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(57)【要約】
【課題】第ＩＸ因子活性を有する部分に高分子を抱合す
るためのより単純なプロセスを提供。
【解決手段】ＩＸ因子部分および１つ以上の水溶性高分
子の抱合体を提供することによる。一般に、水溶性高分
子は、ポリエチレングリコールまたはその誘導体である
。また、（とりわけ）抱合体を含む組成物、抱合体の生
成方法、および抱合体を含む組成物の患者への投与方法
も提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合
した第ＩＸ因子部分を含み、当該水溶性高分子の分子量が５，０００ダルトンより多く、
約１５０，０００ダルトンより少ない抱合体。
【請求項２】
　直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、水溶性高分子にアミノ酸
残基において共有結合した第ＩＸ因子部分を含み、当該アミノ酸残基が直接的にまたは当
該スペーサ部分を介して、－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－Ｏ－
、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－
Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、ジアゾ、またはトリアジン結合によ
り結合していない抱合体。
【請求項３】
　直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、非線形の水溶性高分子に
共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合体。
【請求項４】
　各抱合体中の前記水溶性高分子が、ポリ（酸化アルキレン）、ポリ（ビニルピロリドン
）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリオキサゾリン、およびポリ（アクリロイルモルホリ
ン）から成る群から選択される、請求項１、２、または３に記載の抱合体。
【請求項５】
　各水溶性高分子が、ポリ（酸化アルキレン）である、請求項４に記載の抱合体。
【請求項６】
　各ポリ（酸化アルキレン）が、ポリ（エチレングリコール）である、請求項５に記載の
抱合体。
【請求項７】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、ヒドロキシ、アルコキシ、置換アルコキシ、アル
ケノキシ、置換アルケノキシ、アルキノキシ、置換アルキノキシ、アリールオキシ、およ
び置換アリールオキシから成る群から選択される、エンドキャップ部分で末端がキャップ
される、請求項６に記載の抱合体。
【請求項８】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、メトキシで末端がキャップされる、請求項６に記
載の抱合体。
【請求項９】
　前記水溶性高分子が、５，０００ダルトン乃至約１５０，０００ダルトンの範囲の総重
量平均分子量を有する、請求項２または３に記載の抱合体。
【請求項１０】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、約６，０００ダルトン乃至約１００，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項６に記載の抱合体。
【請求項１１】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、約１０，０００ダルトン乃至約８５，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項１０に記載の抱合体。
【請求項１２】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、約２０，０００ダルトン乃至約８５，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項１１に記載の抱合体。
【請求項１３】
　各水溶性高分子が線状である、請求項１または２に記載の抱合体。
【請求項１４】
　各水溶性高分子が分岐状である、請求項１または２に記載の抱合体。
【請求項１５】
　前記第ＩＸ因子部分が、第ＩＸ因子、第ＩＸａ因子、およびそれらのいずれかの生物活
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性フラグメント、欠損変異体、置換変異体、または付加変異体から成る群から選択される
、請求項１、２、または３に記載の抱合体。
【請求項１６】
　前記第ＩＸ因子部分が第ＩＸ因子である、請求項１５に記載の抱合体。
【請求項１７】
　前記第ＩＸ因子部分が第ＩＸａ因子である、請求項１６に記載の抱合体。
【請求項１８】
　前記第ＩＸ因子部分が組み換え的に誘導される、請求項６に記載の抱合体。
【請求項１９】
　前記第ＩＸ因子部分が血液由来である、請求項６に記載の抱合体。
【請求項２０】
　前記第ＩＸ因子部分に、３つを超えない水溶性高分子が結合した、請求項６に記載の抱
合体。
【請求項２１】
　複数の抱合体を含み、当該組成物中の全ての抱合体の少なくとも約８０％が、それぞれ
が１つ、２つ、３つ、または４つの水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含み、
さらに、当該抱合体中の各水溶性高分子に対して、当該第ＩＸ因子部分が、直接的にまた
は１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、水溶性高分子に結合した組成物。
【請求項２２】
　複数の抱合体を含み、当該組成物中の全ての抱合体の少なくとも約８５％が、それぞれ
第ＩＸ因子部分に共有結合した１つ乃至３つの水溶性高分子を有し、各水溶性高分子が、
５，０００ダルトン乃至約１５０，０００ダルトンの範囲の重量平均分子量を有する組成
物。
【請求項２３】
　複数のモノＰＥＧ化第ＩＸ因子部分の抱合体を含み、当該組成物中の全ての抱合体の少
なくとも約８５％が、モノＰＥＧ化第ＩＸ因子部分の抱合体である組成物。
【請求項２４】
　各抱合体中の前記水溶性高分子が、ポリ（酸化アルキレン）、ポリ（ビニルピロリドン
）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリオキサゾリン、およびポリ（アクリロイルモルホリ
ン）から成る群から選択される、請求項２１、２２、または２３に記載の組成物。
【請求項２５】
　各水溶性高分子が、ポリ（酸化アルキレン）である、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
　各ポリ（酸化アルキレン）が、ポリ（エチレングリコール）である、請求項２５に記載
の組成物。
【請求項２７】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、ヒドロキシ、アルコキシ、置換アルコキシ、アル
ケノキシ、置換アルケノキシ、アルキノキシ、置換アルキノキシ、アリールオキシ、およ
び置換アリールオキシから成る群から選択される、エンドキャップ部分で末端がキャップ
される、請求項２６に記載の組成物。
【請求項２８】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、メトキシで末端がキャップされる、請求項２６に
記載の組成物。
【請求項２９】
　前記水溶性高分子が、５，０００ダルトン乃至約１５０，０００ダルトンの範囲の総重
量平均分子量を有する、請求項２１または２３に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、約６，０００ダルトン乃至約１００，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項２６に記載の組成物。
【請求項３１】
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　前記ポリ（エチレングリコール）が、約１０，０００ダルトン乃至約８５，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項３０に記載の組成物。
【請求項３２】
　前記ポリ（エチレングリコール）が、約２０，０００ダルトン乃至約８５，０００ダル
トンの範囲の総重量平均分子量を有する、請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　各水溶性高分子が線状である、請求項６に記載の組成物。
【請求項３４】
　各水溶性高分子が分岐状である、請求項６に記載の組成物。
【請求項３５】
　前記第ＩＸ因子部分が、第ＩＸ因子、第ＩＸａ因子、およびそれらのいずれかの生物活
性フラグメント、欠損変異体、置換変異体、または付加変異体から成る群から選択される
、請求項２１、２２、または２３に記載の組成物。
【請求項３６】
　前記第ＩＸ因子部分が第ＩＸ因子である、請求項３５に記載の組成物。
【請求項３７】
　前記第ＩＸ因子部分が第ＩＸａ因子である、請求項３５に記載の組成物。
【請求項３８】
　前記第ＩＸ因子部分が組み換え的に誘導される、請求項２６に記載の組成物。
【請求項３９】
　前記第ＩＸ因子部分が血液由来である、請求項２６に記載の組成物。
【請求項４０】
　前記第ＩＸ因子部分に、３つを超えない水溶性高分子が結合した、請求項２１または２
２に記載の組成物。
【請求項４１】
　前記組成物が、実質的にアルブミンを含まない、請求項２６に記載の組成物。
【請求項４２】
　前記組成物が、第ＩＸ因子の活性を有さないタンパク質を実質的に含まない、請求項２
６に記載の組成物。
【請求項４３】
　前記組成物が、非共有結合の水溶性高分子を実質的に含まない、請求項２６に記載の組
成物。
【請求項４４】
　凍結乾燥形態である、請求項２６に記載の組成物。
【請求項４５】
　液体の形態である、請求項２６に記載の組成物。
【請求項４６】
　医薬として許容される賦形剤をさらに含む、請求項２６に記載の組成物。
【請求項４７】
　各モノＰＥＧ化第ＩＸ因子部分の抱合体が、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペ
ーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含む、請求項２３に記
載の組成物。
【請求項４８】
　各抱合体が、前記水溶性高分子またはスペーサ部分に、前記第ＩＸ因子部分を結合する
アミド結合を含む、請求項２１、２２、または２６に記載の組成物。
【請求項４９】
　各抱合体が、前記水溶性高分子またはスペーサ部分に、前記第ＩＸ因子部分を結合する
第２級アミン結合を含む、請求項２１、２２、または２６に記載の組成物。
【請求項５０】
　各抱合体が、前記水溶性高分子またはスペーサ部分に、前記第ＩＸ因子部分を結合する
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カルバメート結合を含む、請求項２１、２２、または２６に記載の組成物。
【請求項５１】
　各抱合体が、前記水溶性高分子またはスペーサ部分に、前記第ＩＸ因子部分を結合する
チオエーテル結合を含む、請求項２１、２２、または２６に記載の組成物。
【請求項５２】
　各抱合体が、前記水溶性高分子またはスペーサ部分に、前記第ＩＸ因子部分を結合する
ジスルフィド結合を含む、請求項２１、２２、または２６に記載の組成物。
【請求項５３】
　抱合条件下で、第ＩＸ因子部分を高分子試薬と接触させる段階を含む、抱合体を生成す
るための方法。
【請求項５４】
　更なるアルコールを加えない、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　酸化段階を実施しない、請求項５３に記載の方法。
【請求項５６】
　直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合
した第ＩＸ因子部分を含む抱合体を得るに十分な条件下で、第ＩＸ因子の組成物に、高分
子試薬の組成物を添加する段階を含む、抱合体を生成するための方法。
【請求項５７】
　更なるアルコールを加えない、請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　酸化段階を実施しない、請求項５６に記載の方法。
【請求項５９】
　患者に請求項４６に記載の組成物を投与する段階を含む、抱合体を送達するための方法
。
【請求項６０】
　皮下注射によって実施される、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記患者が血友病Ｂを罹患している、請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　前記患者に、手術前の２日以内に前記組成物を投与する、請求項５９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、第ＩＸ因子部分（すなわち第ＩＸ因子の活性を有する部分）および
高分子を含む抱合体に関する。さらに、本発明は、抱合体を含む組成物、抱合体を合成す
るための方法、抱合体を送達するための方法、および患者を治療するための方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　止血は、傷ついた血管からの血液の流出を抑えるプロセスである。哺乳類の場合、多く
の他の生命体と同様に、止血プロセスは生存し続けるために極めて重要である。止血プロ
セスにおける欠陥によって、例えば、血管を損傷した後の失血を抑える役目をする凝血を
効果的に形成することができなくなる可能性がある。凝血させることができない人を血友
病患者と呼ぶ。血友病患者に対し特に懸念されることは、出血し始めるとそれが止まらな
いという、致命的なリスクである。
【０００３】
　概して、血友病患者には、可溶性フィブリノゲンの不溶性フィブリンへの変換に最終的
に必要となる、１つ以上の物質の有効量を生成する能力が欠如している。例えば、血友病
Ｂ（「先天性第ＩＸ因子欠乏症」および「クリスマス病」とも呼ばれる）を罹患している
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血友病患者は、有効なレベルの第ＩＸ因子を生成することができない。第ＩＸ因子は、凝
血の形成をもたらす、反応の複数の「カスケード」のうちの１つの主要な構成要素である
。「内因系」と称される反応のカスケードに重要な第ＩＸ因子は、最終的に、凝血の主要
な構成要素であるフィブリンへのフィブリノゲンの変換に影響を与える。
【０００４】
　凝血を形成するプロセスは比較的複雑であるが、内因系における第ＩＸ因子の役割は、
簡潔に説明することができる。血液が、（例えば、裂傷に伴う組織の損傷の結果として）
陰性荷電を帯びた面および／または内皮下の結合組織と接触するときに、他の物質の存在
下で、第ＸII因子（ハーゲマン因子）は第ＸIIａ因子に変換される。（他の物質と共に）
第ＸIIａ因子は、第ＸＩ因子を第ＸＩａ因子に変換する。次に、（他の物質と共に）第Ｘ
Ｉａ因子は、第ＩＸ因子を第ＩＸａ因子に変換する。第VIII因子、第ＩＸａ因子、カルシ
ウムイオン、およびリン脂質ミセルは、第Ｘ因子を伴うリポタンパク質複合体を形成し、
それを活性化して第Ｘａ因子を形成する。その後、（他の物質と共に）第Ｘａ因子はプロ
トロンビンをトロンビンに変換するので、その結果、比較的多量のトロンビンが経時的に
生成される。比較的多量のトロンビンは、フィブリノゲンをフィブリンに変換する。フィ
ブリンは、次に、凝血の形成に関与するマトリクスまたは格子を形成する。
【０００５】
　血液凝固の内因系における第ＩＸ因子の役割を、以下に概略的に示す。
【化１】

【０００６】
　男性３４，５００人中１人に発症する血友病Ｂは、Ｘ染色体上に位置する第ＩＸ因子の
遺伝子の様々な突然変異のうちのいずれか１つに起因しうる。特定の突然変異によって、
血友病Ｂは、重度、中程度、または軽度に現れることがある。最も重度の血友病Ｂを罹患
している人は、第ＩＸ因子の活性化を発現する能力が完全に欠如している。臨床的に、血
友病Ｂにかかっている人は、鼻出血、易傷性、関節出血、および傷による長時間の出血を
被る。現在の血友病Ｂの治療は、ヒト血漿から収集された、または組み換えＤＮＡ技術に
よって生成された、外生の第ＩＸ因子の点滴を伴う。これらの治療は、有効なレベルの第
ＩＸ因子の不足を補う役目しか果たさないので、重度の血友病Ｂを罹患している人は、一
生を通じて、（週３回もの）第ＩＸ因子の濃縮物の定期的な注射を必要とする。より軽度
の血友病Ｂを罹患している患者であっても、しばしば手術および歯の治療の前および／ま
たは後の第ＩＸ因子の濃縮物の注射を必要とする。
【０００７】
　血友病Ｂを罹患している患者に補充療法を提供するために、いくつかの市販の第ＩＸ因
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子の濃縮物が入手可能である。例えば、血液由来の第ＩＸ因子複合製品（他の因子を含む
）は、ＢＥＢＵＬＩＮ　ＶＨ（登録商標）（Ｂａｘｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、ウィ
ーン、オーストリア）、ＫＯＮＹＮＥ８０（登録商標）（Ｂａｙｅｒ社、Ｅｉｋｈａｒｔ
　ＩＮ）、ＰＲＯＦＩＬＮＩＮＥ　ＳＤ（登録商標）（Ａｌｐｈａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔ
ｉｃ社、ロサンゼルス、ＣＡ）、およびＰＲＯＰＬＥＸ　Ｔ（登録商標）（Ｂａｘｔｅｒ
　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｇｌｅｎｄａｌｅ　ＣＡ）のブランドで販売されている。幾分
精製された形態の第ＩＸ因子製品は、ＡＬＰＨＡＮＩＮＥ　ＳＤ（登録商標）Ａｌｐｈａ
　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ社、ロサンゼルス、ＣＡ）、およびＭＯＮＯＮＩＮＥ（登録商
標）（Ａｖｅｎｔｉｓ　Ｂｅｈｒｉｎｇ、Ｋａｎｋａｋｅｅ、ＩＬ）のブランドで販売さ
れている。組み換え的に調製された第ＩＸ因子濃縮物に関しては、１つの製品が、ＢＥＮ
ＥＦＩＸ（登録商標）（Ｗｙｅｔｈ／Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ、Ｃａｍｂ
ｒｉｄｇｅ　ＭＡ）のブランドで現在入手可能である。
【０００８】
　概して、第ＩＸ因子の濃縮物の組み換えソースが血液由来のものよりも好まれるが、こ
れは後者がウイルスおよび／または他の疾病を伝染させるリスクを伴うためである。さら
に、多くの場合組み換えソースの方が純度がより高いため、血液由来ソースに概して存在
する不要な血液因子およびその他のタンパク質の投与によって生じる潜在的な問題が回避
される。
【０００９】
　組み換えベースの処方を投与する利点があったとしても、組み換えベースの製品の製造
には、アルブミンのような特定のタンパク質の存在が必要であり、それは患者に投与され
る最終的な処方に存在しうる。その結果、このような処方を受ける患者は、これらの外来
のタンパク質に対するアレルギー反応が起こる。いずれにせよ、血液由来および組み換え
ベースの製品は、繰り返し投与という不利な点を被る。
【００１０】
　ＰＥＧ化、すなわちタンパク質へのポリ（エチレングリコール）誘導体の付着が、免疫
性を減じるための手段として、またタンパク質の生体内半減期を伸ばすための手段として
開示された。しかし、第ＩＸ因子に関して、タンパク質－高分子抱合体を形成するための
以前の手法には、いくつかの欠点があった。
【００１１】
　例えば、米国特許第５，９６９，０４０号では、アルデヒドを形成するために、第ＩＸ
因子の活性化領域内の炭水化物部分のビシナルジオールを酸化させる段階を含むプロセス
を開示している。酸化段階に続けて、開示されたプロセスは、酸化炭水化物部分に、（ヒ
ドラジンを有するポリ（エチレングリコール）誘導体のような）１つ以上の非抗原性の高
分子を共有結合させる段階を含む。しかし、この手法による問題点は、第ＩＸ因子の酸化
型を得るために必要とされる、更なる段階によって複雑さが増すことである。さらに、酸
化段階後に残存する可能性のあるいずれかの酸化剤が、抱合体に関連する高分子を劣化さ
せる場合がある。最終的に、この手法は、特定の高分子（すなわち、ヒドラジド含有高分
子）、および第ＩＸ因子上の特定の領域（すなわち、第ＩＸ因子の活性化領域内の炭水化
物部分のビシナルジオール）を使用した抱合に制限される。
【００１２】
　酸化剤の存在（米国特許第５，９６９，０４０号に開示されたプロセスの結果によるか
、または他の原因によって存在する）は、第ＩＸ因子に抱合される高分子の許容される医
薬品を提供することに関して、更なる課題をもたらす。特に、メチオニンおよび他の水酸
基含有アミノ酸は、酸化剤の存在下で不要な酸化を被る場合があるので、それによってア
ルデヒド基がもたらされる。高分子試薬と反応しない残留アルデヒドは、反応性であり、
タンパク質を潜在的に傷つけることになる。この問題に対処するために、未反応のアルデ
ヒドは、タンパク質を安定させるために、グリシンまたは他の小分子でキャップする必要
がある。しかし、その際に、制限的目的に対して、製品が容易に定義されなければならな
いという分析的問題が生じ、更なる構成要素の導入は、その他の点で、直接的な製品定義
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を妨げる可能性がある。特に、キャップ薬剤の使用は、とりわけ困難な課題を呈する。
【００１３】
　米国特許第６，０３７，４５２号は、第ＩＸ因子へのポリ（酸化アルキレン）の付着を
開示しており、第ＩＸ因子への付着は、反応基（トリアジン、アセチル、ヒドラジン、ジ
アゾニウム、アミノ、およびスクシンイミジルエステル）のうちの１つを有するポリ（酸
化アルキレン）を介して達成される。しかしまた、その参考文献でも、トリアジン、アセ
チル、ヒドラジン、ジアゾニウム、アミノ、またはスクシンイミジルエステル以外の反応
基を有する高分子を介した効果的な達成の開示が欠如している。
【００１４】
　したがって、水溶性高分子と第ＩＸ因子活性を有する部分との間に更なる抱合体を提供
する必要性が、従来技術に依然として存在する。特に、第ＩＸ因子活性を有する部分に高
分子を抱合するためのより単純なプロセスを提供する必要性が存在する。したがって、本
発明は、本願明細書に開示されるような、新しく、従来技術ではまったく提案されていな
い、このような抱合体、その抱合体を含む組成物、および関連する方法を対象とする。
【発明の概要】
【００１５】
　従って、本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペ
ーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合体であって、
前記水溶性高分子の分子量は、５，０００ダルトンより多く、約１５０，０００ダルトン
より少ない、抱合体を提供する。
【００１６】
　本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分
を介して、水溶性高分子にアミノ酸残基において共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合
体であって、前記アミノ酸残基は、直接的にまたは前記スペーサ部分を介して、－ＣＨ2

－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ
（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2

－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、ジアゾ、またはトリアジン結合により結合していない抱合体を提供す
る。
【００１７】
　本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分
を介して、非線形の水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合体を提供する
。
【００１８】
　本発明の１つ以上の実施態様では、複数の抱合体を含む組成物であって、前記組成物中
の全ての抱合体の少なくとも約８０％は、それぞれが１つ、２つ、３つ、または４つの水
溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含み、さらに、前記抱合体中の各水溶性高分
子に対して前記第ＩＸ因子部分が直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分を介
して水溶性高分子に結合した組成物を提供する。前記組成物は、全ての種類の製剤、特に
再構成することができる粉末および液体（例、懸濁液および溶液）のような注射に好適な
製剤を包含する。
【００１９】
　本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分
を介して、水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合体を得るのに十分な条
件下で、第ＩＸ因子の組成物に、高分子試薬の組成物を添加する段階を含む、抱合体を生
成するための方法を提供する。
【００２０】
　本発明の１つ以上の実施態様では、患者に本願明細書で開示されているような抱合体を
含む組成物を投与する段階を含む、抱合体を送達するための方法を提供する。前記抱合体
を投与する段階は、注射（筋内注射、静脈注射、皮下注射など）または他の手法によって
達成することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施例１乃至４に記述されるサンプルのドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリル
アミドゲル電気泳動（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）分析によるゲルのコピーである。
【図２】実施例１乃至４に記述されるサンプルのドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリル
アミドゲル電気泳動（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）分析によるゲルのコピーである。
【図３】実施例５、６、１０、および１１に記述されるサンプルのＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析
によるゲルのコピーである。
【図４】実施例２、９、および１２乃至１６に記述されるサンプルのＳＤＳ－ＰＡＧＥ分
析によるゲルのコピーである。
【図５】実施例１の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図６】実施例２の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図７】実施例３の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図８】実施例４の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図９】実施例１２の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図１０】実施例１３の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図１１】実施例１４の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【図１２】実施例１５の得られた抱合体溶液に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の１つ以上の実施態様を詳細に説明する前に、本発明は、特定の高分子、合成技
術、第ＩＸ因子部分などに制限されず、その点を考慮して変化する場合があると理解され
るべきである。
【００２３】
　本明細書および特許請求の範囲に使用されているように、単数形は、本文脈が明確に別
途指示しない限り、複数の指示対象を含む点に留意されたい。したがって、例えば、「高
分子」という記述には、単一の高分子および２つ以上の同一または異なる高分子が含まれ
、「任意の賦形剤」という記述は、単一の任意の賦形剤および２つ以上の同一または異な
る任意の賦形剤が含まれる。
【００２４】
　本発明の説明および特許請求の範囲では、次の用語は、下記の定義に従って使用される
。
【００２５】
　本願明細書で使用される場合、「ＰＥＧ」、「ポリエチレングリコール」、および「ポ
リ（エチレングリコール）」は、交換可能である。一般に、本発明によって用いるＰＥＧ
は、「－（ＯＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n－」という構造を含み、（ｎ）は２乃至４，０００である
。本願明細書で使用される場合、ＰＥＧはまた、末端酸素が置換されたかどうかに基づい
て、「－ＣＨ2ＣＨ2－Ｏ（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n－ＣＨ2ＣＨ2－」および「－（ＯＣＨ2ＣＨ2

）nＯ－」も含む。本明細書および特許請求の範囲を通じて、「ＰＥＧ」は、種々の末端
、すなわち「末端をキャップする」ような基などを有する構造を含むことを念頭に置いて
いただきたい。「ＰＥＧ」という用語はまた、大多数、すなわち５０％を超える－ＯＣＨ

2ＣＨ2－の繰り返しサブユニットを含む高分子のことでもある。特定の形態に関して、Ｐ
ＥＧは、いかなる数の様々な分子量、および「分岐状」、「線状」、「叉状」、「多官能
性」などのような構造または形状をとることができ、以下に詳述する。
【００２６】
　「エンドキャップされた」および「末端がキャップされた」という用語は、エンドキャ
ップ部分を有する高分子の末端または端点を示して、本願明細書において交換可能に使用
される。一般に、必ずではないが、エンドキャップ部分は、ヒドロキシまたはＣ1-20アル
コキシ基、より好ましくはＣ1-10アルコキシ基、さらに好ましくはＣ1-5アルコキシ基を
含む。したがって、エンドキャップ部分の例には、アルコキシ（例、メトキシ、エトキシ
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、およびベンジルオキシ）、およびアリール、ヘテロアリール、シクロ、ヘテロシクロな
どが挙げられる。エンドキャップ部分は、高分子（例、ＣＨ3（ＯＣＨ2ＣＨ2Ｏ）ｎ－内
のエンドキャップ部分「メトキシ」）または（ＣＨ3（ＯＣＨ2ＣＨ2）n－内の「ＣＨ3」
）に、１つ以上の原子の末端の単量体を含むことが可能である。さらに、前述のそれぞれ
の飽和、不飽和、置換、および非置換の形態が想定される。さらに、エンドキャップの基
は、シランにもなりうる。エンドキャップの基はまた、検出可能なラベルを好都合に含む
こともできる。高分子が、検出可能なラベルを含むエンドキャップを有する場合、高分子
および／または高分子が結合する部分（例えば活性剤）の量または場所は、好適な検出器
を使用することにより決定することができる。このようなラベルには、これに限定されな
いが、蛍光剤、ケミルミネサー（ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｒ）、酵素のラベリング
に使用される部分、比色部分（例、染料）、金属イオン、放射性部分などが挙げられる。
好適な検出器には、光度計、フィルム、分光計などが挙げられる。エンドキャップの基は
また、好都合にリン脂質を含むこともできる。高分子が、リン脂質を含むエンドキャップ
の基を有する場合、高分子および任意の得られる抱合体に一意の特性が与えられる。典型
的なリン脂質には、これに限定されないが、ホスファチジルコリンと呼ばれるリン脂質類
から選択されるものが挙げられる。特定のリン脂質には、これに限定されないが、ジラウ
ロイルホスファチジルコリン、ジオレイルホスファチジルコリン、ジパルミトイルホスフ
ァチジルコリン、ジステロイルホスファチジルコリン、ベヘノイルホスファチジルコリン
、アラキドイルホスファチジルコリン、およびレシチンから成る群から選択されるものが
挙げられる。
【００２７】
　本願明細書に記述されているように、高分子に関して「非天然に生じる」とは、その全
体が自然界には見られない高分子のことである。しかし、非天然に生じる高分子は、全体
的な高分子構造が自然界には見られない限り、１つ以上の単量体または天然に発生する単
量体のセグメントを含む場合がある。
【００２８】
　「水溶性高分子」にあるような「水溶性」とは、室温で水溶性である任意の高分子のこ
とである。一般に、水溶性高分子は、ろ過後の同じ溶液によって透過される光の少なくと
も約７５％、より好ましくは少なくとも約９５％を透過する。重量基準で、水溶性高分子
は、少なくとも約３５重量％の水溶性であることが好ましく、少なくとも約５０重量％の
水溶性であることがより好ましく、約７０重量％の水溶性であることがさらに好ましく、
約８５重量％の水溶性であることがさらに好ましい。しかし、水溶性高分子は、約９５％
の水溶性、または完全な水溶性であることが最も好ましい。
【００２９】
　ＰＥＧのような水溶性高分子の本文脈における分子量は、数平均分子量または重量平均
分子量で表すことができる。特に明記しない限り、本願明細書での分子量という記述は、
重量平均分子量のことである。数平均および重量平均の両方の分子量の決定は、ゲル透過
クロマトグラフィまたは他の液体クロマトグラフィ技術を使用して測定することができる
。分子量の値を測定するための他の方法では、数平均分子量を決定するために末端基分析
または束一性（例、凝固点降下、沸点上昇、または浸透圧）の測定を使用すること、また
は重量平均分子量を決定するために光散乱技術、超遠心分離または粘度計を使用すること
もできる。本発明の高分子は、一般に多分散系（すなわち、高分子の数平均分子量および
重量平均分子量が等しくない）であり、その多分散性は低く、約１．２未満であることが
好ましく、約１．１５未満であることがより好ましく、約１．１０未満であることがさら
に好ましく、約１．０５未満であることがさらに好ましく、約１．０３未満であることが
最も好ましい。本願明細書で使用される場合、一つの重量平均分子量または数平均分子量
を有する単一の水溶性高分子として言及されるものもあるが、これは、その単一の水溶性
高分子が、前述のような分子量を有する水溶性高分子の組成物から得られたことを意味す
ると理解されよう。
【００３０】
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　特定の官能基とともに使用される場合の「活性」または「活性化」という用語は、求電
子物質または別の分子上の求核体と容易に反応する、反応性官能基のことである。これは
、反応のために強力な触媒または非常に非実用的な反応条件を必要とする、基（すなわち
「非反応性」または「不活性」基）とは対照的である。
【００３１】
　本願明細書で使用される場合、「官能基」という用語またはその任意の同義語は、その
保護形態および非保護形態を包含することが意図されている。
【００３２】
　「スペーサ部分」、「結合」、および「リンカー」という用語は、水溶性高分子および
第ＩＸ因子部分の終端、または第ＩＸ因子部分の求電子物質または求核体のような、相互
接続部分を結合するために使用される原子または一群の原子を示すために本願明細書にお
いて使用される。スペーサ部分は、加水分解的に安定であってもよく、または生理学的に
加水分解性の、または酵素的に分解可能な結合を含んでいてもよい。
【００３３】
　「アルキル」は炭化水素鎖のことであり、一般に約１乃至１５の原子長である。このよ
うな炭化水素鎖は、一般に直鎖であることが好ましいが、必ずではないが飽和しているこ
とが好ましく、分岐または直鎖であってよい。典型的なアルキル基には、メチル、エチル
、プロピル、ブチル、ペンチル、１－メチルブチル、１－エチルプロピル、３－メチルペ
ンチルなどが挙げられる。本願明細書で使用される場合、「アルキル」には、シクロアル
キルおよびシクロアルキレン含有アルキルが含まれる。
【００３４】
　「低級アルキル」とは、１乃至６個の炭素原子を含むアルキル基のことであり、メチル
、エチル、ｎ－ブチル、ｉ－ブチル、およびｔ－ブチルなどのように、直鎖または分岐し
たものであってよい。
【００３５】
　「シクロアルキル」とは、架橋、縮合、またはスピロ環状化合物を含む、飽和または不
飽和の環状炭化水素鎖のことであり、３乃至１２個の炭素原子で構成されることが好まし
く、３乃至８個の炭素原子で構成されることがより好ましい。「シクロアルキレン」とは
、環状系内のいずれか２つの炭素での鎖の結合によって、アルキル鎖に挿入されるシクロ
アルキル基のことである。
【００３６】
　「アルコキシ」とは、－Ｏ－Ｒ基のことであり、ここでＲは、アルキルまたは置換アル
キルであって、Ｃ1-6アルキル（例、メトキシ、エトキシ、プロピルオキシなど）が好ま
しい。
【００３７】
　例えば、「置換アルキル」にあるような「置換」とは、これに限定されないが、以下の
ような１つ以上の非妨害置換基によって置換される部分（例、アルキル基）のことである
：アルキル、Ｃ3-8シクロアルキル（例、シクロプロピル、シクロブチルなど）；ハロ（
例、フルオロ、クロロ、ブロモ、およびヨード）；シアノ；アルコキシ、低級フェニル；
置換フェニル；など。「置換アリール」は、置換基として１つ以上の非妨害基を有するア
リールである。フェニル環上の置換に対して、置換基は任意の配向性（すなわち、オルト
、メタ、またはパラ）であってよい。
【００３８】
　「非妨害置換基」とは、分子内に存在する場合に、一般にその分子に含まれる他の官能
基と反応しない基である。
【００３９】
　「アリール」とは、それぞれが５乃至６個のコア炭素原子である、１つ以上の芳香族環
のことである。アリールには、ナフチルのように縮合させることが可能であるか、または
ビフェニルのように縮合させないことが可能である、複数のアリール環を含む。アリール
環はまた、１つ以上の環状炭化水素、ヘテロアリール、または複素環と縮合させるか、ま
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たは縮合させないことが可能である。本願明細書で使用される場合、「アリール」は、ヘ
テロアリールを含む。
【００４０】
　「ヘテロアリール」は、１乃至４個のヘテロ原子を含むアリール基であり、硫黄、酸素
、または窒素、あるいはそれらを組み合わせたものであることが好ましい。ヘテロアリー
ル環はまた、１つ以上の環状炭化水素、複素環、アリール、またはヘテロアリール環と縮
合することも可能である。
【００４１】
　「ヘテロ環」または「複素環」とは、不飽和または芳香族特性の有無にかかわらず、炭
素ではない少なくとも１つの環状の原子を有する、１つ以上の５乃至１２個の原子、好ま
しくは５乃至７個の原子の環のことである。好適なヘテロ原子には、硫黄、酸素、および
窒素が挙げられる。
【００４２】
　「置換ヘテロアリール」は、置換基として１つ以上の非妨害基を有するヘテロアリール
である。
【００４３】
　「置換ヘテロ環」は、非妨害置換基から形成される１つ以上の側鎖を有するヘテロ環で
ある。
【００４４】
　本願明細書で使用される場合、「有機ラジカル」は、アルキル、置換アルキル、アリー
ル、および、置換アリールを含むものとする。
【００４５】
　「求電子物質」および「求電子基」とは、イオンを含むことが可能であり、求電子中心
（すなわち、電子を求める中心）を有し、求核体と反応することができる、イオンまたは
原子、あるいは一群の原子のことである。
【００４６】
　「求核体」および「求核基」とは、イオンを含むことが可能であり、求核中心（すなわ
ち求電子中心を求めている中心または求電子物質を有する中心）を有する、イオンまたは
原子、あるいは一群の原子のことである。
【００４７】
　「生理学的に開裂可能な」または「加水分解性の」結合は、生理学的条件下で水と反応
する（すなわち加水分解される）結合である。水中での加水分解に対する結合の傾向は、
２つの中心原子を結合する一般型の結合だけでなく、これらの中心原子に付着した置換基
にも依存する。適切な加水分解的に不安定な、または弱い結合には、これに限定されない
が、カルボン酸エステル、リン酸塩エステル、無水物、アセタール、ケタール、アシルオ
キシアルキルエーテル、イミン、オルトエステル、ペプチド、およびオリゴヌクレオチド
が挙げられる。
【００４８】
　「酵素的に分解可能な結合」とは、１つ以上の酵素によって分解される結合のことであ
る。
【００４９】
　「加水分解的に安定した」連結または結合とは、実質的に水中で安定している、すなわ
ち、長期間にわたって相当の程度の生理学的条件下で加水分解を受けない、化学的結合、
一般に共有結合のことである。加水分解的に安定した結合の例には、これに限定されない
が、（例えば、脂肪族鎖内の）炭素－炭素結合、エーテル、アミド、ウレタンなどが挙げ
られる。概して、加水分解的に安定した結合は、生理学的条件下で、１日に約１乃至２％
未満の加水分解の比率を示すものである。代表的な化学的結合の加水分解比率は、大部分
の標準的な化学の教科書に見られる。
【００５０】
　「医薬として許容される賦形剤」とは、任意に、本発明の組成物に含むことが可能であ
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り、患者に著しい有害な毒物学的影響を生じさせない、賦形剤のことである。
【００５１】
　「治療有効量」は、本願明細書において使用され、血流内または標的組織内に所望のレ
ベルの抱合体（または対応する非抱合の第ＩＸ因子部分）の提供に必要である、高分子－
第ＩＸ因子部分の抱合体の量のことである。その正確な量は、特定の第ＩＸ因子部分、治
療組成物の構成要素および物理的特性、対象とする患者集団、送達様式、個々の患者の考
慮すべき問題、などの数多くの要素に基づくものであり、本願明細書において提供される
情報に基づいて、当業者が容易に決定することができる。
【００５２】
　「多官能性」とは、高分子内に含まれる３つ以上の官能基を有する高分子のことであり
、官能基は同一か、または異なるものであってよい。多官能性高分子試薬は、一般に、３
乃至１００の官能基、３乃至５０の官能基、３乃至２５の官能基、３乃至１５の官能基、
または３乃至１０の官能基を含むか、あるいは高分子骨格内に３、４、５、６、７、８、
９、または１０の官能基を含む。
【００５３】
　本願明細書で使用される場合、「第ＩＸ因子部分」という用語は、第ＩＸ因子活性を有
する部分のことである。第ＩＸ因子部分はまた、高分子試薬との反応に好適な、少なくと
も１つの求電子基または求核基も有する。一般に、必ずではないが、第ＩＸ因子部分はタ
ンパク質である。さらに、「第ＩＸ因子部分」という用語は、抱合前の第ＩＸ因子部分お
よび抱合後の第ＩＸ因子部分の残留物の両方を包含する。以下に詳述するように、当業者
は、所定の部分が第ＩＸ因子活性を有するかどうかを決定することができる。配列番号：
１に対応するアミノ酸配列を含むタンパク質は、第ＩＸ因子部分およびその生物学的特性
が第ＩＸ因子の活性をもたらす、任意のタンパク質またはポリペプチドである。本願明細
書で使用される場合、「第ＩＸ因子部分」という用語は、例えば部位特異的突然変異生成
によって、または偶然に突然変異を介して、意図的に改変されたタンパク質を含む。「第
ＩＸ因子部分」という用語はまた、１つ乃至６つの更なるグリコシル化部位を有する誘導
体、更なるアミノ酸が少なくとも１つのグリコシル化部位を含む、タンパク質のカルボキ
シ末端部で少なくとも１つの更なるアミノ酸を有する誘導体、および少なくとも１つのグ
リコシル化部位を含むアミノ酸配列を有する誘導体も含む。
【００５４】
　「実質的に相同」という用語は、例えば変異配列などの特定の対象配列が、１つ以上の
置換、欠損、または付加によって参照配列とは異なり、その正味の影響が、参照配列と対
象配列との間の不都合な機能的相違点をもたらさないことを示す。本発明の目的を達成す
るために、９５％を超える相同性、同等の生物学的特性（潜在的に異なる活性の程度）、
および同等の発現特性を有する配列は、実質的に相同であるとみなす。相同性を決定する
ために、成熟配列の切断は無視されるべきである。より少ない程度の相同性、相当する生
物活性、および同等の発現特性を有する配列は、実質的に同等であるとみなす。本願明細
書に使用する典型的な第ＩＸ因子部分には、配列番号：１に実質的に相同な配列を有する
タンパク質が挙げられる。
【００５５】
　「フラグメント」という用語は、ある程度の第ＩＸ因子活性を保持する、一部の第ＩＸ
因子部分のアミノ酸配列を有する、任意のタンパク質またはポリペプチドのことである。
フラグメントは、第ＩＸ因子のタンパク質のタンパク質分解によって生成されるか、また
は従来技術の方法のルーチンによる化学合成によって生成されるタンパク質またはポリペ
プチドを含む。特定のフラグメントが、第ＩＸ因子の生物学的活性を有するかどうかの決
定は、１つ以上の哺乳類の種に関するこのような目的に用いられる、従来の公知の試験に
よって行うことができる。このような生物学的活性を実証するために用いることができる
適切な試験を、本願明細書に記述する。
【００５６】
　第ＩＸ因子の「欠損変異体」は、第ＩＸ因子部分の１つのアミノ酸残基が欠損したペプ
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チドまたはタンパク質であり、欠損したアミノ酸残基に前後するアミノ酸残基は、アミド
結合によって結合する（欠損したアミノ酸残基が、ペプチドまたはタンパク質の終端上に
位置した場合を除く）。欠損変異体は、アミノ酸残基が１つだけ欠損した場合、および２
つのアミノ酸が欠損した場合、３つのアミノ酸が欠損した場合、および４つのアミノ酸が
欠損した場合、などを含む。しかし、各欠損変異体は、ある程度の第ＩＸ因子活性を保持
しなければならない。
【００５７】
　第ＩＸ因子部分の「置換変異体」は、第ＩＸ因子部分の１つのアミノ酸残基が欠損して
、異なるアミノ酸残基が置き換わった、ペプチドまたはタンパク質である。置換変異体は
、アミノ酸残基が１つだけ置換された場合、および２つのアミノ酸が置換された場合、３
つのアミノ酸が置換された場合、および４つのアミノ酸が置換された場合、などを含む。
しかし、各置換変異体は、ある程度の第ＩＸ因子活性を有さなければならない。
【００５８】
　第ＩＸ因子部分の「付加変異体」は、アミノ酸配列に第ＩＸ因子部分の１つのアミノ酸
残基が添加されたペプチドまたはタンパク質であり、隣接したアミノ酸残基は、アミド結
合を通じて、添加されたアミノ酸残基に付着する（添加されたアミノ酸残基が、ペプチド
またはタンパク質の終端上に位置し、アミド結合の１つだけが添加されたアミノ酸残基を
付着する場合を除く）。付加変異体は、アミノ酸残基が１つだけ添加された場合、および
２つのアミノ酸が添加された場合、３つのアミノ酸が添加された場合、および４つのアミ
ノ酸が添加された場合、などを含む。しかし、各付加変異体は、ある程度の第ＩＸ因子活
性を有さなければならない。
【００５９】
　「患者」という用語は、活性剤（例、抱合体）の投与によって予防または治療すること
ができる症状に、罹患したまたはその傾向のある生物のことであり、人間および動物の両
方を含む。
【００６０】
　「任意の」または「任意に」とは、記述が、状況が生じた場合、および生じなかった場
合を含むように、後述する状況が生じ得る又は生じ得ないことを意味する。
【００６１】
　「実質的に」とは（他で特定の文脈に対して特に定義されていなければ、または文脈が
別に明確に指示していない限り）、例えば、その状態の５０％を超える、５１％以上、７
５％以上、８０％以上、９０％以上、および９５％以上、のうちの１つ以上をほぼ完全に
、または完全に満たすことである。
【００６２】
　コンテキストが別に明確に指示していない限り、数値の前に「約」がある場合は、その
数値は、所定の数値の±１０％を示すものであると理解される。
【００６３】
　ペプチド内のアミノ酸残基は、次のように省略される：
　フェニルアラニンは、ＰｈｅまたはＦ；ロイシンは、ＬｅｕまたはＬ；イソロイシンは
、ＩｌｅまたはＩ；メチオニンは、ＭｅｔまたはＭ；バリンは、ＶａｌまたはＶ；セリン
は、ＳｅｒまたはＳ；プロリンは、ＰｒｏまたはＰ；スレオニンは、ＴｈｒまたはＴ；ア
ラニンは、ＡｌａまたはＡ；チロシンは、ＴｙｒまたはＹ；ヒスチジンは、Ｈｉｓまたは
Ｈ；グルタミン（Ｇｌｕｔａｒｎｉｎｅ）は、ＧｌｎまたはＱ；アスパラギンは、Ａｓｎ
またはＮ；リシンは、ＬｙｓまたはＫ；アスパラギン酸は、ＡｓｐまたはＤ；グルタミン
酸は、ＧｌｕまたはＥ；システインは、ＣｙｓまたはＣ；トリプトファンは、Ｔｒｐまた
はＷ；アルギニンは、ＡｒｇまたはＲ；グリシンは、ＧｌｙまたはＧ。
【００６４】
　本発明の１つ以上の実施態様を参照すると、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペ
ーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含む抱合体を提供する
。本発明の抱合体は、以下の特徴のうちの１つ以上を有する。
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【００６５】
　第ＩＸ因子部分
【００６６】
　上述のように、「第ＩＸ因子部分」という用語は、抱合前の第ＩＸ因子部分、および水
溶性高分子への付着後の第ＩＸ因子部分を含むものとする。しかし、第ＩＸ因子部分が非
ペプチド性の水溶性高分子に付着する場合、第ＩＸ因子部分は、高分子（または高分子に
付着したスペーサ部分）への結合に関連する１つ以上の共有結合の存在により、わずかに
変更されると理解される。しばしば、別の分子に付着した第ＩＸ因子部分の、このわずか
に変更された形態を、第ＩＸ因子部分の「残留物」と称する。
【００６７】
　第ＩＸ因子部分は、非組み換え方法または組み替え方法から誘導することができ、本発
明はこの点に関しては制限されない。さらに、第ＩＸ因子部分は、ヒトのソースから、ま
たは動物のソースから誘導することができる。
【００６８】
　第ＩＸ因子部分は、非組み換え的に誘導することができる。例えば、第ＩＸ因子部分は
、血液由来ソースから得ることができる。特に、第ＩＸ因子は、当業者に公知の沈殿およ
び遠心分離技術を使用して、ヒト血漿から分画することができる。Ｗｉｃｋｅｒｈａｕｓ
ｅｒ（１９７６）のＴｒａｎｓｆｕｓｉｏｎ　１６（４）：３４５～３５０、およびＳｌ
ｉｃｈｔｅｒ他（１９７６）のＴｒａｎｓｆｕｓｉｏｎ　１６（６）：６１６～６２６を
参照のこと。第ＩＸ因子はまた、ヒト顆粒球から分離することもできる。Ｓｚｍｉｔｋｏ
ｓｋｉ他（１９７７）のＨａｅｍａｔｏｌｏｇｉａ（Ｂｕｄａｐ．）１１（１－２）：１
７７～１８７を参照のこと。
【００６９】
　第ＩＸ因子部分は、組み換え方法から誘導することができる。例えば、第ＩＸ因子部分
である天然の第ＩＸ因子をコードするｃＤＮＡは、分離、特徴づけ、および発現ベクター
にクローニングされている。Ｃｈｏｏ他（１９８２）の「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎ
ｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｅｎｅ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ａｎｔｉ－ｈｅｍｏｐｈｉｌｉ
ｃ　Ｆａｃｔｏｒ　ＩＸ」、Ｎａｕｒｅ、Ｖｏｌ．２９９：１７８～１８０、およびＫｕ
ｒａｕｃｈｉ他（１９８２）の「Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｃＤＮＡ　Ｃｏｄｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｆａｃｔｏｒ　
ＩＸ」、Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　Ｕ．Ｓ．Ａ、Ｖｏｌ．７９：
６４６１～６５を参照のこと。
【００７０】
　天然の第ＩＸ因子は、発現すると約５５，０００のダルトンの一本鎖の糖タンパク質と
なる。それは構造的に、Ｇｌａまたはγカルボキシグルタミン酸が豊富なドメイン、ＥＧ
Ｆ様の領域、活性化ペプチド、および活性部位、の４つのドメインを有するとみなすこと
ができる。発現アミノ酸配列は、配列番号：１に提供される。特に注記されていなければ
、本願明細書において提供されるアミノ酸残基の数値の場所の全ての割り当ては、配列番
号：１に基づくものである。
【００７１】
　第ＩＸ因子部分に使用される典型的な組み換え方法は、（天然の第ＩＸ因子であっても
、第ＩＸ因子活性を有する異なるタンパク質であっても）、簡潔に述べることができる。
このような方法は、所望のポリペプチドまたはフラグメントをコードする核酸の構築、核
酸の発現ベクターへのクローニング、宿主細胞（例えば、植物、Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ
）のような細菌類、サッカロマイセス・セルビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅ
ｒｅｖｉｓｉａｅ）のような酵母、またはチャイニーズハムスター卵巣細胞またはベイビ
ーハムスター腎臓細胞のような哺乳類の細胞）の形質転換、および所望のポリペプチドま
たはフラグメントを産生するための核酸の発現を伴う。発現は、外因性発現（宿主細胞が
自然に所望の遺伝子コードを含む場合）によって、または内因性発現によって生じさせる
ことができる。インビトロ並びに原核生物および真核生物の宿主細胞におけるの組み換え
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ポリペプチドの産生および発現のための方法は、当業者には公知である。米国特許第４，
８６８，１２２号を参照のこと。
【００７２】
　組み換えポリペプチドの同定および精製を容易にするために、エピトープ標識または他
の親和性結合配列をコードする核酸配列は、コード配列を用いて挿入またはフレーム単位
で追加することができ、それによって、所望のポリペプチドおよび結合に適したポリペプ
チドを含む融合タンパク質を産生する。融合タンパク質は、融合タンパク質内のエピトー
プ標識または他の結合配列に対象とする結合部分（例、抗体）を有するアフィニティカラ
ムに、融合タンパク質を含む混合物を最初に流し、それによってカラム内に融合タンパク
質を結合させることにより、同定および精製することができる。その後、結合した融合タ
ンパク質を解放するために、適切な溶液（例、酸）でカラムを洗浄することによって、融
合タンパク質を回収することができる。組み換えポリペプチドも、宿主細胞を溶解させて
、例えばサイズ排除クロマトグラフィによってポリペプチドを分離して、ポリペプチドを
収集することによって、同定および精製することができる。組み換えポリペプチドを同定
および精製するためのこれらの方法および他の方法は、当業者には公知である。しかし、
本発明の１つ以上の実施態様では、第ＩＸ因子部分が融合タンパク質の形態でないことが
好ましい。
【００７３】
　第ＩＸ因子活性を有するタンパク質を発現させるために使用される系に依存して、第Ｉ
Ｘ因子部分を非グリコシル化またはグリコシル化することができ、そのいずれも使用する
ことが可能である。すなわち、第ＩＸ因子部分を非グリコシル化することも、第ＩＸ因子
部分をグリコシル化することもできる。本発明の１つ以上の実施態様では、第ＩＸ因子部
分がグリコシル化されることが好ましい。
【００７４】
　第ＩＸ因子活性を有する部分は、アミノ酸内の原子に高分子を容易に付着させるために
、例えば、リシン、システイン、および／またはアルギニンのような、１つ以上のアミノ
酸残基を含むように、好都合に改変することができる。さらに、第ＩＸ因子部分は、非天
然に生じるアミノ酸残基を含むように、改変することができる。アミノ酸残基を添加し、
非天然にアミノ酸残基を生じさせるための技術は、当業者に公知である。Ｊ．Ｍａｒｃｈ
、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈe ｍｉｓｔｒｙ：Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　
ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ、４ｔｈ　Ｅｄ．（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔ
ｅｒｓｃｉｅｎｃｅ、１９９２）を参照した。
【００７５】
　さらに、第ＩＸ因子部分は、（官能基を含むアミノ酸残基の付加によるもの以外の）官
能基の付着を含むように、好都合に改変することができる。例えば、第ＩＸ因子部分は、
チオール基を含むように、改変することができる。さらに、第ＩＸ因子部分は、Ｎ末端の
α炭素を含むように、改変することができる。さらに、第ＩＸ因子部分は、１つ以上の炭
水化物部分を含むように、改変することができる。アミノキシ、アルデヒド、または他の
官能基を含むように改変された第ＩＸ因子部分を使用することもできる。
【００７６】
　第ＩＸ因子部分には、これに限定されないが、第ＩＸ因子、第ＩＸａ因子、第ＩＸ因子
の切断バージョン、ハイブリッドタンパク質、および第ＩＸ因子活性を有するペプチド模
倣剤が挙げられる。生物活性フラグメント、欠損変異体、置換変異体、または少なくとも
ある程度の第ＩＸ因子活性を保持する上述のうちのいずれかの付加変異体も、第ＩＸ因子
部分としての機能を果たすことができる。
【００７７】
　任意の所定の部分に対して、その部分が第ＩＸ因子活性を有するかどうかを決定するこ
とが可能である。例えば、複数の動物の系統は、このような系統から作り出された動物が
、非常に低く不十分なレベルの第ＩＸ因子を有するように、血友病に対する遺伝変種によ
って意図的に繁殖される。このような系統は、これに限定されないが、Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
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　ｏｆ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｄ
ｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａｌｔｈ、Ａｌｂａｎｙ、ＮＹ、および
Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｐａｔｈｏｒｏｇｙ、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｎｏ
ｒｔｈ　Ｃａｒｏｌｉｎａ、Ｃｈａｐｅｌ　Ｈｉｌｌ、ＮＣ、のような様々なソースから
利用可能である。これらのソースのどちらも、例えばイヌ血友病Ｂを罹患しているイヌを
提供する。このような任意の所定の第ＩＸ因子活性を試験するために、小さな切り傷を与
えた、罹患動物にその部分を注射し、出血時間を健常対照群と比較する。第ＩＸ因子活性
の決定に有用な別の方法では、共同因子、および、凝血促進活性を決定する。Ｍｅｒｔｅ
ｎｓ他（１９９３）Ｂｒｉｔ．Ｊ．Ｈａｅｍａｔｏｌ．　８５：１３３～４２を参照のこ
と。所定の部分が第ＩＸ因子活性を有するかどうかを決定するために、当業者に公知の他
の方法を使用することもできる。このような方法は、提案された第ＩＸ因子部分および対
応する高分子－第ＩＸ因子部分抱合体の両方の第ＩＸ因子活性の決定に有用である。
【００７８】
　水溶性高分子
【００７９】
　上述のように、各抱合体は、水溶性高分子に付着した第ＩＸ因子部分を含む。水溶性高
分子に関して、水溶性高分子は、非ペプチド性、非中毒性であり、非天然に生じ、生体適
合性がある。生体適合性に関して、ある物質を単独で、または生体組織に関連して（例、
患者への投与）、別の物質（例、第ＩＸ因子部分のような活性剤）との使用に関連する有
益な効果が、臨床医（例、医師）によって任意の悪影響を上回ると評価された場合、その
物質は生体適合性があるとみなされる。非免疫原性に関して、生体内でのある物質の使用
で不要な免疫反応（例えば抗体の形成）を生じない場合は、その物質は非免疫原性がある
とみなされるか、または免疫反応が生じた場合、このような反応は臨床医によって臨床上
有意または重要とみなされない。水溶性高分子は、生体適合性および非免疫原性があるこ
とが特に好ましい。
【００８０】
　さらに、高分子は、一般に２乃至約３００の終端を有するものと特徴付けられる。この
ような高分子の例には、これに限定されないが、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ポ
リ（プロピレングリコール）（「ＰＰＧ」）、エチレングリコールの共重合体、およびプ
ロピレングリコールなどのようなポリ（アルキレングリコール）、ポリ（オキシエチル化
ポリオール）、ポリ（オレフィンアルコール）、ポリ（ビニルピロリドン）、ポリ（ヒド
ロキシアルキルメタクリルアミド）、ポリ（サッカライド）、ポリ（α－ヒドロキシ酸）
、ポリ（ビニルアルコール）、ポリホスファゼン、ポリオキサゾリン、ポリ（Ｎ－アクリ
ロイルモルホリン）、およびこれらを組み合わせたものが挙げられる。
【００８１】
　高分子は、特定の構造に限定されるものでなく、線形（例、アルコキシＰＥＧまたは二
官能性ＰＥＧ）、または分岐状、叉状、多腕状（例、ポリオールコアに付着させたＰＥＧ
）、および樹枝状のような非線形とすることができる。さらに、高分子の内部構造は、複
数の異なるパターンで構成することができ、ホモ重合体、交互共重合体、ランダム共重合
体、ブロック共重合体、交互３種共重合体、ランダム３種共重合体、およびブロック３種
共重合体から成る群から選択することができる。
【００８２】
　一般に、活性化ＰＥＧおよび他の活性化水溶性高分子（すなわち高分子試薬）は、第Ｉ
Ｘ因子部分上の所望の部位への結合に適切な、好適な活性化基によって活性化される。し
たがって、高分子試薬は、第ＩＸ因子部分との反応のための反応基を備える。活性部分に
これらの高分子を抱合するための、代表的な高分子試薬および方法は公知技術であり、Ｐ
ｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇｌｙｃｏｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｃａ
ｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ、Ｊ．Ｍ．Ｈａｒｒｉｓ
、Ｐｌｅｎｕｓ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９２）のＺａｌｉｐｓｋｙ，Ｓ．
他の「Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　Ｐｏｌｙ（Ｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｇ
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ｌｙｃｏｌｓ）　ｆｏｒ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅｓ
」、およびＺａｌｉｐｓｋｙ（１９９５）のＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｒｅｖｉｅｗ
ｓ　１６：１５７～１８２に詳述されている。
【００８３】
　一般に、抱合体中の水溶性高分子の重量平均分子量は、約１００ダルトン乃至約１５０
，０００ダルトンである。しかし、重量平均分子量の範囲の例には、５，０００ダルトン
乃至約１００，０００ダルトンの範囲、約６，０００ダルトン乃至約９０，０００ダルト
ンの範囲、約１０，０００ダルトン乃至約８５，０００ダルトンの範囲、１０，０００ダ
ルトン乃至約８５，０００ダルトンの範囲、約２０，０００ダルトン乃至約８５，０００
ダルトンの範囲、約５３，０００ダルトン乃至約８５，０００ダルトンの範囲、約２５，
０００ダルトン乃至約１２０，０００ダルトンの範囲、約２９，０００ダルトン乃至約１
２０，０００ダルトンの範囲、約３５，０００ダルトン乃至約１２０，０００ダルトンの
範囲、および約４０，０００ダルトン乃至約１２０，０００ダルトンの範囲、が挙げられ
る。任意の所定の水溶性高分子に対して、これらの範囲の１つ以上の分子量を有するＰＥ
Ｇが好ましい。
【００８４】
　水溶性高分子の典型的な重量平均分子量には、約１００ダルトン、約２００ダルトン、
約３００ダルトン、約４００ダルトン、約５００ダルトン、約６００ダルトン、約７００
ダルトン、約７５０ダルトン、約８００ダルトン、約９００ダルトン、約１，０００ダル
トン、約１，５００ダルトン、約２，０００ダルトン、約２，２００ダルトン、約２，５
００ダルトン、約３，０００ダルトン、約４，０００ダルトン、約４，４００ダルトン、
約４，５００ダルトン、約５，０００ダルトン、約５，５００ダルトン、約６，０００ダ
ルトン、約７，０００ダルトン、約７，５００ダルトン、約８，０００ダルトン、約９，
０００ダルトン、約１０，０００ダルトン、約１１，０００ダルトン、約１２，０００ダ
ルトン、約１３，０００ダルトン、約１４，０００ダルトン、約１５，０００ダルトン、
約２０，０００ダルトン、約２２，５００ダルトン、約２５，０００ダルトン、約３０，
０００ダルトン、約３５，０００ダルトン、約４０，０００ダルトン、約４５，０００ダ
ルトン、約５０，０００ダルトン、約５５，０００ダルトン、約６０，０００ダルトン、
約６５，０００ダルトン、約７０，０００ダルトン、および、約７５，０００ダルトン、
が挙げられる。上述のいずれかの総分子量を有する、水溶性高分子の分岐バージョン（例
えば、２つの２０，０００ダルトンの高分子を含む、分岐した４０，０００ダルトンの水
溶性高分子）を使用することもできる。１つ以上の実施態様では、抱合体は、直接的また
は間接的に、約６，０００ダルトン未満の重量平均分子量を有するＰＥＧと結合した任意
のＰＥＧ部分を有さない。
【００８５】
　高分子として使用される場合、ＰＥＧは一般に、複数の（ＯＣＨ2ＣＨ2）単量体（また
は（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）単量体、そのＰＥＧがどのように定義されるかに依存して）を含む。
本記述を通じて使用される場合、繰り返し単位の数は、「（ＯＣＨ2ＣＨ2）n」の下付き
数字の「ｎ」によって同定される。したがって、一般に（ｎ）の値は、以下の１つ以上の
範囲に含まれる。２乃至約３４００、約１００乃至約２３００、約１００乃至約２２７０
、約１３６乃至約２０５０、約２２５乃至約１９３０、約４５０乃至約１９３０、約１２
００乃至約１９３０、約５６８乃至約２７２７、約６６０乃至約２７３０、約７９５乃至
約２７３０、約７９５乃至約２７３０、約９０９乃至約２７３０、および約１，２００乃
至約１，９００。分子量が公知である任意の所定の高分子に対して、高分子の総重量平均
分子量を繰り返しモノマーの分子量で割ることによって、繰り返し単位の数（すなわち「
ｎ」）を決定することが可能である。
【００８６】
　水溶性高分子の分子量に関して、本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１
つ以上の原子を含むスペーサ部分を介して、水溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分
を含む抱合体であって、前記水溶性高分子の分子量が、５，０００ダルトンより多く、約
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【００８７】
　水酸基を使用することもできるが、本発明で使用される１つの特に好適な高分子は、エ
ンドキャップされた高分子、すなわち、低級Ｃ1-6アルコキシ基のような比較的不活性な
基でキャップされた少なくとも１つの終端を有する高分子である。例えば、高分子がＰＥ
Ｇである場合、線状のＰＥＧであるメトキシ－ＰＥＧ（一般に、ｍＰＥＧと称される）を
使用することが好ましく、高分子の１つの終端はメトキシ基（－ＯＣＨ3）を有するが、
他の終端はヒドロキシルまたは任意に化学的に改変できる官能基である。
【００８８】
　本発明において有用な１つの形態において、遊離または非結合ＰＥＧは、水酸基により
各末端が終端した線状の高分子である：
【化２】

　｛ここで、（ｎ）は一般にゼロ乃至約４，０００の範囲である｝。
【００８９】
　上述の高分子、α－、ω－ジヒドロキシポリ（エチレングリコール）は、簡単にＨＯ－
ＰＥＧ－ＯＨで表すことができ、記号－ＰＥＧ－は、以下の構造単位を表すことができる
と理解される：

【化３】

　｛ここで、（ｎ）は上述の通りである｝。
【００９０】
　本発明において有用なＰＥＧの別のタイプは、メトキシ－ＰＥＧ－ＯＨまたは簡単にｍ
ＰＥＧであり、その１つの終端は比較的不活性なメトキシ基であるが、他の終端は水酸基
である。ｍＰＥＧの構造は、下記で与えられる：
【化４】

　｛ここで、（ｎ）は上述の通りである｝。
【００９１】
　米国特許第５，９３２，４６２号に開示されているような、多腕状または分岐状ＰＥＧ
分子は、ＰＥＧ高分子としても使用することができる。例えば、ＰＥＧは、以下の構造を
有することができる：
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　｛ここで、
　ｐｏｌｙaおよびｐｏｌｙbは、メトキシポリ（エチレングリコール）のような、（同一
の、または異なる）ＰＥＧ骨格である；
　Ｒ”は、Ｈ、メチル、またはＰＥＧ骨格のような非反応性部分である：且つ
　ＰおよびＱは、非反応性結合である｝。１つ以上の実施態様では、分岐ＰＥＧ高分子は
、メトキシポリ（エチレングリコール）二置換リシンである。使用される特定の第ＩＸ因
子に依存して、二置換リシンの反応性エステル官能基は、第ＩＸ因子部分内のターゲット
グループとの反応に好適な官能基を形成するように、さらに改変することが可能である。
【００９２】
　さらに、ＰＥＧは、叉状ＰＥＧを含むことができる。叉状ＰＥＧの一例は、以下の構造
によって表される：
【化６】

　｛ここで、Ｘは１つ以上の原子のスペーサ部分であり、Ｚは定義された長さの原子の鎖
によってＣＨに結合した活性化末端基である｝。国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ９９／０５
３３３号は、本発明の１つ以上の実施態様で使用することができる、種々の叉状ＰＥＧ構
造を開示している。分岐炭素原子にＺ官能基を結合する原子の鎖は、テザリング基として
の機能を果たし、例えば、アルキル鎖、エーテル鎖、エステル鎖、アミド鎖、およびそれ
らを組み合わせたものを含むことが可能である。
【００９３】
　ＰＥＧ高分子は、ＰＥＧ鎖の端部においてではなく、ＰＥＧに沿って共有結合した、カ
ルボキシルのような反応基を有するペンダントＰＥＧ分子を含むことが可能である。アル
キレン基のような、ペンダント反応基は、直接的にまたはスペーサ部分を介して、ＰＥＧ
に付着させることができる。
【００９４】
　上述のＰＥＧの形態に加えて、高分子はまた、上述の高分子のいずれかを含む、高分子
内の１つ以上の弱い、または分解可能な結合（加水分解的に分解可能な結合など）によっ
て調製することもできる。例えば、ＰＥＧは、加水分解を受ける高分子内のエステル結合
によって調製することができる。以下に示すように、この加水分解は、より低い分子量の
フラグメントへの高分子の開裂をもたらす：
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【化７】

【００９５】
　ポリマー骨格内の分解可能な結合として有用な、他の加水分解的に分解可能な結合は、
以下を含む。炭酸塩結合；例えば、アミンおよびアルデヒドの反応によって得られるイミ
ン結合（Ｏｕｃｈｉ他（１９７７）Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｅｐｒｉｎｔｓ　３８（１）：
５８２～３を参照のこと）；例えば、リン酸基とアルコールの反応によって形成されるリ
ン酸塩エステル結合；一般にヒドラジドおよびアルデヒドの反応によって形成されるヒド
ラゾン結合；一般にアルデヒドおよびアルコールの反応によって形成されるアセタール結
合；例えば、ギ酸塩およびアルコールの反応によって形成されるオルトエステル結合；例
えばＰＥＧのような高分子の末端において、アミン基および別のＰＥＧ鎖のカルボキシル
基によって形成されるアミド結合；例えば末端イソシアン酸塩基を有するＰＥＧおよびＰ
ＥＧアルコールの反応によって形成されるウレタン結合；例えばＰＥＧのような高分子の
末端において、アミン基およびペプチドのカルボキシル基によって形成されるペプチド結
合；例えば高分子の末端において、例えば、ホスホラミダイト基およびオリゴヌクレオチ
ドの５’水酸基によって形成されるオリゴヌクレオチド結合。
【００９６】
　高分子抱合体のこのような任意の特徴、すなわち高分子鎖への１つ以上の分解可能な結
合の導入は、投与時に、抱合体の最終的に所望する薬理学的特性に更なる制御を提供する
ことが可能である。例えば、大きくて比較的不活性な抱合体（例、第ＩＸ因子部分に付着
した１つ以上の高分子量のＰＥＧ鎖、例えば、約１０，０００を超える分子量を有する１
つ以上のＰＥＧ鎖を有し、抱合体は基本的に生物活性を持たない）を投与することが可能
であり、それは元のＰＥＧ鎖の一部を持つ生理活性抱合体を生成するように加水分解され
る。このように、抱合体の特性は、経時的に抱合体の生物活性の平衡を保たせるために、
より効果的に調製することができる。
【００９７】
　当業者は、実質的に水溶性の高分子セグメントに関わる上述の説明は、決して網羅的で
なく、単に例証を示すだけであり、上述の特性を有する全ての高分子物質を考慮したもの
であると認識するだろう。本願明細書で使用される場合、「高分子試薬」という用語は、
概して分子全体のことであり、水溶性高分子セグメントおよび官能基を含むことができる
。
【００９８】
　抱合体
【００９９】
　上述のように、本発明の抱合体は、（直接的にまたはスペーサ部分を介して）第ＩＸ因
子部分に共有結合した水溶性高分子を含む。一般に、任意の所定の抱合体に対して、第Ｉ
Ｘ因子部分に共有結合した１つ乃至４つの水溶性高分子が存在する（各水溶性高分子に対
して、水溶性高分子は、直接的にまたはスペーサ部分を介して、第ＩＸ因子部分に付着さ
せることができる）。しかし、場合によっては、抱合体は、第ＩＸ因子部分に共有結合し
た１、２、３、４、５、６、７、８つ以上の水溶性高分子を有することが可能である。さ
らに、抱合体は、第ＩＸ因子部分に共有結合した８つを超えない水溶性高分子、第ＩＸ因
子部分に共有結合した７つを超えない水溶性高分子、第ＩＸ因子部分に共有結合した６つ
を超えない水溶性高分子、第ＩＸ因子部分に共有結合した５つを超えない水溶性高分子、
第ＩＸ因子部分に共有結合した４つを超えない水溶性高分子、第ＩＸ因子部分に共有結合
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した３つを超えない水溶性高分子、および第ＩＸ因子部分に共有結合した２つを超えない
水溶性高分子、を含むことが可能である。
【０１００】
　第ＩＸ因子部分と高分子（または高分子に付着したスペーサ部分）との特定の結合は、
複数の因子に基づくものである。このような因子には、例えば、化学的に用いられる特定
の結合、特定の第ＩＸ因子部分、第ＩＸ因子部分内の利用可能な官能基（高分子への付着
、または好適な付着部位への変換に対して）、第ＩＸ因子部分内に更なる反応性官能基が
存在する可能性、などが挙げられる。
【０１０１】
　本発明の１つ以上の実施態様では、第ＩＸ因子部分と高分子（または高分子に付着した
スペーサ部分）との結合は、アミド、ウレタン（別名カルバメート）、アミン、チオエー
テル（別名硫化物）または尿素（別名カルバミド）のような、加水分解的に安定した結合
である。１つ以上の実施態様では、トリアジン、アセチル、ヒドラジン、ジアゾニウム、
または第ＩＸ因子部分を有するスクシンイミジルエステル官能基を有する、高分子試薬の
反応によって結合は生じない。ある場合では、その結合がカルバメート結合でもカルバミ
ド結合でもないことが好ましく、さらに、第ＩＸ因子部分に対して、イソシアン酸塩また
はイソチオシアン酸塩種を持つ高分子誘導体の反応に基づいて、いかなる結合も形成され
ないことが好ましい。また、好適な加水分解的に安定な結合は、アミドである。アミドは
、第ＩＸ因子部分内に含まれるカルボキシル基（例えば、第ＩＸ因子活性を有するペプチ
ド部分の末端カルボキシル）の、アミノ末端高分子との反応によって容易に調製すること
ができる。
【０１０２】
　本発明の１つ以上の実施態様では、第ＩＸ因子部分と高分子（または高分子に付着した
スペーサ部分）の結合は、分解可能な結合である。このように、水溶性高分子（および任
意のスペーサ部分）の結合は、「開裂可能」である。すなわち、水溶性高分子（および任
意のスペーサ部分）は、（加水分解、酵素のプロセス、または別の方法を介して）開裂し
、それによって天然または非抱合の第ＩＸ因子部分が得られる。開裂可能な結合は、水溶
性高分子（および任意のスペーサ部分）の任意のフラグメントを残さずに、生体内の第Ｉ
Ｘ因子部分から分離する高分子（および任意のスペーサ部分）をもたらすことが好ましい
。典型的な分解可能な結合には、炭酸塩、カルボン酸エステル、リン酸塩エステル、チオ
ールエステル、無水物、アセタール、ケタール、アシルオキシアルキルエーテル、イミン
、およびオルトエステルが挙げられる。このような結合は、従来技術において一般的に用
いられる結合方法を使用して、第ＩＸ因子部分（例、タンパク質のカルボキシル基Ｃ末端
、またはタンパク質内に含まれるセリンまたはスレオニンのようなアミノ酸の側鎖水酸基
）、および／または高分子試薬の適切な改変によって容易に調製することができる。しか
し、適切に活性化した高分子と、第ＩＸ因子活性を有する部分内に含まれる非改変の官能
基との反応によって、容易に形成される加水分解性の結合が最も好ましい。
【０１０３】
　結合に関して、本発明の１つ以上の実施態様では、直接的にまたは１つ以上の原子を含
むスペーサ部分を介して、水溶性高分子にアミノ酸残基において共有結合した第ＩＸ因子
部分を含む抱合体であって、前記アミノ酸残基は、直接的にまたは前記スペーサ部分を介
して、ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｈ
）－、－Ｎ（Ｈ）－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－Ｃ
Ｈ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、ジアゾ、またはトリアジン結合により結合していない抱合
体を提供する。
【０１０４】
　抱合体（非抱合の第ＩＸ因子部分に対して）は、測定可能な程度の第ＩＸ因子活性を有
し得るか又は有し得ない。すなわち、本発明による抱合体は、０％乃至１００％又はそれ
以上の未改変の親第ＩＸ因子部分の生物活性をどこかに持っている。好ましくは、ほとん
どまたは全く第ＩＸ因子活性を持っていない化合物は、一般に、抱合体中の活性の欠損に
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関係なく、活性親分子（または第ＩＸ因子活性を有するその誘導体）が、水性誘導性の結
合の開裂時に開放されるように、その部分に高分子を接続する加水分解性の結合を含む。
このような活性は、用いられる第ＩＸ因子活性を有する特定の部分の公知の活性に応じて
、好適な生体内または生体外モデルを使用して決定することが可能である。
【０１０５】
　各水溶性高分子部分の開裂は、ウレタン、アミド、炭酸塩、またはエステル含有の結合
のような、生理学的に開裂可能な、および／または酵素的に分解可能な結合の使用を介し
て容易にされることが最も好ましい。このように、（個々の水溶性高分子の開裂による）
抱合体のクリアランス（ｃｌｅａｒａｎｃｅ）は、所望のクリアランス特性を提供する、
高分子の分子サイズおよび官能基のタイプを選択することによって、調製することができ
る。当業者は、高分子の適切な分子サイズ、および開裂可能な官能基を決定することがで
きる。例えば、当業者は、決まりきった試験を使用して、最初に、異なる高分子重量およ
び開裂可能な官能基を有する様々な高分子－第ＩＸ因子抱合体を調製し、次いで、その抱
合体を患者に投与して、定期的に血液および／または尿のサンプリングを行って、各抱合
体に対するクリアランスプロファイルを得ることによって、適切な分子サイズおよび開裂
可能な官能基を決定することができる。試験した抱合体のそれぞれに対する一連のクリア
ランスプロファイルが得られれば、所望のクリアランスを有する抱合体を識別することが
できる。
【０１０６】
　第ＩＸ因子部分を高分子に結合させる加水分解的に安定な結合を持つ抱合体に対して、
抱合体は、一般に、測定可能な程度の第ＩＸ因子活性を持つ。例えば、このような抱合体
は、非抱合の第ＩＸ因子部分の生物活性に対する、１つ以上の以下の割合を満たす生物活
性を有するものと特徴付けられる：少なくとも約２％、少なくとも約５％、少なくとも約
１０％、少なくとも約１５％、少なくとも約２５％、少なくとも約３０％、少なくとも約
４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約８０％、少なくとも約
８５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、少なくとも約
１００％、および１０５％以上（本願明細書に示す、および／または公知技術のような、
好適なモデルにおいて測定した場合）。加水分解的に安定な結合（例、アミド結合）を有
する抱合体は、少なくともある程度の未改変の親第ＩＸ因子部分の生物活性を有すること
が好ましい。
【０１０７】
　以下、典型的な抱合体について説明する。第ＩＸ因子部分は、（少なくとも部分的に）
天然の第ＩＸ因子に類似するか、またはこれに関するアミノ酸配列を共有するものと思わ
れる。したがって、天然の第ＩＸ因子タンパク質内の特定の場所または原子を参照するが
、このような参照は、便宜上のものであり、また、第ＩＸ因子活性を有する他の部分内の
対応する場所または原子を容易に決定できる当業者に対するものである。特に、天然の第
ＩＸ因子に対して本願明細書に提供される記述は、しばしば第ＩＸａ因子、およびフラグ
メント、欠損変異体、置換変異体、または上述のうちのいずれかの付加変異体に適用可能
である。
【０１０８】
　第ＩＸ因子部分上のアミノ基は、第ＩＸ因子部分と水溶性高分子との付着場所を提供す
ることができる。天然の第ＩＸ因子は、２７のリシン残基を含み、それぞれが、抱合およ
び１つのアミノ終端に利用可能である、ε－アミノ基を有する。したがって、このような
第ＩＸ因子部分の典型的な付着場所には、位置３９、４５、５１、６８、８９、１０９、
１２７、１３７、１４６、１６８、１８９、２３４、２４７、２６０、２７４、２９３、
３１１、３３９、３４７、３６２、３８７、４３８、４４０、４４６、４５５、４５７、
および４５９のうちのいずれか１つ以上における、（リシンのアミン含有側鎖を介して）
アミノ酸での付着が挙げられる。さらに、第ＩＸ因子活性を有する任意のタンパク質のＮ
末端アミンはまた、付着の場所としての機能を果たすこともできる。
【０１０９】
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　第ＩＸ因子部分の利用可能なアミンとの共有結合の形成に有用な、好適な水溶性高分子
試薬には複数の例がある。具体的な例を、対応する抱合体とともに下記の表１に示す。表
において、変数（ｎ）は、単量体の繰り返し単位の数を表し、「－ＮＨ－Ｆ９」は、水溶
性高分子への抱合に続く第ＩＸ因子部分を表す。表１に示す各高分子部分（（ＯＣＨ2Ｃ
Ｈ2）ｎまたは（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）n）は、「ＣＨ3」基において終端するが、他の基（Ｈお
よびベンジルなど）は、そのために置換することができる。
【０１１０】
【表１】
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【表２】
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【表３】
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【表４】
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【表５】
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【表６】
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【表７】

【０１１１】
　第ＩＸ因子部分のアミン基への高分子試薬の抱合は、様々な技術によって達成すること
ができる。１つの手法では、第ＩＸ因子部分は、スクシンイミジル誘導体（または、他の
活性化エステル基であり、スクシンイミジル誘導体に対して記述された手法に類似する手
法を、他の活性化エステル基含有の高分子試薬に使用するができる）によって官能化され
る高分子試薬に抱合することができる。この手法では、異なる反応条件（例えば、６乃至
７のような低いｐＨ、または異なる温度、および／または１５℃未満）は、第ＩＸ因子部
分上の異なる場所への高分子の付着をもたらすことができるが、スクシンイミジル基を持
つ高分子試薬は、７．０乃至９．０のｐＨでの水性媒体において第ＩＸ因子部分に付着す
ることができる。さらに、アミド結合は、アミン末端非ペプチド、水溶性高分子をアルデ
ヒドまたは活性化カルボン酸基を持つ第ＩＸ因子部分と反応させることによって、形成す
ることができる。
【０１１２】
　典型的な抱合体は、以下の構造を含む
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【化８】

　｛ここで、
　（ｎ）は、２乃至３４００の値を有する整数である；
　Ｘは、スペーサ部分であり、メチレン（「－ＣＨ2－」）、エチレン（「－ＣＨ2ＣＨ2

－」）、およびプロピレン（「－ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2－」）のうちの１つのであることが好
ましい；
　Ｒ1は、有機ラジカルであり、Ｈまたはメチル（「－ＣＨ3」）であることが好ましい；
且つ
　Ｆ９は、第ＩＸ因子部分である｝。
【０１１３】
　高分子試薬に第ＩＸ因子部分を抱合するための有用な別の手法の典型例には、第ＩＸ因
子部分の第１級アミンを、ケトン、アルデヒド、またはその水和型（例、ケトン水和物お
よびアルデヒド水和物）によって抱合するための、還元的アミノ化反応の使用が挙げられ
る。この手法では、第ＩＸ因子部分からの第１級アミンは、アルデヒドまたはケトン（ま
たは水和したアルデヒドまたはケトンの、対応するヒドロキシを含む基）のカルボニル基
と反応し、それによってシッフ塩基を形成する。シッフ塩基は、次に、水素化ホウ素ナト
リウムのような還元剤の使用を介して、安定した抱合体に還元的に変換することができる
。選択的な反応（例えばＮ末端で可能である）は、特に、ケトンまたはα－メチル分岐ア
ルデヒド、および／または特定の反応条件下（例、低いｐＨ）で官能化される高分子によ
って可能である。
【０１１４】
　カルボキシル基は、第ＩＸ因子部分上の付着場所としての機能を果たすことができる、
別の官能基を表す。構造的に、抱合体は以下を含んで成る
【化９】

　｛ここで、Ｆ９および隣接したカルボニル基は、カルボキシルを含む第ＩＸ因子部分に
対応し、Ｘは、スペーサ部分、好ましくはＯ、Ｎ（Ｈ）、およびＳから選択されるヘテロ
原子であり、ＰＯＬＹは、ＰＥＧのような水溶性高分子であり、任意にエンドキャップ部
分において終端する｝。
【０１１５】
　Ｃ（Ｏ）－Ｘ結合は、末端官能基を持つ高分子誘導と、カルボキシル含有の第ＩＸ因子
部分との反応によって生じる。上述のように、特定の結合は、用いられる官能基のタイプ
に依存する。高分子が末端官能基化されるか、または水酸基によって「活性化される」場
合、得られる結合は、カルボン酸エステルであり、ＸはＯとなる。ポリマー骨格がチオー
ル基によって官能化される場合、得られる結合はチオエステルであり、ＸはＳとなる。特
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定の多腕、分岐、または叉状の高分子を用いた場合、Ｃ（Ｏ）Ｘ部分、および、特にＸ部
分は、比較的により複雑になる場合があり、より長い結合構造を含む場合がある。
【０１１６】
　ヒドラジド部分を含む高分子試薬も、カルボニルでの抱合に有用である。第ＩＸ因子部
分がカルボニル部分を含まない限り、カルボニル部分は、任意のカルボン酸（例、Ｃ末端
カルボン酸）を還元することによって、および／またはグリコシル化または糖化された（
添加された糖は、カルボニル部分を有する）バージョンの第ＩＸ因子部分を提供すること
によって、導入することができる。ヒドラジド部分を含む高分子試薬の具体的な例を、対
応する抱合体とともに下記の表２に示す。さらに、活性化エステル（例、スクシンイミジ
ル基）を含む任意の高分子試薬は、活性化エステルを含む高分子試薬を、ヒドラジン（Ｎ
Ｈ2－ＮＨ2）またはｔｅｒｔ－ブチルカルバゼート（ＮＨ2ＮＨＣＯ2Ｃ（ＣＨ3）3）と反
応させることによって、ヒドラジド部分を含むように変換することができる。表において
、変数（ｎ）は、単量体の繰り返し単位の数を表し、「＝Ｃ－Ｆ９」は、高分子試薬への
抱合に続く第ＩＸ因子部分を表す。任意に、ヒドラゾン結合は、好適な還元剤を使用して
還元することができる。表１に示す各高分子部分（例、（ＯＣＨ2ＣＨ2）ｎまたは（ＣＨ

2ＣＨ2Ｏ）n）は、「ＣＨ3」基において終端するが、他の基（Ｈおよびベンジルなど）は
、そのために置換することができる。
【０１１７】
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【表９】

【０１１８】
　第ＩＸ因子部分内に含まれるチオール基は、水溶性高分子に対する付着の有効な部位と
しての機能を果たすことができる。特に、第ＩＸ因子部分がタンパク質である場合、シス
テイン残基はチオール基を提供する。このようなシステイン残基内のチオール基は、米国
特許第５，７３９，２０８号および国際特許出願公開ＷＯ　０１／６２８２７に開示され
るように、Ｎ－マレイミジル高分子または他の誘導体などの、チオール基との反応に特有
である、活性化ＰＥＧと反応させることができる。
【０１１９】
　理論によって制約する意図はないが、第ＩＸ因子内のシステイン残基の全てがジスルフ
ィド結合に関与すると考えられる。その結果、ジスルフィド結合に関与するシステイン残
基への抱合は、第ＩＸ因子の三次構造を分離させる場合があり、潜在的にその活性全体を
著しく減じる場合がある。したがって、任意の特定の第ＩＸ因子部分のチオール基の不足
が回避される限り、従来の合成技術を使用して、第ＩＸ因子部分にシステイン残基を添加
することができる。システイン残基を添加し、このような手順を第ＩＸ因子部分に適応さ
せることができる、国際特許出願公開ＷＯ　９０／１２８７４に開示されている手順を参
照のこと。さらに、従来の遺伝子工学プロセスはまた、第ＩＸ因子部分にシステイン残基
を導くために使用することもできる。
【０１２０】
　具体的な例を、対応する抱合体とともに下記の表３に示す。表において、変数（ｎ）は
、単量体の繰り返し単位の数を表し、「－Ｓ－Ｆ９」は、水溶性高分子への抱合に続く第
ＩＸ因子部分を表す。表３に示す各高分子部分（（ＯＣＨ2ＣＨ2）nまたは（ＣＨ2ＣＨ2

Ｏ）n）は、「ＣＨ3」基において終端するが、他の基（Ｈおよびベンジルなど）は、その
ために置換することができる。
【０１２１】
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【表１１】
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【表１２】

【０１２２】
　１つ以上のマレイミド官能基（マレイミドが第ＩＸ因子部分上のアミンまたはチオール
基と反応するかどうかに関係なく）を持つ、水溶性高分子から形成される抱合体に関して
、第ＩＸ因子部分の対応するマレアミン酸型はまた、水溶性高分子と反応することもでき
る。特定の条件下（例えば、ｐＨ約７乃至９、および水の存在下）で、マレイミド環が「
開いて」、対応するマレアミン酸を形成する。マレアミン酸は、次に、第ＩＸ因子部分の
アミンまたはチオール基と反応することができる。典型的なマレアミン酸ベースの反応を
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、概略的に下記に示す。ＰＯＬＹは、水溶性高分子を表し、Ｆ９は第ＩＸ因子部分を表す
。
【化１０】

【０１２３】
　本発明による代表的な抱合体は、以下の構造を有することができる。
【化１１】

　｛ここで、ＰＯＬＹは、水溶性高分子であり、Ｌは、任意のリンカーであり、Ｚは、Ｏ
、ＮＨ、およびＳから成る群から選択されるヘテロ原子であり、Ｙは、Ｃ2-10アルキル、
Ｃ2-10置換アルキル、アリール、および置換アリールから成る群から選択され、Ｆ９は、
第ＩＸ因子部分である｝。第ＩＸ因子部分と反応してこのタイプの抱合体を得ることがで
きる高分子試薬は、米国特許出願公開第２００５／００１４９０３号に開示されている。
【０１２４】
　高分子試薬に関して、本願明細書および他で開示されるものは、商業的な供給元（例、
Ｎｅｋｔａｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ、Ｈｕｎｔｓ　ｖｉｌｌｅ　ＡＬ）から購入す
ることができる。さらに、高分子試薬を調製するための方法が、文献に記述されている。
【０１２５】
　第ＩＸ因子部分と水溶性高分子との付着は、直接的（第ＩＸ因子部分と水溶性高分子と
の間に介在する原子がない）に、または非直接的（第ＩＸ因子部分と水溶性高分子との間
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に１つ以上の原子がある）に行うことができる。間接的な付着に関して、「スペーサ部分
」は、第ＩＸ因子部分と水溶性高分子とののリンクとしての機能を果たす。スペーサ部分
を構成する１つ以上の原子には、１つ以上の炭素原子、窒素原子、硫黄原子、酸素原子、
およびそれらを組み合わせたものが挙げられる。スペーサ部分は、アミド、第２級アミン
、カルバメート、チオエーテルおよび／またはジスルフィド基を含むことができる。特定
のスペーサ部分の例には、これに限定されないが、－Ｏ、－Ｓ、－Ｓ－Ｓ－、－Ｃ（Ｏ）
－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－Ｃ（
Ｓ）－、－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ
Ｈ2－ＣＨ2－、－Ｏ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｏ－
ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2－
ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｏ－、－Ｏ－ＣＨ2－
ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｏ－
ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｏ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2

－Ｏ－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｃ
（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2

－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（
Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－
ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－、－
ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－
ＮＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－
ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ
）－Ｏ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－ＣＨ2－
ＣＨ2－、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＣＨ2－
ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＮＨ
－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－Ｃ
（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－
ＣＨ2－、－Ｏ－Ｃ－（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＮＨ－ＣＨ2－、－ＮＨ－ＣＨ2

－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＮＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－ＣＨ2－、－Ｃ（Ｏ）－Ｃ
Ｈ2－、－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－
Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ
（Ｏ）－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－、－ＣＨ2－
ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－、－ＣＨ2－ＣＨ2－Ｃ
Ｈ2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ

2－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ2－ＣＨ2－、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）
－ＮＨ－［ＣＨ2］h－（ＯＣＨ2ＣＨ2）j－、二価シクロアルキル基、－Ｏ－、－Ｓ－、
アミノ酸、－Ｎ（Ｒ6）－、および上述のものを２つ以上の組み合わせたもの、から成る
群から選択されるものが挙げられ、ここで、Ｒ6は、Ｈ、またはアルキル、置換アルキル
、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル、アリール、および置換ア
リールから成る群から選択される有機ラジカルであり、（ｈ）はゼロ乃至６であり、（ｊ
）はゼロ乃至２０である。他の特定のスペーサ部分は、次の構造を有する。－Ｃ（Ｏ）－
ＮＨ（ＣＨ2）1-6－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－、－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－（ＣＨ2）1-6－ＮＨ－
Ｃ（Ｏ）－、および－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－（ＣＨ2）1-6－ＮＨ－Ｃ（Ｏ）－、ここで、
各メチレンに続く下付き数字の値は、構造に含まれるメチレンの数を示し、例えば、（Ｃ
Ｈ2）1-6は、その構造が、１、２、３、４、５または、６つのメチレンを含むことができ
ることを示す。さらに、上述のスペーサのうちのいずれも、１乃至２０の酸化エチレンモ
ノマー単位（すなわち、－（ＣＨ2ＣＨ2Ｏ）1-20）を含む酸化エチレンオリゴマ鎖を更に
含むことが可能である。すなわち、酸化エチレンオリゴマ鎖は、スペーサ部分の前か後に
、および任意に２つ以上の原子を含むスペーサ部分のいずれか２つの原子間に生じさせる
ことができる。また、オリゴマ鎖は、オリゴマが高分子セグメントに隣接し、単に高分子
セグメントの延長を表すだけである場合には、スペーサ部分の一部であるとみなされない



(40) JP 2012-25768 A 2012.2.9

10

20

30

40

。スペーサ部分は、糖または炭水化物を含まず、抱合体には、直接的にまたはスペーサ部
分を介して、糖または次に第ＩＸ因子部分に付着した炭水化物に付着した水溶性高分子が
不足していることが好ましい。
【０１２６】
　場合によっては、抱合体は、単一の第ＩＸ因子部分に関連する単一の水溶性高分子を有
するだけの場合がある。その結果、水溶性高分子を非線形の水溶性高分子にすること（お
よび非線形高分子試薬を使用した抱合体の調製）が望まれる場合がある。多分岐水溶性高
分子が含まれるが、好適な非線形の水溶性高分子は、分岐水溶性高分子である。分岐水溶
性高分子を組み込むことによって、例えば、単一の高分子と比較して、各付着部位に対す
る分子量を２倍にすることができる。
【０１２７】
　水溶性高分子が分岐形態である、本発明の典型的な抱合体には、リシンベースの分岐高
分子を含む分岐形態、および以下の構造を含む分岐手法が挙げられる：
【化１２】

　｛ここで、各（ｎ）は、それぞれ２乃至３４００の値を有する整数である｝。
【０１２８】
　本発明の典型的な抱合体は、以下の構造を含む：
【化１３】

　｛ここで、
　各（ｎ）は、それぞれ２乃至３４００の値を有する整数である；
　Ｘは、スペーサ部分である；
　（ｂ）は、２乃至６の値を有する整数である；
　（ｃ）は、２乃至６の値を有する整数である；
　各発生におけるＲ2は、それぞれＨまたは低級アルキルである；
　Ｆ９は、第ＩＸ因子部分である｝。
【０１２９】
　本発明の典型的な抱合体は、以下の構造を含む：
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【化１４】

　｛ここで、
　各（ｎ）は、それぞれ２乃至３４００の値を有する整数であり；且つ
　Ｆ９は、第ＩＸ因子部分である｝。
【０１３０】
　本発明の別の典型的な抱合体は、以下の構造を含む：

【化１５】

　｛ここで、
　各（ｎ）は、それぞれ２乃至３４００の値を有する整数である；
　（ａ）は、ゼロでまたは１である；
　Ｘは、存在する場合、１つ以上の原子を含むスペーサ部分である；
　（ｂ’）は、ゼロまたは１乃至１０の値を有する整数である；
　（ｃ）は、１乃至１０の値を有する整数である；
　各発生におけるＲ2は、それぞれＨまたは有機ラジカルである；
　各発生におけるＲ3は、それぞれＨまたは有機ラジカルである；且つ
　Ｆ９は、第ＩＸ因子部分である｝。
【０１３１】
　本発明の典型的な抱合体は、以下の構造を含む：

【化１６】

　｛ここで、
　各（ｎ）は、それぞれ２乃至３４００の値を有する整数であり；且つ
　Ｆ９は、第ＩＸ因子部分である｝。
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【０１３２】
　組成物
【０１３３】
　抱合体は、一般に組成物の一部である。概して、組成物は複数の抱合体を含み、必ずで
はないが、それぞれが、１つの第ＩＸ因子部分に別々に共有結合した、１つ、２つ、３つ
、または４つの水溶性高分子を有することが好ましい。しかし、組成物はまた、第ＩＸ因
子活性を有する任意の所定の部分に付着した、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ以上の高分
子を有する他の抱合体を含むこともできる。さらに、本発明は、組成物が複数の抱合体を
含み、それぞれの抱合体が、第ＩＸ因子部分に共有結合した１つの水溶性高分子を含む場
合、および組成物が、第ＩＸ因子部分に共有結合した、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、
７つ、８つ以上の水溶性高分子を含む場合を含む。
【０１３４】
　本発明の１つ以上の実施態様では、複数の抱合体を含む組成物であって、前記組成物中
の全ての抱合体の少なくとも約８０％は、それぞれが１つ、２つ、３つ、または４つの水
溶性高分子に共有結合した第ＩＸ因子部分を含み、さらに、前記抱合体中の各水溶性高分
子に対して、前記第ＩＸ因子部分は、直接的にまたは１つ以上の原子を含むスペーサ部分
を介して、水溶性高分子に結合した、組成物を提供する。
【０１３５】
　組成物の抱合体に関して、組成物は、一般に次の特性のうちの１つ以上を満たす：組成
物中の抱合体の少なくとも約８５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至５つの高分子
を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約８５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃
至４つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約８５％が、第ＩＸ因子部分に
付着した１つ乃至３つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約８５％が、第
ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至２つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも
約８５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つの高分子を有する（すなわち、モノＰＥＧ化
である）；組成物中の抱合体の少なくとも約９５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃
至５つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約９５％が、第ＩＸ因子部分に
付着した１つ乃至４つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約９５％が、第
ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至３つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも
約９５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至２つの高分子を有する；組成物中の抱合
体の少なくとも約９５％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つの高分子を有する；組成物中
の抱合体の少なくとも約９９％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至５つの高分子を有
する；組成物中の抱合体の少なくとも約９９％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つ乃至４
つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約９９％が、第ＩＸ因子部分に付着
した１つ乃至３つの高分子を有する；組成物中の抱合体の少なくとも約９９％が、第ＩＸ
因子部分に付着した１つ乃至２つの高分子を有する；および組成物中の抱合体の少なくと
も約９９％が、第ＩＸ因子部分に付着した１つの高分子を有する（すなわち、モノＰＥＧ
化である）。
【０１３６】
　１つ以上の実施態様では、抱合体を含む組成物は、アルブミンが遊離したもの、または
実質的に遊離したものであることが好ましい。また、組成物は、第ＩＸ因子活性を有さな
いタンパク質が遊離したもの、または実質的に遊離したものであることが好ましい。した
がって、８５％の、より好ましくは９５％の、および最も好ましくは９９％のアルブミン
が遊離したものが好ましい。加えて、８５％の、より好ましくは９５％の、および最も好
ましくは９９％の第ＩＸ因子活性を有さないタンパク質が遊離したものが好ましい。アル
ブミンが組成物中に存在する限り、本発明の典型的な組成物は、アルブミンに第ＩＸ因子
部分の残留物を結合させているポリ（エチレングリコール）高分子を含む抱合体が、実質
的に遊離している。
【０１３７】
　任意の所定の部分に対する高分子の所望の数の制御は、適切な高分子試薬、第ＩＸ因子
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部分に対する高分子試薬の比率、温度、ｐＨ条件、および抱合反応の他の側面を選択する
ことによって、達成することができる。さらに、不要な抱合体（例えば、４つ以上の高分
子を付着した抱合体）の還元または除去は、精製手段を介して達成することができる。
【０１３８】
　例えば、高分子－第ＩＸ因子部分抱合体を精製して、異なる抱合種を得る／分離させる
ことができる。特に、生成混合物は、精製して、第ＩＸ因子部分ごとに１つ、２つ、３つ
、４つ、５つ以上のＰＥＧ、典型的には第ＩＸ因子部分ごとに１つ、２つ、または３つの
ＰＥＧのいずれかの平均を得ることができる。最終的な抱合体の反応混合物の精製のため
の方策は、例えば、用いる高分子試薬の分子量、特定の第ＩＸ因子部分、所望の投与計画
、および個々の抱合体の残留活性および生体内の特性を含む、複数の因子に依存する。
【０１３９】
　必要に応じて、ゲル濾過クロマトグラフィおよび／またはイオン交換クロマトグラフィ
を使用して、異なる分子量を有する抱合体を分離することができる。すなわち、ゲル濾過
クロマトグラフィは、それらの異なる分子量（差異は、基本的に水溶性高分子部分の平均
分子量に対応する）に基づいて、異なる番号をつけた（例えば、１－ｍｅｒ、２－ｍｅｒ
、３－ｍｅｒなどであり、「１－ｍｅｒ」は、第ＩＸ因子部分に１つの高分子が付着した
ことを示し、「２－ｍｅｒ」は、第ＩＸ因子部分に２つの高分子が付着したことを示す、
など）高分子対第ＩＸ因子部分の比率を細分するために使用される。例えば、５５，００
０ダルトンのタンパク質が、約２０，０００ダルトンの分子量を有する高分子試薬に、ラ
ンダムに抱合される典型的な反応では、得られる反応混合物は、未改変タンパク質（約５
５，０００ダルトンの分子量を有する）、モノＰＥＧ化タンパク質（または「１－ｍｅｒ
」）（約７５，０００ダルトンの分子量を有する）、ジＰＥＧ化タンパク質（または「２
－ｍｅｒ」）（約９５，０００ダルトンの分子量を有する）、などを含むことが可能であ
る。
【０１４０】
　この手法は、異なる分子量を有するＰＥＧおよび他の高分子－第ＩＸ因子部分の抱合体
を分離するために使用することができるが、この手法は、一般に、第ＩＸ因子部分内に異
なる高分子付着部位を有する、位置異性体の分離には概して効果がない。例えば、ゲル濾
過クロマトグラフィは、回収されたＰＥＧ－ｍｅｒのそれぞれが、第ＩＸ因子部分内の異
なる反応性アミノ基（例、リシン残基）に付着したＰＥＧを含む場合があるが、１－ｍｅ
ｒ、２－ｍｅｒ、３－ｍｅｒなどの混合物を互いから分離するために使用することができ
る。
【０１４１】
　この種の分離を行うための好適なゲル濾過カラムには、Ａｍａｒｃｈａｍ　Ｂｉｏｓｃ
ｉｅｎｃｅｓ（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、ＮＪ）から入手可能な、Ｓｕｐｅｒｄｅｘ（登録
商標）およびＳｅｐｈａｄｅｘ（登録商標）が挙げられる。特定のカラムの選択は、所望
の分留範囲に依存する。溶出は、概して、リン酸塩、酢酸などのような好適なバッファを
使用して行われる。収集した留分は、例えば、次のような複数の異なる方法によって分析
することが可能である：（ｉ）タンパク質含有量に対する２８０ｎｍでの吸収、（ｉｉ）
基準として、ウシ血清アルブミンを使用した染料ベースのタンパク質の分析、（ｉｉｉ）
ＰＥＧ含有量のためのヨウ素試験（Ｓｉｍｓ他（１９８０）、Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ
、１０７：６０～６３）、（ｉｖ）ドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリルアミドゲル電
気泳動（ＳＤＳ　ＰＡＧＥ）、その後のヨウ化バリウムによる染色、及びより高速の液体
クロマトグラフィ。
【０１４２】
　位置異性体の分離は、例えばＣ１８カラムまたはＣ３カラム（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉ
ｏｓｃｉｅｎｃｅｓまたはＶｙｄａｃ）を使用した、逆相－高速液体クロマトグラフィ（
ＲＰ－ＨＰＬＣ）法を用いた逆相クロマトグラフィによって、または、例えばＡｍｅｒｓ
ｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓから入手可能なＳｅｐｈａｒｏｓｅ（登録商標）イオン
交換カラムのようなイオン交換カラムを使用した、イオン交換クロマトグラフィによって
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行うことができる。いずれの手法も、同じ分子量（位置異性体）を有する高分子－活性剤
異性体を分離するために使用することができる。
【０１４３】
　組成物は、第ＩＸ因子活性を有さないタンパク質が実質的に遊離したものであることが
好ましい。さらに、組成物は、他の全ての非共有結合的に付着した水溶性高分子が実質的
に遊離したものであることが好ましい。しかし、状況によっては、組成物は、高分子－第
ＩＸ因子部分抱合体および非抱合第ＩＸ因子の混合物を含むことができる。
【０１４４】
　任意に、本発明の組成物は、医薬として許容される賦形剤を更に備える。必要に応じて
、医薬として許容される賦形剤は、抱合体に添加して組成物を形成することができる。
【０１４５】
　典型的な賦形剤には、これに限定されないが、炭水化物、無機塩類、抗菌剤、酸化防止
剤、界面活性剤、バッファ、酸、ベース、およびそれらを組み合わせたものから成る群か
ら選択したものが挙げられる。
【０１４６】
　糖のような炭水化物、アルジトールのような誘導体化された糖、アルドン酸、エステル
化された糖、および／または糖高分子は、賦形剤として存在することが可能である。特定
の炭水化物賦形剤は、例えば、次のようなものが含まれる：フルクトース、マルトース、
ガラクトース、グルコース、Ｄ－マンノース、ソルボース、などの単糖類；ラクトース、
サッカロース、トレハロース、セロビオース、などの二糖類；ラフィノース、メレチトー
ス、マルトデキストリン、デキストラン、スターチ、などの多糖類；および、マンニトー
ル、キシリトール、マルチトール、ラクチトール、キシリトール、ソルビトール（グルシ
トール）、ピラノシルソルビトール、ミオイノシトールなどのアルジトール類。
【０１４７】
　賦形剤はまた、クエン酸、塩化ナトリウム、塩化カリウム、硫酸ナトリウム、硝酸カリ
ウム、塩基性リン酸ナトリウム、二塩基性リン酸ナトリウム、およびそれらを組み合わせ
たもの、のような無機塩またはバッファも含むことができる。
【０１４８】
　組成物はまた、微生物の成長を予防または抑止するための抗菌剤も含むことができる。
本発明に好適な抗菌剤の例には、これに限定されないが、塩化ベンザルコニウム、塩化ベ
ンゼトニウム、ベンジルアルコール、塩化セチルピリジニウム、クロロブタノール、フェ
ノール、フェニルエチルアルコール、硝酸フェニル水銀、チメロサール、およびそれらを
組み合わせたもの、が挙げられる。
【０１４９】
　酸化防止剤も、同様に組成物中に存在させることができる。酸化防止剤は、酸化を防ぐ
ために使用され、それによって、抱合体の劣化または他の構成要素の生成を防ぐ。本発明
に使用する好適な酸化防止剤には、例えば、アスコルビルパルミテート、ブチルヒドロキ
シアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、次亜リン酸、モノチオグリセロール、プロピ
ルガレート、亜硫酸水素ナトリウム、フォルムアルデヒドスルホキシル酸ナトリウム、メ
タ重亜硫酸ナトリウム、およびそれらを組み合わせたものが挙げられる。
【０１５０】
　界面活性剤は、賦形剤として存在させることができる。典型的な界面活性剤には、次の
ようなものが挙げられる：「Ｔｗｅｅｎ２０」および「Ｔｗｅｅｎ８０」のようなポリソ
ルベート、およびＦ６８およびＦ８８（どちらも、ＢＡＳＦ、Ｍｏｕｎｔ　Ｏｌｉｖｅ、
Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙから入手可能）のようなプルロニック；ソルビタンエステル；レシ
チンおよび他のホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン（リポソーム型
でないことが好ましい）、脂肪酸、および脂肪酸エステルなどの、リン脂質のような脂質
；コレステロールのようなステロイド；および、ＥＤＴＡ、亜鉛、および他のこのような
好適な陽イオンのようなキレート剤。
【０１５１】
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　酸または塩基は、組成物中の賦形剤として存在させることができる。使用できる酸の例
には、これに限定されないが、塩酸、酢酸、リン酸、クエン酸、リンゴ酸、乳酸、ギ酸、
トリクロロ酢酸、硝酸、過塩素酸、リン酸、硫酸、フマル酸、およびそれらを組み合わせ
たものから成る群から選択されたものが挙げられる。好適な塩基の例には、これに限定さ
れないが、水酸化ナトリウム、酢酸ナトリウム、水酸化アンモニウム、水酸化カリウム、
酢酸アンモニウム、酢酸カリウム、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、クエン酸ナトリ
ウム、ギ酸ナトリウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、フマル酸カリウム、およびそれ
らを組み合わせたものから成る群から選択されたものが挙げられる。
【０１５２】
　組成物中の抱合体（すなわち、活性剤と高分子試薬との間に形成される抱合体）の量は
、複数の因子によって変化するが、組成物を単回服用量の容器（例、バイアル）に保存す
れば、最適に治療有効量となる。さらに、医薬品は、注射器に収容することができる。治
療有効量は、どの量が臨床的に所望のエンドポイントをもたらすかを決定するために、抱
合体の量を増加させながらの繰り返し投与によって決定することができる。
【０１５３】
　組成物中の任意の個々の賦形剤の量は、賦形剤の活性および組成物の特定のニーズによ
って変化する。一般に、任意の個々の賦形剤の最適量は、決まりきった試験を介して、す
なわち、さまざまな量（少量から多量）の賦形剤を含む組成物を調製し、安定性および他
のパラメータを調査し、次いで、著しい副作用のない最適性能が達成される範囲を決定す
ることによって、決定される。
【０１５４】
　しかし、概して賦形剤は、約１乃至約９９重量％、好ましくは約５乃至約９８重量％、
より好ましくは約１５乃至約９５重量％、最も好ましくは濃度３０重量％未満で、組成物
中に存在する。
【０１５５】
　他の賦形剤とともにこれらの上述の医薬品賦形剤は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　
Ｓｃｉｅｎｅ　＆　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ」１９th　ｅｄ．、　Ｗ
ｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｌｉａｍｓ、（１９９５）、「Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ｄ
ｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ」、５２nd、Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ、Ｍｏｎ
ｔｖａｌｅ、ＮＪ（１９９８）、およびＫｉｂｂｅ、Ａ．Ｈ．、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ
　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ、３rd　Ｅｄｉｔｉｏｎ、Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、Ｗａｓｈｉｎ
ｇｔｏｎ　Ｄ．Ｃ．、２０００、に記述されている。
【０１５６】
　組成物は、全種類の製剤形態、および特に、例えば液体と同様に再構成することができ
る粉末または凍結乾燥したものなどの、注射に好適なものを包含する。注射前に固体組成
物を再構成する好適な希釈剤の例には、注射用の静菌性水、５％デキストロース水溶液、
リンガー溶液、生理食塩水、滅菌水、脱イオン水、およびそれらを組み合わせたものが挙
げられる。液体の医薬組成物に関しては、溶液および懸濁液が想定される。
【０１５７】
　本発明の組成物は、必ずではないが、一般に注射によって投与されるので、投与直前は
、概して液体溶液または懸濁液である。医薬品はまた、シロップ、クリーム、軟膏、錠剤
、粉末などのような他の形態を取ることもできる。他の投与様式には、肺、直腸、経皮的
、経粘膜的、経口的、髄膜下、皮下、動脈内などが挙げられる。
【０１５８】
　本発明はまた、抱合体による治療に応答する症状に罹患する患者に、本願明細書におい
て提供されるような抱合体を送達するための方法も提供する。この方法は、一般に注射に
よって治療有効量の抱合体を送達する（医薬組成物の一部として提供されることが好まし
い）段階を含む。この抱合体（一般に医薬組成物の一部として）は、例えば静脈注射、筋
肉内注射、皮下注射などによって送達することができる。非経口投与のための好適な処方
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のタイプには、特に、すぐに注射できる溶液、使用前に溶媒と混合する乾燥粉末、すぐに
注射できる懸濁液、使用前にビヒクルと混合する乾燥不溶性組成物、および投与前に希釈
する原液が挙げられる。
【０１５９】
　この方法は、抱合体を投与することによって改善または予防することができる症状を有
する患者の治療に使用することが可能である。当業者は、どの条件で特定の抱合体が有効
に治療できるのかを理解するであろう。例えば、この抱合体は、血友病Ｂに罹患している
人を治療するために、補充療法として、または予防に基づくものとして使用することがで
きる。予防のための抱合体の投与には、血友病Ｂを罹患している患者が手術を受けようと
している状況が挙げられ、抱合体は、手術の１乃至４時間前に投与される。さらに、抱合
体は、抑制できない出血に対する予防薬として、任意に血友病に罹患していない患者での
使用に適している。したがって、例えば、抱合体は、出血が抑制できないというリスクの
ある患者に手術前に投与することができる。
【０１６０】
　投与される実際の用量は、対象者の年齢、体重、および全体的な状態、および治療する
症状の程度、医療関係者の判断、および投与される抱合体によって変化する。治療有効量
は、当業者に公知であり、および／または関連する参照文および文献に記述される。概し
て、治療有効量は、重量基準で約０．００１ｍｇ乃至１００ｍｇの範囲となり、０．０１
ｍｇ／日乃至７５ｍｇ／日の用量が好ましく、０．１０ｍｇ／日乃至５０ｍｇ／日の用量
がより好ましい。活性を基準に、活性の国際単位に基づく対応用量は、当業者によって計
算することができる。
【０１６１】
　任意の所定の抱合体（また、好ましくは医薬組成物の一部として提供される）の単回服
用量は、臨床医の判断、患者のニーズなどに基づいて、様々な投薬スケジュールで投与す
ることができる。特定の投薬スケジュールは、当業者によって公知であるか、または決ま
りきった方法を使用して実験的に決定することができる。典型的な投薬スケジュールには
、これに限定されないが、１日５回、１日４回、１日３回、１日２回、１日１回、週３回
、週２回、週１回、月２回、月１回、およびそれらを組み合わせた投与が挙げられる。臨
床的な終点を達成したら、組成物の投薬を中止する。
【０１６２】
　本発明は、その好適な実施態様に関して開示されているが、その上述の説明およびそれ
に続く例は例示を目的としたものであり、本発明の範囲を制限するものではないと理解さ
れるべきである。本発明の範囲内の他の側面、利点、および変更は、本発明に関係する当
業者に明らかである。
【実施例】
【０１６３】
　実験
　本発明の実施は、特に明記しない限り、従来技術の範囲内にある、有機合成などの従来
の技術を用いる。このような技術は、文献において完全に説明される。試薬および物質は
、逆に定められていなければ市販のものである。前掲の、Ｊ．Ｍａｒｃｈ、Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｃｈａｍｉｓｔｒｙ：Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒ
ｕｃｔｕｒｅ、４ｔｈ　Ｅｄ．（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎ
ｃｅ、１９９２）を参照のこと。
【０１６４】
　以下の諸例では、使用される数（例、量、温度など）に関して、精度を確保するよう努
めたが、ある程度の実験誤差および偏差を考慮しなければならない。他に示されない限り
、温度は摂氏温度であり、圧力は海面位での大気圧またはほぼ大気圧である。
【０１６５】
　当業者が公知である他の略語を参照するが、他の試薬および物質が使用され、当業者が
公知の他の方法が使用され、次のリストおよび方法の記述は便宜上提供されるものである
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。
【０１６６】
　ＮａＣＮＢＨ3　ナトリウムシアノボロハイドライド、９５％（Ａｌｄｒｉｃｈ）
【０１６７】
　ＨＣｌ　塩酸、氷（Ｆｉｓｈｅｒ）
【０１６８】
　ＫまたはｋＤａ　キロダルトン
【０１６９】
　アセトニトリル　（Ｆｉｓｈｅｒ　Ｏｐｔｉｍａ）
【０１７０】
　ＴＦＡ　トリフルオロ酢酸、ＨＰＬＣグレード（ＪＴ　Ｂａｋｅｒ）
【０１７１】
　ＰＢＳ　リン酸緩衝生理食塩水（Ｓｉｇｍａ）
【０１７２】
　ＳＥＣ　サイズ排除クロマトグラフィ
【０１７３】
　ＨＰＬＣ　高速液体クロマトグラフィ
【０１７４】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥ　ドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリルアミドゲル電気泳動
【０１７５】
　ＨＥＰＥＳ［４－（２－ヒドロキシエチル）－１－ピペラジニースアネスルホン酸（ｐ
ｉｐｅｒａｚｉｎｅｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）］認定されたバイオテク
ノロジ性能、９９．５％以上（Ｓｉｇｍａ）
【０１７６】
　エチルアルコール、ＵＳＰ、Ａｂｓｏｌｕｔｅ－２００　Ｐｒｏｏｆ（ＡＡＰＥＲ）
【０１７７】
　ＮｕＰＡＧＥ（登録商標）　ＭＥＳ［２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホン酸］ＳＤ
Ｓランニングバッファ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂ
ａｄ　ＣＡ）
【０１７８】
　ＮｕＰＡＧＥ（登録商標）　４ｘＬＤＳ（リチウム硫酸ドデシル）サンプルバッファ（
Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ　ＣＡ）
【０１７９】
　ＳｉｇｍａＭａｒｋｅｒ、低範囲（Ｍ．Ｗ．６，５００－６６，０００）（Ｓｉｇｍａ
）
【０１８０】
　ＳｉｇｍａＭａｒｋｅｒ、高範囲（Ｍ．Ｗ．３６，９００－２０５，０００）（Ｓｉｇ
ｍａ）
【０１８１】
　ＮｕＰＡＧＥ（登録商標）　Ｎｏｖｅｘ　Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ［Ｂｉｓ（２－ヒドロキシ
エチル）イミノ－ｔｒｉｓ（ヒドロキシメチル）メタン－ＨＣｌ］ゲル（Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ　ＣＡ）
【０１８２】
　ＳＥＣ－ＨＰＬＣ分析
【０１８３】
　サイズ排除クロマトグラフィ（ＳＥＣ）は、Ａｇｉｌｅｎｔ　１１００　ＨＰＬＣシス
テム（Ａｇｉｌｅｎｔ）上で使用した。ＳＥＣ－ＨＰＬＣを使用して分析するサンプルに
対して、各サンプルは、ｐＨ７．２で、ＳＨＯＤＥＸタンパク質、ＫＷ－８０４カラム（
昭和電工、東京、日本）を使用して分析した。カラムの流量は、０．５ｍＬ／分に設定し
た。抽出されたタンパク質およびＰＥＧ－タンパク質抱合体は、波長を２８０ｎｍに設定
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【０１８４】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析
【０１８５】
　ドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリルアミドゲル電気泳動（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）は、
ＸＣＥＬＬ　ＳＵＲＥＬＯＣＫ　Ｍｉｎｉ－Ｃｅｌｌ電気泳動システム（Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ　ＣＡ）を使用して行った。ＳＤＳ
－ＰＡＧＥを使用して分析するサンプルに対して、各サンプルは、４ｘ　ＬＤＳ　Ｓａｍ
ｐｌｅ　Ｂｕｆｆｅｒ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂ
ａｄ　ＣＡ）と混合した。調製したサンプルは、次いで、ＮｕＰＡＧＥ　Ｎｏｖｅｘ４乃
至１２％のＢｉｓ－Ｔｒｉｓゲル上に装填され、ＮｕＰＡＧＥ（登録商標）　ＭＥＳラン
ニングバッファ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ　
ＣＡ）を使用して、２００Ｖで３０分間実施した。
【０１８６】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ分析
【０１８７】
　逆相－高速液体クロマトグラフィは、Ｃ３逆カラム（Ｈａｍｉｌｔｏｎ、Ｚｏｒｂａｘ
）を使用して実施した。３０乃至８０％勾配のアセトニトリルを、０．５ｍＬ／分で、温
度上昇とともに３０分にわたって使用した。
【０１８８】
　配列番号１のアミノ酸配列に対応する組み換え第ＩＸ因子を、例１乃至１６で使用した
。第ＩＸ因子は、Ｌ－ヒスチジンおよびグリシンの両方を含むバッファで得た。バッファ
内のＬ－ヒスチジンおよびグリシンに関連するアミン基は、第ＩＸ因子に関連するアミン
基と競合するので、アミン指向性高分子試薬を使用して抱合を達成するときに、第ＩＸ因
子の抱合の収率を改善するために、アミン含有バッファの交換が必要であった。
【０１８９】
　簡潔には、アミン含有バッファは、交換されるバッファの量に基づいて、２つのうちの
１つの手法によって、アミン遊離バッファと交換した。比較的少量のバッファに対しては
、メーカーが提供するプロトコルに基づいて、５００μＬのＺｅｂａ　Ｄｅｓａｌｔ遠心
カラム（Ｐｉｅｒｃｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ　ＩＬ）を使用
した。比較的大量のバッファに対しては、メーカーが提供するプロトコルに基づいて、１
０，０００のまたは３０，０００ダルトンの分子量カットオフで、２ｍＬのＣＥＮＴＲＩ
ＣＯＮ（登録商標）遠心フィルタ装置（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、
Ｂｉｌｌｉｅｒｉｃａ　ＭＡ）を使用した。エタノールを伴わない諸例で使用される全て
のサンプルは、ｐＨ７．５を有する１ｘＰＢＳバッファに変更し、一方で、エタノールを
伴う諸例で使用される全てのサンプルは、１０％エタノール含有の第ＩＸ因子反応混合物
を形成するようにエタノールを添加した、ｐＨ７．５を有する１ｘＰＢＳバッファに交換
した。
【０１９０】
　配列番号１のアミノ酸配列に対応する組み換え第ＩＸ因子を含むアミン遊離バッファを
、例１乃至１６で使用した。第ＩＸ因子の原液は、約０．２ｍｇ／ｍＬ乃至０．５５ｍｇ
／ｍＬの第ＩＸ因子を含むものとした。
　実施例１
　ｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率　１：１；エタノールなし）
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【化１７】

【０１９１】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）を室温まで加温した
。加温したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（４．１ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、ｍ
ＰＥＧ－ＳＭＢ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対するｍＰＥＧ－ＳＭＢのモル比が１：１
になるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、ｍＰＥ
Ｇ－ＳＭＢ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＭＢを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を
確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第
ＩＸ因子へのｍＰＥＧ－ＳＭＢの結合が可能になるように、ＳＤＳ－ＰＡＧＥをサンプル
上で実施した後に、その反応溶液を室温で３時間撹拌し、モノ抱合物質（「１－ｍｅｒ」
）の存在を確認した。図１に示したゲルの「１：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記したレーン
を参照のこと。その後、その反応溶液を４℃で１５時間撹拌することによって、結合の継
続が可能となり、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０１９２】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合を示した。図２
に示したゲルの「１：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記したレーンを参照のこと。ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離した。得られたクロマト
グラムは、０．５４％の収率を示した（１００％のモノＰＥＧ化または「１－ｍｅｒ」種
を表す）。図５に示すクロマトグラムを参照のこと。
【０１９３】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＭＢを使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例２
　ｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１０：１；エタノールなし）

【化１８】
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【０１９４】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）を室温まで加温した
。加温したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（４．１ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、ｍ
ＰＥＧ－ＳＭＢ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＭＢが１０モル過剰に
なるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、ｍＰＥＧ
－ＳＭＢ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＭＢを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確
保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第Ｉ
Ｘ因子へのｍＰＥＧ－ＳＭＢの結合が可能になるように、ＳＤＳ－ＰＡＧＥをサンプル上
で実施した後に、その反応溶液を室温で３時間撹拌し、モノ抱合物質（「１－ｍｅｒ」）
の存在を確認した。図１に示すゲルの「１０：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記したレーンを
参照のこと。その後、その反応溶液を４℃で１５時間撹拌することによって、結合の継続
が可能となり、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０１９５】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合を示した。図２
に示すゲルの「１０：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記したレーンを参照のこと。ＲＰ－ＨＰ
ＬＣ（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離した。得られたクロマト
グラムは、６．４％の収率を示した（１００％のモノＰＥＧ化または「１－ｍｅｒ」種を
表す）。図６に示すクロマトグラムを参照のこと。
【０１９６】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。したがって、この実験を、４℃で一晩反応を継続す
る前に、室温で長時間繰り返した場合、ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルに見られる暗帯によって表
されるように抱合体の収率が増加した。図４の「１０：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記した
レーンを参照のこと。ここに記述される同じ手法を使用することによって、他の重量平均
分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＭＢを使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例３
　分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰ
ＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１：１；エタノールなし）
【化１９】

【０１９７】
　アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４
０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミ
ド（２．０ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロ
キシスクシンイミド溶液を作製した。第ＩＸ因子に対するｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシス
クシンイミドのモル比が１：１になるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子
の原液のアリコートに、ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド溶液を添加した。分
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岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を
確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第
ＩＸ因子への分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドの結合が可能になるように
、ＳＤＳ－ＰＡＧＥをサンプル上で実施した後に、その反応溶液を室温で３時間撹拌した
が、検出可能な抱合を示さなかった。図１に示すゲルの「１：１　４０Ｋ　ＮＨＳ」と表
記したレーンを参照のこと。その後、その反応溶液を４℃で１５時間撹拌することによっ
て、抱合のための添加時間が提供され、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０１９８】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合を示した。図２
に示すゲルの「１：１　４０Ｋ　ＮＨＳ」と表記したレーンを参照のこと。ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離した。得られたクロマトグ
ラムは、０．１％の収率を示した（１００％のモノＰＥＧ化または「１－ｍｅｒ」種を表
す）。図７に示すクロマトグラムを参照のこと。
【０１９９】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを使用して、他の抱合
体を調製することができる。
　実施例４
　分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰ
ＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１０：１；エタノールなし）
【化２０】

【０２００】
　アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４
０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミ
ド（２．０ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロ
キシスクシンイミド溶液を作製した。第ＩＸ因子に対するｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシス
クシンイミドが１０モル過剰になるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の
原液のアリコートに、ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド溶液を添加した。分岐
ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確
保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第Ｉ
Ｘ因子への分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドの結合が可能になるように、
ＳＤＳ－ＰＡＧＥをサンプル上で実施した後に、その反応溶液を室温で３時間撹拌したが
、検出可能な抱合を示さなかった。図１に示すゲルの「１０：１　４０Ｋ　ＮＨＳ」と表
記したレーンを参照のこと。その後、その反応溶液を４℃で１５時間撹拌することによっ
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て、結合の継続が可能となり、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０２０１】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は依然として検
出されなかった。図２に示すゲルの「１０：１　４０Ｋ　ＮＨＳ」と表記したレーンを参
照のこと。ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離し
た。得られたクロマトグラムには、検出可能な収率は示されなかった。図８に示すクロマ
トグラムを参照のこと。
【０２０２】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを使用して、他の抱合
体を調製することができる。
　実施例５
　ｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１０：１；エタノールあり）
【化２１】

【０２０３】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥ
Ｇ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（１０．０ｍ
ｇ）を、０．５ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、１０％のエタノール含有ｍＰＥＧ－Ｓ
ＭＢ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＭＢが１０モル過剰になるまで、
１０％のエタノール含有第ＩＸ因子の反応混合物に、１０％のエタノール含有ｍＰＥＧ－
ＳＭＢ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＭＢを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確保
するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第ＩＸ
因子へのｍＰＥＧ－ＳＭＢの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で３時間撹拌
した。その反応溶液を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それ
によって、抱合体溶液が得られた。
【０２０４】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥは、得られた抱合体溶液の特徴づけに使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの
結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図３に示すゲルの「１０：１　３０Ｋ　ＳＭ
Ｂ＋ＥｔＯＨ」と表記したレーンを参照のこと。エタノールの導入は、ｍＰＥＧ－ＳＭＢ
（３０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするために、第ＩＸ因子の構造的な柔軟性を増加さ
せないと考えられる。
【０２０５】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＭＢを使用して、他の抱合体を調製することができる。
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　実施例６
　ｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率２０：１；エタノールあり）
【化２２】

【０２０６】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥ
Ｇ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（１０．０ｍ
ｇ）を、０．５ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、１０％のエタノール含有ｍＰＥＧ－Ｓ
ＭＢ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＭＢが２０モル過剰になるまで、
１０％のエタノール含有第ＩＸ因子の反応混合物に、１０％のエタノール含有ｍＰＥＧ－
ＳＭＢ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＭＢを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確保
するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を介して、第ＩＸ
因子へのｍＰＥＧ－ＳＭＢの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で３時間撹拌
した。その反応溶液を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それ
によって、抱合体溶液が得られた。
【０２０７】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥは、得られた抱合体溶液の特徴づけに使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの
結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図３に示すゲルの「２０：１　３０Ｋ　ＳＭ
Ｂ＋ＥｔＯＨ」と表記したレーンを参照のこと。エタノールの導入は、ｍＰＥＧ－ＳＭＢ
（３０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするために、第ＩＸ因子の構造的な柔軟性を増加さ
せないと考えられる。
【０２０８】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＭＢを使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例７
　分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰ
ＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１０：１；エタノールあり）
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【化２３】

【０２０９】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍ
ＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した
分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（２．０ｍｇ）を、エタノールを添加し
た１．０ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、１０％のエタノール含有分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ
－ヒドロキシスクシンイミド溶液を作製した。第ＩＸ因子に対する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－
ヒドロキシスクシンイミドのモル比が１０モル過剰になるまで、１０％のエタノール含有
第ＩＸ因子の反応混合物に、１０％のエタノール含有分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシス
クシンイミド溶液を添加した。分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを添加し
た後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混
合した。アミド結合を介して、第ＩＸ因子への分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシン
イミドの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で３時間撹拌した。その反応溶液
を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それによって、抱合体溶
液が得られた。
【０２１０】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥは、得られた抱合体溶液の特徴づけに使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの
結果に基づいて、抱合は検出されなかった（結果は示さず）。エタノールの導入は、分岐
ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするた
めに、第ＩＸ因子の構造的な柔軟性を増加させないと考えられる。
【０２１１】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを使用して、他の抱合
体を調製することができる。
　実施例８
　分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰ
ＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率２０：１；エタノールあり）
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【化２４】

【０２１２】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍ
ＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した
分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（２．０ｍｇ）を、１．０ｍＬの２ｍＭ
　ＨＣｌに溶解して、１０％のエタノール含有分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシン
イミド溶液を作製した。第ＩＸ因子に対する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイ
ミドのモル比が２０モル過剰になるまで、１０％のエタノール含有第ＩＸ因子の反応混合
物に、１０％のエタノール含有分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド溶液を添
加した。分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを添加した後に、ｐＨ７．２乃
至７．５を確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。アミド結合を
介して、第ＩＸ因子への分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドの結合が可能に
なるように、その反応溶液を室温で３時間撹拌した。その反応溶液を４℃で一晩撹拌する
ことによって、結合の継続が可能となり、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０２１３】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥは、得られた抱合体溶液の特徴づけに使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの
結果に基づいて、抱合は検出されなかった（結果は示さず）。エタノールの導入は、分岐
ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミド（４０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするた
めに、第ＩＸ因子の構造的な柔軟性を増加させないと考えられる。
【０２１４】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドを使用して、他の抱合
体を調製することができる。
　実施例９
　ｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率２０：１；エタノールなし）
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【化２５】

【０２１５】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（３０ｋＤａ）を室温まで加温した
。加温したｍＰＥＧ－ＳＭＢ（８．６ｍｇ）を、１．０ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して
、ｍＰＥＧ－ＳＭＢ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＭＢが２０モル過
剰になるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、ｍＰ
ＥＧ－ＳＭＢ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＭＢを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５
を確保するように反応混合物のｐＨを試験した。アミド結合を介して、第ＩＸ因子へのｍ
ＰＥＧ－ＳＭＢの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で２時間撹拌した。その
反応溶液を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それによって、
抱合体溶液が得られた。その後、４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能と
なり、それによって、抱合体溶液が得られた。
【０２１６】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥは、特徴づけに使用した。第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて
、抱合を示した。図４に示すゲルの「２０：１　３０Ｋ　ＳＭＢ」と表記したレーンを参
照のこと。
【０２１７】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ－ＳＭＢを使用して、他の抱合体を調製することができる
。
　実施例１０
　ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率２０：１；エタノールなし）
【化２６】

【０２１８】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥ
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Ｇ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（１０．
０ｍｇ）を、エタノールを添加した０．５ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、１０％のエ
タノール含有ｍＰＥＧ－ＳＰＡ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＰＡが
２０モル過剰になるまで、１０％のエタノール含有第ＩＸ因子の反応混合物に、１０％の
エタノール含有ｍＰＥＧ－ＳＰＡ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＰＡを添加した後に、ｐ
Ｈ７．２乃至７．５を確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。ア
ミド結合を介して、第ＩＸ因子へのｍＰＥＧ－ＳＰＡの結合が可能になるように、その反
応溶液を室温で２時間撹拌した。その反応溶液を撹拌することによって、結合の継続が可
能となった。
【０２１９】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図３に示すゲルの「２
０：１　２０Ｋ　ＳＰＡ＋ＥｔＯＨ」と表記したレーンを参照のこと。エタノールの導入
は、ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするために、第ＩＸ因子の構
造的な柔軟性を増加させないと考えられる。
【０２２０】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＰＡを使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例１１
　ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率４０：１；エタノールなし）

【化２７】

【０２２１】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥ
Ｇ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（１０．
０ｍｇ）を、エタノールを添加した０．５ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、１０％のエ
タノール含有ｍＰＥＧ－ＳＰＡ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＰＡが
４０モル過剰になるまで、１０％のエタノール含有第ＩＸ因子の反応混合物に、１０％の
エタノール含有ｍＰＥＧ－ＳＰＡ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＰＡを添加した後に、ｐ
Ｈ７．２乃至７．５を確保するように反応混合物のｐＨを試験して、十分に混合した。ア
ミド結合を介して、第ＩＸ因子へのｍＰＥＧ－ＳＰＡの結合が可能になるように、その反
応溶液を室温で２時間撹拌した。その反応溶液を撹拌することによって、結合の継続が可
能となった。
【０２２２】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図３に示すゲルの「４
０：１　２０Ｋ　ＳＰＡ＋ＥｔＯＨ」と表記したレーンを参照のこと。エタノールの導入
は、ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）の抱合の増加を可能にするために、第ＩＸ因子の構
造的な柔軟性を増加させないと考えられる。
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【０２２３】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＰＡを使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例１２
　分岐ｍＰＥＧ－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１０：１；エタノールなし）
【化２８】

【０２２４】
　アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）を
室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド（１０．９ｍｇ）を、１
ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド溶液を作製した。
第ＩＸ因子に対する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドが１０モル過剰になるまで、０．
０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、分岐ｍＰＥＧ２－ブチル
アルデヒド溶液を添加した。３０分撹拌した後、分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドに対
して過剰に、還元剤ＮａＣＮＢＨ3（１ｘＢＰＳで溶解）を添加した（ｐＨを試験して、
第２級アミンに対する還元の確認の必要に応じて調製した）。次いで、その溶液を４℃で
一晩撹拌して、アミン結合を介した結合を確認した。
【０２２５】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）およびＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴づけの
ために使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図４に
示すゲルの「１０：１　２０Ｋ　ＢＹＡ」と表記したレーンを参照のこと。得られた抱合
体溶液の構成要素を分離するために、ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）を使用した。得られたクロ
マトグラムでは、抱合物質の存在は確認されなかった。図９に示すクロマトグラムを参照
のこと。
【０２２６】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドを使用して、他の抱合体を調製する
ことができる。
　実施例１３
　分岐ｍＰＥＧ－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率２０：１；エタノールなし）
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【化２９】

【０２２７】
　アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）を
室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド（１０．９ｍｇ）を、１
ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド溶液を作製した。
第ＩＸ因子に対する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドが２０モル過剰になるまで、０．
０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、分岐ｍＰＥＧ２－ブチル
アルデヒド溶液を添加した。３０分撹拌した後、分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドに対
して過剰に、還元剤ＮａＣＮＢＨ3（１ｘＢＰＳで溶解）を添加した（ｐＨを試験して、
第２級アミンに対する還元の確認の必要に応じて調製した）。次いで、その溶液を４℃で
一晩撹拌して、アミン結合を介した結合を確認した。
【０２２８】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）およびＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴づけの
ために使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図４に
示すゲルの「２０：１　２０Ｋ　ＢＹＡ」と表記したレーンを参照のこと。得られた抱合
体溶液の構成要素を分離するために、ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）を使用した。得られたクロ
マトグラムでは、抱合物質の存在は確認されなかった。図１０に示すクロマトグラムを参
照のこと。
【０２２９】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドを使用して、他の抱合体を調製する
ことができる。
　実施例１４
　ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率５３：１；エタノールなし）

【化３０】
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【０２３０】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）を室温まで加温した
。加温したｍＰＥＧ－ＳＰＡ（５．４ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解して、ｍ
ＰＥＧ－ＳＰＡ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＰＡが５３モル過剰に
なるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、ｍＰＥＧ
－ＳＰＡ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＰＡを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確
保するように反応混合物のｐＨを試験した。アミド結合を介して、第ＩＸ因子へのｍＰＥ
Ｇ－ＳＰＡの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で２時間撹拌した。その反応
溶液を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それによって、抱合
体溶液が得られた。
【０２３１】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合を確認した。図４に示
すゲルの「５３：１　２０Ｋ　ＳＰＡ」と表記したレーンを参照のこと。ＲＰ－ＨＰＬＣ
（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離した。得られたクロマトグラ
ムは、約６０％の抱合体収率を示した（５１．９％のモノＰＥＧ化または「１－ｍｅｒ」
種、および８％のジＰＥＧ化または「２－ｍｅｒ」種を含む）。図１１に示すクロマトグ
ラムを参照のこと。しかし、実際の収率は、高分子試薬が比較的大量に過剰であるため、
幾分低くなる場合があると考えられる。
【０２３２】
　この同じ手法を使用することによって、他の重量平均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＰＡ
を使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例１５
　ｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率１１０：１；エタノールなし）
【化３１】

【０２３３】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＳＰＡ（２０ｋＤａ）を室温まで加温した
。加温したｍＰＥＧ－ＳＰＡ（５．４ｍｇ）を、１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣｌに溶解し、ｍＰ
ＥＧ－ＳＰＡ溶液を作製した。第ＩＸ因子に対してｍＰＥＧ－ＳＰＡが１１０モル過剰に
なるまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、ｍＰＥＧ
－ＳＰＡ溶液を添加した。ｍＰＥＧ－ＳＰＡを添加した後に、ｐＨ７．２乃至７．５を確
保するように反応混合物のｐＨを試験した。アミド結合を介して、第ＩＸ因子へのｍＰＥ
Ｇ－ＳＰＡの結合が可能になるように、その反応溶液を室温で２時間撹拌した。その反応
溶液を４℃で一晩撹拌することによって、結合の継続が可能となり、それによって、抱合
体溶液が得られた。
【０２３４】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）および第２のＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴
づけのために使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合を確認した。図４に示
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すゲルの「１１０：１　２０Ｋ　ＳＰＡ」と表記したレーンを参照のこと。ＲＰ－ＨＰＬ
Ｃ（Ｃ3）を使用して、得られた抱合体溶液の構成要素を分離した。得られたクロマトグ
ラムは、約４４％の抱合体収率を示した（ほぼ１００％のモノＰＥＧ化または「１－ｍｅ
ｒ」種を表す）。図１２に示すクロマトグラムを参照のこと。しかし、実際の収率は、高
分子試薬が比較的大量に過剰であるため、幾分低くなる場合がある、と考えられる。
【０２３５】
　この同じ手法を使用することによって、他の重量平均分子量を有するｍＰＥＧ－ＳＰＡ
を使用して、他の抱合体を調製することができる。
　実施例１６
　分岐ｍＰＥＧ－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
　（高分子と第ＩＸ因子の比率は２０：１；エタノールあり）
【化３２】

【０２３６】
　エタノールは、特定のタンパク質の構造的な柔軟性を増加させると考えられるので、エ
タノールを、バッファおよび反応系に導入する。アルゴン下で－２０℃で保存した分岐ｍ
ＰＥＧ２－ブチルアルデヒド（２０ｋＤａ）を室温まで加温した。加温した分岐ｍＰＥＧ
２－ブチルアルデヒド（１０．９ｍｇ）を、エタノールを添加した１ｍＬの２ｍＭ　ＨＣ
ｌに溶解して、１０％のエタノール含有分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド溶液を作製し
た。第ＩＸ因子に対する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドのモル比が２０モル過剰にな
るまで、０．０７ｍｇの第ＩＸ因子を含む第ＩＸ因子の原液のアリコートに、１０％のエ
タノール含有分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒド溶液を添加した。３０分撹拌した後、分
岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドに対して過剰に、還元剤ＮａＣＮＢＨ3（１ｘＢＰＳで
溶解）を添加した（ｐＨを試験して、第２級アミンに対する還元の確認の必要に応じて調
製した）。次いで、その溶液を４℃で一晩撹拌して、アミン結合を介した結合を確認した
。
【０２３７】
　ＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）およびＳＤＳ－ＰＡＧＥを、得られた抱合体溶液の特徴づけの
ために使用した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥの結果に基づいて、抱合は検出されなかった。図４に
示すゲルの「２０：１　２０Ｋ　ＢＹＡ＋ＥｔＯＨ」と表記したレーンを参照のこと。Ｒ
Ｐ－ＨＰＬＣ（Ｃ3）では、検出可能な抱合物質の欠乏を確認した（結果は示さず）。エ
タノールの導入は、分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドの抱合の増加を可能にするために
、第ＩＸ因子の構造的な柔軟性を増加させないと考えられる。
【０２３８】
　反応時間を長くし、温度を高めて、および／または複数の高分子試薬を添加することで
、収率が増加するものと期待される。この同じ手法を使用することによって、他の重量平
均分子量を有する分岐ｍＰＥＧ２－ブチルアルデヒドを使用して、他の抱合体を調製する
ことができる。
　実施例１７
　ｍＰＥＧ－ＳＢＡによる第ＩＸａ因子のＰＥＧ化
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【０２３９】
　１０，０００ダルトンの分子量を有するｍＰＥＧ－スクシンイミジルブトナートは、Ｎ
ｅｋｔｅｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ（Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ、ＡＬ）から入手する。
高分子試薬の基本構造は、下記で与えられる：
【化３３】

【０２４０】
　凍結乾燥されている場合、第ＩＸａ因子は、リン酸塩のようなアミンを含まないバッフ
ァ内に溶解され、７．２乃至９の最終ｐＨが得られる。次いでこの溶液に、１．５乃至１
０モル過剰のｍＰＥＧ－ＳＢＡを添加する。得られた混合物を、数時間、室温で撹拌する
。
【０２４１】
　反応混合物をＳＤＳ－ＰＡＧＥによって分析して、タンパク質のＰＥＧ化の程度を決定
する。
　実施例１８
　ｍＰＥＧ－ＲＩＰ（５Ｋ）による第ＩＸ因子のＰＥＧ化
【化３４】

【０２４２】
　ケトンおよび対応するケタールとして示す上述の高分子試薬を、米国特許出願第２００
５／００３１５７６号に開示されているように調製する。
【０２４３】
　上述の高分子試薬を調製するために、メチレンクロライド（２０ｍｌ）内に５，０００
ダルトンの重量平均分子量を有するメトキシポリエチレングリコール－スクシンイミジル
プロピオン酸塩（１．０ｇ、０．００２モル）に、トリエチルアミン（０．０８４ｍｌ、
０．００６モル）および４－ピペリドン一水和物塩酸塩（０．０７７ｇ、０．００５モル
）を添加する。反応混合物を、窒素雰囲気の下で室温で一晩撹拌し、抱合前に精製する。
或いは、高分子試薬は、Ｎｅｋｔａｒ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓから購入することがで
きる。
【０２４４】
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　抱合を達成するために、水性バッファの第ＩＸ因子の溶液に、２０モル過剰のｍＰＥＧ
－ＲＩＰ（５Ｋ）を添加する。得られた溶液は、室温での反応を容易にするために、低速
に設定したＲｏｔｏ　Ｍｉｘ（登録商標）オービタルシェーカー（Ｔｈｅｒｍｏｌｙｎｅ
　Ｃｏｒｐ．、Ｄｕｂｕｑｕｅ、ＩＡ）に入れる。１５分後に、第ＩＸ因子に対して５０
モル過剰に等しい量の水溶性のＮａＣＮＢＨ3を添加する。アリコートを、反応混合物か
ら定期的に回収して、（Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ
、ＣＡから入手可能なゲルを使用して）ＳＤＳ－ＰＡＧＥで分析する。
【０２４５】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析は、付着した１、２、および３ＰＥＧ部分を有する第ＩＸ因子の
ＰＥＧ誘導体の存在を示す。
　実施例１９
　ｍＰＥＧ－ＫＡＬによるシステイン挿入第ＩＸ因子の抱合、２０Ｋ
【０２４６】
　第ＩＸ因子には、国際特許出願公開ＷＯ９０／１２８７４に開示されるプロセスに基づ
いて、１つ以上のシステイン残基を挿入する。
【０２４７】
　抱合前に、第ＩＸ因子のバッファ交換を行って、ヒスチジンをＨＥＰＥＳに置き換える
。
【０２４８】
　アルゴン下で－２０℃で保存したｍＰＥＧ－ＭＡＬ（２０Ｋ）を室温まで加温する。加
温したｍＰＥＧ－ＭＡＬ試薬（４．４ｍｇ）を、０．０４４ｍｌのＨＥＰＥＳバッファ（
５０ｍＭのＨＥＰＥＳ（または他の好適なバッファ）、ｐＨ７．０）に溶解して、１０％
のｍＰＥＧ－ＭＡＬ溶液を作製する。そのｍＰＥＧ－ＭＡＬ溶液を、４ｍｌの第ＩＸ因子
溶液（５０ｍＭのＨＥＰＥＳに０．４３２４ｍｇ／ｍｌ（または他の好適な処方）、ｐＨ
７．０）に迅速に添加し、十分に混合する。室温で３０分反応させた後、反応バイアルを
低温室（４℃）に移し、その反応混合物に、さらに０．０４４ｍｌのｍＰＥＧ－ＭＡＬ溶
液を添加し、次いで３つ以上のアリコートの０．０４４ｍｌのｍＰＥＧ－ＭＡＬ溶液を、
２時間にわたり添加する。ｐＨを測定する（ｐＨ７．０±０．２）。タンパク質に対する
ｍＰＥＧ－ＭＡＬのモル比は、５０：１である。最終的なｍＰＥＧ－ＭＡＬの濃度は５．
２１３ｍｇ／ｍｌであり、最終的な第ＩＸ因子の濃度は０．４１０ｍｇ／ｍｌである。反
応は、Ｒｏｔｏｍｉｘ上で（低速、Ｔｈｅｒｍｏｌｙｎｅ）、４℃で一晩進行させること
が可能である。
【０２４９】
　抱合体の混合物は、ゲル濾過クロマトグラフィを使用して精製する。サイズ排除クロマ
トグラフィ方法は、反応混合物および最終的な製品を分析するために開発されたものであ
る。ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析はまた、サンプルの特徴づけにも使用される。
　実施例２０
　典型的な第ＩＸ因子－ＰＥＧ抱合体の生体外活性
【０２５０】
　実施例１、２、３、９、１４、および１５に記述した、第ＩＸ因子－ＰＥＧ抱合体それ
ぞれの生物学的活性を決定する。試験される全ての第ＩＸ因子－ＰＥＧ抱合体は、ある程
度の第ＩＸ因子活性を有するものと決定される。
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【配列表】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月4日(2011.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第ＩＸ因子ポリペプチド内に含まれるシステイン残基のチオール基を介して、第IX因子
ポリペプチドに共有結合された水溶性ポリマーを含む抱合体であって、当該第IX因子ポリ
ペプチドが第ＩＸ因子及び第IXa因子から選択され、そして当該第IX因子ポリペプチドが
、上記水溶性ポリマーが共有結合するところの上記システイン残基を含むように、場合に
より改変される、前記抱合体。
【請求項２】
　前記第IXポリペプチドが、前記水溶性ポリマーが共有結合されるところの前記システイ
ン残基を含むように改変される第IX因子である、請求項１に記載の抱合体。
【請求項３】
　前記第IX因子ポリペプチドが、前記水溶性ポリマーが共有結合するところの上記システ
イン残基を含むように改変された第IXa因子である、請求項１に記載の抱合体。
【請求項４】
　前記水溶性ポリマーが、ポリ（エチレングリコール）であり、そして前記抱合体がモノ
ＰＥＧ化される、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項５】
　前記水溶性ポリマーが、ポリ（エチレングリコール）であり、そして前記抱合体がジＰ
ＥＧ化される、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項６】
　前記水溶性ポリマーが、約６，０００ダルトン～約９０，０００ダルトンの範囲の公称
重量平均分子量を有する、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項７】
　前記第ＩＸ因子が、グリコシル化されている、請求項１に記載の抱合体。
【請求項８】
　前記第ＩＸ因子ポリペプチドがグリコシル化されていない、請求項１に記載の抱合体。
【請求項９】
　前記水溶性ポリマーが、γカルボキシグルタミン酸リッチ（ＧＬＡ）ドメイン内の位置
で、前記第ＩＸ因子ポリペプチドに共有結合される、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項１０】
　前記水溶性ポリマーが、ＥＧＦ様領域内の位置で、前記第ＩＸ因子ポリペプチドに共有
結合される、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項１１】
　前記水溶性ポリマーが、前記活性化ペプチド領域内の位置で、前記第ＩＸポリペプチド
に共有結合される、請求項２又は３に記載の抱合体。
【請求項１２】
　前記第ＩＸ因子ポリペプチドが、組み替え第ＩＸ因子ポリペプチドである、請求項２又
は３に記載の抱合体。
【請求項１３】
　マレイミド末端水溶性ポリマーを、前記システイン残基のチオール基と反応させること
により形成される、請求項２又は３に記載の抱合体。
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【請求項１４】
　チオエーテル結合を介して第ＩＸ因子ポリペプチドに共有結合される水溶性ポリマーを
含む抱合体であって、当該第ＩＸ因子ポリペプチドが、第ＩＸ因子及び第ＩＸa因子から
選択され、そして当該第ＩＸ因子ポリペプチドが、上記水溶性ポリマーがチオエーテル結
合を介して共有結合されるところのシステイン残基を含むように場合により改変された前
記抱合体。
【請求項１５】
　前記第ＩＸ因子ポリペプチドが、前記水溶性ポリマーが共有結合するところの前記シス
テイン残基を含む様に改変された第ＩＸ因子である、請求項１４に記載の抱合体。
【請求項１６】
　前記第ＩＸ因子ポリペプチドが、前記水溶性ポリマーが共有結合するところの前記シス
テイン残基を含む様に改変された第ＩＸa因子である、請求項１４に記載の抱合体。
【請求項１７】
　前記水溶性ポリマーが、ポリ（エチレングリコール）であり、そして前記抱合体がモノ
ペグ化されている、請求項１５に記載の抱合体。
【請求項１８】
　前記水溶性ポリマーが、ポリ（エチレングリコール）であり、そして前記抱合体がモノ
ペグ化されている、請求項１６に記載の抱合体。
【請求項１９】
　複数のモノペグ化又はジペグ化第ＩＸ因子ポリペプチド抱合体を含む組成物であって、
前記第ＩＸ因子ポリペプチドが、第ＩＸ因子及び第ＩＸa因子から選ばれる、前記組成物
。
【請求項２０】
　１又は複数の特定の結合部位において、第ＩＸ因子及び第ＩＸａ因子から選ばれる第Ｉ
Ｘポリペプチドに共有結合された１又は複数の同一のポリエチレングリコールを有する抱
合体を含む組成物であって、当該組成物が、当該抱合体の位置異性体を伴わない、前記組
成物。
【請求項２１】
　各ポリ（エチレングリコール）が、ヒドロキシ、アルコキシ、置換アルコキシ、アルケ
ンオキシ、置換アルケンオキシ、アルキノキシ、置換アルキノキシ、アリールオキシ及び
置換アリールオキシからなる群から選ばれる末端キャップ部分で末端キャップされている
、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項２２】
　各ポリ（エチレングリコール）がメトキシで末端キャップされている、請求項２１に記
載の組成物。
【請求項２３】
　各ポリ（エチレングリコール）がヒドロキシトキシで末端キャップされている、請求項
２１に記載の組成物。
【請求項２４】
　各ポリ（エチレングリコール）が、５０００ダルトン～１５０，０００ダルトンの範囲
の公称平均分子量を有する、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項２５】
　各ポリ（エチレングリコール）が、約６,０００ダルトン～約１００,０００ダルトンの
範囲の公称平均分子量を有する、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２６】
　各ポリ（エチレングリコール）が、約１０,０００ダルトン～約８５,０００ダルトンの
範囲の公称平均分子量を有する、請求項２４に記載の組成物。
【請求項２７】
　各ポリ（エチレングリコール）が、約２０,０００ダルトン～約８５,０００ダルトンの
範囲の公称平均分子量を有する、請求項２６に記載の組成物。
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【請求項２８】
　各抱合体が、同一の直線状ポリ（エチレングリコール）を含む、請求項１９又は２０に
記載の組成物。
【請求項２９】
　各抱合体が、同一の分岐状ポリ（エチレングリコール）を含む、請求項１９又は２０に
記載の組成物。
【請求項３０】
　前記第IX因子ポリペプチドが、前記ポリ（エチレングリコール）が共有結合するところ
のシステイン残基を含む様に改変されている、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３１】
　各抱合体が、組換え第IX因子ポリペプチドを含む、請求項１９又は２０に記載の組成物
。
【請求項３２】
　前記組成物が、アルブミンを実質的に伴わない、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３３】
　前記組成物が、第IX因子活性を有さないタンパク質を実質的に含まない、請求項１９又
は２０に記載の組成物。
【請求項３４】
　前記組成物が、非共有結合性水溶性ポリマーを実質的に含まない、請求項１９又は２０
に記載の組成物。
【請求項３５】
　凍結乾燥形態の、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３６】
　液体形態の、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３７】
　医薬として許容される賦形剤をさらに含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３８】
　各抱合体が、第ＩＸ因子ポリペプチド及びポリ（エチレングリコール）とのあいだのア
ミド結合を含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項３９】
　各抱合体が、第ＩＸ因子ポリペプチド及びポリ（エチレングリコール）とのあいだの第
二級アミン結合を含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項４０】
　各抱合体が、第ＩＸ因子ポリペプチド及びポリ（エチレングリコール）とのあいだのカ
ルバメート結合を含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項４１】
　各抱合体が、第ＩＸ因子ポリペプチド及びポリ（エチレングリコール）とのあいだのチ
オエーテル結合を含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項４２】
　各抱合体が、第ＩＸ因子ポリペプチド及びポリ（エチレングリコール）とのあいだのジ
スルフィド結合を含む、請求項１９又は２０に記載の組成物。
【請求項４３】
　前記水溶性ポリマーが、ポリ（アルキレンオキシド）、ポリ（ビニルピロリドン）、ポ
リ（サッカライド）、ポリ（ビニルアルコール）、ポリオキサゾリン、及びポリ（アクリ
ロイルモルフォリン）からなる群から選ばれる、請求項１に記載の抱合体。
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