
タリーエバポレーションで減圧除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー（１００
％ＣＨＣｌ3から９６％ＣＨＣｌ3／４％ＭｅＯＨへ）で精製して、８＋９の比率を以下の
ように改善した：７が２５％、８＋９が５０％、１０が２５％（２０ｍｇ、２５％、混合
物として）。
ＬＣ／ＭＳ（高速ギ酸使用、２．５分のシステム）ビスイミン体７が１．６６分（ＥＳ＋
）ｍ／ｚ（相対強度）１０５２．１５；混合アミンイミン体８＋９（２．５分のシステム
では分離せず）が１．７１分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）１０５４．４５；ビスアミン
体１０が１．６６分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）１０５６．９５、１／２／１の比率。
【１０３３】
　（ｇ）Ｆｍｏｃ脱保護
　Ｆｍｏｃ保護した７、８＋９、１０の１／２／１混合物（２０ｍｇ、０．０１９ｍｍｏ
ｌ）をＤＭＦ（１ｍＬ）に加え、この混合物に過剰なピペリジンを加えた（０．１ｍＬ、
１ｍｍｏｌ）。混合物を室温で２０分間撹拌放置したところ、この時点で反応は完了して
いた（ＬＣ／ＭＳの観測によるもの）。反応混合物をＣＨ2Ｃｌ2（３０ｍＬ）で希釈して
、有機相を、ピペリジンが完全に除去されるまでＨ2Ｏ（２×３０ｍＬ）で洗った。有機
相をＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、余分な溶媒をロータリーエバポレーションで減圧除
去して、粗生成物１１、１２＋１３、および１４を得た（１／２／１の比）。これは、そ
のまま次の工程に用いた。
ＬＣ／ＭＳ（高速ギ酸使用、２．５分のシステム）ビスイミン体１１が１．１２分（ＥＳ
＋）ｍ／ｚ（相対強度）８３０．４５；混合アミンイミン体１２＋１３（分離せず）が１
．１５分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）８３２．３５；ビスアミン体１４が１．１９分（
ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）８３４．３５、１／２／１の比率。
【実施例２】
【１０３４】
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【化１８３】

【１０３５】
　ＰＥＧマレイミドカップリング
　アルゴン雰囲気下、マレイミドＰＥＧ8酸（１１．３ｍｇ、０．０１９ｍｍｏｌ、１当
量）をクロロホルム（５ｍＬ）に加えた懸濁液に、ＥＤＣＩ塩酸塩（５．４６ｍｇ、０．
０２８ｍｍｏｌ、１．５当量）を加えた。混合物を室温で１時間撹拌してから、粗ＰＢＤ
混合物１１＋１２＋１３＋１４（２０ｍｇ、０．０１９ｍｍｏｌ、当量）を加えた。反応
が完了するまで撹拌を続けた（通常は２時間）。反応物をＣＨ2Ｃｌ2で希釈して、有機相
をＨ2Ｏおよびブラインで洗ってから、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、余分な溶媒をロー
タリーエバポレーションで減圧除去した。４種の生成物を、逆相クロマトグラフィーで個
別に分離精製した（以下の方法を参照）。ビスイミン体１５（２．０ｍｇ、７．５％）が
単離され、続いて２種の分離可能なアミンイミン混合体１６（３．８ｍｇ、１４．２％）
および１７（２．７ｍｇ、１０．１％）、そしてビスアミン体１８（２．２ｍｇ、８．２
％）が単離された。1Ｈ　ＮＭＲ分析から、１６と１７は一義的に識別同定された。重要
な特性の１つは、イミンプロトン（ｄ、Ｊ＝４．０Ｈｚ、１Ｈ）であり、このシグナルは
分子のシクロプロピル側では７．７８ｐｐｍにでて、芳香族側では７．８８ｐｐｍにでる
。
ＬＣ／ＭＳＣ１８、１５分、ギ酸使用：
ビスイミン体１５，５．２３分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）７０３．２０（１００，（
Ｍ＋２Ｈ）／２），１４０４．５５（１０，Ｍ＋Ｈ）；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，Ｃ
ＤＣｌ3）δ８．９６（ｓ，１Ｈ），７．８９（ｄ，Ｊ＝４．０Ｈｚ，１Ｈ），７．７８
（ｄ，Ｊ＝４．０Ｈｚ，１Ｈ），７．７７－７．６４（ｍ，２Ｈ），７．５３－７．４７
（ｍ，２Ｈ），７．４４（ｓ，１Ｈ），７．３３（ｄ，Ｊ＝８．７Ｈｚ，２Ｈ），７．１
２（ｓ，１Ｈ），６．８９－６．８１（ｍ，２Ｈ），６．７４（ｓ，１Ｈ），６．６９（
ｄ，Ｊ＝１．６Ｈｚ，２Ｈ），６．５０（ｓ，１Ｈ），４．７２－４．５７（ｍ，１Ｈ）
，４．４３－４．１４（ｍ，７Ｈ），４．１１－４．０３（ｍ，１Ｈ），３．９３（ｄ，



(183) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

Ｊ＝４．６Ｈｚ，６Ｈ），３．８３（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，２Ｈ），３．８０－３．７１
（ｍ，２Ｈ），３．６８－３．５６（ｍ，２８Ｈ），３．５５－３．４８（ｍ，３Ｈ），
３．４４－３．３４（ｍ，３Ｈ），３．１６－３．０４（ｍ，１Ｈ），２．９５－２．８
４（ｍ，１Ｈ），２．５８－２．４７（ｍ，４Ｈ），２．４７－２．３７（ｍ，２Ｈ），
２．３３－２．１６（ｍ，１Ｈ），１．５１－１．４１（ｍ，４Ｈ），１．０５－０．９
４（ｍ，６Ｈ），０．７７（ｄｔ，Ｊ＝５．５，４．８Ｈｚ，２Ｈ），０．５５（ｄｄ，
Ｊ＝９．３，４．９Ｈｚ，２Ｈ）。
混合アミンイミン体１６，５．４８分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）７０４．２０（１０
０，（Ｍ＋２Ｈ）／２），１４０６．７０（５，Ｍ＋Ｈ）；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ
，ＣＤＣｌ3）δ８．９７（ｓ，１Ｈ），７．８８（ｄ，Ｊ＝３．９Ｈｚ，１Ｈ），７．
７８－７．６４（ｍ，２Ｈ），７．５５－７．４８（ｍ，２Ｈ），７．４３（ｓ，１Ｈ）
，７．３６－７．２９（ｍ，２Ｈ），７．１２（ｓ，１Ｈ），６．９３－６．８０（ｍ，
３Ｈ），６．６９（ｄ，Ｊ＝１．７Ｈｚ，２Ｈ），６．４９（ｓ，１Ｈ），６．１０（ｓ
，１Ｈ），４．７２－４．５８（ｍ，１Ｈ），４．４１－４．３２（ｍ，１Ｈ），４．３
２－４．２４（ｍ，２Ｈ），４．２４－４．１６（ｍ，２Ｈ），４．１５－４．０２（ｍ
，２Ｈ），３．９４（ｓ，３Ｈ），３．８７－３．８０（ｍ，５Ｈ），３．７９－３．７
１（ｍ，２Ｈ），３．６９－３．５５（ｍ，２８Ｈ），３．５５－３．４９（ｍ，２Ｈ）
，３．４６－３．３４（ｍ，４Ｈ），２．９３－２．８１（ｍ，２Ｈ），２．６０－２．
４６（ｍ，４Ｈ），２．４２－２．３４（ｍ，２Ｈ），２．２４（ｄｄ，Ｊ＝１４．０，
６．５Ｈｚ，２Ｈ），１．５２－１．３８（ｍ，４Ｈ），１．０７－０．９２（ｍ，６Ｈ
），０．７５－０．６６（ｍ，２Ｈ），０．５３－０．４４（ｍ，２Ｈ）。
混合イミンアミン体１７，５．４１分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）７０４．２５（１０
０，（Ｍ＋２Ｈ）／２），１４０６．４５（３，Ｍ＋Ｈ）；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ
，ＣＤＣｌ3）δ８．９０（ｓ，１Ｈ），７．７８（ｄ，Ｊ＝４．０Ｈｚ，１Ｈ），７．
７４－７．５８（ｍ，２Ｈ），７．５６（ｓ，１Ｈ），７．５３－７．４９（ｍ，２Ｈ）
，７．３６－７．２７（ｍ，２Ｈ），７．１７－７．０４（ｍ，１Ｈ），６．９５－６．
８６（ｍ，１Ｈ），６．８３（ｓ，１Ｈ），６．７４（ｓ，１Ｈ），６．７１－６．６５
（ｍ，２Ｈ），６．５３（ｓ，１Ｈ），６．１２（ｓ，１Ｈ），４．７４－４．５７（ｍ
，２Ｈ），４．４０－４．１４（ｍ，７Ｈ），４．１３－４．０５（ｍ，１Ｈ），３．９
３（ｓ，３Ｈ），３．８８－３．７９（ｍ，５Ｈ），３．７９－３．６８（ｍ，２Ｈ），
３．６９－３．５５（ｍ，２８Ｈ），３．５５－３．４８（ｍ，３Ｈ），３．４６－３．
２９（ｍ，３Ｈ），３．１６－３．０３（ｍ，１Ｈ），２．９１（ｓ，１Ｈ），２．７１
（ｓ，１Ｈ），２．６０－２．４５（ｍ，４Ｈ），２．４２－２．３３（ｍ，２Ｈ），２
．２９－２．１９（ｍ，１Ｈ），１．５１－１．３９（ｍ，４Ｈ），１．０８－０．９２
（ｍ，６Ｈ），０．８１－０．７４（ｍ，２Ｈ），０．５５（ｄｄ，Ｊ＝９．３，５．４
Ｈｚ，２Ｈ）。
ビスアミン体１８，５．７２分（ＥＳ＋）ｍ／ｚ（相対強度）７０５．１５（１００，（
Ｍ＋２Ｈ）／２），１４０８．４５（３，Ｍ＋Ｈ）；1Ｈ　ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤ
Ｃｌ3）δ８．９１（ｓ，１Ｈ），７．７３－７．５９（ｍ，２Ｈ），７．５７－７．４
９（ｍ，３Ｈ），７．２９（ｄ，Ｊ＝２．５Ｈｚ，２Ｈ），７．１３（ｓ，１Ｈ），６．
９１（ｓ，１Ｈ），６．８４（ｓ，１Ｈ），６．６８（ｄ，Ｊ＝２．０Ｈｚ，２Ｈ），６
．４９（ｓ，１Ｈ），６．０８（ｄ，Ｊ＝３．９Ｈｚ，３Ｈ），４．７２－４．５７（ｍ
，２Ｈ），４．１９（ｄｄ，Ｊ＝１０．６，４．３Ｈｚ，５Ｈ），４．０９（ｄｄ，Ｊ＝
１２．６，５．８Ｈｚ，２Ｈ），３．８８－３．８０（ｍ，８Ｈ），３．７９－３．６９
（ｍ，２Ｈ），３．６８－３．５６（ｍ，２８Ｈ），３．５４－３．４６（ｍ，２Ｈ），
３．４４－３．２６（ｍ，４Ｈ），２．８５（ｄｄ，Ｊ＝１５．９，１０．４Ｈｚ，２Ｈ
），２．７３（ｄｄ，Ｊ＝１６．２，４．７Ｈｚ，２Ｈ），２．６１－２．４３（ｍ，４
Ｈ），２．３８－２．１６（ｍ，５Ｈ），１．５１－１．３８（ｍ，４Ｈ），１．０５－
０．９３（ｍ，６Ｈ），０．６９（ｄｔ，Ｊ＝４．９，４．３Ｈｚ，２Ｈ），０．４９（
ｄｄ，Ｊ＝５．１，３．３Ｈｚ，２Ｈ）。
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【実施例３】
【１０３６】
　（ａ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ）－２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）－２－（（
（（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ）カルボニル）アミノ）－３－メチルブタン
アミド）プロパンアミド）フェニル）－１１－（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オ
キシ）－８－ヒドロキシ－７－メトキシ－５－オキソ－１１，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－
ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－１０（５Ｈ）－カルボキシラ
ート（２７）
【化１８４】

【１０３７】
　（ｉ）（Ｓ）－（４－（４－アミノフェニル）－２－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチル
シリル）オキシ）メチル）－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－１－イル）（５－メト
キシ－２－ニトロ－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）フェニル）メタノン（２
０）
　トリフラート体１９（１８．８ｇ、２６．３ｍｍｏｌ）、４－アミノフェニルボロン酸
ピナコールエステル（８．６４ｇ、３９．４ｍｍｏｌ）、Ｎａ2ＣＯ3（１２．７８ｇ、１
２０ｍｍｏｌ）、ＭｅＯＨ（８０ｍＬ）、トルエン（１６０ｍＬ）、および水（８０ｍＬ
）を混合し、撹拌しながら、この混合物にＰｄ（ＰＰｈ3）4（６０９ｍｇ、０．５２ｍｍ
ｏｌ）を加えた。窒素雰囲気下、３０℃で、反応混合物を撹拌放置したところ、２４時間
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後には、ボロン酸エステルは全て消費された。次いで、反応混合物を乾固するまでエバポ
レートしてから、残渣を取り出し、ＥｔＯＡｃ（１００ｍＬ）に入れて、Ｈ2Ｏ（１００
ｍＬ）、ブライン（１００ｍＬ）で洗い、乾燥させ（ＭｇＳＯ4）、濾過し、減圧エバポ
レートして、粗生成物を得た。シリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ；
１００％から７０：３０へ）で精製して、生成物２０を黄色がかった発泡物として得た（
１１．０６ｇ、６４％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ７．７４（ｓ，１
Ｈ），７．００（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，２Ｈ），６．８１（ｓ，１Ｈ），６．５８（ｄ，
Ｊ＝８．３Ｈｚ，２Ｈ），６．０６（ｓ，１Ｈ），４．７７（ｂｍ，１Ｈ），３．９１（
ｄ，Ｊ＝６．７Ｈｚ，３Ｈ），３．６８（ｂｓ，２Ｈ），３．１３（ｂｍ，１Ｈ），２．
９７（ｄ，Ｊ＝１４．５Ｈｚ，１Ｈ），１．３６－１．２１（ｍ，３Ｈ），１．１２（ｄ
，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１８Ｈ），０．８９（ｓ，１０Ｈ），０．１０（ｓ，６Ｈ）．）；Ｅ
Ｓ+＝２．２７分，ｍ／ｚ６９８［Ｍ＋ＣＨ3ＣＮ］+。
【１０３８】
　（ｉｉ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－（
（４－（（Ｓ）－５－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－１－
（５－メトキシ－２－ニトロ－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）ベンゾイル）
－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）アミノ）－１－オキソプロ
パン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）カルバマート（
２１）
　乾燥した丸底フラスコを予めアルゴンフラッシュしてから、そこに、アニリン体２０（
１０．０５ｇ、１５．３ｍｍｏｌ）、ジペプチド（６．３ｇ、１５．３ｍｍｏｌ）、およ
び乾燥ＣＨ2Ｃｌ2（５００ｍＬ）を加えた。次いで、フラスコを３回アルゴンでパージし
てから、ＥＥＤＱ（３．７９ｇ、１５．３ｍｍｏｌ）を加え、混合物を室温で撹拌放置し
た。反応は、ＬＣＭＳで追跡し、３．５時間後に反応が完了した。反応物をＨ2Ｏ（２０
０ｍＬ）でクエンチして、ＣＨ2Ｃｌ2（２５０ｍＬ）で２回抽出した。有機物を１つにま
とめて、ブライン（１５０ｍＬ）で洗い、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、溶媒を減圧除
去した。粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ；１００％か
ら５５：４５へ）で精製して、純粋な生成物２１を得た（１３．８２１ｇ、８６％）。1

Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ８．２６（ｓ，１Ｈ），７．６４（ｓ＋ｄ，
Ｊ＝４．９Ｈｚ，３Ｈ），７．４３（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１Ｈ），７．３６（ｄ，Ｊ＝
７．３Ｈｚ，１Ｈ），７．２８（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１Ｈ），７．１９（ｄ，Ｊ＝７．
７Ｈｚ，１Ｈ），６．９９（ｄ，Ｊ＝７．９Ｈｚ，１Ｈ），６．７１（ｓ，１Ｈ），６．
２７（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），６．０８（ｓ，１Ｈ），５．１１（ｄ，Ｊ＝６．６
Ｈｚ，１Ｈ），４．６９（ｂｓ，１Ｈ），４．５２（ｂｍ，１Ｈ），４．３６（ｄ，Ｊ＝
６．５Ｈｚ，２Ｈ），４．０８（ｔ，Ｊ＝５．９Ｈｚ，１Ｈ），３．８９（ｍ，１Ｈ），
３．８０（ｓ，３Ｈ），３．１１－２．９７（ｂｍ，１Ｈ），２．８８（ｂｄ，Ｊ＝１５
．２Ｈｚ，１Ｈ），２．０３（ｂｓ，１Ｈ），１．３３（ｄ，Ｊ＝６．９Ｈｚ，３Ｈ），
１．２４－１．１１（ｍ，３Ｈ），１．０１（ｄ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，１８Ｈ），０．８６
－０．７９（ｍ，６Ｈ），０．７７（ｓ，９Ｈ），０．００（ｓ，６Ｈ）；ＥＳ+＝２．
３７分，質量データなし。
【１０３９】
　（ｉｉｉ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－
（（４－（（Ｓ）－１－（２－アミノ－５－メトキシ－４－（（トリイソプロピルシリル
）オキシ）ベンゾイル）－５－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル
）－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）アミノ）－１－オキソプ
ロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）カルバマート
（２２）
　乾燥した２つ口丸底フラスコを予めアルゴンフラッシュするとともに温度計を取り付け
、その中で、５％ギ酸含有メタノール（５０ｍＬ）にニトロフェニル体２１（２．９７ｇ
、２．８ｍｍｏｌ）を溶解させた。溶液に亜鉛（１．８５ｇ、２８ｍｍｏｌ）を迅速に加



(186) JP 6527466 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

えた。温度は直ちに４０℃に上昇し、それからゆっくりと下がって室温に戻った。戻った
時点で反応は完了している（約１５分、反応はＬＣＭＳで観察した）。次いで、反応混合
物をセライト濾過し、セライトパッドをさらにＥｔＯＡｃ（２×１５０ｍＬ）で洗った。
有機物を１つにまとめて、飽和ＮａＨＣＯ3（水溶液）（１００ｍＬ）、Ｈ2Ｏ（１００ｍ
Ｌ）、およびブライン（１００ｍＬ）で順に洗ってから、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し
、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン／Ｅｔ
ＯＡＣを７５：２５から５０：５０へ）で精製し、純粋な生成物２２を淡黄色油状物とし
て単離した（２．２９１ｇ、収率７９％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ
８．３７（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｓ＋ｄ，Ｊ＝４．９Ｈｚ，３Ｈ），７．５３（ｔ，Ｊ
＝７．４Ｈｚ，２Ｈ），７．４６（ｄ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，２Ｈ），７．３９（ｔ，Ｊ＝
７．３Ｈｚ，２Ｈ），７．２８（ｔ，Ｊ＝１１．３Ｈｚ，２Ｈ），７．０９（ｄ，Ｊ＝７
．９Ｈｚ，２Ｈ），６．３８（ｄ，Ｊ＝６．３Ｈｚ，１Ｈ），６．１８（ｓ，１Ｈ），５
．２１（ｄ，Ｊ＝２．９Ｈｚ，１Ｈ），４．８１（ｂｓ，１Ｈ），４．７２－４．５７（
ｍ，１Ｈ），４．４７（ｄ，Ｊ＝６．５Ｈｚ，２Ｈ），４．１９（ｔ，Ｊ＝５．０Ｈｚ，
１Ｈ），４．００－３．９４（ｍ，１Ｈ），３．９１（ｓ，３Ｈ），３．２３－３．０７
（ｍ，１Ｈ），２．９８（ｄ，Ｊ＝１６．８Ｈｚ，１Ｈ），２．１５（ｓ，１Ｈ），１．
４３（ｄ，Ｊ＝６．９Ｈｚ，３Ｈ），１．３６－１．１８（ｍ，３Ｈ），１．１２（ｄ，
Ｊ＝７．４Ｈｚ，１８Ｈ），０．９７－０．８９（ｍ，６Ｈ），０．８８（ｓ，９Ｈ），
０．１０（ｓ，６Ｈ）．ＥＳ+＝２．３７分，ｍ／ｚ質量データなし。
【１０４０】
（ｉｖ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－（（
４－（（Ｓ）－１－（２－（（ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル）アミノ）－５－メトキシ
－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）ベンゾイル）－５－（（（ｔｅｒｔ－ブチ
ルジメチルシリル）オキシ）メチル）－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－３－イル）
フェニル）アミノ）－１－オキソプロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキ
ソブタン－２－イル）カルバマート（２３）
　丸底フラスコ中、７０℃で、アミン体２２（１４．９１３ｇ、１４．６ｍｍｏｌ）とＢ
ｏｃ2Ｏ（３．８３ｇ、１７．５ｍｍｏｌ）を一緒に加熱した。溶解を補助するため、Ｃ
ＨＣｌ3（２５ｍＬ）を加え、混合物を、反応が完了するまで撹拌放置した（ＬＣＭＳで
追跡した）。濃厚な粗溶液を室温まで放冷してから、直接シリカゲルクロマトグラフィー
カラムに添加した（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ；１００％から６５：３５へ）。生成物２３を
クリーム色発泡物として単離した（１３．２ｇ、収率８０％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００Ｍ
Ｈｚ，ＣＤＣｌ3）δ８．４０（ｓ，１Ｈ），８．２１（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｄ，Ｊ
＝７．８Ｈｚ，３Ｈ），７．５４（ｔ，Ｊ＝７．０Ｈｚ，２Ｈ），７．４８（ｄ，Ｊ＝７
．７Ｈｚ，２Ｈ），７．３８（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，２Ｈ），７．３１－７．２５（ｍ，
３Ｈ），７．１４（ｄ，Ｊ＝６．７Ｈｚ，２Ｈ），６．８４（ｂｓ，１Ｈ），６．８０（
ｓ，１Ｈ），６．５０（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ，１Ｈ），５．２８（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ，
１Ｈ），４．７７（ｄ，Ｊ＝２．６Ｈｚ，１Ｈ），４．７０－４．５８（ｍ，１Ｈ），４
．４７（ｔ，Ｊ＝５．７Ｈｚ，２Ｈ），４．１９（ｔ，Ｊ＝６．１Ｈｚ，１Ｈ），４．０
０（ｍ，２Ｈ），３．８８（ｂｓ，１Ｈ），３．７３（ｓ，３Ｈ），３．０５（ｍ，１Ｈ
），２．９８（ｄｄ，Ｊ＝１５．４，３．３Ｈｚ，１Ｈ），２．１５（ｂｍ，１Ｈ），１
．４６（ｓ，９Ｈ），１．４３（ｄ，Ｊ＝１１．７Ｈｚ，３Ｈ），１．３６－１．２２（
ｍ，３Ｈ），１．１２（ｄ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，１８Ｈ），１．００－０．８９（ｍ，６Ｈ
），０．８４（ｓ，９Ｈ），０．０５（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ，６Ｈ））；ＥＳ+＝２．５
３分，質量データなし。
【１０４１】
　（ｖ）（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メチル＝（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－（（
４－（（Ｓ）－１－（２－（（ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル）アミノ）－５－メトキシ
－４－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）ベンゾイル）－５－（ヒドロキシメチル）
－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）アミノ）－１－オキソプロ
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パン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）カルバマート（
２４）
　ＡｃＯＨ／Ｈ2Ｏ／ＭｅＯＨ／ＴＨＦの７：２：１：１混合液（２２０ｍＬ）にシリル
エーテル体２３（１３．２ｇ、１１．８ｍｍｏｌ）を溶解させ、反応が完了するまで混合
物を室温で撹拌した（一晩放置した）。揮発分を減圧除去し、残渣を取り出してＥｔＯＡ
ｃ（４００ｍＬ）に加えた。有機相を、飽和ＮａＨＣＯ3（水溶液）（２００ｍＬ）、Ｈ2

Ｏ（２００ｍＬ）、およびブライン（１０ｍＬ）で洗ってから、ＭｇＳＯ4で乾燥させ、
濾過し、減圧濃縮した。粗生成物をシリカゲルクロマトグラフィーで精製し（Ｈｅｘ／Ｅ
ｔＯＡｃ；５０：５０から０：１００へ）、純粋な生成物２４を明黄色発泡物として単離
した（１１．１６８ｇ、収率９４％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ８．
４５（ｓ，１Ｈ），７．９３（ｓ，１Ｈ），７．７４（ｄ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，２Ｈ），７
．６４（ｓ，１Ｈ），７．５２（ｄｄ，Ｊ＝１７．９，８．９Ｈｚ，４Ｈ），７．３９（
ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，２Ｈ），７．３３－７．２６（ｍ，３Ｈ），７．１３（ｄ，Ｊ＝７
．４Ｈｚ，２Ｈ），６．８１（ｓ，１Ｈ），６．４５（ｓ，１Ｈ），５．２６（ｓ，１Ｈ
），４．８４（ｓ，１Ｈ），４．６９－４．５８（ｍ，１Ｈ），４．４７（ｄ，Ｊ＝６．
２Ｈｚ，２Ｈ），４．４３（ｓ，１Ｈ），４．１７（ｄ，Ｊ＝１４．２Ｈｚ，１Ｈ），３
．９９（ｓ，１Ｈ），３．８９（ｓ，２Ｈ），３．７４（ｓ，３Ｈ），３．３０－３．１
７（ｍ，１Ｈ），２．６４（ｄ，Ｊ＝１６．９Ｈｚ，１Ｈ），２．２３－２．０９（ｍ，
１Ｈ），１．４４（ｓ，９Ｈ），１．４４（ｄ，Ｊ＝１０．９Ｈｚ，２Ｈ），１．２９（
ｄｄｄ，Ｊ＝１４．３，１３．０，７．４Ｈｚ，３Ｈ），１．１２（ｄ，Ｊ＝７．４Ｈｚ
，１８Ｈ），０．９２（ｍ，６Ｈ）；ＥＳ+＝２．２３分，質量データなし。
【１０４２】
　（ｖｉ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ）－２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）－２－（
（（（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ）カルボニル）アミノ）－３－メチルブタ
ンアミド）プロパンアミド）フェニル）－１１－ヒドロキシ－７－メトキシ－５－オキソ
－８－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）－１１，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－ベンゾ
［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－１０（５Ｈ）－カルボキシラート（
２５）
　オキサリルクロリド（０．８９ｍＬ、１０．５ｍｍｏｌ）のＣＨ2Ｃｌ2（５０ｍＬ）溶
液を－７８℃に冷却し、そこにＤＭＳＯ（１．５５Ｌ、２１．９ｍｍｏｌ）を加えた。１
５分後、酸化混合物に、アルコール体２４（８．８ｍｇ、８．７６ｍｍｏｌ）のＣＨ2Ｃ
ｌ2（１００ｍＬ）溶液を滴下した。反応物を－７８℃で１時間撹拌放置してから、ＮＥ
ｔ3（６．１１ｍＬ、４３．８ｍｍｏｌ）を加え、混合物を室温に昇温させた。反応が完
了したら、反応混合物をＣＨ2Ｃｌ2（１００ｍＬ）で希釈し、溶液を０．１ＭのＨＣｌ（
水溶液）（２５０ｍＬ）、Ｈ2Ｏ（２５０ｍＬ）、飽和ＮａＨＣＯ3（水溶液）（２５０ｍ
Ｌ）、およびブライン（２００ｍＬ）で洗った。有機物をＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し
、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルクロマトグラフィー（ＣＨ2Ｃｌ2／Ｅ
ｔＯＡｃ；１００％から５０：５０へ）で精製して、純粋な２５を黄色油状物として得た
（８．８ｍｇ、１００％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ８．７１（ｓ，
１Ｈ），７．７４（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，３Ｈ），７．５２（ｄ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，５Ｈ
），７．４３－７．３３（ｍ，４Ｈ），７．２３－７．１７（ｍ，２Ｈ），６．６９（ｓ
，１Ｈ），６．４２（ｄ，Ｊ＝７．９Ｈｚ，１Ｈ），５．７８（ｄ，Ｊ＝７．８Ｈｚ，１
Ｈ），５．６２（ｓ，１Ｈ），５．２３（ｄ，Ｊ＝７．７Ｈｚ，１Ｈ），４．８４－４．
６９（ｍ，１Ｈ），４．６５（ｄ，Ｊ＝２２．５Ｈｚ，１Ｈ），４．４５－４．２９（ｍ
，２Ｈ），３．９１（ｄｄ，Ｊ＝１１．３，８．１Ｈｚ，１Ｈ），３．８６（ｓ，３Ｈ）
，３．２８（ｑ，Ｊ＝１１．９Ｈｚ，１Ｈ），２．９８（ｔ，Ｊ＝１２．６Ｈｚ，１Ｈ）
，２．１４（ｄｄ，Ｊ＝１２．９，１０．０Ｈｚ，１Ｈ），１．５２－１．４２（ｍ，３
Ｈ），１．３８（ｓ，９Ｈ），１．２６（ｍ，３Ｈ），１．１６－１．０５（ｍ，１８Ｈ
），０．９３（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ，６Ｈ）；ＥＳ+＝２．１９分，質量データなし。
【１０４３】
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　（ｖｉｉ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ）－２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）－２－
（（（（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ）カルボニル）アミノ）－３－メチルブ
タンアミド）プロパンアミド）フェニル）－１１－（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル
）オキシ）－７－メトキシ－５－オキソ－８－（（トリイソプロピルシリル）オキシ）－
１１，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピ
ン－１０（５Ｈ）－カルボキシラート（２６）
　予め３回アルゴンフラッシュした密閉丸底フラスコ中で、乾燥ＣＨ2Ｃｌ2（１５０ｍＬ
）にアルコール体２５（８．８ｇ、８．７８ｍｍｏｌ）を溶解させた。溶液を０℃に冷却
してから、ルチジン（４ｍＬ、３５．１ｍｍｏｌ）およびＴＢＳ－ＯＴｆ（６ｍＬ、２６
．３ｍｍｏｌ）を順に加えた。反応混合物を室温まで昇温させ、反応が完了するまで撹拌
した（ＬＣＭＳで観察した）。反応が完了したら、溶液をＣＨ2Ｃｌ2（１００ｍＬ）で希
釈し、飽和ＮＨ4Ｃｌ（水溶液）（１５０ｍＬ）、Ｈ2Ｏ（１００ｍＬ）、飽和ＮａＨＣＯ

3（水溶液）（１００ｍＬ）、およびブライン（１００ｍＬ）で洗った。有機物をＭｇＳ
Ｏ4で乾燥させ、濾過し、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルクロマトグラ
フィー（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ：１００％から８０：２０へ）で精製して、純粋な２６を
無色油状物として得た（６．１８ｍｇ、７０％）。1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣ
ｌ3）δ８．４０（ｓ，１Ｈ），７．７６（ｄ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，２Ｈ），７．５５（ｄ
ｄ，Ｊ＝１３．０，６．７Ｈｚ，４Ｈ），７．４０（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，４Ｈ），７．
３３－７．２７（ｍ，３Ｈ），７．２１（ｓ，１Ｈ），６．６７（ｓ，１Ｈ），６．４９
（ｓ，１Ｈ），５．８７（ｄ，Ｊ＝８．８Ｈｚ，１Ｈ），５．３０（ｄ，Ｊ＝５．７Ｈｚ
，１Ｈ），４．７１－４．５９（ｍ，１Ｈ），４．４８（ｄ，Ｊ＝６．８Ｈｚ，２Ｈ），
４．２０（ｔ，Ｊ＝６．７Ｈｚ，１Ｈ），４．０４－３．９６（ｍ，１Ｈ），３．８６（
ｓ，３Ｈ），３．８４－３．７７（ｍ，１Ｈ），３．２５（ｍ，１Ｈ），２．７９（ｄ，
Ｊ＝１．５Ｈｚ，１Ｈ），２．２６－２．１１（ｍ，１Ｈ），１．４６（ｄ，Ｊ＝６．９
Ｈｚ，３Ｈ），１．３３（ｓ，９Ｈ），１．２７（ｄｄ，Ｊ＝１７．１，９．７Ｈｚ，３
Ｈ），１．１１（ｄｄ，Ｊ＝７．４，４．０Ｈｚ，１８Ｈ），０．９３（ｓ，６Ｈ），０
．８９（ｓ，９Ｈ），０．２７（ｓ，３Ｈ），０．２２（ｓ，３Ｈ）；ＥＳ+＝２．５５
分，ｍ／ｚ１１６．３０［Ｍ＋Ｈ］+。
【１０４４】
　（ｖｉｉｉ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ）－２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）－２
－（（（（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ）カルボニル）アミノ）－３－メチル
ブタンアミド）プロパンアミド）フェニル）－１１－（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリ
ル）オキシ）－８－ヒドロキシ－７－メトキシ－５－オキソ－１１，１１ａ－ジヒドロ－
１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－１０（５Ｈ）－カルボ
キシラート（２７）
　含水ＤＭＦ（５ｍＬ＋０．５ｍＬのＨ2Ｏ）に単量体２６（１ｇ、０．８９ｍｍｏｌ）
を溶解させてから、ＬｉＯＡｃ（９１ｍｇ、０．８９ｍｍｏｌ）を加え、反応が完了する
まで混合物を室温で撹拌放置した（約３時間、ＬＣＭＳで追跡した）。続いて混合物をＥ
ｔＯＡｃ（５０ｍＬ）で希釈し、クエン酸（水溶液）（ｐＨ＝３、４０ｍＬ）でクエンチ
し、次いでＨ2Ｏ（５０ｍＬ）およびブライン（５０ｍＬ）で洗った。有機層をＭｇＳＯ4

で乾燥させ、濾過し、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルクロマトグラフィ
ー（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ／ＭｅＯＨ；６０：４０：０から６０：３０：１０へ）で精製
して、純粋な生成物２７をクリーム色固体として単離した（６７５ｍｇ、収率７８％）。
1Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ3）δ８．３６（ｓ，１Ｈ），７．７６（ｄ，Ｊ＝
７．６Ｈｚ，２Ｈ），７．５５（ｄｄ，Ｊ＝１６．０，７．５Ｈｚ，４Ｈ），７．４０（
ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，４Ｈ），７．３０（ｄｄｄ，Ｊ＝１４．７，７．４，１．１Ｈｚ，
３Ｈ），７．２４（ｓ，１Ｈ），６．７２（ｓ，１Ｈ），６．３８（ｄ，Ｊ＝５．３Ｈｚ
，１Ｈ），５．８７（ｓ，１Ｈ），５．２３（ｄ，Ｊ＝６．２Ｈｚ，１Ｈ），４．６９－
４．５７（ｍ，１Ｈ），４．４９（ｄ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，２Ｈ），４．２０（ｔ，Ｊ＝５
．３Ｈｚ，１Ｈ），４．０４－３．９６（ｍ，１Ｈ），３．９６（ｓ，３Ｈ），３．８７
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（ｄｄ，Ｊ＝１０．１，３．５Ｈｚ，１Ｈ），３．２９（ｄｄ，Ｊ＝１８．０，８．５Ｈ
ｚ，１Ｈ），２．８０（ｄ，Ｊ＝１９．４Ｈｚ，１Ｈ），２．２４－２．０８（ｍ，１Ｈ
），１．４６（ｄ，Ｊ＝１０．５Ｈｚ，３Ｈ），１．３３（ｓ，９Ｈ），１．００－０．
９１（ｍ，６Ｈ），０．９０（ｓ，９Ｈ），０．２５（ｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，６Ｈ）．；
ＥＳ+＝２．０８分，ｍ／ｚ９６０．３５［Ｍ＋Ｈ］+。
【１０４５】
　（ｂ）（Ｓ）－８－（（５－ヨードペンチル）オキシ）－７－メトキシ－１，２，３，
１１ａ－テトラヒドロ－５Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－５，
１１（１０Ｈ）－ジオン（３３）
【化１８５】

【１０４６】
　（ｉ）（Ｓ）－８－（ベンジルオキシ）－７－メトキシ－１，２，３，１１ａ－テトラ
ヒドロ－５Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－５，１１（１０Ｈ）
－ジオン（３０）
　密閉したバイアル中、ベンジルイサト酸無水物２８（１．３４ｇ、４．４８ｍｍｏｌ、
１．０当量）およびＬ－プロリン２９（０．７０５ｇ、６．１２ｍｍｏｌ、１．３６当量
）を無水ＤＭＳＯ（２０ｍＬ）に加えた懸濁液を、撹拌しながら１２分間マイクロ波照射
して１５０℃に加熱した。得られる黄色溶液を室温まで放冷して、氷に注いだ。沈殿した
生成物を濾過して集め、ＤＣＭ（２００ｍＬ）に溶解させ、溶液を飽和ＮａＣｌ溶液（２
００ｍＬ）で洗い、乾燥させ（ＭｇＳＯ4）、減圧エバポレートして、生成物３０を黄色
固体として得た（１．３５ｇ、８５％）。分析データ：ＲＴ１．３９分；ＭＳ（ＥＳ+）
ｍ／ｚ（相対強度）３５３（［Ｍ＋Ｈ］+。、１００）。
【１０４７】
　（ｉｉ）（Ｓ）－８－ヒドロキシ－７－メトキシ－１，２，３，１１ａ－テトラヒドロ
－５Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－５，１１（１０Ｈ）－ジオ
ン（３１）
　エタノール（６０ｍＬ）、酢酸エチル（４０ｍＬ）、およびＤＭＦ（５ｍＬ）の混合液
にベンジルジラクタム体３０（１．３５ｇ、３．８ｍｍｏｌ）を加えて懸濁液とし、この
懸濁液に、１０％パラジウム炭素（０．２７ｇ、２０重量％）を酢酸エチル（１０ｍＬ）
に加えたスラリーを加えた。混合物を４５ｐｓｉで２時間水素添加した。反応混合物をセ
ライト濾過し、溶媒を減圧除去して、粘稠なガム状物を得た。ガム状物をジエチルエーテ
ル（５０ｍＬ）に入れて超音波処理し、得られる生成物を濾過して集めた。これにより、
所望の生成物３１をオフホワイト色粉末として得た（０．８６ｇ、８５％）。分析データ
：ＲＴ１．０２分；ＭＳ（ＥＳ+）ｍ／ｚ（相対強度）２６３（［Ｍ＋Ｈ］+。、１００）
。
【１０４８】
　（ｉｉｉ）（Ｓ）－８－（（５－ヨードペンチル）オキシ）－７－メトキシ－１，２，
３，１１ａ－テトラヒドロ－５Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－
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５，１１（１０Ｈ）－ジオン（３３）
　アルゴンパージしたフラスコ中で、化合物３１（４００ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）の無水
ＤＭＦ（４ｍＬ）溶液に、Ｋ2ＣＯ3（３２０ｍｇ、１．５ｍｍｏｌ）および１，５－ジヨ
ードペンタン体３２（１．１ｍＬ、７．６ｍｍｏｌ）を加えた。反応が完了するまで反応
混合物を６０℃に加熱した（３０分間）。溶液をＣＨ2Ｃｌ2（５０ｍＬ）で希釈し、Ｈ2

Ｏ（５０ｍＬ）およびブライン（５０ｍＬ）で洗ってから、有機物をＭｇＳＯ4で乾燥さ
せ、濾過し、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー
（ヘキサン／ＥｔＯＡｃ；１００％から３：７へ）で精製して、純粋な生成物３３を明褐
色発泡ガム状物として得た（６１１ｍｇ、収率８７％）。分析データ：ＲＴ１．５１分；
ＭＳ（ＥＳ+）ｍ／ｚ（相対強度）４５８．９５（［Ｍ＋Ｈ］+。、１００）。
【１０４９】
　（ｃ）１－（３－（２，５－ジオキソ－２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－１－イル
）プロパンアミド）－Ｎ－（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－（（４－（（Ｓ）－７－メト
キシ－８－（（５－（（（Ｓ）－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－２，３，５，１０
，１１，１１ａ－ヘキサヒドロ－１Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピ
ン－８－イル）オキシ）ペンチル）オキシ）－５－オキソ－５，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ
－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－２－イル）フェニル）アミノ）－
１－オキソプロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イル）
－３，６，９，１２，１５，１８，２１－ヘプタオキサテトラコサン－２４－アミド（３
６）
【化１８６】

【１０５０】
　（ｉ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ，１１ａＳ）－２－（４－（（Ｓ）－２－（（Ｓ）
－２－アミノ－３－メチルブタンアミド）プロパンアミド）フェニル）－１１－（（ｔｅ
ｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）－７－メトキシ－８－（（５－（（（Ｓ）－７－
メトキシ－５，１１－ジオキソ－２，３，５，１０，１１，１１ａ－ヘキサヒドロ－１Ｈ
－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－８－イル）オキシ）ペンチル）オ
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キシ）－５－オキソ－１１，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］
ベンゾジアゼピン－１０（５Ｈ）－カルボキシラート（３４）
　アルゴンパージしたフラスコ中で、化合物３３（２５０ｍｇ、０．５４５ｍｍｏｌ）お
よび化合物２７（５７０ｍｇ、０．６ｍｍｏｌ）の無水ＤＭＦ（４ｍＬ）溶液に、Ｋ2Ｃ
Ｏ3（１１５ｍｇ、０．５４５ｍｍｏｌ）を加え、反応が完了するまで混合物を６０℃に
加熱した（４５分間）。溶液をＣＨ2Ｃｌ2（５０ｍＬ）で希釈し、Ｈ2Ｏ（５０ｍＬ）お
よびブライン（５０ｍＬ）で洗ってから、有機物をＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、揮発
分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ＣＨＣｌ3／Ｍ
ｅＯＨ；１００％から９５：５へ）で精製して、純粋な生成物３４を白色発泡物として得
た（３３７ｍｇ、収率５８％）。分析データ：ＲＴ１．４２分；ＭＳ（ＥＳ+）ｍ／ｚ（
相対強度）１０６９．０５（［Ｍ＋Ｈ］+。、８０）。
【１０５１】
　（ｉｉ）ｔｅｒｔ－ブチル＝（１１Ｓ）－１１－（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル
）オキシ）－２－（４－（（２Ｓ，５Ｓ）－３７－（２，５－ジオキソ－２，５－ジヒド
ロ－１Ｈ－ピロール－１－イル）－５－イソプロピル－２－メチル－４，７，３５－トリ
オキソ－１０，１３，１６，１９，２２，２５，２８，３１－オクタオキサ－３，６，３
４－トリアザヘプタトリアコンタンアミド）フェニル）－７－メトキシ－８－（（５－（
（（Ｓ）－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－２，３，５，１０，１１，１１ａ－ヘキ
サヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－８－イル）
オキシ）ペンチル）オキシ）－５－オキソ－１１，１１ａ－ジヒドロ－１Ｈ－ベンゾ［ｅ
］ピロロ［１，２－ａ］［１，４］ジアゼピン－１０（５Ｈ）－カルボキシラート（３５
）
　化合物３４（３３７ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）の乾燥ＣＨ2Ｃｌ2（５ｍＬ）溶液に、Ｐ
ＥＧ部分（１８６ｍｇ、０．３１ｍｍｏｌ）およびＥＤＣＩ・ＨＣｌ（６０ｍｇ、０．３
１ｍｍｏｌ）を加えた。反応が完了するまで、アルゴン雰囲気下、室温で、混合物を撹拌
した。続いて、混合物をＣＨ2Ｃｌ2（５０ｍＬ）で希釈し、Ｈ2Ｏ（５０ｍＬ）およびブ
ライン（５０ｍＬ）で洗ってから、揮発分を減圧除去した。粗生成物を、シリカゲルカラ
ムクロマトグラフィー（ＣＨＣｌ3／ＭｅＯＨ；１００％から９５：５へ）で精製して、
純粋な生成物３５を明黄色発泡物として得た（４０８．８ｍｇ、収率５８％）。分析デー
タ：ＲＴ１．７５分；ＭＳ（ＥＳ+）ｍ／ｚ（相対強度）１６４３．１５（［Ｍ＋Ｈ］+。

、１０）８２２．２５（［Ｍ＋２Ｈ］2+、１００）。
【１０５２】
　（ｉｉｉ）１－（３－（２，５－ジオキソ－２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－１－
イル）プロパンアミド）－Ｎ－（（Ｓ）－１－（（（Ｓ）－１－（（４－（（Ｓ）－７－
メトキシ－８－（（５－（（（Ｓ）－７－メトキシ－５，１１－ジオキソ－２，３，５，
１０，１１，１１ａ－ヘキサヒドロ－１Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジア
ゼピン－８－イル）オキシ）ペンチル）オキシ）－５－オキソ－５，１１ａ－ジヒドロ－
１Ｈ－ピロロ［２，１－ｃ］［１，４］ベンゾジアゼピン－２－イル）フェニル）アミノ
）－１－オキソプロパン－２－イル）アミノ）－３－メチル－１－オキソブタン－２－イ
ル）－３，６，９，１２，１５，１８，２１－ヘプタオキサテトラコサン－２４－アミド
（３６）
　化合物３５（４００ｍｇ、０．２４ｍｍｏｌ）を入れたフラスコを０℃に冷却し、そこ
にＨ2Ｏ（１６０μＬ）およびＴＦＡ（３．５ｍＬ）を順に加えた。反応が完了するまで
、混合物を撹拌放置し、それから冷ＮａＨＣＯ3（５０ｍＬ）でクエンチして、ＣＨ2Ｃｌ

2（５０ｍＬ＋２５ｍＬ）で抽出した。次いで、有機物をブライン（２５ｍＬ）で洗い、
ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、揮発分を減圧除去して、粗生成物３６を得たが、これは
それ以上精製しなかった。分析データ：ＲＴ１．４０分；ＭＳ（ＥＳ+）ｍ／ｚ（相対強
度）１４１０．６０（［Ｍ＋Ｈ］+.、５）７０６．１０（［Ｍ＋２Ｈ］2+、１００）。
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