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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗ＣＤ２０抗体を含む免疫性血小板減少性紫斑病を治療するための医薬であって、抗Ｃ
Ｄ２０抗体が３７５ｍｇ／ｍ２の用量で１日目、８日目、１５日目、２２日目に静脈内投
与される医薬。
【請求項２】
　抗ＣＤ２０抗体がリツキシマブを含む、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　さらに、糖質コルチコイドが投与される、請求項１または２に記載の医薬。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｂ細胞表面マーカー、例えばＣＤ１９又はＣＤ２０に結合するアンタゴニス
トを用いた自己免疫疾患の治療法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リンパ球は造血プロセス中に骨髄で生産される多くの種類の白血球の一つである。リン
パ球には、主として２つの集団：Ｂリンパ球(Ｂ細胞)とＴリンパ球(Ｔ細胞)がある。ここ
で特に関心あるリンパ球はＢ細胞である。
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　Ｂ細胞は骨髄内で成熟し、骨髄がその細胞表面に抗原結合性抗体を発現するようにする
。まず、未処置のＢ細胞は、その膜結合性抗体が特異的な抗原と遭遇すると、速やかに分
裂し始め、その子孫が記憶Ｂ細胞及び「形質細胞」と呼ばれるエフェクター細胞に分化す
る。記憶Ｂ細胞はより長い寿命を持ち、最初の親細胞と同じ特異性を有する膜結合性抗体
を発現し続ける。形質細胞は膜結合性抗体を産生しないが、代わりに分泌可能な形態の抗
体を産生する。分泌される抗体は体液性免疫の主要なエフェクター分子である。
【０００３】
　ＣＤ２０抗原(ヒトＢリンパ球制限分化抗原、Ｂｐ３５とも称される)はプレＢ細胞及び
成熟Ｂリンパ球上に局在する、約３５ｋＤの分子量を有する疎水性膜貫通タンパク質であ
る(Valentineら, J. Biol. Chem. 264(19)：11282-11287(1989)、及びEinfeldら, EMBO J
. 7(3)：711-717(1988))。また、前記抗原はＢ細胞非ホジキンリンパ腫(ＮＨＬ)上の９０
％以上で発現している(Andersonら, Blood 63(6)：1424-1433(1984))が、造血幹細胞、プ
ロＢ細胞、正常な形質細胞又は他の正常な組織においては見出されていない(Tedderら, J
. Immunol. 135(2)：973-979(1985))。ＣＤ２０は細胞分裂周期の開始と分化に対する活
性化プロセスの初期段階を調節し(Tedderら, 上掲)、カルシウムイオンチャンネルとして
機能する可能性がある(Tedderら, J. Cell. Biochem. 14D：195(1990))。
　Ｂ細胞リンパ腫でＣＤ２０が発現すると、この抗原は、そのようなリンパ腫の「ターゲ
ティング」のための候補薬となり得る。本質的に、このようなターゲティングは以下のよ
うに一般化される：Ｂ細胞のＣＤ２０表面抗原に特異的な抗体を患者に投与する。これら
の抗ＣＤ２０抗体は正常及び悪性Ｂ細胞の双方のＣＤ２０抗原(見かけ上)に特異的に結合
する。さらに、腫瘍を破壊する可能性のある化学薬剤又は放射活性標識を、該薬剤が新生
物Ｂ細胞に特異的に「送達」されるように、抗ＣＤ２０抗体にコンジュゲートさせること
ができる。アプローチに関係なく、第１の目的は腫瘍を破壊することであり；特定のアプ
ローチは利用する特定の抗ＣＤ２０抗体により決定され、よってＣＤ２０抗原をターゲテ
ィングするために有用なアプローチはかなり多様である。
【０００４】
　ＣＤ１９はＢ系統の細胞の表面で発現する他の抗原である。ＣＤ２０と同様、ＣＤ１９
は、幹細胞段階から形質細胞への末端分化の直前までの該系列の分化の間の全体にわたっ
て細胞に見出される(Nadler, L. Lymphocyte Typing II：3-37と付録, Renlingら, eds.(
1986), Springer Verlag)。しかしながら、ＣＤ２０とは異なり、ＣＤ１９に結合する抗
体はＣＤ１９抗原の内部移行を引き起こす。ＣＤ１９抗原は、特にＨＤ２３７-ＣＤ１９
抗体(「Ｂ４」抗体とも称される)により同定される(Kieselら, Leukemia Research II, 1
2：1119(1987))。ＣＤ１９抗原は、末梢血単核細胞の４-８％、及び末梢血、脾臓、リン
パ節又は扁桃から単離されたＢ細胞の９０％以上に存在する。ＣＤ１９は末梢血Ｔ細胞、
単球又は顆粒球においては検出されない。実際、全ての非Ｔ細胞急性リンパ芽球白血病(
ＡＬＬ)、Ｂ細胞慢性リンパ球白血病(ＣＬＬ)及びＢ細胞リンパ腫では、抗体Ｂ４により
検出可能なＣＤ１９が発現している(Nadlerら, J. Immunol. 131：244(1983)；及びNadle
rら, Progress in Hematology Vol.XII pp.187-206. Brown, E. ed.(1981), Grune & Str
atton, Incによる)。
　Ｂ細胞系列の細胞により発現した分化段階に特異的な抗原を認識する更なる抗体が同定
されている。これらのなかには、ＣＤ２１抗原に対するＢ２抗体；ＣＤ２２抗原に対する
Ｂ３抗体；及びＣＤ１０抗原に対するＪ５抗体(ＣＡＬＬＡとも称される)がある。1997年
1月21日に発行された米国特許第5,595,721号を参照。
【０００５】
　リツキシマブ(リツキサン(登録商標))抗体は、ＣＤ２０抗原に対する遺伝子操作された
キメラマウス／ヒトモノクローナル抗体である。リツキシマブは1998年4月7日に発行され
た米国特許第5,736,137号(Andersonら)において「Ｃ２Ｂ８」と呼ばれている抗体である
。リツキサン(登録商標)は、再発性又は難治性の軽度又はろ胞性の、ＣＤ２０が陽性のＢ
細胞性非ホジキンリンパ腫を患ってる患者に対して効能がある。インビトロの作用機序の
研究では、リツキサン(登録商標)はヒト補体に結合し、補体依存性細胞障害(ＣＤＣ)によ
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りリンパ系Ｂ細胞系を溶解することが証明されている(Reffら, Blood 83(2)：435-445(19
94))。さらに、抗体依存性細胞障害(ＡＤＣＣ)のアッセイでは、有意な活性を有する。よ
り最近では、リツキサン(登録商標)はトリチウム化チミジン導入アッセイにおいて抗増殖
効果を有し、直接アポトーシスを誘発するが、他の抗ＣＤ１９及び抗ＣＤ２０抗体ではこ
のようなことはないことが示されている(Maloneyら, Blood 88(10)：637a(1996))。また
、リツキサン(登録商標)と化学療法剤と毒素との相乗作用が実験的に観察されている。特
にリツキサン(登録商標)は、ドキソルビシン、ＣＤＤＰ、ＶＰ-１６、ジフテリア毒素及
びリシンの細胞毒性効果に対して薬剤耐性を有するヒトＢ細胞リンパ腫細胞系を感作させ
る(Demidemら, Cancer Chemotherapy & Radiopharmaceuticals 12(3)：177-186(1997))。
インビボでの前臨床的研究では、リツキサン(登録商標)は、カニクイザルの末梢血、リン
パ節及び骨髄からのＢ細胞を、おそらくは補体及び細胞媒介性プロセスにより涸渇させる
ことが示されている(Reffら, Blood 83(2)：435-445(1994))。
【発明の概要】
【０００６】
　第１の態様において、本発明は、Ｂ細胞表面マーカーに結合する治療的有効量のアンタ
ゴニストを哺乳動物に投与することを含む、哺乳動物の自己免疫疾患を治療する方法を提
供する。
　さらなる態様において、本発明は、容器と該容器に収容される組成物を含んでなる製造
品に関し、ここで組成物はＢ細胞表面マーカーに結合するアンタゴニストを含有し、また
組成物が自己免疫疾患を患っているか、又はその素因を有している患者を治療することを
使用者に指示するための包装挿入物をさらに含む製造品に関する。
【０００７】
（好適な実施態様の詳細な説明）
Ｉ．定義
　ここで「Ｂ細胞表面マーカー」とは、そこに結合するアンタゴニストにより標的にされ
得るＢ細胞の表面で発現する抗原である。Ｂ細胞表面マーカーの例には、ＣＤ１０、ＣＤ
１９、ＣＤ２０、ＣＤ２１、ＣＤ２２、ＣＤ２３、ＣＤ２４、ＣＤ３７、ＣＤ５３、ＣＤ
７２、ＣＤ７３、ＣＤ７４、ＣＤｗ７５、ＣＤｗ７６、ＣＤ７７、ＣＤｗ７８、ＣＤ７９
ａ、ＣＤ７９ｂ、ＣＤ８０、ＣＤ８１、ＣＤ８２、ＣＤ８３、ＣＤｗ８４、ＣＤ８５及び
ＣＤ８６白血球表面マーカーが含まれる。特に関心あるＢ細胞表面マーカーは哺乳動物の
他の非Ｂ細胞組織と比較してＢ細胞で優先的に発現しており、前駆体Ｂ細胞及び成熟Ｂ細
胞の双方で発現し得る。一実施態様では、マーカーは、ＣＤ２０又はＣＤ１９のように、
幹細胞段階から形質細胞への末端分化の直前までの系列の分化の間の全体にわたってＢ細
胞に見出されるものである。ここで好ましいＢ細胞表面マーカーはＣＤ１９及びＣＤ２０
である。
　「ＣＤ２０」抗原は、末梢血又はリンパ系器官の９０％以上のＢ細胞の表面で見出され
る～３５ｋＤａの非グルコシル化リンタンパク質である。ＣＤ２０は初期のプレＢ細胞発
育中に発現し、形質細胞分化まで残る。ＣＤ２０は正常なＢ細胞及び悪性のＢ細胞の双方
に存在する。文献でのＣＤ２０の他の名称には「Ｂリンパ球制限抗原」及び「Ｂｐ３５」
が含まれる。ＣＤ２０抗原は、例えばClarkら, PNAS(USA)82：1766(1985)に記載されてい
る。
　「ＣＤ１９」抗原とは、例えばＨＤ２３７-ＣＤ１９又はＢ４抗体により同定される～
９０ｋＤａの抗原を意味する(Kieselら, Leukemia Research II, 12：1119(1987))。ＣＤ
２０と同様、ＣＤ１９は幹細胞段階から形質細胞への末端分化の直前までの系列の分化の
間の全体にわたって細胞に見出されるものである。ＣＤ１９にアンタゴニストが結合する
ことで、ＣＤ１９抗原の内部移行が引き起こされる。
【０００８】
　ここで「自己免疫疾患」とは、非悪性疾患又は個人の自身の組織から生じる、また該組
織に対する疾病のことである。ここでの自己免疫疾患には、特に悪性又は癌腫の疾患又は
病状は含まれず、中でも、Ｂ細胞リンパ腫、急性リンパ芽球リンパ腫(ＡＬＬ)、慢性リン



(4) JP 6143664 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

パ性白血病(ＣＬＬ)、毛様細胞白血病及び慢性骨髄芽球白血病は含まれない。自己免疫疾
患又は疾患の例には、これらに限るものではないが、炎症反応、例えば乾癬及び皮膚炎(
例えばアトピー性皮膚炎)を含む炎症性皮膚病；全身性強皮症及び硬化症；炎症性腸疾患(
例えばクローン病及び潰瘍性大腸炎)に関連した反応；呼吸困難症候群(成人性呼吸困難症
候群；ＡＲＤＳ)；皮膚炎；髄膜炎；脳炎；ブドウ膜炎；大腸炎；糸球体腎炎；アレルギ
ーによる病状、例えば湿疹及び喘息及びＴ細胞の浸潤に関連した他の病状及び慢性炎症反
応；アテローム性動脈硬化症；白血球付着欠損症；リウマチ様関節炎；全身性エリテマト
ーデス(ＳＬＥ)；真性糖尿病(例えば、Ｉ型真性糖尿病又はインシュリン依存性真性糖尿
病)；多発性硬化症；レノー症候群；自己免疫甲状腺炎；アレルギー性脳脊髄炎；ショル
ゲン(Sjorgen)症候群；若年発症糖尿病；及び結核に典型的に見出されるＴリンパ球及び
サイトカインにより媒介される急性及び遅延高血圧に関連した免疫反応、サルコイドーシ
ス、多発性筋炎、肉芽種症及び血管炎；悪性貧血(アジソン病)；白血球血管外遊出に関連
した疾患；中枢神経系(ＣＮＳ)炎症疾病；多臓器傷害症候群；溶血性貧血(限定するもの
ではないが、クリオグロブリン血症又はクームズ陽性貧血)；重症筋無力症；抗原-抗体複
合体媒介性疾患；抗糸球体基底膜疾患；抗リン脂質症候群；アレルギー性神経炎；クレー
ブス病；ランベルト-イートン筋無力症症候群；類天疱瘡；天疱瘡；自己免疫多腺性内分
泌障害；ライター病；stiff-man症候群；ベーチット疾患；巨細胞動脈炎；免疫複合体腎
炎；ＩｇＡ腎症；ＩｇＭ多発性神経障害；免疫血小板減少性紫斑病(ＩＴＰ)又は自己免疫
血小板減少病等が含まれる。
【０００９】
　「アンタゴニスト」は、Ｂ細胞表面マーカーに結合すると、哺乳動物のＢ細胞を破壊又
は涸渇させ、及び／又は例えばＢ細胞により誘導される体液性反応を低減又は防止するこ
とにより、一又は複数のＢ細胞機能に干渉する分子である。アンタゴニストは、好ましく
はそれで治療される哺乳動物における、Ｂ細胞を涸渇させることができる(すなわち循環
Ｂ細胞レベルの低減)。そのような涸渇は、種々のメカニズム、例えば抗体依存性細胞媒
介性細胞障害(ＡＤＣＣ)及び／又は補体依存性細胞障害(ＣＤＣ)、Ｂ細胞増殖阻害、及び
／又はＢ細胞死の誘発(例えばアポトーシス)を介して達成される。本発明の範囲内に含ま
れるアンタゴニストには、抗体、合成又は天然配列ペプチド、及び場合によっては細胞障
害剤とコンジュゲート又は融合してＢ細胞表面マーカーに結合する小分子アンタゴニスト
が含まれる。好ましいアンタゴニストは抗体を含んでなる。
【００１０】
　「抗体依存性媒介細胞障害」および「ＡＤＣＣ」は、Ｆｃレセプター(ＦｃＲｓ)を発現
する非特異的細胞障害細胞（例えば、ナチュラルキラー（ＮＫ）細胞、好中球、マクロフ
ァージ）が、標的細胞に結合した抗体を認識し、ついでその標的細胞の溶解を引き起こす
、細胞が媒介する反応を意味する。ＡＤＣＣを媒介する主要な細胞のＮＫ細胞はＦｃγＲ
ＩＩＩのみを発現するのに対し、単球は、ＦｃγＲＩ、ＦｃγＲＩＩ及びＦｃγＲＩＩＩ
を発現する。造血細胞におけるＦｃＲの発現は、Ravetch及びKinet, Annu. Rev. Immunol
 9:457-92 (1991) の464ページの表３に要約されている。対象分子のＡＤＣＣ活性を評価
するために、米国特許第5,500,362号又は同5,821,337号に記述されているようなインビト
ロＡＤＣＣアッセイを実施することができる。このようなアッセイにおいて有用なエフェ
クター細胞には、末梢血単核細胞（ＰＢＭＣ）及びナチュラルキラー細胞（ＮＫ細胞）が
含まれる。あるいは、もしくは更に、対象分子のＡＤＣＣ活性は、例えば、Clynesら, PN
AS (USA) 95:652-656 (1998)において開示されているような動物モデルにおいてインビボ
で評価することが可能である。
　「ヒトエフェクター細胞」とは、一又は複数のＦｃＲｓを発現し、エフェクター機能を
実行する白血球のことである。その細胞が少なくともＦｃγＲＩＩＩを発現し、ＡＤＣＣ
エフェクター機能を実行することが望ましい。ＡＤＣＣを媒介するヒト白血球の例として
、末梢血単核細胞（ＰＢＭＣ）、ナチュラルキラー（ＮＫ）細胞、単球、細胞障害性Ｔ細
胞及び好中球が含まれるが、ＰＢＭＣｓとＮＫ細胞が好適である。
【００１１】
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　「Ｆｃレセプター」もしくは「ＦｃＲ」なる用語は、抗体のＦｃ領域に結合するレセプ
ターを記述するために使用される。好適なＦｃＲは天然配列ヒトＦｃＲである。さらに、
好適なＦｃＲは、ＩｇＧ抗体（ガンマレセプター）と結合するもので、ＦｃγＲＩ、Ｆｃ
γＲＩＩ及びＦｃγＲＩＩＩサブクラスのレセプターを含み、これらのレセプターの対立
遺伝子変異体、選択的スプライシング形態が含まれる。ＦｃγＲＩＩレセプターには、Ｆ
ｃγＲＩＩＡ（「活性化レセプター」）及びＦｃγＲＩＩＢ（「阻害レセプター」）が含
まれ、主としてその細胞質ドメインは異なるが、類似のアミノ酸配列を有するものである
。活性化レセプターＦｃγＲＩＩＡは、細胞質ドメインに免疫レセプターチロシン活性化
モチーフ（ITAM）を含んでいる。阻害レセプターＦｃγＲＩＩＢは、細胞質ドメインに免
疫レセプターチロシン阻害モチーフ（ITIM）を含んでいる（Daeron, Annu. Rev. immunol
. 15:203-234 (1997)を参照）。ＦｃＲsに関しては、 Ravetch及びKinet, Annu.Rev. Imm
unol. 9:457-92 (1991); Capel et al., Immunomethods 4:25-34 (1994); 及びde Haasら
, J.Lab. Clin. Med. 126:330-41 (1995) に概説されている。他のＦｃＲｓは、将来同定
されるものを含めて、ここでの「ＦｃＲ」という用語に包含される。また、該用語は、母
性ＩｇＧｓが胎児に受け継がれる要因となっている新生児性レセプター「ＦｃＲｎ」（Gu
yerら, J. Immunol. 117:587 (1976) Kimら, J. Immunol.24:249 (1994))も包含する。
【００１２】
　「補体依存性細胞障害」もしくは「ＣＤＣ」は、補体の存在下で標的を溶解する分子の
能力を意味する。補体活性化経路は補体系(Ｃｌｑ)の第１補体が同族抗原と複合した分子
(例えば抗体)に結合することにより開始される。補体の活性化を評価するために、ＣＤＣ
アッセイを、例えばGazzano-Santoro等, J. Immunol. Methods 202:163 (1996)に記載さ
れているようにして実施することができる。
　「成長阻害」アンタゴニストは、アンタゴニストが結合する抗原を発現する細胞の増殖
を防止又は低減するものである。例えば、アンタゴニストはインビトロ及び／又はインビ
ボでＢ細胞の増殖を防止又は低減可能である。
　「アポトーシスを誘発する」アンタゴニストは、アネキシンＶの結合、ＤＮＡの断片化
、細胞収縮、小胞体の拡張、細胞断片化、及び／又は膜小胞の形成(アポトーシス体と呼
ばれる)等の標準的なアポトーシスアッセイにより決定される、例えばＢ細胞の、プログ
ラム細胞死を誘発するものである。
【００１３】
　ここで「抗体」なる用語は最も広義に使用され、特に無傷のモノクローナル抗体、ポリ
クローナル抗体、少なくとも２つの無傷の抗体から形成される多重特異的抗体(例えば、
二重特異的抗体)、及びそれらが所望の生物活性を示す限りは抗体断片を包含する。
　「抗体断片」は無傷の抗体の一部、好ましくはその抗原結合又は可変領域を含む。抗体
断片の例には、Ｆａｂ、Ｆａｂ'、Ｆ(ａｂ')２及びＦｖ断片；ダイアボディー；線形抗体
；単鎖抗体分子；及び抗体断片から形成される多重特異性抗体が含まれる。
【００１４】
　「天然抗体」は、通常、２つの同一の軽（Ｌ）鎖及び２つの同一の重（Ｈ）鎖とからな
る、約１５０，０００ダルトンの異種四量体糖タンパク質である。各軽鎖は１つの共有ジ
スルフィド結合によって重鎖に結合されているが、ジスルフィド結合の数は異なる免疫グ
ロブリンアイソタイプの重鎖間で変動する。また各重鎖及び軽鎖も規則的に離間した鎖内
ジスルフィド架橋を有する。各重鎖は一端に可変ドメイン（ＶＨ）を有し、それに多数の
定常ドメインが続く。各軽鎖は一端に可変ドメイン（ＶＬ）を、他端に定常ドメインを有
し；軽鎖の定常ドメインは重鎖の第１の定常ドメインと並び、軽鎖の可変ドメインは重鎖
の可変ドメインと並んでいる。特定のアミノ酸残基が軽鎖と重鎖の可変ドメイン間の界面
を形成すると考えられている。
【００１５】
　「可変」なる用語は、可変ドメインの或る部分が抗体間で配列が広範囲に相違し、各特
定の抗体のその特定抗原への結合及び特異性に使用されているという事実を意味する。し
かし、可変性は抗体の可変領域全体に均一に分布しているのではない。それは、軽鎖及び
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重鎖の可変ドメインの両方における高度可変領域と呼ばれる３つのセグメントに集中して
いる。可変ドメインのより高度に保存された部分はフレームワーク領域（ＦＲ）と呼ばれ
る。天然重鎖及び軽鎖の可変ドメインは、それぞれ、βシート構造を連結し、その一部を
形成することもあるループを形成する、３つの高度可変領域により連結された、主として
βシート構造を採る４つのＦＲ領域を含む。各鎖の高度可変領域はＦＲ領域により近接し
て保持され、他の鎖からの高度可変領域と共に、抗体の抗原結合部位の形成に寄与してい
る（Kabat等, Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th ED. Public Hea
lth Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD. (1991)を参照のこと）。
定常ドメインは抗体の抗原への結合に直接は関係しないが、種々のエフェクター機能、例
えば抗体依存性細胞障害(ＡＤＣＣ)への抗体の寄与を示す。
　抗体のパパイン消化により、各々が単一の抗原結合部位を有する「Ｆａｂ」断片と呼ば
れる２つの同一の抗原結合断片と、その名称が容易に結晶化する能力を表す、残りの「Ｆ
ｃ」断片が産生される。ペプシン処理により、２つの抗原結合部位を有し、更に抗原を架
橋させ得るＦ(ａｂ')２断片が生じる。
【００１６】
　「Ｆｖ」は、完全な抗原認識及び結合部位を含む最小抗体断片である。この領域は、堅
固な非共有結合をなした一つの重鎖及び一つの軽鎖可変ドメインの二量体からなる。この
構造では、各可変ドメインの３つの高度可変領域が相互に作用してＶＨ-ＶＬ二量体表面
に抗原結合部位を形成する。集合的に、６つの高度可変領域が抗体に抗原結合特異性を付
与する。しかし、単一の可変ドメイン(又は抗原に対して特異的な３つの高度可変領域の
みを含むＦｖの半分)でさえ、全結合部位よりも親和性が低くなるが、抗原を認識して結
合する能力を有している。
　またＦａｂ断片は、軽鎖の定常ドメインと重鎖の第一定常領域(ＣＨ１)を有する。Ｆａ
ｂ'断片は、抗体ヒンジ領域からの一又は複数のシステインを含む重鎖ＣＨ１ドメインの
カルボキシ末端に数個の残基が付加している点でＦａｂ断片とは異なる。Ｆａｂ'-ＳＨは
、定常ドメインのシステイン残基が少なくとも１つのフリーのチオール基を担持している
Ｆａｂ'に対するここでの命名である。Ｆ(ａｂ')２抗体断片は、間にヒンジシステインを
有するＦａｂ'断片の対として生産された。抗体断片の他の化学カップリング法も知られ
ている。
【００１７】
　任意の脊椎動物種からの抗体(免疫グロブリン)の「軽鎖」には、その定常ドメインのア
ミノ酸配列に基づいて、カッパ(κ)及びラムダ(λ)と呼ばれる２つの明確に区別される型
の一つを割り当てることができる。
　重鎖の定常ドメインのアミノ酸配列に応じて、抗体を異なるクラスに割り当てることが
できる。無傷の抗体には５つの主要なクラス：ＩｇＡ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、ＩｇＧ及びＩｇ
Ｍがあり、それらのいくつかは更にサブクラス(アイソタイプ)、例えばＩｇＧ１、ＩｇＧ
２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ及びＩｇＡ２に分けられる。異なるクラスの抗体に対応
する重鎖定常ドメインは、それぞれα、σ、ε、γ及びμと呼ばれる。異なるクラスの免
疫グロブリンのサブユニット構造及び３次元構造はよく知られている。
【００１８】
　「単鎖Ｆｖ」又は「ｓｃＦｖ」抗体断片は、抗体のＶＨ及びＶＬドメインを含み、ここ
で、これらのドメインは単一のポリペプチド鎖中に存在する。好ましくは、Ｆｖポリペプ
チドはＶＨ及びＶＬドメイン間にポリペプチドリンカーを更に含み、それはｓｃＦＶが抗
原結合に望ましい構造を形成することを可能にする。ｓｃＦｖの概説については、The Ph
armacology of Monoclonal Antibodies, vol. 113, Rosenburg及びMoore編, Springer-Ve
rlag, New York, pp. 269-315 (1994)のPluckthunを参照のこと。
　「ダイアボディ(diabodies)」なる用語は、二つの抗原結合部位を持つ小型の抗体断片
を指し、その断片は同じポリペプチド鎖(ＶＨ－ＶＬ)内で軽鎖可変ドメイン(ＶＬ)に結合
した重鎖可変ドメイン(ＶＨ)を含む。同じ鎖の二つのドメイン間に対形成するには短すぎ
るリンカーを用いることにより、ドメインは強制的に他の鎖の相補的ドメインと対形成し
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て二つの抗原結合部位を生成する。ダイアボディは、例えば、EP 404,097; WO 93/11161;
 及びHollinger等, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90: 6444-6448 (1993)においてより詳
細に記載されている。
【００１９】
　ここで使用される「モノクローナル抗体」という用語は、実質的に均一な抗体の集団か
ら得られる抗体を指す。すなわち、集団を構成する個々の抗体が、少量で存在しうる自然
に生じる可能な突然変異を除いて同一である。モノクローナル抗体は高度に特異的であり
、一つの抗原部位に対している。更に、異なる決定基(エピトープ)に対する異なる抗体を
典型的には含む通常の(ポリクローナル)抗体と比べて、各モノクローナル抗体は、抗原上
の単一の決定基を対するものである。その特異性に加えて、モノクローナル抗体は、他の
免疫グロブリンによって汚染されていないハイブリドーマ培養から合成される点で有利で
ある。「モノクローナル」との修飾語句は、実質的に均一な抗体集団から得られていると
いう抗体の特徴を示し、抗体を何か特定の方法で生産しなければならないことを意味する
ものではない。例えば、本発明において使用されるモノクローナル抗体は、最初にKohler
等, Nature 256, 495 (1975)により記載されたハイブリドーマ法によって作ることができ
、あるいは組換えＤＮＡ法によって作ることができる(例えば、米国特許第4,816,567号参
照)。また「モノクローナル抗体」は、例えばClackson等, Nature 352:624-628(1991)、
及びMarksほか, J. Mol. Biol. 222:581-597(1991)に記載された技術を用いてファージ抗
体ライブラリーから単離することもできる。
【００２０】
　ここで、モノクローナル抗体は、重鎖及び／又は軽鎖の一部が特定の種由来の抗体ある
いは特定の抗体クラス又はサブクラスに属する抗体の対応する配列と同一であるか相同で
あり、鎖の残りの部分が他の種由来の抗体あるいは他の抗体クラスあるいはサブクラスに
属する抗体の対応する配列と同一であるか相同である「キメラ」抗体(免疫グロブリン)、
並びにそれが所望の生物活性を有する限りそれら抗体の断片を特に含む(米国特許第4,816
,567号; Morrisonほか, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81:6851-6855(1984))。ここで対
象キメラ抗体は、非ヒト霊長類(例えば旧世界ザル、例えばヒヒ、アカゲザル又はカニク
イザル)から誘導された可変自己免疫疾患抗原結合配列及びヒト定常領域配列を含む「霊
長類化」抗体を含む(米国特許第5,693,780号)。
【００２１】
　非ヒト(例えば、アウス)抗体の「ヒト化」形とは、非ヒト免疫グロブリンに由来する最
小配列を含むキメラ抗体である。大部分においてヒト化抗体は、レシピエントの高度可変
領域の残基が、マウス、ラット、ウサギ又は非ヒト霊長類のような所望の特異性、親和性
及び能力を有する非ヒト種(ドナー抗体)の高度可変領域の残基によって置換されたヒト免
疫グロブリン(レシピエント抗体)である。ある場合には、ヒト免疫グロブリンのフレーム
ワーク領域(ＦＲ)残基は、対応する非ヒト残基によって置換される。更に、ヒト化抗体は
、レシピエント抗体にもドナー抗体にも見出されない残基を含んでもよい。これらの修飾
は抗体の特性を更に洗練するために行われる。一般に、ヒト化抗体は、少なくとも１つ、
典型的には２つの可変ドメインの実質的に全てを含み、全てあるいはほとんど全ての高度
可変ループが非ヒト免疫グロブリンのものに対応し、全てあるいはほとんど全てのＦＲ領
域がヒト免疫グロブリン配列のものである。ヒト化抗体は、最適には免疫グロブリン定常
領域(Ｆｃ)、典型的にはヒトの免疫グロブリンの定常領域の少なくとも一部を含んでなる
。更なる詳細は、Jones等, Nature 321, 522-525(1986)；Reichmann等, Nature 332, 323
-329(1988)；及びPresta, Curr. Op. Struct. Biol. 2, 593-596(1992)を参照のこと。
【００２２】
　ここで使用される場合、「高度可変領域」なる用語は、抗原結合性を生じる抗体のアミ
ノ酸残基を意味する。高度可変領域は「相補性決定領域」又は「ＣＤＲ」からのアミノ酸
残基(すなわち、軽鎖可変ドメインの残基２４－３４(Ｌ１)、５０－５６(Ｌ２)及び８９-
９７(Ｌ３)及び重鎖可変ドメインの３１－３５(Ｈ１)、５０－６５(Ｈ２)及び９５－１０
２(Ｈ３)；Kabatら, Sequences of Proteins of Immunological Interest,５版, Public 
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Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD.(1991))及び／又は「
高度可変ループ」からの残基(すなわち、軽鎖可変ドメインの残基２６－３２(Ｌ１)、５
０－５２(Ｌ２)及び９１－９６(Ｌ３)及び重鎖可変ドメインの残基２６－３２(Ｈ１)、５
３－５５(Ｈ２)及び９６－１０１(Ｈ３);Chothia及びLesk J.Mol.Biol. 196:901-917 (19
87))を含んでなる。「フレームワーク」又は「ＦＲ」残基はここに定義した高度可変領域
残基以外の可変ドメイン残基である。
【００２３】
　Ｂ細胞表面マーカー等の対象抗原に「結合する」アンタゴニストは、該アンタゴニスト
が抗原を発現する細胞をターゲティングするための治療剤として有用であるように、十分
な親和性及び／又はアビジチを有する抗原に結合可能なものである。
　ＣＤ２０抗原に結合するアンタゴニストの例には、「リツキシマブ」(「リツキサン(登
録商標)」)と称される「Ｃ２Ｂ８」(出典明示によって明示的にここに取り込まれる米国
特許第5,736,137号)、「Ｙ２Ｂ８」と呼称されるイッテリウム-[９０]-ラベル２Ｂ８マウ
ス抗体(出典明示によって明示的にここに取り込まれる米国特許第5,736,137号)；１３１

Ｉでラベルされて「１３１Ｉ-Ｂ１」抗体を生じるマウスＩｇＧ２ａ「Ｂ１」(BEXXARＴＭ

)(出典明示によって明示的にここに取り込まれる米国特許第5,595,721号)；マウスモノク
ローナル抗体「１Ｆ５」(Pressら, Blood 69(2)：584-591(1987))；「キメラ２Ｈ７」抗
体(出典明示によって明示的にここに取り込まれる米国特許第5,677,180号)；及びインタ
ーナショナル・ロイコサイト・タイピング・ワークショップから入手可能なモノクローナ
ル抗体Ｌ２７、Ｇ２８-２、９３-１Ｂ３、Ｂ-Ｃ１又はＮＵ-Ｂ２(Valentineら, In:Leuko
cyte Typing III(McMichael, Ed, p.440, Oxford University Press)(1987))が含まれる
。
【００２４】
　ＣＤ１９抗原に結合する抗体の例には、Hekmanら, Cancer Immunol. Immunother. 32：
364-372(1991)及びVlasveldら, Cancer Immunol. Immunother. 40：37-47(1995)の抗ＣＤ
１９抗体；及びKieselら, Leukemia Research II, 12：1119(1987)のＢ４抗体が含まれる
。
　ここで、「リツキシマブ」又は「リツキサン(登録商標)」なる用語は、ここに出典明示
によって明示的に取り込まれる米国特許第5,736,137号において「Ｃ２Ｂ８」と命名され
た遺伝子操作されたＣＤ２０抗原に対するキメラマウス／ヒトモノクローナル抗体を指す
。抗体はマウス軽鎖及び重鎖可変領域配列、ヒト定常領域配列を含むＩｇＧ１カッパ免疫
グロブリンである。リツキシマブは約８．０ｎＭのＣＤ２０抗原対する結合親和性を有す
る。
【００２５】
　「単離された」アンタゴニストとは、その自然環境の成分から同定され分離され及び／
又は回収されたものである。その自然環境の汚染成分とは、そのアンタゴニストの診断又
は治療への使用を妨害する物質であり、酵素、ホルモン、及び他のタンパク質様又は非タ
ンパク質様溶質が含まれる。好ましい実施態様において、アンタゴニストは、（１）ロー
リー法で測定してアンタゴニストの９５重量％を越え、最も好ましくは９９重量％を越え
るまで、（２）スピニングカップシークエネーターを使ったＮ末端又は内在するアミノ酸
配列の少なくとも１５残基を取り出すのに十分な程度まで、又は（３）クーマシーブルー
又は好ましくは銀染色を用いた還元又は非還元状態の下でのＳＤＳ－ＰＡＧＥにより均一
になるまで、精製される。単離されたアンタゴニストは、アンタゴニストの自然な環境の
少なくとも一成分が存在しないことから、組換え細胞のインサイツアンタゴニストを含む
。しかしながら、通常は、単離されたアンタゴニストは少なくとも１つの精製工程によっ
て調製される。
【００２６】
　治療の目的とされる「哺乳動物」とは、ヒト、家庭又は農場用動物、及び動物園、スポ
ーツ又はペット用動物、例えばイヌ、ウマ、ネコ、ウシ等を含む、哺乳動物として分類さ
れるあらゆる動物を意味する。好ましくは哺乳動物はヒトである。
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　「治療」は、治癒的処置、予防的及び防止的療法の両方を意味する。治療が必要なもの
とは、既に疾患又は疾病に罹っているもの、並びに疾患又は疾病が防止されるべきものを
含む。よって、哺乳動物は疾患又は疾病を患っていると診断されているか、又は疾患にか
かりやすいか、又はこれの影響を受けやすいと診断されている。
　「治療的有効量」なる表現は、当該問題の自己免疫疾患を防止、改良又は治療するのに
有効なアンタゴニストの量を意味する。
【００２７】
　添加剤療法についてここで用いられる「免疫抑制剤」という用語は、ここで治療される
哺乳動物の免疫系を抑制又はマスクするために作用する物質を意味する。サイトカイン生
成を抑制する、自己抗原発現をダウンレギュレート又は抑制する、あるいはＭＨＣ抗原を
マスクする物質を含む。このような薬剤の例は、２-アミノ-６-アリール-５-置換ピリミ
ジン（米国特許第4,665,077号参照、、その開示はここに参考として取り入れるものとす
る）；アザチオプリン；シクロホスファミド；ブロモクリプチン；ダナゾール；ダプソー
ン；グルタルアルデヒド（米国特許第4,120,649号に記載されているように、ＭＨＣ抗原
をマスクする）；ＭＨＣ抗原及びＭＨＣ断片に対する抗イディオタイプ抗体；シクロスポ
リンＡ；グルココルチコステロイド、例えばプレドニゾン、メチルプレドニソロン、及び
デキサメタゾンなどのステロイド、抗インターフェロン-γ、-β又は-α抗体を含むサイ
トカイン又はサイトカインレセプターアンタゴニスト、抗腫瘍壊死因子-α抗体、抗腫瘍
壊死因子-β抗体、抗インターロイキン-２抗体及び；抗ＩＬ-２レセプター抗体；抗ＣＤ
１１ａ及び抗ＣＤ２８抗体を含む抗ＬＦＡ-１抗体；抗Ｌ３Ｔ４抗体；異種抗リンパ球グ
ロブリン；全Ｔ抗体、好ましくは抗ＣＤ３又は抗ＣＤ４／ＣＤ４ａ抗体；ＬＦＡ-３結合
ドメインを持つ可溶性ペプチド（7/26/90に発行されたWO 90/08187）；ストレプトキナー
ゼ；ＴＧＦ-β；ストレプトドルナーゼ；宿主からのＲＮＡ又はＤＮＡ；ＦＫ５０６；Ｒ
Ｓ-６１４４３；デオキシスペルグアリン(deoxyspergualin)；ラパマイシイン(rapamycin
)；Ｔ細胞レセプター（Cohen等, 米国特許第5,114,721号）；Ｔ細胞レセプター断片（Off
ner等, Science, 251: 430-432 (1991); WO 90/11294; Ianeway, nature, 341: 482 (198
9); 及びWO 91/01133）；及びＴ１０Ｂ９等のＴ細胞レセプター抗体（欧州特許第340,109
号）を含む。
【００２８】
　ここで用いられる「細胞障害剤」なる用語は、細胞の機能を阻害又は抑制する及び／又
は細胞破壊を生ずる物質を意味する。この用語は、放射性同位体(例えば、Ａｔ２１１、
Ｉ１３１、Ｉ１２５、Ｙ９０、Ｒｅ１８６、Ｒｅ１８８、Ｓｍ１５３、Ｂｉ２１２、Ｐ３

２及びＬｕの放射性同位体)、化学療法剤、及び細菌、真菌、植物又は動物由来の酵素的
活性毒素又は小分子毒素等の毒素、又はその断片を含むことが意図されている。
【００２９】
　「化学療法剤」は、癌の治療に有用な化学化合物である。化学療法剤の例には、アルキ
ル化剤、例えばチオテパ及びシクロホスファミド(CYTOXANＴＭ)；スルホン酸アルキル、
例えばブスルファン、インプロスルファン及びピポスルファン(piposulfan)；アジリジン
類、例えばベンゾドーパ(benzodopa)、カルボコン、メツレドーパ(meturedopa)、及びウ
レドーパ(uredopa)；アルトレートアミン(altretamine)、トリエチレンメラミン、トリエ
チレンホスホラミド、トリエチレンチオホスホラミド(triethylenethiophosphaoramide)
及びトリメチローロメラミン(trimethylolomelamine)を含むエチレンイミン類及びメチラ
メラミン類；ナイトロジェンマスタード、例えばクロランブシル、クロロナファジン(chl
ornaphazine)、チョロホスファミド(cholophosphamide)、エストラムスチン、イソフラミ
ド、メクロレタミン、メクロレタミンオキシドヒドロクロリド、メルファラン(melphalan
)、ノベンビチン(novembichin)、フェネステリン(phenesterine)、プレドニムスチン(pre
dnimustine)、トロフォスファミド(trofosfamide)、ウラシルマスタード；ニトロスレア
ス(nitrosureas)、例えばカルムスチン、クロロゾトシン(chlorozotocin)、フォテムスチ
ン(fotemustine)、ロムスチン、ニムスチン、ラニムスチン；抗生物質、例えばアクラシ
ノマイシン(aclacinomysins)、アクチノマイシン、オースラマイシン(authramycin)、ア
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ザセリン、ブレオマイシン、カクチノマイシン(cactinomycin)、カリケアマイシン(calic
heamicin)、カラビシン(carabicin)、カルミノマイシン(carminomycin)、カルジノフィリ
ン(carzinophilin)、クロモマイシン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、デトルビシ
ン(detorubicin)、６-ジアゾ-５-オキソ-Ｌ-ノルロイシン、ドキソルビシン、エピルビシ
ン、エソルビシン(esorubicin)、イダルビシン(idarubicin)、マルセロマイシン(marcell
omycin)、マイトマイシン(mitomycins)、マイコフェノール酸(mycophenolic acid)、ノガ
ラマイシン(nogalamycin)、オリボマイシン(olivomycins)、ペプロマイシン、ポトフィロ
マイシン(potfiromycin)、ピューロマイシン、クエラマイシン(quelamycin)、ロドルビシ
ン(rodorubicin)、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、ツベルシジン(tubercidin)
、ウベニメクス、ジノスタチン(zinostatin)、ゾルビシン(zorubicin)；抗代謝生成物、
例えばメトトキサレート及び５-フルオロウラシル(５-FU)；葉酸類似体、例えばデノプテ
リン(denopterin)、メトトキサレート、プテロプテリン(pteropterin)、トリメトレキセ
ート(trimetrexate)；プリン類似体、例えばフルダラビン(fludarabine)、６-メルカプト
プリン、チアミプリン、チオグアニン；ピリミジン類似体、例えばアンシタビン、アザシ
チジン(azacitidine)、６-アザウリジン(azauridine)、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(enocitabine)、フロキシウリジン(fl
oxuridine)、５-FU；アンドロゲン類、例えばカルステロン(calusterone)、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(testolacton
e)；抗副腎剤、例えばアミノグルテチミド、ミトタン、トリロスタン；葉酸リプレニッシ
ャー(replenisher)、例えばフロリン酸(frolinic acid)；アセグラトン；アルドホスファ
ミドグリコシド；アミノレブリン酸；アムサクリン(amsacrine)；ベストラブシル(bestra
bucil)；ビサントレン(bisantrene)；エダトラキセート(edatraxate)；デフォファミン(d
efofamine)；デメコルシン(demecolcine)；ジアジコン(diaziquone)；エルフォルニチン(
elfornithine)；酢酸エリプチニウム(elliptinium)；エトグルシド(etoglucid)；硝酸ガ
リウム；ヒドロキシ尿素；レンチナン；ロニダミン(lonidamine)：ミトグアゾン(mitogua
zone)；ミトキサントロン；モピダモール(mopidamol)；ニトラクリン(nitracrine)；ペン
トスタチン；フェナメット(phenamet)；ピラルビシン；ポドフィリン酸(podophyllinic a
cid)；２-エチルヒドラジド；プロカルバジン；ＰＳＫ(登録商標)；ラゾキサン(razoxane
)；シゾフィラン；スピロゲルマニウム(spirogermanium)；テニュアゾン酸(tenuazonic a
cid)；トリアジコン(triaziquone)；２,２',２''-トリクロロトリエチルアミン；ウレタ
ン；ビンデシン；ダカーバジン；マンノムスチン(mannomustine)；ミトブロニトール；ミ
トラクトール(mitolactol)；ピポブロマン(pipobroman)；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；タキソイド類、例えばパク
リタキセル（TAXOL(商品名), Bristol-Myers Squibb Oncology, Princeton, NJ）及びド
キセタキセル（TAXOTERE(商品名), Rhone-Poulenc Rorer, Antony, France）；クロラン
ブシル；ゲンシタビン(gemcitabine)；６-チオグアニン；メルカプトプリン；メトトキサ
レート；プラチナ類似体、例えばシスプラチン及びカルボプラチン；ビンブラスチン；プ
ラチナ；エトポシド(ＶＰ-１６)；イホスファミド；マイトマイシンＣ；ミトキサントロ
ン；ビンクリスチン；ビノレルビン(vinorelbine)；ナベルビン(navelbine)；ノバントロ
ン(novantron)；テニポシド(teniposide)；ダウノマイシン；アミノプテリン；キセロー
ダ(xeloda)；イバンドロナート(ibandronate)；ＣＴＰ-１１；トポイソメラーゼインヒビ
ターＲＦＳ２０００；ジフルオロメチロールニチン(ＤＭＦＯ)；レチノイン酸；エスペラ
ミシン類(esperamicins)；カペシタビン(capecitabine)；並びに上述したものの製薬的に
許容可能な塩類、酸類又は誘導体が含まれる。この定義にさらに含まれるものは、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ホルモン剤、例えばタモキシフェン、
ラロキシフェン(raloxifene)、４(５)-イミダゾール類を阻害するアロマターゼ、４-ヒド
ロキシタモキシフェン、トリオキシフェン(trioxifene)、ケオキシフェン(keoxifene)、
ＬＹ１１７０１８、オナプリストン、及びトレミフェン(toremifene)(Fareston)を含む抗
エストロゲン；及び抗アンドロゲン、例えばフルタミド(flutamide)、ニルタミド(niluta
mide)、ビカルタミド(bicalutamide)、ロイプロリド(leuprolide)、及びゴセレリン；並
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びに上記のものの製薬的に許容可能な塩類、酸類又は誘導体である。
【００３０】
　「サイトカイン」なる用語は、１つの細胞集団から放出され、他の細胞に細胞間メディ
エータとして作用するタンパク質の一般用語である。このようなサイトカインの例は、リ
ンホカイン、モノカイン、及び伝統的なポリペプチドホルモンである。サイトカインに含
まれるのは、成長ホルモン、例えばヒト成長ホルモン、Ｎ-メチオニルヒト成長ホルモン
、及びウシ成長ホルモン；副甲状腺ホルモン；チロキシン；インシュリン；プロインシュ
リン；レラキシン；プロレラキシン；糖タンパク質ホルモン、例えば濾胞刺激ホルモン(
ＦＳＨ)、甲状腺刺激ホルモン(ＴＳＨ)、及び黄体化ホルモン(ＬＨ)；肝臓成長因子；線
維芽成長因子；プロラクチン；胎盤ラクトゲン；腫瘍壊死因子-α及び-β；ミューラー阻
害物質；マウス生殖腺刺激ホルモン関連ペプチド；インヒビン；アクチビン；血管内皮成
長因子；インテグリン；トロンボポエチン(ＴＰＯ)；ＮＧＦ-β等の神経成長因子；血小
板成長因子；ＴＧＦ-α及びＴＧＦ-β等のトランスフォーミング成長因子(ＴＧＦ)；イン
シュリン様成長因子-Ｉ及びＩＩ；エリスロポエチン(ＥＰＯ)；骨誘発因子；インターフ
ェロン-α、-β、及び-γ等のインターフェロン；コロニー刺激因子(ＣＳＦｓ)、例えば
マクロファージ-ＣＳＦ(Ｍ-ＣＳＦ)；顆粒球-マクロファージ-ＣＳＦ(ＧＭ-ＣＳＦ)；及
び顆粒球-ＣＳＦ(Ｇ-ＣＳＦ)；インターロイキン(ＩＬｓ)、例えばＩＬ-１、ＩＬ-１α、
ＩＬ-２、ＩＬ-３、ＩＬ-４、ＩＬ-５、ＩＬ-６、ＩＬ-７、ＩＬ-８、ＩＬ-９、ＩＬ-１
１、ＩＬ-１２、ＩＬ-１５；腫瘍壊死因子、例えばＴＮＦ-α及びＴＮＦ-β；及びＬＩＦ
及びキットリガンド(ＫＬ)を含む他のポリペプチド因子である。ここで用いられていると
ころでは、サイトカインなる用語は、天然供給源から、又は組換え細胞培養からのタンパ
ク質と天然配列サイトカインの生物学的な活性等価物を含む。
【００３１】
　本願において使用される「プロドラッグ」という用語は、親薬物に比べて、腫瘍細胞に
対する細胞毒性が低く、より活性な親形態に、酵素的に活性化又は転換され得る製薬的に
活性な物質の先駆体又は誘導体形態を意味る。例えば、Wilman, 「Prodrugs in Cancer C
hemotherapy」, Biochemical Society Transactions, 14, pp.375-382, 615th Meeting B
elfast(1986)及びStellaら,「Prodrugs:A Chemical Approach to Targeted Drug Deliver
y」, Directed Drug Delivery, Borchardtら,(編), pp.247-267, Humana Press(1985)を
参照。 限定するものではないが、本発明のプロドラッグには、ホスファート含有プロド
ラッグ、チオホスファート含有プロドラッグ、スルファート含有プロドラッグ、ペプチド
含有プロドラッグ、Ｄ-アミノ酸変性プロドラッグ、グリコシル化プロドラッグ、βラク
タム含有プロドラッグ、任意に置換されたフェノキシアセトアミド含有プロドラッグ又は
任意に置換されたフェニルアセトアミド含有プロドラッグ、より活性のある細胞毒のない
薬剤に転換可能な５-フルオロシトシン及び他の５-フルオロウリジンプロドラッグが含ま
れる。限定するものではないが、本発明で使用されるプロドラッグ形態に誘導体化可能な
細胞障害剤の例には、前掲の化学療法剤が含まれる。
【００３２】
　「リポソーム」は、哺乳動物への薬剤(例えば、ここで開示されているアンタゴニスト
、場合によっては化学療法剤)の送達に有用な、種々の種類の脂質、リン脂質及び／又は
界面活性剤からなる小胞体である。リポソームの成分は、通常、生物膜の脂質配置に似た
２層構造に配されている。
　「パッケージ挿入物」という用語は効能、用法、用量、投与方法、禁忌及び／又はかか
る治療製品の使用に関する警告についての情報を含む、治療製品の市販用パッケージに通
常含まれるインストラクションを指すために使用される。
【００３３】
ＩＩ．　アンタゴニストの製造
　本発明の方法及び製造品は、Ｂ細胞表面マーカーに結合するアンタゴニストを使用する
か、これを導入したものである。従って、このようなアンタゴニストを生産するための方
法を以下に記載する。
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　アンタゴニスト(類)の製造又はスクリーニングに使用されるＢ細胞表面マーカーは、例
えば所望のエピトープを含む抗原又はそれらの一部の可溶形態のものであってよい。ある
いは、又は付加的に、アンタゴニスト(類)を生産又はスクリーニングするために、その細
胞表面にＢ細胞表面マーカーを発現する細胞を使用することもできる。アンタゴニストの
生産に有用な他の形態のＢ細胞表面マーカーは当業者には明らかであろう。好ましくは、
Ｂ細胞表面マーカーはＣＤ１９又はＣＤ２０抗原である。
　好ましいアンタゴニストは抗体であるが、ここでは抗体以外のアンタゴニストを考慮す
ることとする。例えば、アンタゴニストには細胞障害剤(例えば上述したもの)と融合又は
コンジュゲートしてもよい小分子アンタゴニストが含まれ得る。小分子のライブラリーは
、抗原に結合する小分子を同定するために、ここで対象Ｂ細胞表面マーカーに対してスク
リーニングされる。さらに小分子は、その拮抗特性がスクリーニングされ、及び／又は細
胞障害剤とコンジュゲートされる。
　また、アンタゴニストは、理論的設計又はファージディスプレイ(例えば、1998年8月13
日に公開された国際公開第98/35036号)により生産されるペプチドであってもよい。一実
施態様において、分子は「ＣＤＲ模倣物」又は抗体のＣＤＲに基づいて設計された抗体類
似物が選択されてもよい。このようなペプチドはそれ自体で拮抗作用を示すが、ペプチド
の拮抗特性を高める又は添加するために、細胞障害剤とペプチドを融合させてもよい。
　以下に、本発明で使用される抗体アンタゴニストの生産のための例示的技術を示す。
【００３４】
　　　(ｉ)　ポリクローナル抗体
　ポリクローナル抗体は、好ましくは、関連する抗原とアジュバントを複数回皮下(ｓｃ)
又は腹腔内(ｉｐ)注射することにより動物に産生される。免疫化される種において免疫原
性であるタンパク質、例えばキーホールリンペットヘモシアニン、血清アルブミン、ウシ
サイログロブリン、又は大豆トリプシンインヒビターに関連抗原を、二官能性又は誘導体
形成剤、例えばマレイミドベンゾイルスルホスクシンイミドエステル(システイン残基に
よるコンジュゲート)、Ｎ-ヒドロキシスクシンイミド(リジン残基による)、グルタルアル
デヒド、無水コハク酸、ＳＯＣｌ２、又はＲとＲ１が異なったアルキル基であるＲ１Ｎ＝
Ｃ＝ＮＲによりコンジュゲートさせることが有用である。
　動物を、例えばタンパク質又はコンジュゲート１００μｇ又は５μｇ(それぞれウサギ
又はマウスの場合)を完全フロイントアジュバント３容量と併せ、この溶液を複数部位に
皮内注射することによって、抗原、免疫原性コンジュゲート、又は誘導体に対して免疫化
する。１ヶ月後、該動物を、完全フロイントアジュバントに入れた初回量の１／５ないし
１／１０のペプチド又はコンジュゲートを用いて複数部位に皮下注射することにより、追
加免疫する。７日ないし１４日後に動物を採血し、抗体価について血清を検定する。動物
は、力価がプラトーに達するまで追加免疫する。好ましくは、動物は、同じ抗原のコンジ
ュゲートであるが、異なったタンパク質にコンジュゲートさせた、及び／又は異なった架
橋剤によってコンジュゲートさせたコンジュゲートで追加免疫する。コンジュゲートはま
たタンパク融合として組換え細胞培養中で調製することもできる。また、ミョウバンのよ
うな凝集化剤が、免疫反応の増強のために好適に使用される。
【００３５】
　　　(ｉｉ)　モノクローナル抗体
　モノクローナル抗体は実質的に均一な抗体の集団から得られる抗体を意味する、すなわ
ち、集団に含まれる個々の抗体が、少量存在しうる自然に生じる可能な突然変異を除いて
同一である。よって、「モノクローナル」との修飾詞は、別個の抗体の混合物ではなく、
抗体の特性を示すものである。
　例えば、モノクローナル抗体は、Kohlerら, Nature, 256:495 (1975)により最初に記載
されたハイブリドーマ法を用いて作製でき、又は組換えＤＮＡ法(米国特許第4,816,567号
)によって作製することができる。
　ハイブリドーマ法においては、マウス又はその他の適当な宿主動物、例えばハムスター
を上記したようにして免疫し、免疫化に用いられるタンパク質と特異的に結合する抗体を
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生産するか又は生産することのできるリンパ球を導き出す。別法として、リンパ球をイン
ビトロで免疫することもできる。次に、リンパ球を、ポリエチレングリコールのような適
当な融剤を用いて骨髄腫細胞と融合させ、ハイブリドーマ細胞を形成する(Goding, Monoc
lonal Antibodies: Principles and Practice,pp.59-103(Academic Press, 1986))。
　このようにして調製されたハイブリドーマ細胞を、融合していない親の骨髄腫細胞の増
殖または生存を阻害する一又は複数の物質を好ましくは含む適当な培地に蒔き、増殖させ
る。例えば、親の骨髄腫細胞が酵素ヒポキサンチングアニジンホスホリボシルトランスフ
ェラーゼ(ＨＧＰＲＴ又はＨＰＲＴ)を欠失するならば、ハイブリドーマのための培地は、
典型的には、ＨＧＰＲＴ欠失細胞の増殖を妨げる物質であるヒポキサンチン、アミノプテ
リン及びチミジンを含有するであろう(ＨＡＴ培地)。
【００３６】
　好ましい骨髄腫細胞は、効率的に融合し、選択された抗体産生細胞による抗体の安定な
高レベルの生産を支援し、ＨＡＴ培地のような培地に対して感受性である細胞である。こ
れらの中でも、好ましい骨髄腫細胞系は、マウス骨髄腫系、例えば、ソーク・インスティ
テュート・セル・ディストリビューション・センター、サンディエゴ、カリフォルニア、
ＵＳＡから入手し得るＭＯＰＣ-２１及びＭＰＣ-１１マウス腫瘍、及びアメリカン・タイ
プ・カルチャー・コレクション、ロックヴィル、メリーランド、ＵＳＡから入手し得るＳ
Ｐ-２又はＸ６３-Ａｇ８-６５３細胞から誘導されたものである。ヒト骨髄腫及びマウス
－ヒトヘテロ骨髄腫細胞系もまたヒトモノクローナル抗体の産生のために記載されている
(Kozbor, J.Immunol., 133:3001 (1984)；Brodeurら, Monoclonal Antibody Production 
Techniques and Applications, pp.51-63(Marcel Dekker, Inc., New York, 1987))。
【００３７】
　ハイブリドーマ細胞が生育している培地を、抗原に対するモノクローナル抗体の産生に
ついてアッセイする。好ましくは、ハイブリドーマ細胞により産生されるモノクローナル
抗体の結合特異性は、免疫沈降又はインビトロ結合検定、例えばラジオイムノアッセイ(
ＲＩＡ)又は酵素結合免疫吸着検定(ＥＬＩＳＡ)によって測定する。
　モノクローナル抗体の結合親和性は、例えばMunsonほか, Anal. Biochem., 107:220 (1
980)のスキャッチャード分析法によって測定することができる。
　所望の特異性、親和性、及び／又は活性の抗体を産生するハイブリドーマ細胞が同定さ
れた後、該クローンを限界希釈法によりサブクローニングし、標準的な方法により増殖さ
せることができる(Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice, pp.59-1
03(Academic Press, 1986))。この目的に対して好適な培地には、例えば、Ｄ-ＭＥＭ又は
ＲＰＭＩ-１６４０培地が包含される。加えて、該ハイブリドーマ細胞は、動物において
腹水腫瘍としてインビボで増殖させることができる。
【００３８】
　サブクローンにより分泌されたモノクローナル抗体は、例えばプロテインＡ-セファロ
ース、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィー、ゲル電気泳動、透析、又はアフィニテ
ィークロマトグラフィーのような常套的な免疫グロブリン精製法により、培地、腹水、又
は血清から好適に分離される。
【００３９】
　モノクローナル抗体をコードしているＤＮＡは、常法を用いて(例えば、マウス抗体の
重鎖及び軽鎖をコードしている遺伝子に特異的に結合できるオリゴヌクレオチドプローブ
を用いることにより)即座に分離され配列決定される。ハイブリドーマ細胞は、このよう
なＤＮＡの好ましい供給源となる。ひとたび分離されたならば、ＤＮＡを発現ベクター中
に入れ、ついでこれを、免疫グロブリンタンパク質を産生等しない大腸菌細胞、サルＣＯ
Ｓ細胞、チャイニーズハムスター卵巣(ＣＨＯ)細胞、又は骨髄腫細胞のような宿主細胞中
にトランスフェクトし、組換え宿主細胞中でモノクローナル抗体の合成を達成することが
できる。抗体をコードするＤＮＡの細菌中での組換え発現に関する概説論文には、Skerra
ら, Curr. Opinion in Immunol., 5:256-262(1993)及びPlueckthum, Immunol. Revs., 13
0:151-188(1992)が含まれる。
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【００４０】
　更なる実施態様では、抗体又は抗体断片は、McCaffertyら, Nature, 348:552-554 (199
0)に記載された技術を使用して産生される抗体ファージライブラリーから分離することが
できる。Clacksonら, Nature, 352:624-628 (1991)及び Marksら, J.Mol.Biol., 222:581
-597 (1991)は、ファージライブラリーを使用したマウス及びヒト抗体の分離を記述して
いる。続く刊行物は、鎖混合による高親和性(ｎＭ範囲)のヒト抗体の生産(Marksら, Bio/
Technology, 10:779-783(1992))、並びに非常に大きなファージライブラリーを構築する
ための方策としてコンビナトリアル感染とインビボ組換え(Waterhouseら, Nuc.Acids.Res
., 21:2265-2266(1993))を記述している。従って、これらの技術はモノクローナル抗体の
分離に対する伝統的なモノクローナル抗体ハイブリドーマ法に対する実行可能な別法であ
る。
【００４１】
　ＤＮＡはまた、例えば、ヒト重鎖及び軽鎖定常ドメインのコード化配列を、相同的マウ
ス配列に代えて置換することにより(米国特許第4,816,567号；Morrisonら, Proc.Nat.Aca
d.Sci.,USA,81:6851(1984))、又は免疫グロブリンコード配列に非免疫グロブリンポリペ
プチドのコード配列の全部又は一部を共有結合させることで修飾できる。
　典型的には、このような非免疫グロブリンポリペプチドは、抗体の定常ドメインに置換
され、又は抗体の１つの抗原結合部位の可変ドメインに置換されて、抗原に対する特異性
を有する１つの抗原結合部位と異なる抗原に対する特異性を有するもう一つの抗原結合部
位とを含むキメラ二価抗体を作り出す。
【００４２】
　　　(ｉｉｉ)　ヒト化抗体
　非ヒト抗体をヒト化する方法は従来からよく知られている。好ましくは、ヒト化抗体に
は非ヒト由来の一又は複数のアミノ酸残基が導入されている。これら非ヒトアミノ酸残基
は、しばしば、典型的には「移入」可変ドメインから得られる「移入」残基と呼ばれる。
ヒト化は、ヒト抗体の該当する配列を高度可変領域配列で置換することによりウィンター
と共同研究者の方法(Jonesほか, Nature, 321:522-525 (1986)、Riechmannほか, Nature,
 332:323-327 (1988)、Verhoeyenほか, Science, 239:1534-1536(1988))に本質的に従っ
て実施することができる。よって、このような「ヒト化」抗体は、無傷のヒト可変ドメイ
ンより実質的に少ない分が非ヒト種由来の該当する配列で置換されたキメラ抗体(米国特
許第4,816,567号)である。実際には、ヒト化抗体は、典型的にはいくらかの高度可変領域
残基及び場合によってはいくらかのＦＲ残基が齧歯類抗体の類似部位からの残基によって
置換されているヒト抗体である。
【００４３】
　抗原性を低減するには、ヒト化抗体を生成する際に使用するヒトの軽重両方の可変ドメ
インの選択が非常に重要である。いわゆる「ベストフィット法」では、齧歯動物抗体の可
変ドメインの配列を既知のヒト可変ドメイン配列のライブラリー全体に対してスクリーニ
ングする。次に齧歯動物のものと最も近いヒト配列をヒト化抗体のヒトフレームワーク領
域(ＦＲ)として受け入れる(Simsほか, J. Immunol., 151:2296 (1993)；Chothiaら, J. M
ol. Biol., 196:901(1987))。他の方法では、軽又は重鎖の特定のサブグループのヒト抗
体全てのコンセンサス配列から誘導される特定のフレームワーク領域を使用する。同じフ
レームワークをいくつかの異なるヒト化抗体に使用できる(Carterほか, Proc. Natl. Aca
d. Sci. USA, 89:4285 (1992)；Prestaほか, J. Immunol., 151:2623(1993))。
【００４４】
　更に、抗体を、抗原に対する高親和性や他の好ましい生物学的性質を保持してヒト化す
ることが重要である。この目標を達成するべく、好ましい方法では、親及びヒト化配列の
三次元モデルを使用して、親配列及び様々な概念的ヒト化産物の分析工程を経てヒト化抗
体を調製する。三次元免疫グロブリンモデルは一般的に入手可能であり、当業者にはよく
知られている。選択された候補免疫グロブリン配列の推測三次元立体配座構造を図解し、
表示するコンピュータプログラムは購入可能である。これら表示を見ることで、候補免疫
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グロブリン配列の機能における残基のありそうな役割の分析、すなわち候補免疫グログリ
ンの抗原との結合能力に影響を及ぼす残基の分析が可能になる。このようにして、例えば
標的抗原に対する親和性が高まるといった、望ましい抗体特性が達成されるように、ＦＲ
残基をレシピエント及び移入配列から選択し、組み合わせることができる。一般的に、高
度可変領域は、直接かつ最も実質的に抗原結合性に影響を及ぼしている。
【００４５】
　　　(ｉｖ)　ヒト化抗体
　ヒト化のための別法により、ヒト抗体を生産することができる。例えば、内因性の免疫
グロブリン産生がなくともヒト抗体の全レパートリーを免疫化することで産生することの
できるトランスジェニック動物(例えば、マウス)を作ることが今は可能である。例えば、
キメラ及び生殖系列突然変異体マウスにおける抗体重鎖結合領域(ＪＨ)遺伝子の同型接合
除去が内因性抗体産生の完全な阻害をもたらすことが記載されている。このような生殖系
列突然変異体マウスにおけるヒト生殖系列免疫グロブリン遺伝子列の転移は、抗原投与時
にヒト抗体の産生をもたらす。Jakobovitsら, Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 90:2551 (1993)
；Jakobovitsら, Nature 362:255-258 (1993); Bruggermanら, Year in Immuno., 7:33 (
1993)；米国特許第5,591,669号、同5,589,369号及び同5,545,807号を参照されたい。
【００４６】
　別に、ファージディスプレイ技術(McCaffertyら, Nature 348：552-553(1990))を、非
免疫化ドナーからの免疫グロブリン可変(Ｖ)ドメイン遺伝子レパートリーから、インビト
ロでヒト抗体及び抗体断片を産出させるために使用することができる。この技術によれば
、抗体Ｖドメイン遺伝子は、繊維状バクテリオファージ、例えばＭ１３の大きい又は小さ
いコートタンパク質遺伝子のいずれかにおいてイン-フレームをクローンする。繊維状粒
子がファージゲノムの一本鎖のＤＮＡコピーを含むので、抗体の機能特性に基づいた選択
により、これらの特性を示す抗体をコードする遺伝子の選択がなされる。よって、ファー
ジはＢ細胞の特性のいくつかを模倣している。ファージディスプレイは多様な形式で行う
ことができる；例えばJohnson, Kevin S. 及びChiswell, David J., Current Opinion in
 Structural Biology 3：564-571(1993)を参照のこと。Ｖ-遺伝子セグメントのいくつか
の供給源がファージディスプレイのために使用可能である。Clacksonら, Nature, 352：6
24-628(1991)は、免疫化されたマウス脾臓から得られたＶ遺伝子の小ランダム組合せライ
ブラリーからの抗オキサゾロン抗体の異なった配列を単離した。非免疫化ヒトドナーから
のＶ遺伝子のレパートリーを構成可能で、抗原(自己抗原を含む)とは異なる配列の抗体を
、Marksら, J. Mol. Biol. 222：581-597(1991)、又はGriffithら, EMBO J. 12：725-734
(1993)に記載の技術に本質的に従って単離することができる。また、米国特許第5,565,33
2号及び同5,573,905号を参照のこと。
　また、ヒト抗体は、活性化Ｂ細胞によりインビトロで生産してもよい(例えば米国特許
第5,567,610号及び同5,229,275号を参照)。
【００４７】
　　　(ｖ)　抗体断片
　抗体断片を生産するために様々な技術が開発されている。伝統的には、これらの断片は
、無傷の抗体のタンパク分解性消化を介して誘導されていた(例えば、Morimotoら, Journ
al of Biochemical and Biophysical Methods 24:107-117 (1992)及びBrennanら, Scienc
e, 229:81(1985)を参照されたい)。しかし、これらの断片は現在は組換え宿主細胞により
直接生産することができる。例えば、抗体断片は上述において検討した抗体ファージライ
ブラリーから分離することができる。別法として、Ｆａｂ'-ＳＨ断片は大腸菌から直接回
収することができ、化学的に結合してＦ(ａｂ')２断片を形成することができる(Carterら
, Bio/Technology 10:163-167(1992))。他のアプローチ法では、Ｆ(ａｂ')２断片を組換
え宿主細胞培養から直接分離することができる。抗体断片の生産のための他の方法は当業
者には明らかであろう。他の実施態様では、選択抗体は単鎖Ｆｖ断片(ｓｃＦＶ)である。
国際公開第93/16185号；米国特許第5,571,894号；及び米国特許第5,587,458号を参照のこ
と。また、抗体断片は、例えば米国特許第5,641,870号に記載されているような「直鎖状
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抗体」であってもよい。このような直鎖状抗体断片は単一特異性又は二重特異性であって
よい。
【００４８】
　　　(ｖｉ)　二重特異性抗体
　二重特異性抗体は、少なくとも２つの異なるエピトープに対して結合特異性を有する抗
体である。例示的な二重特異性抗体は、Ｂ細胞表面マーカーの２つの異なるエピトープに
結合しうる。他のこのような抗体は第１のＢ細胞表面マーカーに結合し、さらに第２のＢ
細胞表面マーカーに結合する。あるいは、抗Ｂ細胞表面マーカー結合アームは、Ｂ細胞に
細胞防御メカニズムを集中させるように、ＦｃγＲＩ(ＣＤ６４)、ＦｃγＲＩＩ(ＣＤ３
２)及びＦｃγＲＩＩＩ(ＣＤ１６)等のＩｇＧ(ＦｃγＲ)に対するＦｃレセプター、又は
Ｔ細胞レセプター分子(例えばＣＤ２又はＣＤ３)等の白血球上のトリガー分子に結合する
アームと結合しうる。また、二重特異性抗体はＢ細胞に細胞障害剤を局在化するためにも
使用されうる。これらの抗体はＢ細胞表面マーカー結合アーム及び細胞障害剤(例えば、
サポリン(saporin)、抗インターフェロン-α、ビンカアルカロイド、リシンＡ鎖、メトト
レキセート又は放射性同位体ハプテン)と結合するアームを有する。二重特異性抗体は全
長抗体又は抗体断片(例えばＦ(ａｂ')２二重特異性抗体)として調製することができる。
【００４９】
　二重特異性抗体を作成する方法は当該分野において既知である。全長二重特異性抗体の
伝統的な産生は二つの免疫グロブリン重鎖-軽鎖対の同時発現に基づき、ここで二つの鎖
は異なる特異性を持っている(Millsteinら, Nature, 305:537-539(1983))。免疫グロブリ
ン重鎖及び軽鎖が無作為に取り揃えられているため、これらのハイブリドーマ(四部雑種)
は１０個の異なる抗体分子の可能性ある混合物を産生し、そのうちただ一つが正しい二重
特異性構造を有する。通常、アフィニティークロマトグラフィー工程により行われる正し
い分子の精製は、かなり煩わしく、生成物収率は低い。同様の方法が国際公開93/08829号
及びTrauneckerら、EMBO J. 10:3655-3659(1991)に開示されている。
【００５０】
　異なったアプローチ法では、所望の結合特異性を有する抗体可変ドメイン(抗原－抗体
結合部位)を免疫グロブリン定常ドメイン配列と融合させる。該融合は好ましくは、少な
くともヒンジの一部、ＣＨ２及びＣＨ３領域を含む免疫グロブリン重鎖定常ドメインとの
融合である。軽鎖の結合に必要な部位を含む第一の重鎖定常領域(ＣＨ１)を、融合の少な
くとも一つに存在させることが望ましい。免疫グロブリン重鎖の融合、望まれるならば免
疫グロブリン軽鎖をコードしているＤＮＡを、別個の発現ベクター中に挿入し、適当な宿
主生物に同時トランスフェクトする。これにより、組立に使用される三つのポリペプチド
鎖の等しくない比率が最適な収率をもたらす態様において、三つのポリペプチド断片の相
互の割合の調節に大きな融通性が与えられる。しかし、少なくとも二つのポリペプチド鎖
の等しい比率での発現が高収率をもたらすとき、又はその比率が特に重要性を持たないと
きは、２または３個全てのポリペプチド鎖のためのコード化配列を一つの発現ベクターに
挿入することが可能である。
【００５１】
　このアプローチ法の好適な実施態様では、二重特異性抗体は、第一の結合特異性を有す
る一方のアームのハイブリッド免疫グロブリン重鎖と他方のアームのハイブリッド免疫グ
ロブリン重鎖-軽鎖対(第二の結合特異性を提供する)とからなる。二重特異性分子の半分
にしか免疫グロブリン軽鎖がないと容易な分離法が提供されるため、この非対称的構造は
、所望の二重特異性化合物を不要な免疫グロブリン鎖の組み合わせから分離することを容
易にすることが分かった。このアプローチ法は、国際公開94/04690号に開示されている。
二重特異性抗体を産生する更なる詳細については、例えばSureshら, Methods in Enzymol
ogy, 121:210 (1986)を参照されたい。
　米国特許第5,731,168号に記載された他のアプローチ法によれば、一対の抗体分子間の
界面を操作して組換え細胞培養から回収されるヘテロダイマーのパーセントを最大にする
ことができる。好適な界面は抗体定常ドメインのＣＨ３ドメインの少なくとも一部を含む
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。この方法では、第１抗体分子の界面からの一又は複数の小さいアミノ酸側鎖がより大き
な側鎖(例えばチロシン又はトリプトファン)と置き換えられる。大きな側鎖と同じ又は類
似のサイズの相補的「キャビティ」を、大きなアミノ酸側鎖を小さいもの(例えばアラニ
ン又はスレオニン)と置き換えることにより第２の抗体分子の界面に作り出す。これによ
り、ホモダイマーのような不要の他の最終産物に対してヘテロダイマーの収量を増大させ
るメカニズムが提供される。
【００５２】
　二重特異性抗体は、架橋した又は「ヘテロコンジュゲート」抗体もまた含む。例えば、
ヘテロコンジュゲートの抗体の一方はアビジンに結合され、他方はビオチンに結合され得
る。そのような抗体は、例えば、不要の細胞に対する免疫系細胞をターゲティングするた
め(米国特許第4,676,980号)、及びＨＩＶ感染の治療のために提案された(国際公開91/003
60号、同92/00373号、及び欧州特許第03089号)。ヘテロコンジュゲート抗体は、あらゆる
簡便な架橋法を用いて作製することができる。好適な架橋剤は当該分野において良く知ら
れており、幾つかの架橋技術と共に米国特許第4676980号に開示されている。
【００５３】
　抗体断片から二重特異性抗体を産生する技術もまた文献に記載されている。例えば、化
学結合を使用して二重特異性抗体を調製することができる。Brennanら, Science, 229:81
 (1985) は無傷の抗体をタンパク分解性に切断してＦ(ａｂ')２断片を産生する手順を記
述している。これらの断片は、ジチオール錯体形成剤亜砒酸ナトリウムの存在下で還元し
て近接ジチオールを安定化させ、分子間ジスルフィド形成を防止する。産生されたＦａｂ
'断片はついでチオニトロベンゾアート(ＴＮＢ)誘導体に転換される。Ｆａｂ'-ＴＮＢ誘
導体の一つをついでメルカプトエチルアミンでの還元によりＦａｂ'-チオールに再転換し
、他のＦａｂ'-ＴＮＢ誘導体の等モル量と混合して二重特異性抗体を形成する。作られた
二重特異性抗体は酵素の選択的固定化用の薬剤として使用することができる。
　最近の進歩により、大腸菌からのＦａｂ'-ＳＨ断片の直接の回収が容易になり、これは
化学的に結合して二重特異性抗体を形成することができる。Shalabyら,J.Exp.Med., 175:
217-225 (1992)は完全にヒト化された二重特異性抗体Ｆ(ａｂ')２分子の製造を記述して
いる。各Ｆａｂ'断片は大腸菌から別個に分泌され、インビトロで定方向化学共役を受け
て二重特異性抗体を形成する。このようにして形成された二重特異性抗体は、正常なヒト
Ｔ細胞及びＥｒｂＢ２レセプターを過剰発現する細胞に結合可能で、ヒト乳房腫瘍標的に
対するヒト細胞障害性リンパ球の細胞溶解活性の誘因となる。
【００５４】
　組換え細胞培養から直接的に二重特異性抗体断片を作成し分離する様々な方法もまた記
述されている。例えば、二重特異性抗体はロイシンジッパーを使用して生産されている。
Kostelnyら, J.Immunol. 148(5):1547-1553 (1992)。Ｆｏｓ及びＪｕｎタンパク質からの
ロイシンジッパーペプチドを遺伝子融合により二つの異なった抗体のＦａｂ'部分に結合
させる。抗体ホモダイマーをヒンジ領域で還元してモノマーを形成し、ついで再酸化して
抗体ヘテロダイマーを形成する。この方法はまた抗体ホモダイマーの生産に対して使用す
ることができる。Hollingerら, Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 90:6444-6448 (1993)により
記述された「ダイアボディ」技術は二重特異性抗体断片を作成する別のメカニズムを提供
した。断片は、同一鎖上の２つのドメイン間の対形成を可能にするには十分に短いリンカ
ーにより軽鎖可変ドメイン(ＶＬ)に重鎖可変ドメイン(ＶＨ)を結合してなる。従って、一
つの断片のＶＨ及びＶＬドメインは他の断片の相補的ＶＬ及びＶＨドメインと強制的に対
形成させられ、２つの抗原結合部位を形成する。単鎖Ｆｖ(ｓＦｖ)ダイマーの使用により
二重特異性抗体断片を製造する他の方策もまた報告されている。Gruberら, J.Immunol. 1
52:5368 (1994)を参照されたい。
　二価より多い抗体も考えられる。例えば、三重特異性抗体を調製することができる。Tu
ttら J.Immunol. 147:60(1991)。
【００５５】
ＩＩＩ．　アンタゴニストのコンジュゲート及び他の修飾



(18) JP 6143664 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

　ここでの方法に使用され、製造品に包含されるアンタゴニストは、通常細胞障害剤とコ
ンジュゲートされる。
　このようなアンタゴニスト-細胞障害剤コンジュゲートの生成に有用な化学療法剤は上
述したものである。
　また、ここではカリチーマイシン(calicheamicin)、メイタンシン(maytansine)(米国特
許第5,208,020号)、トリコセン(trichothene)、及びＣＣ１０６５等の、一又は複数の小
分子毒素とアンタゴニストとのコンジュゲートが考えられる。本発明の一実施態様におい
て、アンタゴニストは一又は複数のメイタンシン分子(例えば、アンタゴニスト１分子当
たり、メイタンシン１～１０分子)とコンジュゲートされる。例えば、メイタンシンはMay
-SH3に還元され、修飾されたアンタゴニストと反応するMay-SS-Meに転化され(Chariら, C
ancer Research, 52：127-131(1992))、メイタンシノイド-アンタゴニストコンジュゲー
トを生産する。
【００５６】
　別法では、アンタゴニストは一又は複数のカリチーマイシンにコンジュゲートされる。
マリチーマイシンファミリーの抗生物質はサブピコモル濃度で二重ストランドＤＮＡを破
壊することができる。限定するものではないが、使用されるカリチーマイシンの構造類似
体には、γ１

Ｉ、α２
Ｉ、α３

Ｉ、Ｎ-アセチル-γ１
Ｉ、PSAG及びθＩ

１が含まれる(Hin
manら, Cancer Research, 53：3336-3342(1993)及びLodeら, Cancer Research, 58：2925
-2928(1998))。
【００５７】
　使用可能な酵素活性毒素及びその断片には、ジフテリアＡ鎖、ジフテリア毒素の非結合
性活性断片、外毒素Ａ鎖(シュードモナス・アエルギノーサ(Pseudomonas aeruginosa))、
リシンＡ鎖、アブリンＡ鎖、モデシン(modeccin)Ａ鎖、アルファ-サルシン(sarcin)、ア
レウライツ・フォルディイ(Aleurites fordii)プロテイン、ジアンシン(dianthin)プロテ
イン、フィトラッカ・アメリカーナ(Phytolaca americana)プロテイン(ＰＡＰＩ、ＰＡＰ
ＩＩ及びＰＡＰ-Ｓ)、モモルディカ・キャランティア(momordica charantia)インヒビタ
ー、クルシン(curcin)、クロチン、サパオナリア(sapaonaria)オフィシナリスインヒビタ
ー、ゲロニン(gelonin)、マイトゲリン(mitogellin)、レストリクトシン(restrictocin)
、フェノマイシン、エノマイシン及びトリコセセンス(tricothecenes)が含まれる。例え
ば1993年10月28日に公開の国際公開第93/21232号を参照のこと。
　本発明では、ヌクレオサイティック活性を有する化合物(例えば、リボヌクレアーゼ又
はＤＮＡエンドヌクレアーゼ、例えばデオキシリボヌクレアーゼ；DNase)とコンジュゲー
トしたアンタゴニストをさらに考慮する。
　種々の放射活性同位体も放射性コンジュゲートアンタゴニストの生成に利用できる。具
体例にはＡｔ２１１、Ｉ１３１、Ｉ１２５、Ｙ９０、Ｒｅ１８６、Ｒｅ１８８、Ｓｍ１５

３、Ｂｉ２１２、Ｐ３２及びＬｕの放射性同位体が含まれる。
【００５８】
　アンタゴニストと細胞障害剤のコンジュゲートは、種々の二官能性タンパク質カップリ
ング剤、例えばＮ-スクシンイミジル-３-(２-ピリジルチオール)プロピオナート(ＳＰＤ
Ｐ)、スクシンイミジル-４-(Ｎ-マレイミドメチル)シクロヘキサン-１-カルボキシラート
、イミノチオラン(ＩＴ)、イミドエステル類の二官能性誘導体(例えばジメチルアジピミ
ダートＨＣＬ)、活性エステル類(例えば、スベリン酸ジスクシンイミジル)、アルデヒド
類(例えば、グルタルアルデヒド)、ビスアジド化合物(例えば、ビス(ｐ-アジドベンゾイ
ル)ヘキサンジアミン)、ビス-ジアゾニウム誘導体(例えば、ビス-(ｐ-ジアゾニウムベン
ゾイル)エチレンジアミン)、ジイソシアネート(例えば、トリエン-２,６-ジイソシアネー
ト)、及び二活性フッ素化合物(例えば、１,５-ジフルオロ-２,４-ジニトロベンゼン)を使
用して作製することができる。例えば、リシン免疫毒素は、Vitettaら, Science 238:109
8(1987)に記載されているようにして調製することができる。炭素-１４標識１-イソチオ
シアナトベンジル-３-メチルジエチレン-トリアミン五酢酸(ＭＸ-ＤＴＰＡ)がアンタゴニ
ストに放射性ヌクレオチドをコンジュゲートするためのキレート剤の例である。国際公開
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第94/11026号を参照されたい。リンカーは細胞中の細胞障害剤の放出を容易にするための
「切断可能リンカー」であってよい。例えば、酸不安定性リンカー、ペプチターゼ過敏性
リンカー、ジメチルリンカー又はジスルフィド含有リンカーが使用され得る(Chariら, Ca
ncer Research, 52：127-131(1992))。
　別法として、アンタゴニスト及び細胞障害剤を含有する融合タンパク質は、例えば組換
え技術又はペプチド合成により作製される。
【００５９】
　他の実施態様において、腫瘍の事前ターゲティングに利用するために、「レセプター」
(例えばストレプトアビジン)にアンタゴニストをコンジュゲートし、ここでアンタゴニス
ト-レセプターコンジュゲートを患者に投与し、続いてキレート剤を使用し、循環から未
結合コンジュゲートを除去し、細胞障害剤(例えば放射性ヌクレオチド)にコンジュゲート
する「リガンド」(例えばアビジン)を投与する。
【００６０】
　また、本発明のアンタゴニストは、プロドラッグ(例えばペプチジル化学療法剤、国際
公開第81/01145号を参照)を活性な抗癌剤に転化させるプロドラッグ活性化酵素にコンジ
ュゲートさせてもよい。例えば国際公開第88/07378及び米国特許第4,975,278号を参照さ
れたい。
　このようなコンジュゲートの酵素成分には、より活性な細胞障害形態に転化するように
、プロドラッグに作用し得る任意の酵素が含まれる。
　限定するものではないが、この発明の方法に有用な酵素には、ホスファート含有プロド
ラッグを遊離の薬剤に転化するのに有用なアルカリ性ホスファターゼ；スルファート含有
プロドラッグを遊離の薬剤に転化するのに有用なアリールスルファターゼ；非毒性５-フ
ルオロシトシンを抗癌剤５-フルオロウラシルに転化するのに有用なシトシンデアミナー
ゼ；プロテアーゼ、例えばセラチアプロテアーゼ、サーモリシン、サブチリシン、カルボ
キシペプチダーゼ及びカテプシン(例えば、カテプシンＢ及びＬ)で、ペプチド含有プロド
ラッグを遊離の薬剤に転化するのに有用なもの；Ｄ-アミノ酸置換基を含有するプロドラ
ッグの転化に有用なＤ-アラニルカルボキシペプチダーゼ；炭水化物切断酵素、例えばグ
リコシル化プロドラッグを遊離の薬剤に転化するのに有用なノイラミニダーゼ及びβガラ
クトシダーゼ；βラクタムで誘導体化された薬剤を遊離の薬剤に転化させるのに有用なβ
ラクタマーゼ；及びペニシリンアミダーゼ、例えばそれぞれフェノキシアセチル又はフェ
ニルアセチル基で、それらのアミン性窒素において誘導体化された薬剤を遊離の薬剤に転
化するのに有用なペニシリンＶアミダーゼ又はペニシリンＧアミダーゼが含まれる。ある
いは、「アブザイム」としてもまた公知の酵素活性を有する抗体を、遊離の活性薬剤に本
発明のプロドラッグを転化させるために使用することもできる(例えば、Massey, Nature 
328:457-458(1987)を参照)。アンタゴニスト-アブザイムコンジュゲートは、ここで記載
されているようにして、腫瘍細胞個体群にアブザイムを送達するために調製することがで
きる。
【００６１】
　この発明の酵素は、当該分野においてよく知られている技術、例えば上述にて検討した
ヘテロ二官能性架橋試薬を使用することにより、アンタゴニストに共有的に結合させるこ
とができる。あるいは、本発明のアンタゴニストの少なくとも抗原結合領域を本発明の酵
素の少なくとも機能的に活性な部位に結合せしめてなる融合タンパク質を、当該技術にお
いてよく知られている組換えＤＮＡ技術を使用して作成することができる(Neuberger等, 
Nature 312:604-608(1984))。
　アンタゴニストの他の修飾をここで考察する。例えば、アンタゴニストは種々の非タン
パク質様ポリマー、例えばポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、又はポ
リオキシアルキレン、又はポリエチレングリコールとポリプロピレングリコールのコポリ
マーに結合してもよい。
【００６２】
　また、ここに開示する抗体は、免疫リポソームとして調製してもよい。アンタゴニスト
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を含むリポソームは、Epstein等, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 82: 3688 (1985); Hwan
g等, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 77: 4030 (1980); 及び米国特許第4,485,045号及び
第4,544,545号；及び1997年10月23日に公開された国際公開第97/38731号に記載されたよ
うな、この分野で知られた方法で調製される。向上した循環時間を持つリポソームは、米
国特許第5,013,556号に開示されている。
　特に有用なリポソームは、ホスファチジルコリン、コレステロール及びＰＥＧ-誘導ホ
スファチジルエタノールアミン（ＰＥＧ-ＰＥ）を含む脂質組成物での逆相蒸発法によっ
て生成される。リポソームは、所定サイズのフィルターを通して押し出され、所望の径を
有するリポソームが生成される。本発明の抗体のＦａｂ’断片は、Martin等, J. Biol. C
hem. 257: 286-288 (1982)に記載されているように、ジスルフィド交換反応を介してリポ
ソームにコンジュゲートされ得る。化学療法剤は、場合によってはリポソーム内に包含さ
れる。Gabizon等, J. National Cancer Inst. 81(19) 1484 (1989)参照。
【００６３】
　ここで記載のタンパク質又はペプチドアンタゴニストのアミノ酸配列の修飾(類)を考察
する。例えば、アンタゴニストの結合親和性及び／又は他の生物学的特性が改善されるこ
とが望ましい。アンタゴニストのアミノ酸配列変異体は、適当なヌクレオチド変化をアン
タゴニスト核酸に導入することにより、又はペプチド合成により調製される。そのような
修飾は、例えば、アンタゴニストのアミノ酸配列内の残基の欠失、及び／又は挿入及び／
又は置換を含む。欠失、挿入、及び置換の任意の組み合わせは、最終構造物に達するまで
なされるが、その最終構造物は所望の特徴を有する。また、アミノ酸変化は、グリコシル
化部位の数の変化などの変異抗体の翻訳後過程を変更しうる。
【００６４】
　突然変異誘発に適した好ましい位置にある残基又は領域の同定のために有用な方法は、
Cunningham及びWells , Science 244: 1081-1085 (1989)に記載されているように「アラ
ニンスキャンニング突然変異誘発」と呼ばれる。ここで、標的残基の残基又は基が同定さ
れ（例えば、arg, asp, his, lys,及びglu等の荷電残基）、中性又は負荷電アミノ酸（最
も好ましくはアラニン又はポリペプチドアニリン）に置換され、アミノ酸と抗原との相互
作用に影響を及ぼす。次いで置換に対する機能的感受性を示すこれらのアミノ酸の位置は
、置換部位において又はそれに対して更に又は他の置換を導入することにより精密にされ
る。即ち、アミノ酸配列変異を導入する部位は予め決定されるが、変異自体の性質は予め
決める必要はない。例えば、与えられた部位における性能を分析するために、ａｌａスキ
ャンニング又はランダム突然変異誘発を標的コドン又は領域で実施し、発現されたアンタ
ゴニスト変異体を所望の活性についてスクリーニングする。
【００６５】
　アミノ酸配列挿入は、１残基から１００以上の残基を含むポリペプチドの長さの範囲の
アミノ-及び／又はカルボキシル末端融合物、並びに一又は複数のアミノ酸残基の配列内
挿入物を含む。末端挿入物の例は、Ｎ-末端メチオニル残基を持つアンタゴニスト又は細
胞障害ポリペプチドに融合したアンタゴニストを含む。アンタゴニスト分子の他の挿入変
異体は、アンタゴニストの血清半減期を向上させる酵素又はポリペプチドのアゴニストの
Ｎ-又はＣ-末端への融合物を含む。
【００６６】
　他の型の変異体はアミノ酸置換変異体である。これらの変異体は、アンタゴニスト分子
において少なくとも一つのアミノ酸残基が異なる残基が挿入されている。置換突然変異に
ついて最も関心ある部位は高度可変領域を含むが、ＦＲ交互変化も考慮される。保存的置
換は、「好ましい置換」と題して表１に示す。これらの置換が生物学的活性の変化をもた
らす場合、表１に「例示的置換」と名前を付けた又はアミノ酸の分類を参照して以下に更
に記載するような、より実質的な変化を導入し、生成物をスクリーニングしてよい。
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【００６７】
　アンタゴニストの生物学的特性における実質的な修飾は、（ａ）置換領域のポリペプチ
ド骨格の構造、例えばシート又はへリックス構造、（ｂ）標的部位もしくは（ｃ）側鎖全
体における分子の電荷又は疎水性、を維持する効果において実質的に異なる置換基を選択
することにより達成される。天然に生じる残基は共通の側鎖特性に基づいてグループ分け
できる：
（１）疎水性：norleucine, met, ala, val, leu, ile;
（２）中性の親水性：cys, ser, thr;
（３）酸性：asp, glu;
（４）塩基性：asn, gln, his, lys, arg;
（５）鎖配向に影響する残基：gly, pro; 及び
（６）芳香族：trp, tyr, phe。
　非保存的置換は、これらの分類の一つのメンバーを他の分類のものに交換することが必
要であろう。アンタゴニストの適切な配置の維持に含まれない任意のシステイン残基は、
一般的にセリンで置換し、分子の酸化的安定性を向上させて異常な架橋を防止する。逆に
、アンタゴニストにシステイン結合を付加して、その安定性を向上させてもよい（特に、
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アンタゴニストがＦｖ断片などの抗体断片である場合）。
【００６８】
　特に好ましい型の置換変異体は、親抗体の一又は複数の高度可変領域残基の置換を含む
。一般的に、さらなる発展のために選択されて得られた変異体は、それらが生成された親
抗体に比較して向上した生物学的特性を有している。そのような置換変異体を生成する簡
便な方法はファージディスプレイを使用する親和性突然変異である。簡単に述べれば、高
度可変領域部位（例えば、６-７部位）を突然変異させて各部位における全ての可能なア
ミノ酸置換を生成させる。このように生成された抗体変異体は、繊維状ファージ粒子から
、各粒子内に充填されたＭ１３の遺伝子ＩＩＩ産物への融合物として一価形式で表示され
る。ファージディスプレイ変異体は、次いで、ここに開示されるようなそれらの生物学的
活性（例えば、結合親和性）についてスクリーニングされる。修飾の候補となる高度可変
領域部位を同定するために、アラニンスキャンニング突然変異誘発を実施し、抗原結合に
有意に寄与する高度可変領域残基を同定することができる。あるいは、又はそれに加えて
、抗原-抗体複合体の結晶構造を分析して抗体と抗原との接点を同定するのが有利である
。このような接触残基及び隣接残基は、ここに述べた技術に従う置換の候補である。その
ような変異体が生成されたら、変異体のパネルにここに記載するようなスクリーニングを
施し、一又は複数の関連アッセイにおいて優れた特性を持つ抗体を更なる開発のために選
択する。
【００６９】
　アンタゴニストのアミノ酸変異の他の型は、アンタゴニストの元のグリコシル化パター
ンを変更する。変更とは、アンタゴニストに見られる一又は複数の炭水化物部分の欠失、
及び／又はアンタゴニストに存在しない一又は複数のグリコシル化部位の付加を意味する
。
　ポリペプチドのグリコシル化は、典型的には、Ｎ-結合又はＯ-結合の何れかである。Ｎ
-結合とは、アスパラギン残基の側鎖への炭水化物部分の結合を意味する。アスパラギン-
Ｘ-セリン及びアスパラギン-Ｘ-スレオニン(ここでＸはプロリンを除く任意のアミノ酸)
というトリペプチド配列は、アスパラギン側鎖への炭水化物部分の酵素的結合のための認
識配列である。したがって、ポリペプチド中にこれらのトリペプチド配列の何れかが存在
すると、潜在的なグリコシル化部位が作出される。Ｏ-結合グリコシル化は、ヒドロキシ
アミノ酸、最も一般的にはセリン又はスレオニンに、糖類Ｎ-アセチルガラクトサミン、
ガラクトース、又はキシロースの一つが結合することを意味するが、５-ヒドロキシプロ
リン又は５-ヒドロキシリジンもまた用いられる。
【００７０】
　アンタゴニストへのグリコシル化部位の付加は、アミノ酸配列を、それが一又は複数の
上述したトリペプチド配列(Ｎ-結合グリコシル化部位のもの)を含むように変化させるこ
とによって簡便に達成される。この変化は、元のアンタゴニスト配列への一又は複数のセ
リン又はスレオニン残基の付加、又はこれによる置換によってもなされる(Ｏ-結合グリコ
シル化部位の場合)。
　アンタゴニストのアミノ酸配列変異体をコードする核酸分子は、この分野で知られた種
々の方法によって調製される。これらの方法は、これらに限られないが、天然源からの単
離（自然に生じるアミノ酸配列変異体の場合）又はオリゴヌクレオチド媒介（又は部位指
向性）突然変異誘発、ＰＣＲ突然変異誘発、及びカセット突然変異誘発による初期調製さ
れた変異体又はアンタゴニストの非変異体の調製を含む。
【００７１】
　本発明のアンタゴニストをエフェクター機能について改変し、例えばアンタゴニストの
抗原依存性細胞媒介性細胞障害(ＡＤＣＣ)及び／又は補体依存性細胞障害(ＣＤＣ)を増強
することが望ましい。このことは、抗体アンタゴニストのＦｃ領域に一又は複数のアミノ
酸置換基を導入することにより達成される。別に、又は付加的にシステイン残基(類)をＦ
ｃ領域に導入して、この領域における鎖間ジスルイド結合を形成させる。このようにして
産生されたホモダイマー抗体は改善された内部移行能力及び／又は増加した補体媒介細胞
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死滅及び抗体依存性細胞障害(ＡＤＣＣ)を有しうる。Caron等, J. Exp. Med. 176:1191-1
195 (1992)及びShopes, B. J. Immunol. 148:2918-2922 (1992)を参照されたい。抗腫瘍
活性が高められたホモダイマー抗体は、Wolff等, Cancer Research 53:2560-2565(1993)
に記載されているようなヘテロ二官能性架橋剤を使用して調製することもできる。あるい
は二重Ｆｃ領域を有し、よって増強された補体溶解及びＡＤＣＣ能を有しうる抗体を設計
することができる。Stevensonら, Anti-cancer Drug Design 3:219-230 (1989)を参照。
　アンタゴニストの血清半減期を増加させるために、例えば米国特許第5,739,277号に記
載されているようにして、アンタゴニスト(特に抗体断片)にサルベージレセプター結合エ
ピトープを導入してもよい。ここで用いられる場合、用語「サルベージレセプター結合エ
ピトープ」は、ＩｇＧ分子のインビボ血清半減期を向上させる原因となるＩｇＧ分子（例
えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、又はＩｇＧ４）のＦｃ領域のエピトープを意味す
る。
【００７２】
ＩＶ．　製薬用調製物
　本発明で使用されるアンタゴニストの治療用調製物は、所望される程度の純度を持つア
ンタゴニストを、凍結乾燥調製物又は水性溶液の形態で、任意の製薬上許容される担体、
賦形剤又は安定化剤と混合することにより調製され保存される（Remington's Pharmaceut
ical Science 16th edition, Osol, A. Ed. (1980)）。許容される担体、賦形剤、又は安
定化剤は、用いられる用量及び濃度で受容者に非毒性であり、リン酸、クエン酸、及び他
の有機酸などのバッファー；アスコルビン酸及びメチオニンを含む酸化防止剤；防腐剤（
オクタデシルジメチルベンジルアンモニウムクロライド；ヘキサメトニウムクロライド；
ベンズアルコニウムクロライド；ベンズエトニウムクロライド；フェノール；ブチル又は
ベンジルアルコール；メチル又はプロピルパラベン等のアルキルパラベン；カテコール；
レゾルシノール；シクロヘキサノール；３-ペンタノール；及びｍ-クレゾールなど）；低
分子量（約１０残基未満）ポリペプチド；血清アルブミン、ゼラチン、又は免疫グロブリ
ン等のタンパク質；ポリビニルピロリドン等の親水性ポリマー；グリシン、グルタミン、
アスパラギン、ヒスチジン、アルギニン、又はリシン等のアミノ酸；グルコース、マンノ
ース、又はデキストリンを含む単糖類、二糖類、及び他の炭水化物；ＥＤＴＡ等のキレー
ト剤；スクロース、マンニトール、トレハロース又はソルビトールなどの糖；ナトリウム
などの塩形成対イオン；金属錯体（例えば、Ｚｎ-タンパク質錯体）；及び／又はトゥイ
ーン(TWEEN)ＴＭ、プルロニクス(PLURONICS)ＴＭ、又はポリエチレングリコール（ＰＥＧ
）等の非イオン性界面活性剤を含む。
【００７３】
　例示的な抗ＣＤ２０抗体調製物は、出典明示によって明示的に取り込まれる国際公開第
98/56418号に記載されている。この公報には、４０ｍｇ／ｍＬのrutuximab、２５ｍＭの
アセタート、１５０ｍＭのトレハロース、０．９％のベンジルアルコール、０．０２％の
ポリソルベート２０、ｐＨ５．０を含有し、２-８℃で２年間保管される最小寿命を有す
る液状多用量調製物が記載されている。関心ある他の抗ＣＤ２０調製物は、１０ｍｇ／ｍ
Ｌのrutuximab、９．０ｍｇ／ｍＬの塩化ナトリウム、７．３５ｍｇ／ｍＬのクエン酸ナ
トリウム二水和物、０．７ｍｇ／ｍＬのポリソルベート８０、及び注射用の滅菌水、ｐＨ
６．５を含有する。
　皮下投与に適した凍結乾燥調製物は、国際公開第97/04801号に記載されている。このよ
うな凍結乾燥調製物は適切な希釈剤で高濃度タンパク質に再構成され、再構成された調製
物はここで治療される哺乳動物に皮下的に投与される。
　ここでの調製物は、特に治療的指示に必要な１以上の活性化合物、好ましくは互いに悪
影響を及ぼさない補足的活性を有するものをさらに含有する。例えば、細胞障害剤、化学
療法剤、サイトカイン又は免疫抑制剤(例えば、Ｔ細胞に作用するもの、例えばシクロス
ポリン、又はＴ細胞に結合する抗体、例えばＬＦＡ-１に結合するもの)をさらに提供する
ことが望ましい。このような他の薬剤の有効量は、調製物中に存在するアンタゴニストの
量、疾患又は疾病又は治療の種類、及び上述した他の要因に依存する。これらは一般的に
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、同じ用量、上において使用したような投与経路、又は上において使用した用量の１～９
９％で使用される。
【００７４】
　活性成分はまたコロイド状薬剤送達系(例えば、リポソーム、アルブミンマイクロスフ
ィア、マイクロエマルション、ナノ粒子及びナノカプセル)、又はマクロエマルションに
おいて、例えばコアセルベーション技術又は界面重合により調製されたマイクロカプセル
、例えばヒドロキシメチルセルロース又はゼラチン-マイクロカプセル及びポリ-(メチル
メタクリラート)マイクロカプセルに捕捉されている。このような技術はRemington's Pha
rmaceutical Sciences, 16th edition, A. Osol編 (1980)に開示されている。
【００７５】
　徐放性調製物を調製してもよい。徐放性調製物の好適な例には、アンタゴニストを含む
固体疎水性ポリマーの半透過性マトリックスが含まれ、このマトリックスは成形品、例え
ばフィルム、又はマイクロカプセルの形態である。徐放性調製物の好適な例には、ポリエ
ステル、ヒドロゲル（例えば、ポリ(２-ヒドロキシエチル-メタクリラート)、又はポリ(
ビニルアルコール)）、ポリアクチド（米国特許第3,773,919号）、Ｌグルタミン酸γ-エ
チル-Ｌ-グルタマートのコポリマー、非分解性エチレン-ビニルアセタート、分解性乳酸-
グリコール酸コポリマー、例えばLUPRON DEPOTTM（乳酸-グリコール酸コポリマー及び酢
酸ロイプロリドからなる注入可能なミクロスフィア）、及びポリ-Ｄ-(-)-３-ヒドロキシ
ブチル酸が含まれる。
　インビボ投与に使用される調製物は滅菌されなくてはならない。これは滅菌濾過膜を通
した濾過により容易に達成される。
【００７６】
Ｖ．　アンタゴニストを用いた治療
　Ｂ細胞表面抗原に結合するアンタゴニストを含有する組成物は、良好な医療実務に合致
する方式で調製され、調薬され、そして投与される。このときに考慮する因子は、治療さ
れる特定の疾患又は疾病、治療される特定の哺乳動物、個々の患者の臨床的状態、疾患又
は疾病の原因、薬剤の送達部位、投与方法、投与の日程計画、及び医療実務者に知られた
他の因子を含む。投与されるアンタゴニストの治療的有効量は、そのような考察によって
決定される。
　一般的な提案として、腸管外投与される調薬当たりのアンタゴニストの治療的有効量は
、患者体重１ｋｇ当たり１日に約０．１～２０ｍｇであり、用いられるアンタゴニストの
典型的な初期範囲は約２～１０ｍｇ/ｋｇの範囲である。
【００７７】
　好ましいアンタゴニストは、細胞障害剤とコンジュゲートしていない抗体、例えばリツ
キサン(登録商標)等の抗体である。非コンジュゲート抗体の適切な用量は、例えば約２０
ｍｇ／ｍ２～１０００ｍｇ／ｍ２の範囲である。一実施態様において、抗体の用量はリツ
キサン(登録商標)で現在推奨されている量とは異なる。例えば、抗体は実質的に３７５ｍ
ｇ／ｍ２未満の用量で、一又は複数回患者に投与され、例えばここでその用量は約２０ｍ
ｇ／ｍ２～約２５０ｍｇ／ｍ２、例えば約５０ｍｇ／ｍ２～約２００ｍｇ／ｍ２の範囲で
ある。
　さらに、抗体を一又は複数回初期投与し、続いて一又は複数回二次投与してもよく、こ
こで、二次投与の抗体のｍｇ／ｍ２用量は、初期投与の抗体のｍｇ／ｍ２用量を越える。
例えば、初期投与は約２０ｍｇ／ｍ２～約２５０ｍｇ／ｍ２(例えば約５０ｍｇ／ｍ２～
約２００ｍｇ／ｍ２)の範囲であってよく、二次投与は約２５０ｍｇ／ｍ２～約１０００
ｍｇ／ｍ２の範囲であってよい。
【００７８】
　しかしながら、上述したようなアゴニストの提案量はかなり多くの治療的判断力による
。適切な用量及びスケジュールの選択における重要な要因は上述したようにして得られた
結果である。例えば、比較的高用量は進行性及び急性疾患の治療に当初必要である。最も
効果的な結果を得るためには、アンタゴニストを疾患又は疾病に応じて、疾患又は疾病の
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最初の徴候、診断、外観、又は発生が可能な限り収束するか、又は疾患又は疾病が緩和さ
れるように投与する。
【００７９】
　アンタゴニストは、腸管外、皮下、腹腔内、肺内、及び鼻内、そして局所的免疫抑制治
療が望まれる場合は、病変部内投与を含む任意の適当な手段によって投与される。腸管外
注入は、筋肉内、静脈内、動脈内、腹膜内、又は皮下投与を含む。さらにアンタゴニスト
は、例えば減少させたアンタゴニスト用量で、パルス注入によって適切に投与される。好
ましくは、投与は注射によって、最も好ましくは、部分的には投与が簡潔か慢性的かに応
じて、静脈内又は皮下注射によってなされる。
【００８０】
　ここでは、他の化合物、例えば細胞障害剤、化学療法剤、免疫抑制剤及び／又はサイト
カインを、アンタゴニストと共に投与してもよい。組合せ投与には、別々の調製物又は単
一の製薬用調製物を使用する同時投与、及び好ましくは両方(又は全ての)活性剤が同時に
その生物学的活性を働かせる時間がある、いずれかの順での連続投与が含まれる。
　タンパク質アンタゴニストの患者への投与の他に、本出願は遺伝子治療によるアンタゴ
ニストの投与が考えられる。アンタゴニストをコードする核酸の投与は「アンタゴニスト
を治療的有効量で投与する」という表現に含まれる。例えば、遺伝子治療を用いた細胞内
抗体の生産に関する、1996年3月14日に公開された国際公開第96/07321号を参照のこと。
【００８１】
　核酸（場合によってはベクター内に含まれたもの）を患者の細胞に入れるために：イン
ビボ及びエキソビボという２つの主要な方法がある。インビボ送達では、核酸は、通常は
アンタゴニストが必要とされている部位に直接注入される。エキソビボ処理では、患者の
細胞を取り出し、核酸をこれらの単離された細胞に導入し、修飾された細胞を患者に、直
接、又は例えば患者に埋め込まれる多孔性膜にカプセル化して投与する（米国特許第4,89
2,538号及び第5,283,187号参照）。核酸を生細胞に導入するために利用可能な種々の技術
がある。これらの技術は、核酸が培養された細胞にインビトロで移入されるか、又は対象
とする宿主にインビボで移入されるかに依る。哺乳動物細胞にインビトロで核酸を移入す
るのに適した技術は、リポソーム、エレクトロポレーション、マイクロインジェクション
、細胞融合、ＤＥＡＥ-デキストラン、リン酸カルシウム沈降法などを含む。遺伝子のエ
キソビボ送達に通常用いられるベクターはレトロウイルスである。
【００８２】
　現在インビボ核酸移入技術で好ましいのは、ウイルスベクター（例えば、アデノウイル
ス、単純ヘルペスＩウイルス、又はアデノ関連ウイルス（ＡＡＶ））、及び脂質ベースの
系（例えば、遺伝子の脂質媒介移入に有用な脂質は、例えば、ＤＯＴＭＡ、ＤＯＰＥ、及
びＤＣ-Ｃｈｏｌである）での形質移入を含む。幾つかの状況では、核酸供給源を標的細
胞をターゲティングする薬剤、例えば細胞表面膜タンパク質に特異的な抗体又は標的細胞
、標的細胞上のレセプターのリガンドなどとともに提供するのが望ましい。リポソームが
用いられる場合、エンドサイトーシスを伴って細胞表面膜タンパク質に結合するタンパク
質が、ターゲティング及び／又は取り込みの促進のために用いられ、例えば、特定の細胞
型向性のキャプシドタンパク質又はその断片、サイクリングにおいて内部移行を受けるタ
ンパク質の抗体、及び細胞内局在化をターゲティングし細胞内半減期を向上させるタンパ
ク質である。レセプター媒介エンドサイトーシスの技術は、例えば、Wu等, J. Biol. Che
m., 262:4429-4432 (1987)及びWagner等, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87: 3410-3414 (
1990)に記載されている。現在知られている遺伝子標識化及び遺伝子治療プロトコールの
概説については、Anderson等, Science, 256:808-813 (1992)を参照のこと。また、WO 93
/25673及びそこに引用された参考文献も参照。
【００８３】
ＶＩ．　製造品
　本発明の他の実施態様では、上記の疾患又は疾病の治療に有用な物質を含む製造品が提
供される。この製造品は容器とラベル又は容器内に挿入されるか添付されるパッケージ挿
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入物を含んでなる。好適な容器は、例えば、ビン、バイアル、シリンジ等を含む。容器は
、ガラス又はプラスチックなどの多様な材料から形成されてよい。容器は、疾患又は疾病
の治療に有効な組成物を収容し、無菌のアクセスポートを有し得る（例えば、容器は皮下
注射針で貫通可能なストッパーを有する静脈内溶液バッグ又はバイアルであってよい）。
組成物中の少なくとも１つの活性剤は通常、Ｂ細胞表面マーカーに結合するアンタゴニス
トである。ラベル又はパッケージ挿入物は、組成物がここで列挙されたような自己免疫疾
患を患っているか、又はかかりやすい患者の治療のために使用されることを示す。製造品
はさらに、製薬的に許容可能な希釈バッファー、例えば注射用の静菌水、リン酸緩衝塩水
、リンガー液及びデキストロース溶液を含む第２の容器を具備してもよい。さらに、他の
バッファー、希釈剤、フィルター、針及びシリンジを含む商業的及び使用者の見地から望
ましい他の材料を含んでもよい。
　本発明のさらなる詳細を、以下の非限定的実施例により例証する。本明細書における全
ての引用文の開示は、出典明示によって明示的にここに取り込まれる。
【００８４】
実施例１
　慢性関節リウマチ(ＲＡ)と臨床診断された患者をリツキシマブ(リツキサン(登録商標))
抗体を用いて治療する。治療された患者はＢ細胞悪性腫瘍を有してはいない。さらに患者
は場合によっては、ＲＡの治療に使用される一又は複数の薬剤、例えばサリチラート；非
ステロイド性炎症剤、例えばインドメタシン、フェニルブタゾン、フェニル酢酸誘導体(
例えばイブプロフェン及びフェノプロフェン)、ナフタレン酸(ナプロクサン)、ピロール
アルカン酸(トメチン(tometin))、インドール酢酸(スリンダク)、ハロゲン化アントラニ
ル酸(メクロフェナミン酸ナトリウム(meclofenamate sodium))、ピロキシカム、ゾメピラ
ック(zomepirac)及びジフルニーサル；抗マラリア剤、例えばクロロキン；金塩；ペニシ
ラミン；又は免疫抑制剤、例えばメトトレキサート又はコルチコステロイドを、このよう
な薬剤の既知の用量又はそれよりも少ない用量でさらに治療する。しかしながら好ましく
は、患者はリツキサン(登録商標)のみで治療される。
【００８５】
　リツキサン(登録商標)は任意の次の投与スケジュールに従い、ＲＡ患者に静脈内(ＩＶ)
に投与される：
　　　(Ａ)　１日に５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　　　　８、１５及び２２日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｂ)　１日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　　　　８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｃ)　１、８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　一次反応をポールインデックス(Paulus index)(Paulusら, Athritis Rheum. 33：477-4
84(1990))、すなわち朝のこわばり、痛みがあり炎症を起こした関節の数、赤血球沈降速
度(ＥＳＲ)の改善と、患者及び医師により評価される、５ポイントの疾患重度性における
少なくとも２ポイントの改善とによって決定される。リツキサン(登録商標)の投与により
、上述のようにして治療された患者のＲＡの一又は複数の徴候が緩和されるであろう。
【００８６】
実施例２
　自己免疫性溶血性貧血(ＡＩＨＡ)、例えばクリオグロブリン血症又はクームズ陽性貧血
と診断された患者をリツキサン(登録商標)抗体で治療する。ＡＩＨＡは、自己抗体が患者
の赤血球と反応する後天性溶血性貧血である。治療された患者はＢ細胞悪性腫瘍を有して
はいない。
　リツキサン(登録商標)は任意の次の投与スケジュールに従い、患者に静脈内(ＩＶ)に投
与される：
　　　(Ａ)　１日に５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　　　　８、１５及び２２日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｂ)　１日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
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　　　　　　８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｃ)　１、８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
【００８７】
　さらなる補助治療(例えば、糖質コルチコイド、プレドニゾン、プレドニゾン、アザチ
オプリン、シクロホスファミド、ビンカ搭載血小板又はダナゾール)をリツキサン(登録商
標)治療と組合せてもよいが、好ましくは患者は治療中を通して単一の薬剤としてリツキ
サン(登録商標)で治療される。
　全反応速度は、血球数の改善、輸血の必要性減少、ヘモグロビンレベルの改善、及び／
又は通常の化学的パラメータにより決定される溶血現象の形跡の低減に基づいて決定され
る。リツキサン(登録商標)の投与により、上述のようにして治療された患者の溶血性貧血
の一又は複数の徴候が改善されるであろう。例えば、上述のようにして治療された患者は
、少なくとも１ｇ／ｄｌまでヘモグロビンが増加し、溶血性の化学的パラメータが５０％
まで改善するか、又は血清乳酸デヒドロゲナーゼ、ビリルビンにより正常まで回復するで
あろう。
【００８８】
実施例３
　成人性免疫血小板減少性紫斑病(ＩＴＰ)は最も一般的な免疫媒介性血小板減少症を構成
する比較的希少な血液疾患である。この疾患は、典型的には、骨髄における正常な又は増
加した巨大核細胞の存在下で、急性出血に関連したある種の血小板減少性紫斑病である。
ＩＴＰを患っている多くの患者は、血小板膜の外面において標的抗原を直接指向するＩｇ
Ｇ抗体を有し、結果として脾臓において血小板が腐敗し、血小板の細網内皮系破壊が促進
させる。(Bussell, J.B.Hematol. Oncol. Clin. North Am.(4)：179(1990))。いくつかの
治療的干渉がＩＴＰの治療に有効であることが示されている。ステロイドは第一線級の治
療であると考えられており、多くの患者が静脈免疫グロブリン(ＩＶＩＧ)の候補薬、脾臓
摘出、ビンクリスチン又は免疫抑制／細胞障害剤を含む他の医学的治療を受ける。当初、
ＩＴＰを患っている患者の８０％までがステロイドに反応していたが、完全で持続性のあ
る鎮静を得たものはごく僅かである。脾臓摘出はステロイド性機能不全のための標準的な
第二線級治療として推奨されており、ほぼ６０％のケースにおいて鎮静の長期化に至って
いるが、感染に対する免疫性が低減する結果となっている。脾臓摘出は主要な外科的手法
であり、実質的罹患率(１５％)及び死亡率(２％)である。ＩＶＩＧは第二線級医学的治療
として使用されているが、ＩＴＰを患っている成人患者の少集団しか鎮静を達成できない
。
　コルチコステロイド及び／又は脾臓摘出により生じる罹患に係ることなくＢ細胞を活性
化することにより自己抗体の生産に干渉する治療的意見が、ＩＴＰを患っている患者集団
への重要な治療的アプローチを提供している。
【００８９】
　ＩＴＰと臨床診断された患者(例えば、血小板数＜５００００／μＬであるもの)をリツ
キシマブ(リツキサン(登録商標))抗体を用いて、場合によってはステロイド治療を組合せ
て治療する。治療された患者はＢ細胞悪性腫瘍を有していない。
　リツキサン(登録商標)は任意の次の投与スケジュールに従い、ＩＴＰ患者に静脈内(Ｉ
Ｖ)に投与される：
　　　(Ａ)　１日に５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　　　　８、１５及び２２日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｂ)　１日に１５０ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　　　　８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
　　　(Ｃ)　１、８、１５及び２２日に３７５ｍｇ／ｍ２ＩＶ
【００９０】
　患者には、リツキサン(登録商標)の注入前に、ジフェンヒドラミンを静脈内に２５-５
０ｍｇ、アセタミドフェンを経口的に６５０ｍｇ、各用量で予め投与しておく。滅菌シリ
ンジと２１ゲージかより大きな針を使用し、必要量のリツキサン(登録商標)を滅菌した発
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熱物質フリーの０．９％塩化ナトリウム、ＵＳＰ(塩水)を含むＩＶバッグ内のバイアルを
介して移入する。リツキサン(登録商標)の最終濃度は約１ｍｇ／ｍＬである。当初の投薬
注入速度は、最初の３０分間は２５ｍｇ／時間で開始し、ついで３０分の間隔で５０ｍｇ
／時間増加させ、２００ｍｇ／時間の最大速度まで増加させた。リツキサン(登録商標)の
最初のコースに良好な耐性があったならば、続くコースの注入速度を５０ｍｇ／時間でス
タートし、３０分の間隔で１００ｍｇ／時間までカスケード的に増加させ、最大速度が３
００ｍｇ／時間を超えないようにする。生命徴候(血圧、脈、呼吸、温度)を１５分毎×４
、又は安定するまで、ついで１時間毎に注入が終了するまでモニターする。
【００９１】
　全反応速度は、２週間、別に続けて４週間、リツキサン(登録商標)で治療した２つの連
続した機会において測定された血小板数に基づいて決定される。リツキサン(登録商標)を
用いて治療された患者は、プラシーボを用いて治療された患者と比べて血小板数に改善が
みられるであろう。例えば、血小板数＜２００００／μｌの患者においては、血小板数≧
２００００／μｌに増加しているといった反応が考えられ；血小板数＞２００００／μｌ
と出血といった臨床的形跡がある患者においては、１００００／μｌ又はそれ以上の血小
板数の全増加、及び徴候の消散といった反応が考えられる。出典明示によって明示的にこ
こに取り込まれるGeorgeら,「Idiopathic Thrombocytopenic Purpura：A Practice Guide
line Developed by Explicit Methods for The American Society of Hematology」Blood
 88：3-40(1996)を参照のこと。
【００９２】
実施態様
１．　Ｂ細胞表面マーカーに結合する治療的有効量のアンタゴニストを哺乳動物に投与す
ることを含む、哺乳動物の自己免疫疾患を治療する方法。
２．　Ｂ細胞表面マーカーがＣＤ１０、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ２１、ＣＤ２２、ＣＤ
２３、ＣＤ２４、ＣＤ３７、ＣＤ５３、ＣＤ７２、ＣＤ７３、ＣＤ７４、ＣＤｗ７５、Ｃ
Ｄｗ７６、ＣＤ７７、ＣＤｗ７８、ＣＤ７９ａ、ＣＤ７９ｂ、ＣＤ８０、ＣＤ８１、ＣＤ
８２、ＣＤ８３、ＣＤｗ８４、ＣＤ８５及びＣＤ８６からなる群から選択される実施態様
１に記載の方法。
３．　アンタゴニストが抗体を含む実施態様１に記載の方法。
４．　抗体がＣＤ２０に結合する実施態様３に記載の方法。
５．　抗体がＣＤ１９に結合する実施態様３に記載の方法。
６．　自己免疫疾患が、乾癬；皮膚炎；全身性強皮症及び硬化症；炎症性腸疾患に関連し
た反応；クローン病；潰瘍性大腸炎；呼吸困難症候群；成人性呼吸困難症候群（ＡＲＤＳ
)；皮膚炎；髄膜炎；脳炎；ブドウ膜炎；大腸炎；糸球体腎炎；アレルギーによる病状；
湿疹；喘息；Ｔ細胞の浸潤に関連した病状及び慢性炎症反応；アテローム性動脈硬化症；
白血球付着欠損症；リウマチ様関節炎；全身性エリテマトーデス(ＳＬＥ)；真性糖尿病；
多発性硬化症；レノー症候群；自己免疫甲状腺炎；アレルギー性脳脊髄炎；ショルゲン(S
jorgen)症候群；若年発症糖尿病；Ｔリンパ球及びサイトカインにより媒介される急性及
び遅延高血圧に関連した免疫反応；結核；サルコイドーシス；多発性筋炎；肉芽種症；血
管炎；悪性貧血(アジソン病)；白血球血管外遊出に関連した疾患；中枢神経系(ＣＮＳ)炎
症疾病；多臓器傷害症候群；溶血性貧血；重症筋無力症；抗原-抗体複合体媒介性疾患；
抗糸球体基底膜疾患；抗リン脂質症候群；アレルギー性神経炎；クレーブス病；ランベル
ト-イートン筋無力症症候群；類天疱瘡；天疱瘡；自己免疫多腺性内分泌障害；ライター
病；stiff-man症候群；ベーチット疾患；巨細胞動脈炎；免疫複合体腎炎；ＩｇＡ腎症；
ＩｇＭ多発性神経障害；免疫血小板減少性紫斑病(ＩＴＰ)又は自己免疫血小板減少病から
なる群から選択される実施態様１に記載の方法。
７．　哺乳動物がヒトである実施態様１に記載の方法。
８．　抗体が細胞障害剤とコンジュゲートしていない実施態様３に記載の方法。
９．　抗体がリツキシマブ(リツキサン(登録商標))を含んでなる実施態様４に記載の方法
。



(29) JP 6143664 B2 2017.6.7

10

20

30

40

１０．　抗体が細胞障害剤とコンジュゲートした実施態様３に記載の方法。
１１．　細胞障害剤が放射活性化合物である実施態様１０に記載の方法。
１２．　抗体がＹ２Ｂ８又は１３１Ｉ-Ｂ１(BEXXARＴＭ)を含んでなる実施態様１１に記
載の方法。
１３．　アンタゴニストを静脈内投与することを含む実施態様１に記載の方法。
１４．　アンタゴニストを皮下投与することを含む実施態様１に記載の方法。
１５．　哺乳動物に実質的に３７５ｍｇ／ｍ２未満の用量で投与することを含む実施態様
３に記載の方法。
１６．　用量が約２０ｍｇ／ｍ２～約２５０ｍｇ／ｍ２の範囲である実施態様１５に記載
の方法。
１７．　用量が約５０ｍｇ／ｍ２～約２００ｍｇ／ｍ２の範囲である実施態様１５に記載
の方法。
１８．　抗体を初期投与し、続いて二次投与することを含んでなり、二次投与における抗
体のｍｇ／ｍ２用量が初期投与における抗体のｍｇ／ｍ２用量を越える実施態様３に記載
の方法。
１９．　自己免疫疾患が免疫血小板減少性紫斑病(ＩＴＰ)である実施態様６に記載の方法
。
２０．　自己免疫疾患がリウマチ様関節炎である実施態様６に記載の方法。
２１．　自己免疫疾患が溶血性貧血である実施態様６に記載の方法。
２２．　溶血性貧血がクリオグロブリン血症又はクームズ陽性貧血である実施態様２１に
記載の方法。
２３．　自己免疫疾患が血管炎である実施態様６に記載の方法。
２４．　哺乳動物にアンタゴニストを投与することから本質的になる実施態様１に記載の
方法。
２５．　容器と該容器に収容される組成物を含んでなる製造品において、組成物がＢ細胞
表面マーカーに結合するアンタゴニストを含有し、自己免疫疾患を患っているか、又はそ
の素因を有している患者を治療することを使用者に指示するための包装挿入物をさらに含
む製造品。
２６．　自己免疫疾患が、乾癬；皮膚炎；全身性強皮症及び硬化症；炎症性腸疾患に関連
した反応；クローン病；潰瘍性大腸炎；呼吸困難症候群；成人性呼吸困難症候群（ＡＲＤ
Ｓ)；皮膚炎；髄膜炎；脳炎；ブドウ膜炎；大腸炎；糸球体腎炎；アレルギーによる病状
；湿疹；喘息；Ｔ細胞の浸潤に関連した病状及び慢性炎症反応；アテローム性動脈硬化症
；白血球付着欠損症；リウマチ様関節炎；全身性エリテマトーデス(ＳＬＥ)；真性糖尿病
；多発性硬化症；レノー症候群；自己免疫甲状腺炎；アレルギー性脳脊髄炎；ショルゲン
(Sjorgen)症候群；若年発症糖尿病；Ｔリンパ球及びサイトカインにより媒介される急性
及び遅延高血圧に関連した免疫反応；結核；サルコイドーシス；多発性筋炎；肉芽種症；
血管炎；悪性貧血(アジソン病)；白血球血管外遊出に関連した疾患；中枢神経系(ＣＮＳ)
炎症疾病；多臓器傷害症候群；溶血性貧血；重症筋無力症；抗原-抗体複合体媒介性疾患
；抗糸球体基底膜疾患；抗リン脂質症候群；アレルギー性神経炎；クレーブス病；ランベ
ルト-イートン筋無力症症候群；類天疱瘡；天疱瘡；自己免疫多腺性内分泌障害；ライタ
ー病；stiff-man症候群；ベーチット疾患；巨細胞動脈炎；免疫複合体腎炎；ＩｇＡ腎症
；ＩｇＭ多発性神経障害；免疫血小板減少性紫斑病(ＩＴＰ)又は自己免疫血小板減少病か
らなる群から選択される実施態様２５に記載の製造品。
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