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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組換え発現の例外的均一性および有効性、イン
ビトロ安定性および非凝集、光分解耐性および酸化耐性
、ヒト抗原との非交差反応、ならびに良好な薬物動態特
性をもたらす担体免疫グロブリンを提供する。
【解決手段】特定のアミノ酸配列を含む、単離抗原結合
タンパク質、単離核酸、ベクター、及び宿主細胞を提供
する。
【選択図】図１６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域を含み、前記重鎖可変
領域が配列番号２５０、配列番号２５２、配列番号２５４、配列番号２５６、配列番号２
５８、もしくは配列番号２６０の配列と少なくとも９５％同一であるアミノ酸配列を含む
、単離抗原結合タンパク質。
【請求項２】
　軽鎖可変領域が配列番号２３２、配列番号２３４、配列番号２３６、配列番号２３８、
もしくは配列番号２４０のアミノ酸配列を含む、請求項１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３】
　重鎖可変領域がＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決
定領域を含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号１８８、配列番号１８９、配列番号１９０、もしくは配列
番号１９１のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号１９２、配列番号１９３、配列番号１９４、もしくは配列
番号１９５のアミノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号１９６、配列番号１９７、配列番号１９８、配列番号１９
９、配列番号２００、もしくは配列番号２０１のアミノ酸配列を含む、請求項１の単離抗
原結合タンパク質。
【請求項４】
　免疫グロブリン軽鎖可変領域を含み、前記軽鎖可変領域がＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およ
びＣＤＲＬ３と命名された３つのＣＤＲを含み：
　（ａ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０２、配列番号２０３、配列番号２０４、もしくは配列
番号２０５のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６もしくは配列番号２０７のアミノ酸配列を含む；な
らびに
　（ｃ）ＣＤＲＬ３は配列番号２０８、配列番号２０９、配列番号２１０、配列番号２１
１、もしくは配列番号２１２のアミノ酸配列を含む、請求項１の単離抗原結合タンパク質
。
【請求項５】
　重鎖可変領域がＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決
定領域を含み、ならびに軽鎖可変領域がＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名
された３つのＣＤＲを含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号１８８、配列番号１８９、配列番号１９０、もしくは配列
番号１９１のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号１９２、配列番号１９３、配列番号１９４、もしくは配列
番号１９５のアミノ酸配列を含む；
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号１９６、配列番号１９７、配列番号１９８、配列番号１９
９、配列番号２００、もしくは配列番号２０１のアミノ酸配列を含む；
　（ｄ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０２、配列番号２０３、配列番号２０４、もしくは配列
番号２０５のアミノ酸配列を含む；
　（ｅ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６もしくは配列番号２０７のアミノ酸配列を含む；な
らびに
　（ｆ）ＣＤＲＬ３は配列番号２０８、配列番号２０９、配列番号２１０、配列番号２１
１、もしくは配列番号２１２のアミノ酸配列を含む、請求項１の単離抗原結合タンパク質
。
【請求項６】
　抗体または抗体断片を含む、請求項１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項７】
　ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３またはＩｇＧ４を含む請求項６の単離抗原結合タンパク
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質。
【請求項８】
　モノクローナル抗体を含む請求項６の単離抗原結合タンパク質。
【請求項９】
　キメラまたはヒト化抗体を含む請求項８の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１０】
　ヒト抗体を含む請求項８の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１１】
　（ａ）配列番号７７、配列番号１０７、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１
１５、配列番号１１７、配列番号１１９、配列番号１２３、配列番号１２９、配列番号１
４４、配列番号１４５、配列番号１８１、配列番号１８２、配列番号１８３、配列番号１
８４、もしくは配列番号１８５のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしく
は両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一
配列を含む免疫グロブリン重鎖；
　（ｂ）配列番号１０５、配列番号１０９、配列番号１２１；配列番号１２５、もしくは
配列番号１２７のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ
酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む免疫
グロブリン軽鎖；または
　（ｃ）（ａ）の免疫グロブリン重鎖および（ｂ）の免疫グロブリン軽鎖
を含む請求項６の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１２】
　１から２４の、結合された薬理学的に活性な化学部分をさらに含む、請求項１乃至請求
項１１のうちのいずれかの単離抗原結合タンパク質。
【請求項１３】
　薬理学的に活性な化学部分が薬理学的に活性なポリペプチドである、請求項１２の単離
抗原結合タンパク質。
【請求項１４】
　抗原結合ペプチドが組換え産生される、請求項１３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１５】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖の一次アミノ酸配列において
免疫グロブリン重鎖Ｆｃドメイン内部ループ内に薬理学的に活性なポリペプチドが挿入さ
れている、請求項１４の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１６】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項１３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１７】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン軽鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項１３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項１８】
　薬理学的に活性なポリペプチドが毒素ペプチド、ＩＬ－６結合ペプチド、ＣＧＲＰペプ
チドアンタゴニスト、ブラジキニンＢ１受容体ペプチドアンタゴニスト、ＰＴＨアゴニス
トペプチド、ＰＴＨアンタゴニストペプチド、ａｎｇ－１結合ペプチド、ａｎｇ－２結合
ペプチド、ミオスタチン結合ペプチド、ＥＰＯ模倣ペプチド、ＴＰＯ模倣ペプチド、ＮＧ
Ｆ結合ペプチド、ＢＡＦＦアンタゴニストペプチド、ＧＬＰ－１もしくはそのペプチド模
倣物、またはＧＬＰ－２もしくはそのペプチド模倣物である、請求項１３の単離抗原結合
タンパク質。
【請求項１９】
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　毒素ペプチドがＳｈＫまたはＳｈＫペプチドアナログである、請求項１８の単離抗原結
合タンパク質。
【請求項２０】
　請求項１乃至請求項１９のうちのいずれかの抗原結合タンパク質、ならびに医薬上許容
可能な希釈液、賦形剤もしくは担体、を含む医薬組成物。
【請求項２１】
　請求項１乃至請求項４のうちのいずれかの抗原結合タンパク質をコードする単離核酸。
【請求項２２】
　請求項５の抗原結合タンパク質をコードする単離核酸。
【請求項２３】
　請求項１１の抗原結合タンパク質をコードする単離核酸。
【請求項２４】
　請求項１４乃至請求項１９のうちのいずれかの抗原結合タンパク質をコードする単離核
酸。
【請求項２５】
　請求項２１乃至請求項２４のうちのいずれかの単離核酸を含むベクター。
【請求項２６】
　発現ベクターを含む請求項２５のベクター。
【請求項２７】
　請求項２６の発現ベクターを含む単離宿主細胞。
【請求項２８】
　（ａ）発現ベクターによりコードされた抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養
基で請求項２７の宿主細胞を培養すること；および
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収すること、
を含む方法。
【請求項２９】
　請求項１１の抗原結合タンパク質を産生するハイブリドーマ。
【請求項３０】
　（ａ）ハイブリドーマにより抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養基で請求項
２９のハイブリドーマを培養すること；および
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収すること、
を含む方法。
【請求項３１】
　免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域を含み、前記重鎖可変
領域が配列番号２６２、配列番号２６４、もしくは配列番号２６６の配列と少なくとも９
５％同一であるアミノ酸配列を含む、単離抗原結合タンパク質。
【請求項３２】
　軽鎖可変領域が配列番号２４２、配列番号２４４、配列番号２４６、もしくは配列番号
２４８のアミノ酸配列を含む、請求項３１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３３】
　重鎖可変領域がＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決
定領域を含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号２１３、配列番号２１４、もしくは配列番号２１５のアミ
ノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号２１６、配列番号２１７、もしくは配列番号２１８のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号２１９、配列番号２２０、もしくは配列番号２２１のアミ
ノ酸配列を含む、請求項３１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３４】
　免疫グロブリン軽鎖可変領域を含み、前記軽鎖可変領域がＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およ
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びＣＤＲＬ３と命名された３つのＣＤＲを含み：
　（ａ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０４、配列番号２２２、配列番号２２３、もしくは配列
番号２２４のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６、配列番号２２５、もしくは配列番号２２６のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＬ３は配列番号２２７、配列番号２２８、配列番号２２９、もしくは配列
番号２３０のアミノ酸配列を含む、請求項３１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３５】
　重鎖可変領域がＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決
定領域を含み、ならびに軽鎖可変領域がＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名
された３つのＣＤＲを含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号２１３、配列番号２１４、もしくは配列番号２１５のアミ
ノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号２１６、配列番号２１７、もしくは配列番号２１８のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号２１９、配列番号２２０、もしくは配列番号２２１のアミ
ノ酸配列を含む；
　（ｄ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０４、配列番号２２２、配列番号２２３、もしくは配列
番号２２４のアミノ酸配列を含む；
　（ｅ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６、配列番号２２５、もしくは配列番号２２６のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｆ）ＣＤＲＬ３は配列番号２２７、配列番号２２８、配列番号２２９、もしくは配列
番号２３０のアミノ酸配列を含む、請求項３１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３６】
　抗体または抗体断片を含む、請求項３１の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３７】
　ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３またはＩｇＧ４を含む請求項３６の単離抗原結合タンパ
ク質。
【請求項３８】
　モノクローナル抗体を含む請求項３６の単離抗原結合タンパク質。
【請求項３９】
　キメラまたはヒト化抗体を含む請求項３８の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４０】
　ヒト抗体を含む請求項３８の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４１】
　（ａ）配列番号４６、配列番号１３３、配列番号１３９、配列番号１４３、配列番号１
８６、もしくは配列番号１８７、配列番号３６６、もしくは配列番号３６７のアミノ酸配
列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、
４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む免疫グロブリン重鎖；
　（ｂ）配列番号２８、配列番号１３１、配列番号１３５、配列番号１３７；もしくは配
列番号１４１のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端もしくはＣ末端、または両端のアミ
ノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む免
疫グロブリン軽鎖；または
　（ｃ）（ａ）の免疫グロブリン重鎖および（ｂ）の免疫グロブリン軽鎖、
を含む請求項３６の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４２】
　１から２４の、結合された薬理学的に活性な化学部分をさらに含む、請求項３１乃至請
求項４１のうちのいずれかの単離抗原結合タンパク質。
【請求項４３】
　薬理学的に活性な化学部分が薬理学的に活性なポリペプチドである、請求項４２の単離
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抗原結合タンパク質。
【請求項４４】
　抗原結合ペプチドが組換え産生される、請求項４３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４５】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖の一次アミノ酸配列において
免疫グロブリン重鎖Ｆｃドメイン内部ループ内に薬理学的に活性なポリペプチドが挿入さ
れている、請求項４４の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４６】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項４３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４７】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン軽鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項４３の単離抗原結合タンパク質。
【請求項４８】
　薬理学的に活性なポリペプチドが毒素ペプチド、ＩＬ－６結合ペプチド、ＣＧＲＰペプ
チドアンタゴニスト、ブラジキニンＢ１受容体ペプチドアンタゴニスト、ＰＴＨアゴニス
トペプチド、ＰＴＨアンタゴニストペプチド、ａｎｇ－１結合ペプチド、ａｎｇ－２結合
ペプチド、ミオスタチン結合ペプチド、ＥＰＯ模倣ペプチド、ＴＰＯ模倣ペプチド、ＮＧ
Ｆ結合ペプチド、ＢＡＦＦアンタゴニストペプチド、ＧＬＰ－１もしくはそのペプチド模
倣物、またはＧＬＰ－２もしくはそのペプチド模倣物である、請求項４３の単離抗原結合
タンパク質。
【請求項４９】
　毒素ペプチドがＳｈＫまたはＳｈＫペプチドアナログである、請求項４８の単離抗原結
合タンパク質。
【請求項５０】
　請求項３１乃至請求項４９のうちのいずれかの抗原結合タンパク質、ならびに医薬上許
容可能な希釈液、賦形剤もしくは担体、を含む医薬組成物。
【請求項５１】
　請求項３１乃至請求項３４のうちのいずれかの抗原結合タンパク質をコードする単離核
酸。
【請求項５２】
　請求項３５の抗原結合タンパク質をコードする単離核酸。
【請求項５３】
　請求項４１の抗原結合タンパク質をコードする単離核酸。
【請求項５４】
　請求項４４乃至請求項４９のうちのいずれかの抗原結合タンパク質をコードする単離核
酸。
【請求項５５】
　請求項５１乃至請求項５４のうちのいずれかの単離核酸を含むベクター。
【請求項５６】
　発現ベクターを含む請求項５５のベクター。
【請求項５７】
　請求項５６の発現ベクターを含む、単離宿主細胞。
【請求項５８】
　（ａ）発現ベクターによりコードされた抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養
基で請求項５７の宿主細胞を培養すること；および
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収すること、
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を含む方法。
【請求項５９】
　請求項４１の抗原結合タンパク質を産生するハイブリドーマ。
【請求項６０】
　（ａ）ハイブリドーマにより抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養基で請求項
５９のハイブリドーマを培養すること；および
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収すること、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年３月２０日に出願された米国仮出願第６１／２１０，５９４号の
利益を主張するものであり、この開示はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願は、２０１０年３月１９日にＥＦＳ－ＷＥＢを介して提出されたＡＳＣＩＩ「ｔ
ｘｔ」遵守配列リストを含み、これは米国特許規則３７ＣＦＲ１．８２１（ｃ）および１
．８２１（ｅ）に必要なコンピュータ媒体（ＣＲＦ）と文書複写の両役目を果たし、その
全体が参照により本明細書に組み込まれる。２０１０年３月１８日に作成した「ｔｘｔ」
ファイルについて、名称はＡ－１５３７－ＷＯ－ＰＣＴＳｅｑＬｉｓｔ０３１８１０－３
６８＿ＳＴ２５．ｔｘｔであり、サイズは５４５ｋｂである。
【０００３】
　本出願を通して、丸括弧または角カッコ内に各種刊行物を参照する。本出願において、
これら刊行物の開示は、本発明の属する分野の状態をより詳細に記載するためにそれらの
全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００４】
　１．技術分野
　本発明は、薬物動態特性を改善するために１つまたは複数の薬理学的に活性な化学部分
に結合できる担体抗体に関する。
【０００５】
　２．関連技術に関する論議
　「担体」部分とは、非ペプチド有機部分（すなわち、「低分子」）またはポリペプチド
薬剤など、薬理学的に活性な化学部分が共有結合または融合できる薬理学的に不活性な分
子を指す。薬理学的に活性な化学部分のタンパク質分解もしくは他のインビボ活性を低下
させる化学修飾によって薬理学的に活性な部分のインビボ減成を防止もしくは軽減するた
め、または腎臓クリアランスを低下させるため、インビボ半減期もしくは他の治療的な薬
物動態特性を高める（薬理学的に活性な部分の非結合形態と比較して、吸収率を高める、
毒性もしくは免疫原性を低減する、溶解度を改善する、ならびに／または製造可能性もし
くは保存安定性を増加するなどの）ため、効果的な担体が探究されている。
【０００６】
　製薬業界で使用されているかかる担体部分の例としては、ポリエチレングリコール（例
えば、Ｂｕｒｇ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｅｒｙｔｈｒｏｐｏｉｅｔｉｎ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅ
ｓ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ、ＷＯ０１／０２０１７号を参
照されたい）、免疫グロブリンＦｃドメイン（例えば、Ｆｅｉｇｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍ
ｏｄｉｆｉｅｄ　ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｓ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｇｅｎｔｓ、米
国特許第６，６６０，８４３号を参照されたい）、ヒト血清アルブミン（例えば、Ｒｏｓ
ｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｌｂｕｍｉｎ　ｆｕｓｉｏｎ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ、米国特許第
６，９２６，８９８号および米国特許第２００５／００５４０５１号；Ｂｒｉｄｏｎ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓ　ｔｈｅｒａｐｅｕ
ｔｉｃ　ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ｆｒｏｍ　ｐｅｐｔｉｄａｓｅ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｔｈｒ
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ｏｕｇｈ　ｃｏｎｊｕｇａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｂｌｏｏｄ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ、米国特
許第６，８８７，４７０号を参照されたい）、トランスチレチン（例えば、Ｗａｌｋｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｕｓｅ　ｏｆ　ｔｒａｎｓｔｈｙｒｅｔｉｎ　ｐｅｐｔｉｄｅ／ｐｒ
ｏｔｅｉｎ　ｆｕｓｉｏｎｓ　ｔｏ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｔｈｅ　ｓｅｒｕｍ　ｈａｌｆ
－ｌｉｆｅ　ｏｆ　ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　ａｃｔｉｖｅ　ｐｅｐｔｉｄ
ｅｓ／ｐｒｏｔｅｉｎｓ、米国特許第２００３／０１９５１５４Ａ１号；同第２００３／
０１９１０５６Ａ１号を参照されたい）、またはチロキシン結合グロブリン、または、例
えば免疫グロブリン（軽鎖＋重鎖）およびＦｃドメインの組み合わせ（いわゆる「ヘミボ
ディ」であるヘテロ三量体の組み合わせ）が挙げられ、例えばＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、ＰＣ
Ｔ／米国特許第２００７／０２２８３１号（ＷＯ２００８／０８８４２２号として公開）
に記載されている。薬理学的に活性な部分は、長い半減期血清タンパク質に対して親和性
を有するペプチドまたは低分子にも結合されている（例えば、Ｂｌａｎｅｙ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｉｎｃｒｅａｓｉｎ
ｇ　ｔｈｅ　ｓｅｒｕｍ　ｈａｌｆ－ｌｉｆｅ　ｏｆ　ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ
ｌｙ　ａｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔｓ　ｂｙ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ｔｒａｎｓｔｈｙｒ
ｅｔｉｎ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｌｉｇａｎｄｓ、米国特許第５，７１４，１４２号；Ｓ
ａｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｅｒｕｍ　ａｌｂｕｍｉｎ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｍｏｉｅｔｉ
ｅｓ、米国特許第２００３／００６９３９５Ａ１号；Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｈ
ａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　ａｃｔｉｖｅ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ、米国特許第６，３４
２，２２５号を参照されたい）。
【０００７】
　Ｆｉｓｃｈｅｒ　ｅｔ　ａｌは、免疫グロブリンが２本の重鎖、または２本の重鎖と２
本の軽鎖からなり、免疫グロブリンが機能性免疫グロブリンではなかったペプチド－免疫
グロブリン結合体について記載している（Ｆｉｓｃｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａ　ｐｅｐ
ｔｉｄｅ－ｉｍｍｕｎｏｇｌｏｂｕｌｉｎ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅ、ＷＯ２００７／０４５
４６３Ａ１号）。
【０００８】
　本発明は、組換え発現の例外的均一性および有効性、インビトロ安定性および非凝集、
光分解耐性および酸化耐性、ヒト抗原との非交差反応、ならびに良好な薬物動態特性をも
たらす担体免疫グロブリンを提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２００１／０２０１７号
【特許文献２】米国特許第６，６６０，８４３号明細書
【特許文献３】米国特許第６，９２６，８９８号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００５／００５４０５１号明細書
【特許文献５】米国特許第６，８８７，４７０号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００３／０１９５１５４号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００３／０１９１０５６号明細書
【特許文献８】国際公開第２００８／０８８４２２号
【特許文献９】米国特許第５，７１４，１４２号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００３／００６９３９５号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，３４２，２２５号明細書
【特許文献１２】国際公開第２００７／０４５４６３号
【発明の概要】
【００１０】
　本発明は、抗原結合タンパク質に関する。本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗
体断片を含む）はラットおよびカニクイザルにおいて確実な発現および精製特性を有し、
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それにより安定的かつ相対的に均一であり、顕著な薬物動態（ＰＫ）特性を有する生成物
である。本発明の抗原結合タンパク質は、ジニトロフェノール（ＤＮＰ）またはキーホー
ルリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）に特異的に結合することが見出されているが、ヒト
タンパク質、細胞または組織への結合は検出されていない。これらの抗原結合タンパク質
は、多くの目的（抗体ベース薬の品質管理もしくは分析的標準および生物学的に関連した
アイソタイプ適合抗体の対照が挙げられるが、これらに限定されない）のために使用でき
る。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、本発明の抗原結合タンパク質は、薬理学的に活性な化学部分
、例えば、低分子、ペプチド、および／またはタンパク質のＰＫ特性を高めるための担体
として用いられる。薬理学的に活性な部分は、化学結合反応により、または組換え遺伝子
発現を介して本発明の免疫グロブリンに結合（すなわち、共有結合）でき、それらは抗原
結合タンパク質に融合できる。
【００１２】
　本発明は、かかる本発明の免疫グロブリン、例えばそれらをコードする単離核酸、ベク
ターおよび単離宿主細胞、ならびにハイブリドーマを産生するための物質および方法も提
供する。また、本明細書に開示の免疫グロブリン重鎖および／もしくは軽鎖配列ならびに
／またはＶＨおよび／もしくはＶＬ配列ならびに／またはＣＤＲ配列のいずれかをコード
する単離核酸も提供する。関連実施形態では、上記核酸のいずれかを含む発現ベクターを
提供する。さらに別の実施形態では、上記核酸または発現ベクターのいずれかを含む宿主
細胞を提供する。
【００１３】
　本発明の免疫グロブリンは、医薬組成物または薬の製造において使用できる。本発明の
医薬組成物もしくは薬は、薬理学的に活性な薬剤と結合した免疫グロブリン、ならびに医
薬上許容可能な希釈液、担体または賦形剤を含む。
【００１４】
　本発明では幾多の方法を意図する。例えば、コードした抗原結合タンパク質が発現する
ように本発明の発現ベクターを含む上記宿主細胞の培養に関わる方法を提供する。ハイブ
リドーマにより抗原結合タンパク質を発現させる条件下での培養基における上記ハイブリ
ドーマの培養に関わる方法も提供する。かかる方法は、宿主細胞培養から抗原結合タンパ
ク質を回収する工程も含むことができる。関連実施形態では、上記の方法で産生された単
離抗原結合タンパク質を提供する。
【００１５】
　前述の概要は、本発明のすべての態様を定義することを意図せず、さらなる態様が（発
明を実施するための形態などの）他の項目に記載されている。本文書全体が統合された開
示として関連していることを意図し、本文書の同一文章、または段落、または項目に特徴
の組み合わせが見出されない場合でも、本明細書に記載の特徴のすべての組み合わせを意
図していることが理解されるべきである。
【００１６】
　前述に加えて、本発明は、追加の態様として、上記の特定の段落により定義されるバリ
エーションよりも何らかの点で範囲がさらに狭くなる、本発明のすべての実施形態を含む
。例えば、属として記載されている本発明のある態様では、その属のすべてのメンバーが
単独で本発明の１つの態様であることが理解されるべきである。また、属または属の１メ
ンバーの選択として記載されている態様は、属の２つ以上のメンバーの組み合わせを包含
するものと理解されるべきである。出願人（ら）は本明細書に記載の本発明の全範囲を発
明したが、出願人らは他の先行技術に記載の対象物を請求することは意図していない。し
たがって、特許庁もしくは他の団体または個人により特許請求の範囲内における法定の先
行技術が出願人らの注意をひいた場合、出願人（ら）は特許法のもと、権利を保留して修
正権利を行使し、かかる請求項の主題を再定義してかかる請求項の範囲からかかる法定の
先行技術または法定の先行技術の明らかなバリエーションを具体的に除外する。かかる改
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訂された特許請求の範囲により定義される本発明のバリエーションも、本発明の態様であ
ることを意図する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】任意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に
記載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単
位または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、
本発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ
１を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４
個のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結
合の様々なアレンジがある。図１Ａは、免疫グロブリンＦｃドメイン単量体の片方のＣ末
端に毒素ペプチドアナログが融合している１価ヘテロ二量体Ｆｃ毒素ペプチドアナログ融
合物を表す。
【図１Ｂ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｂは、免疫グロブリンＦｃドメイン単量体の両Ｃ末端に毒
素ペプチドアナログが融合している２価ホモ二量体Ｆｃ毒素ペプチドアナログ融合物を表
す。
【図１Ｃ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｃは、免疫グロブリンＦｃドメイン単量体の片方のＮ末端
に毒素ペプチドアナログが融合している１価ヘテロ二量体毒素ペプチドアナログ－Ｆｃ融
合物を表す。
【図１Ｄ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｄは、免疫グロブリンＦｃドメイン単量体の両Ｎ末端に毒
素ペプチドアナログが融合している２価ホモ二量体毒素ペプチドアナログ－Ｆｃ融合物を
表す。
【図１Ｅ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｅは、そのＣ末端に毒素ペプチドアナログが融合している
免疫グロブリン重鎖（ＨＣ）＋免疫グロブリン軽鎖（ＬＣ）＋免疫グロブリンＦｃ単量体
を含む１価ヘテロ三量体Ｆｃ毒素ペプチドアナログ／Ａｂを表す。
【図１Ｆ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
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載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｆは、ＨＣ単量体の片方のＣ末端に毒素ペプチドアナログ
が融合している１価ヘテロ四量体（ＨＴ）抗体ＨＣ毒素ペプチドアナログ融合物を表す。
【図１Ｇ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｇは、両ＨＣ単量体のＣ末端上に毒素ペプチドアナログを
有する２価ＨＴ抗体Ａｂ　ＨＣ毒素ペプチドアナログ融合物を表す。
【図１Ｈ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｈは、ＬＣ単量体の片方のＮ末端に毒素ペプチドアナログ
が融合している１価ＨＴ毒素ペプチドアナログ－ＬＣ　Ａｂを表す。
【図１Ｉ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｉは、ＨＣ単量体の片方のＮ末端に毒素ペプチドアナログ
が融合している１価ＨＴ毒素ペプチドアナログ－ＨＣ　Ａｂを表す。
【図１Ｊ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｊは、ＬＣ単量体の片方のＣ末端に毒素ペプチドアナログ
が融合している１価ＨＴ　Ａｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナログ融合物（すなわち、ＬＣ毒素
ペプチドアナログ融合物＋ＬＣ＋２（ＨＣ））を表す。
【図１Ｋ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｋは、ＬＣ単量体の両Ｃ末端に毒素ペプチドアナログが融
合している２価ＨＴ　Ａｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナログ融合物（すなわち、２（ＬＣ毒素
ペプチドアナログ融合物）＋２（ＨＣ））を表す。
【図１Ｌ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記



(12) JP 2018-139609 A 2018.9.13

10

20

30

40

50

載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｌは、ＬＣ単量体の両方およびＨＣ単量体の片方のＣ末端
に毒素ペプチドアナログが融合している３価ＨＴ　Ａｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナログ／Ｈ
Ｃ毒素ペプチドアナログ（すなわち、２（ＬＣ毒素ペプチドアナログ融合物）＋ＨＣ毒素
ペプチドアナログ融合物＋ＨＣ）を表す。
【図１Ｍ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｍは、各ＨＣ単量体の免疫グロブリンＦｃドメインの内部
ループ内に毒素ペプチドアナログ部分が挿入されている２価抗体を表す。
【図１Ｎ】意選択的にペプチジルリンカー部分（これらに限定されないが、本明細書に記
載のＬ５またはＬ１０など）を介して、薬理学的に活性な毒素ペプチドアナログが１単位
または複数単位（波形）融合した免疫グロブリンの１つまたは複数のドメインを含む、本
発明の組成物の一部の実施形態の図式構造を示す。これらの図式はより典型的なＩｇＧ１
を示し（ただし、ＩｇＧ２にも同様に適用されることを意図する）、これはヒンジに４個
のジスルフィド結合を有し、重鎖と軽鎖、およびＩｇＧ３とＩｇＧ４のジスルフィド結合
の様々なアレンジがある。図１Ｎは、ＨＣ単量体の片方の免疫グロブリンＦｃドメインの
内部ループ内に毒素ペプチドアナログ部分が挿入されている１価抗体を表す。二量体また
は三量体は、ある宿主細胞内で単鎖をコードするデオキシリボ核酸（ＤＮＡ）構築物の発
現時に自発的に形成される。他の宿主細胞内では、細胞を二量体／三量体の好都合な形態
条件におくこともでき、二量体／三量体をインビトロ形成することもできる。複数のＨＣ
単量体、ＬＣ単量体、または免疫グロブリンＦｃドメイン単量体が単一の実施形態の一部
である場合、個々の単量体は、所望により互いに同一であることも異なることもできる。
【図２Ａ】ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）電気生理学的手法により、実施例４および５
に記載の１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）Ａｂ（配列番号２８、２９
、３２）は、ヒトＫｖ１．１電流（図２Ｂ）よりもヒトＫｖ１．３電流（図２Ａ）をより
強力にブロックすることを示す。
【図２Ｂ】ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）電気生理学的手法により、実施例４および５
に記載の１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）Ａｂ（配列番号２８、２９
、３２）は、ヒトＫｖ１．１電流（図２Ｂ）よりもヒトＫｖ１．３電流（図２Ａ）をより
強力にブロックすることを示す。
【図３Ａ】本明細書の実施例４に記載の最終１価Ｆｃ－Ｌ１０－Ｓｈｋ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］／抗ＫＬＨ　Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリ
シン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レー
ン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元
生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５
：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広
範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブラン
ク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成
物１０μｇ。
【図３Ｂ】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入し、吸光度２８０ｎｍで観察した実施例４に記載の最終１価Ｆｃ－Ｌ１０
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－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］／抗ＫＬＨ　Ａｂ生成物５０μｇ上のサイズ排除クロマ
トグラフィーを示す。
【図３Ｃ】実施例４に記載の１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］／抗ＫＬ
Ｈ　Ａｂの最終試料のＬＣ－ＭＳ分析を示す。生成物をＷａｔｅｒｓ社製ＡＣＱＵＩＴＹ
　ＵＰＬＣシステムを用いてＷａｔｅｒｓ社製ＭａｓｓＰＲＥＰマイクロ脱塩カラムを介
してクロマトグラフ化した。カラムを８０℃で設定して、０．１％ギ酸中でアセトニトリ
ル濃度を増大する直線勾配を用いてタンパク質を溶出した。質量分析のためＷａｔｅｒｓ
社製ＬＣＴ　Ｐｒｅｍｉｅｒ　ＥＳＩ－ＴＯＦ質量分析計にカラム流出の一部を流用した
。この機器を陽性Ｖモードで作動した。キャピラリー電圧を３，２００Ｖで、コーン電圧
を８０Ｖで設定した。質量スペクトルを８００～３０００ｔｔｍ／ｚで得て、機器製造業
者の提供するＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図４Ａ】実施例４に記載の最終１価抗ＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０
％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖ
ｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５
μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；
レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク
質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１
０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４Ｂ】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終１価抗ＫＬＨ１２
０．６ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体生成物２５μｇ上のサイズ排除
クロマトグラフィーを示す。約１１分目に観察された偏向は注入関連アーチファクトであ
る。
【図４Ｃ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分析
計を用いた、実施例４に記載の１価抗ＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６
Ｋ］Ａｂの最終試料のＭＡＬＤＩ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで
実行した。この機器の電圧を１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約
２００レーザショットのデータを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知であ
る精製タンパク質を用いて外部物質カリブレーションを成し遂げた。
【図５Ａ】実施例４に記載の最終２価aＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５　Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０
％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖ
ｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５
μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；
レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク
質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１
０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図５Ｂ】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、５００ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終２価抗ＫＬＨ　Ｈ
Ｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２５μｇ上のサイズ排除クロマト
グラフィーを示す。約１１．５分目に観察された偏向は注入関連アーチファクトである。
【図５Ｃ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分析
計を用いた、実施例４に記載の２価抗ＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６
Ｋ］Ａｂの最終試料のＭＡＬＤＩ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで
実行した。この機器の電圧を１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約
２００レーザショットのデータを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知であ
る精製タンパク質を用いて外部物質カリブレーションを成し遂げた。
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【図６Ａ】実施例４に記載の最終１価ＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６
Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０％
ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅ
ｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μ
ｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レ
ーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質
標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０
：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図６Ｂ】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終１価抗ＫＬＨ　Ｈ
Ｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２０μｇ上のサイズ排除クロマト
グラフィーを示す。約１１分目に観察された偏向は注入関連アーチファクトである。
【図６Ｃ】実施例４に記載の１価抗ＫＬＨ　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ
］Ａｂの最終試料のＬＣ－ＭＳ質量スペクトル分析を示す。生成物をＷａｔｅｒｓ社製Ａ
ＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣシステムを用いてＷａｔｅｒｓ社製ＭａｓｓＰＲＥＰマイクロ脱
塩カラムを介してクロマトグラフ化した。カラムを８０℃で設定して、０．１％ギ酸中で
アセトニトリル濃度を増大する直線勾配を用いてタンパク質を溶出した。質量分析のため
Ｗａｔｅｒｓ社製ＬＣＴ　Ｐｒｅｍｉｅｒ　ＥＳＩ－ＴＯＦ質量分析計にカラム流出の一
部を流用した。この機器を陽性Ｖモードで作動した。キャピラリー電圧を３，２００Ｖで
、コーン電圧を８０Ｖで設定した。質量スペクトルを８００～３０００ｍ／ｚで獲得し、
機器製造業者の提供するＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図７】Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラットにおいて実施した薬物動態試験の結果を示
す（単回皮下投与量＝６ｍｇ／ｋｇ）。白四角は、実施例５および表７Ｈに記載の１価Ｆ
ｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）（配列番号１および配列番号２６のヘ
テロ二量体）データを表し、黒丸は、１価抗ＫＬＨ抗体－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）
（配列番号２８、配列番号２９、配列番号２８、および配列番号３２の四量体）データを
表す；ならびに黒三角は、１価抗ＫＬＨ抗体（ループ）－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）
（配列番号２８；配列番号３５；配列番号２８；および配列番号３４の四量体）データを
表す。
【図８】Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラットにおいて実施した、実施例５、および表７
Ｊに詳述の２価（白四角）および１価（黒丸）抗ＫＬＨ抗体－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６
Ｋ）（それぞれ、［配列番号２８、配列番号３２、配列番号２８、配列番号３２］および
［配列番号２８、配列番号２９、配列番号２８、配列番号３２］の四量体）の薬物動態試
験の結果を示す（単回皮下投与量＝６ｍｇ／ｋｇ用量）。
【図９】Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラットにおいて実施した、実施例５、および表７
Ｌに詳述の２価（白四角）および１価（黒丸）抗ＫＬＨ抗体（ループ）－ＳｈＫ（１－３
５、Ｑ１６Ｋ）（それぞれ、［配列番号２８、配列番号３５、配列番号２８、配列番号３
５］および［配列番号２８、配列番号３４、配列番号２８、配列番号３５］の四量体）の
薬物動態試験の結果を示す（単回皮下投与量＝６ｍｇ／ｋｇ）。
【図１０】１価Ｆｃ－ＳｈＫ／Ｆｃヘテロ二量体（白四角）、１価Ｆｃ－ＳｈＫ／ＫＬＨ
　Ａｂ（ヘテロ三量体またはヘミボディ）（白三角）および２価ＳｈＫ－Ｆｃ／ＳｈＫ－
Ｆｃホモ二量体（黒丸）のＳＤラットにおける薬物動態試験の結果を示す（単回２ｍｇ／
ｋｇ皮下用量）。１価ヘテロ二量体およびヘテロ三量体は２価ホモ二量体よりも高い曝露
を提供した。この試験に関する詳細を実施例５に提示する。
【図１１】還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃ
ａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２０％
ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷した
（左から右）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２、一過性細胞培養由
来のａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ２μｇ；レーン３、安定した細胞培養由来のａＤＮＰ－３Ｂ１Ａ
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ｂ２μｇ；レーン４、一過性細胞培養由来のａＤＮＰ３Ｈ４Ａｂ２μｇ；レーン５、安定
した細胞培養由来のａＤＮＰ３Ｈ４Ａｂ２μｇ；レーン６、一過性細胞培養由来のａＤＮ
Ｐ３Ａ１Ａｂ２μｇ；レーン７、一過性細胞培養由来のａＤＮＰ３Ｃ２Ａｂ２μｇ；なら
びにレーン８、一過性細胞培養由来のａＤＮＰ３Ａ４Ａｂ２μｇ。
【図１２Ａ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷
した（左から右）：（図１２Ａ）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２
、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ０．５μｇ；レーン３、ａＤＮＰ３Ａ４Ａｂ０．５μｇ；レーン４
、ａＤＮＰ３Ｃ２Ａｂ０．５μｇ；レーン５、aＫＬＨ１２０．６Ａｂ０．５μｇ；レー
ン６、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン７、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ５μｇ；レーン８
、ａＤＮＰ３Ａ４Ａｂ５μｇ；レーン９、ａＤＮＰ３Ｃ２Ａｂ５μｇ；レーン１０、aＫ
ＬＨ１２０．６Ａｂ５μｇ；（図１２Ｂ）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；
レーン２、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇ；レーン３、ブランク；レーン４、Ｎｏｖｅｘ
　Ｍａｒｋ１２標準；レーン５、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ５μｇ。
【図１２Ｂ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷
した（左から右）：（図１２Ａ）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２
、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ０．５μｇ；レーン３、ａＤＮＰ３Ａ４Ａｂ０．５μｇ；レーン４
、ａＤＮＰ３Ｃ２Ａｂ０．５μｇ；レーン５、aＫＬＨ１２０．６Ａｂ０．５μｇ；レー
ン６、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン７、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ５μｇ；レーン８
、ａＤＮＰ３Ａ４Ａｂ５μｇ；レーン９、ａＤＮＰ３Ｃ２Ａｂ５μｇ；レーン１０、aＫ
ＬＨ１２０．６Ａｂ５μｇ；（図１２Ｂ）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；
レーン２、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇ；レーン３、ブランク；レーン４、Ｎｏｖｅｘ
　Ｍａｒｋ１２標準；レーン５、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ５μｇ。
【図１３Ａ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷
した（左から右）：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２、ブランク；レ
ーン３、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．２μｇ；レーン４、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ０．２μｇ、レ
ーン５、ブランク；レーン６、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．６μｇ；レーン７、ａＤＮＰ３Ａ
１Ａｂ０．６μｇ；レーン８、ブランク；レーン９、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１．８μｇ；レ
ーン１０、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ１．８μｇ。
【図１３Ｂ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍビス－トリス４～１２％
ＮｕＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す；レーンを以下のとおり負荷した（左
から右）：：レーン１、Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２、ブランク；レーン３
、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．２μｇ；レーン４、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ０．２μｇ；レーン５
、ブランク；レーン６、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．６μｇ；レーン７、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ
０．６μｇ；レーン８、ブランク；レーン９、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１．８μｇ；レーン１
０、ａＤＮＰ３Ａ１Ａｂ１．８μｇ。
【図１４Ａ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷
した（左から右）：（図１４Ａ：０．１％ＳＤＳの流れる緩衝液）：レーン１、Ｎｏｖｅ
ｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを室温で１０分間イン
キュベートした；レーン３、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを８５℃で５分間インキュベ
ートした；レーン４、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを１００℃で１０分間インキュベー
トした；レーン５、ブランク；レーン６、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを室温で１０分間イ
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ンキュベートした；レーン７、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを８５℃で５分間インキュベー
トした；レーン８、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを１００℃で１０分間インキュベートした
；（図１４Ｂ：０．４％ＳＤＳの流れる緩衝液；８５℃で５分間処置）：レーン１、Ｎｏ
ｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準、レーン２、ブランク；レーン３、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．２
５μｇ；レーン４、ブランク；レーン５、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇ；レーン６、ブ
ランク；レーン７、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１．０μｇ；レーン８、ブランク；レーン９、ａ
ＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ２．０μｇ。
【図１４Ｂ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での抗体分析を示す。レーンを以下のとおり負荷
した（左から右）：（図１４Ａ：０．１％ＳＤＳの流れる緩衝液）：レーン１、Ｎｏｖｅ
ｘ　Ｍａｒｋ１２標準；レーン２、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを室温で１０分間イン
キュベートした；レーン３、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを８５℃で５分間インキュベ
ートした；レーン４、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇを１００℃で１０分間インキュベー
トした；レーン５、ブランク；レーン６、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを室温で１０分間イ
ンキュベートした；レーン７、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを８５℃で５分間インキュベー
トした；レーン８、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１μｇを１００℃で１０分間インキュベートした
；（図１４Ｂ：０．４％ＳＤＳの流れる緩衝液；８５℃で５分間処置）：レーン１、Ｎｏ
ｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２標準、レーン２、ブランク；レーン３、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．２
５μｇ；レーン４、ブランク；レーン５、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ０．５μｇ；レーン６、ブ
ランク；レーン７、ａＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ１．０μｇ；レーン８、ブランク；レーン９、ａ
ＤＮＰ３Ｂ１Ａｂ２．０μｇ。
【図１５】１００ｍＭリン酸ナトリウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相
（流速０．５ｍＬ／分）に乗せる連続する２つのサイズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ
３０００ＳＷＸＬ、５ｍｍ粒径、７．８×３００ｍｍ、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ
、０８５４１）を用いた抗体ＤＮＰ　３Ａ１（「３Ａ１」、肩の後ろでより濃いトレース
）；ａＤＮＰ３Ｂ１（「３Ｂ１」）；aＫＬＨ１２０．６（「aＫＬＨ」）；ａＤＮＰ３Ｃ
２（「３Ｃ２」）、およびａＤＮＰ３Ａ４（「３Ａ４」）の分析を示す。
【図１６】光曝露の前および３週間後、１００ｍＭリン酸ナトリウム、２５０ｍＭ　Ｎａ
Ｃｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０．５ｍＬ／分）に乗せる連続する２つのサイズ排除
カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００ＳＷＸＬ、５ｍｍ粒径、７．８×３００ｍｍ、Ｔｏ
ｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５４１）を用いた抗体ＤＮＰ　３Ａ１（「３Ａ１」）
、ａＤＮＰ３Ｃ２（「３Ｃ２」）およびＤＮＰ－３Ａ４の分析を示す。
【図１７Ａ】光曝露の前（図１７Ａ）および２日後（図１７Ｂ）における、１００ｍＭリ
ン酸ナトリウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０．５ｍＬ／分）
に乗せる連続する２つのサイズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００ＳＷＸＬ、５ｍ
ｍ粒径、７．８×３００ｍｍ、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５４１）を用いた
抗体ＤＮＰ　３Ａ４、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｙ（「Ｗ１０１０Ｙ」）、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ（
「Ｗ１０１Ｆ」）、ａＤＮＰ３Ａ４　ＹＳＳ（「Ｗ１０１Ｙ／ＣＣＳＳ」）、およびａＤ
ＮＰ－３Ａ４－ＦＳＳ（「Ｗ１０１Ｆ／ＣＣＳＳ」）の分析を示す。
【図１７Ｂ】光曝露の前（図１７Ａ）および２日後（図１７Ｂ）における、１００ｍＭリ
ン酸ナトリウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０．５ｍＬ／分）
に乗せる連続する２つのサイズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００ＳＷＸＬ、５ｍ
ｍ粒径、７．８×３００ｍｍ、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５４１）を用いた
抗体ＤＮＰ　３Ａ４、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｙ（「Ｗ１０１０Ｙ」）、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ（
「Ｗ１０１Ｆ」）、ａＤＮＰ３Ａ４　ＹＳＳ（「Ｗ１０１Ｙ／ＣＣＳＳ」）、およびａＤ
ＮＰ－３Ａ４－ＦＳＳ（「Ｗ１０１Ｆ／ＣＣＳＳ」）の分析を示す。
【図１８】ａＤＮＰ抗体（ａＤＮＰ－３Ａ４、ａＤＮＰ－３Ａ４－Ｙ、ａＤＮＰ－３Ａ４
－Ｆ、ａＤＮＰ－３Ａ４－ＹＳＳおよびａＤＮＰ－３Ａ４－ＦＳＳ）のイオン交換分析を
示す。これらの均一性について、Ｔｏｓｏｈａａｓ　ＳＰ－５ＰＷカラム（１０μｍ粒子
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、７．５ｍｍ　ＩＤ×７．５ｃｍ長）を用いて、緩衝液Ａ（１０ｍＭ酢酸ナトリウム、ｐ
Ｈ５．０）および緩衝液Ｂ（１０ｍＭ酢酸ナトリウム、６００ｍＭ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．
０）をプログラム化直線勾配（１分０％Ｂ、１０分３５％Ｂ、３０分７０％Ｂ、３分９０
％Ｂおよび３分０％Ｂ）で１ｍＬ／分で流して、分析した。
【図１９Ａ】非還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図１９Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－
Ｆ（図１９Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図１９Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度
２２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分
離分析のために用いた。
【図１９Ｂ】非還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図１９Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－
Ｆ（図１９Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図１９Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度
２２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分
離分析のために用いた。
【図１９Ｃ】非還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図１９Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－
Ｆ（図１９Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図１９Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度
２２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分
離分析のために用いた。
【図２０Ａ】還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図２０Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ
（図２０Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図２０Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度２
２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分離
分析のために用いた。
【図２０Ｂ】還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図２０Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ
（図２０Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図２０Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度２
２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分離
分析のために用いた。
【図２０Ｃ】還元ＣＥ－ＳＤＳによるａＤＮＰ３Ｂ１（図２０Ａ）、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ
（図２０Ｂ）、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ（図２０Ｃ）抗体の分析を示す（吸光度２
２０ｎｍでの検出）。裸のフューズドシリカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分離
分析のために用いた。
【図２１】ａＤＮＰ－３Ａ４－Ｆ（点線曲線）、ａＤＮＰ－３Ａ４－ＦＳＳ（実曲線）お
よびａＤＮＰ－３Ｂ１（破線曲線）抗体試料を２０℃から９５℃に１℃／分で加熱し、Ｍ
ｉｃｒＣａｌ　ＶＰ－ＤＳＣを用いたＤＳＣ分析を示す。１０ｍＭ酢酸ナトリウム、９％
ショ糖（ｐＨ５．０）中タンパク質濃度は０．５ｍｇ／ｍＬであった。
【図２２】ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、ａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ、およびａＤＮＰ３Ｂ１抗体を
５ｍｇ／ｋｇ単回皮下注射したラットにおいてＥＬＩＳＡにより決定した各抗体の血清濃
度を示す。投与後０、０．２５、１、４、２４、４８、７２、９６、１６８、３３６、５
０４、６７２、８４０および１００８時間に血液試料を採取した。
【図２３】ａＤＮＰ３Ａ４（４ｍｇ／ｋｇ）またはaＫＬＨ１２０．６（３ｍｇ／ｋｇ）
抗体をそれぞれボーラス静脈内注射した雄カニクイザルにおけるａＤＮＰ３Ａ４またはa
ＫＬＨ１２０．６の血漿濃度を示す。血清試料を定期的に採取して抗体の血漿濃度をＥＬ
ＩＳＡにより決定した。ａＤＮＰ３Ａ４のデータを比較のため３ｍｇ／ｋｇに正規化した
。
【図２４】実施例４に記載の最終１価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０
％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖ
ｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５
μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；
レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク
質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１
０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図２５】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
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００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終１価aＫＬＨ１２
０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２５μｇ上のサイズ排除クロマト
グラフィーを示す。
【図２６Ａ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の１価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］生成物の最終試料の非還元（図２６Ａ）および還元（図２６Ｂ）ＭＡＬＤＩ－ＭＳ
質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を１２
ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデータを
蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外部物
質カリブレーションを成し遂げた。
【図２６Ｂ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の１価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］生成物の最終試料の非還元（図２６Ａ）および還元（図２６Ｂ）ＭＡＬＤＩ－ＭＳ
質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を１２
ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデータを
蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外部物
質カリブレーションを成し遂げた。
【図２７】実施例４に記載の最終２価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０
％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖ
ｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５
μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；
レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク
質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１
０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図２８】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終２価aＫＬＨ１２
０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２５μｇ上のサイズ排除クロマト
グラフィーを示す。
【図２９Ａ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の２価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物の最終試料の非還元（図２９Ａ）および還元（図２９Ｂ）ＭＡＬＤＩ－
ＭＳ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を
１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデー
タを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外
部物質カリブレーションを成し遂げた。
【図２９Ｂ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の２価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物の最終試料の非還元（図２９Ａ）および還元（図２９Ｂ）ＭＡＬＤＩ－
ＭＳ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を
１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデー
タを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外
部物質カリブレーションを成し遂げた。
【図３０】実施例４に記載の最終３価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０
％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖ
ｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５
μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；
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レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク
質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１
０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図３１】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終３価aＫＬＨ１２
０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２５μｇ上のサイズ排除クロマト
グラフィーを示す。
【図３２Ａ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の３価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物の最終試料の非還元（図３２Ａ）および還元（図３２Ｂ）ＭＡＬＤＩ－
ＭＳ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を
１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデー
タを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外
部物質カリブレーションを成し遂げた。
【図３２Ｂ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例４に記載の３価aＫＬＨ１２０．６ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］Ａｂ生成物の最終試料の非還元（図３２Ａ）および還元（図３２Ｂ）ＭＡＬＤＩ－
ＭＳ質量スペクトル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を
１２ｋＶで設定して、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデー
タを蓄積して各スペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外
部物質カリブレーションを成し遂げた。
【図３３】実施例４に記載の最終１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｓｈｋ［１－
３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物のクーマシーブリリアントブルーで着色し
たトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり
負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レ
ーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０
μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　
Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レ
ーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン
１２：還元生成物１０μｇ。
【図３４】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例４に記載の最終１価aＫＬＨ１２
０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｓｈｋ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物２５
μｇ上のサイズ排除クロマトグラフィーを示す。
【図３５】実施例４に記載の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５
、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］Ａｂ生成物の最終試料における重鎖の還元ＬＣ－ＭＳ質量
スペクトル分析を示す。生成物をＷａｔｅｒｓ社製ＡＣＱＵＩＴＹ　ＵＰＬＣシステムを
用いてＷａｔｅｒｓ社製ＭａｓｓＰＲＥＰマイクロ脱塩カラムを介してクロマトグラフ化
した。カラムを８０℃で設定して、０．１％ギ酸中でアセトニトリル濃度を増大する直線
勾配を用いてタンパク質を溶出した。質量分析のためＷａｔｅｒｓ社製ＬＣＴ　Ｐｒｅｍ
ｉｅｒ　ＥＳＩ－ＴＯＦ質量分析計にカラム流出の一部を流用した。この機器を陽性Ｖモ
ードで作動した。キャピラリー電圧を３，２００Ｖで、コーン電圧を８０Ｖで設定した。
質量スペクトルを８００～３０００ｍ／ｚで獲得し、機器製造業者の提供するＭａｘＥｎ
ｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図３６】実施例１１に記載の最終aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１Ａｂ生
成物のクーマシーブリリアントブルーで着色したトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－Ｐ
ＡＧＥを示す。レーン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒ
ｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン
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３：ブランク；レーン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非
還元生成物１０μｇ；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０
μＬ）；レーン８：還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成
物２．０μｇ；レーン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図３７】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例１１に記載の最終aＫＬＨ１２０
．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１Ａｂ生成物２５μｇ上のサイズ排除クロマトグラフィーを
示す。
【図３８Ａ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例１１に記載のaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１生成物
の最終試料の非還元（図３８Ａ）および還元（図３８Ｂ）ＭＡＬＤＩ－ＭＳ質量スペクト
ル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を１２ｋＶで設定し
て、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデータを蓄積して各ス
ペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外部物質カリブレー
ションを成し遂げた。
【図３８Ｂ】窒素レーザ付きＭｉｃｒｏｍａｓｓ　ＭＡＬＤＩ　ｍｉｃｒｏ　ＭＸ質量分
析計を用いた、実施例１１に記載のaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１生成物
の最終試料の非還元（図３８Ａ）および還元（図３８Ｂ）ＭＡＬＤＩ－ＭＳ質量スペクト
ル分析を示す。試料を、陽性線状モードで実行した。この機器の電圧を１２ｋＶで設定し
て、高質量検出器を５ｋＶで設定した。約２００レーザショットのデータを蓄積して各ス
ペクトルを生成した。分子質量が既知である精製タンパク質を用いて外部物質カリブレー
ションを成し遂げた。
【図３９】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例９に記載の各aＫＬＨ　ＩｇＧ１
（Ｎ２９７Ｑ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　Ｉｇ
Ｇ２、ＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１およびＬＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ１）
生成物５０μｇ上のサイズ排除クロマトグラフィーを示す。
【図４０Ａ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での（実施例９に記載の）aＫＬＨ　ＩｇＧ１　
Ｎ２９７Ｑ（図４０Ａ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｂ）、ＬＣ－Ａ
ＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｃ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０
Ｄ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４０Ｅ）抗体の分析を示す。レー
ン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパ
ク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レー
ン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ
；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：
還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レー
ン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４０Ｂ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での（実施例９に記載の）aＫＬＨ　ＩｇＧ１　
Ｎ２９７Ｑ（図４０Ａ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｂ）、ＬＣ－Ａ
ＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｃ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０
Ｄ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４０Ｅ）抗体の分析を示す。レー
ン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパ
ク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レー
ン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ
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；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：
還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レー
ン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４０Ｃ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での（実施例９に記載の）aＫＬＨ　ＩｇＧ１　
Ｎ２９７Ｑ（図４０Ａ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｂ）、ＬＣ－Ａ
ＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｃ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０
Ｄ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４０Ｅ）抗体の分析を示す。レー
ン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパ
ク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レー
ン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ
；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：
還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レー
ン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４０Ｄ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での（実施例９に記載の）aＫＬＨ　ＩｇＧ１　
Ｎ２９７Ｑ（図４０Ａ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｂ）、ＬＣ－Ａ
ＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｃ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０
Ｄ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４０Ｅ）抗体の分析を示す。レー
ン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパ
ク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レー
ン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ
；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：
還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レー
ン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４０Ｅ】非還元負荷緩衝液およびＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２
０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での（実施例９に記載の）aＫＬＨ　ＩｇＧ１　
Ｎ２９７Ｑ（図４０Ａ）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｂ）、ＬＣ－Ａ
ＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０Ｃ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４０
Ｄ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４０Ｅ）抗体の分析を示す。レー
ン１～１２を以下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパ
ク質標準（１０μＬ）；レーン２：非還元生成物０．５μｇ；レーン３：ブランク；レー
ン４：非還元生成物２．０μｇ；レーン５：ブランク；レーン６：非還元生成物１０μｇ
；レーン７：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０μＬ）；レーン８：
還元生成物０．５μｇ；レーン９：ブランク；レーン１０：還元生成物２．０μｇ；レー
ン１１：ブランク；レーン１２：還元生成物１０μｇ。
【図４１Ａ】実施例９に記載の還元試料ＬＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ａ
）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ｂ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　Ｉｇ
Ｇ２（図４１Ｃ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４１Ｄ）の質量分光
分析を示す。各試料をＷａｔｅｒｓ社製Ｍａｓｓｐｒｅｐマイクロ脱塩カラム（２．１×
５ｍｍ）を介してＡｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ　ｓｙｓｔｅｍを用いてクロマトグラフ化し
てから、質量測定のためにＷａｔｅｒｓ社製飛行時間型ＬＣＴ　ｐｒｅｍｉｅｒ質量分析
計に導入し、質量スペクトルをＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図４１Ｂ】実施例９に記載の還元試料ＬＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ａ
）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ｂ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　Ｉｇ
Ｇ２（図４１Ｃ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４１Ｄ）の質量分光
分析を示す。各試料をＷａｔｅｒｓ社製Ｍａｓｓｐｒｅｐマイクロ脱塩カラム（２．１×
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５ｍｍ）を介してＡｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ　ｓｙｓｔｅｍを用いてクロマトグラフ化し
てから、質量測定のためにＷａｔｅｒｓ社製飛行時間型ＬＣＴ　ｐｒｅｍｉｅｒ質量分析
計に導入し、質量スペクトルをＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図４１Ｃ】実施例９に記載の還元試料ＬＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ａ
）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ｂ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　Ｉｇ
Ｇ２（図４１Ｃ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４１Ｄ）の質量分光
分析を示す。各試料をＷａｔｅｒｓ社製Ｍａｓｓｐｒｅｐマイクロ脱塩カラム（２．１×
５ｍｍ）を介してＡｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ　ｓｙｓｔｅｍを用いてクロマトグラフ化し
てから、質量測定のためにＷａｔｅｒｓ社製飛行時間型ＬＣＴ　ｐｒｅｍｉｅｒ質量分析
計に導入し、質量スペクトルをＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図４１Ｄ】実施例９に記載の還元試料ＬＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ａ
）、ＡＭＰ５－ＨＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ２（図４１Ｂ）、ＨＣ－ＡＭＰ５　aＫＬＨ　Ｉｇ
Ｇ２（図４１Ｃ）、およびＡＭＰ５－ＬＣ　aＫＬＨ　ＩｇＧ１（図４１Ｄ）の質量分光
分析を示す。各試料をＷａｔｅｒｓ社製Ｍａｓｓｐｒｅｐマイクロ脱塩カラム（２．１×
５ｍｍ）を介してＡｃｑｕｉｔｙ　ＵＰＬＣ　ｓｙｓｔｅｍを用いてクロマトグラフ化し
てから、質量測定のためにＷａｔｅｒｓ社製飛行時間型ＬＣＴ　ｐｒｅｍｉｅｒ質量分析
計に導入し、質量スペクトルをＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて逆重畳した。
【図４２】実施例１０に記載のエキセンディン－４（「Ｅｘ４」）－１ｋＧ－aＫＬＨ１
２０．６ＬＣ融合構築物の図式マップである。
【図４３】Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＢｉｏＳｅｐ　ＳＥＣ－３０００カラム（７．８×３
００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液（ｐＨ６．９）に１
ｍＬ／分で注入（吸光度２８０ｎｍで検出）した実施例１０に記載の最終Ｅｘ４－１ｋＧ
－aＫＬＨ１２０．６ＬＣ抗体融合物２５μｇのサイズ排除クロマトグラフィーを示す。
【図４４】還元および非還元負荷緩衝液ならびにＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｉｃａｌｓ）による染色を用いて２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリ
シン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上での分析を示す。レーン１～１０を以
下のとおり負荷した：レーン１：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タンパク質標準（１０
μＬ）；レーン２：他のタンパク質０．５μｇ；レーン３：非還元Ｅｘ４－aＫＬＨ１２
０．６Ａｂ０．５μｇ；レーン４：他のタンパク質２．０μｇ、レーン５：非還元Ｅｘ４
－aＫＬＨ１２０．６Ａｂ２．０μｇ；レーン６：Ｎｏｖｅｘ　Ｍａｒｋ１２広範囲タン
パク質標準（１０μＬ）；レーン７：他のタンパク質０．５μｇ；レーン８：還元Ｅｘ４
－aＫＬＨ１２０．６Ａｂ０．５μｇ；レーン９：他のタンパク質２．０μｇ、レーン１
０：還元Ｅｘ４－aＫＬＨ１２０．６Ａｂ２．０μｇ。
【図４５】実施例９にさらに例示する、本発明の抗体のＨＣおよびＬＣ単量体の薬理学的
に活性な化学部分のＮ末端およびＣ末端融合物の図解を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本明細書で使用する項目の表題は、構成上の目的にすぎず、記載の対象物を限定するも
のとは解釈されない。
【００１９】
　定義
　本明細書において別段の定めがない限り、本出願に関連して使用する科学用語および専
門用語は、当業者によって一般的に理解されている意味を有する。さらに、文脈において
別段の必要がない限り、単数形の用語は複数形を含み、複数形の用語は単数形を含む。し
たがって、本明細書および添付の特許請求の範囲で使用する単数形「ａ」、「ａｎ」、お
よび「ｔｈｅ」は、文脈上はっきりと別段の指摘がされない限り、複数形の指示対象を含
む。例えば、「タンパク質（ａ　ｐｒｏｔｅｉｎ）」という言及は複数のタンパク質を含
む；「細胞（ａ　ｃｅｌｌ）」という言及は複数の細胞集団を含む。
【００２０】
　「ポリペプチド」と「タンパク質」は本明細書で同義的に使用し、ペプチド結合を介し
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て共有結合した２つ以上のアミノ酸の分子鎖を含む。この用語は特定の長さの生成物を指
さない。したがって、「ペプチド」、および「オリゴペプチド」は、ポリペプチドの定義
に含まれる。この用語は、ポリペプチドの翻訳後修飾、例えば、グリコシル化、アセチル
化、リン酸化などを含む。加えて、タンパク質断片、アナログ、変異または変異型タンパ
ク質（融合タンパク質など）は、ポリペプチドの意味に含まれる。この用語は、１つもし
くは複数のアミノ酸アナログまたは非限界もしくは非天然アミノ酸が既知のタンパク質工
学技術を用いて組換え発現できる分子も含む。加えて、本明細書に記載の融合タンパク質
を周知の有機化学技術により誘導体化できる。
【００２１】
　「単離タンパク質」という用語は、標的タンパク質が（１）通常、天然で見出される他
のタンパク質の少なくとも一部を欠く、（２）同じ供給源由来、例えば、同種由来の他の
タンパク質を本質的に欠く、（３）異なる種（ｓｐｅｃｉｅｓ　ｏｒ　ｋｉｎｄ）の細胞
により組換え発現している、（４）少なくとも約５０％のポリヌクレオチド、脂質、炭水
化物、または天然で結合している他の物質から分離している、（５）天然で結合していな
いポリペプチドと（共有結合または非共有結合の相互作用により）操作可能に連結してい
る、ならびに／または（６）天然で生じない、ことを意味する。典型的には、「単離タン
パク質」は、所定の試料の少なくとも約５％、少なくとも約１０％、少なくとも約２５％
、または少なくとも約５０％を構成する。合成起点のゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ｍＲＮＡ
もしくは他のＲＮＡ、またはそれらの任意の組み合わせがかかる単離タンパク質をコード
し得る。好ましくは、単離タンパク質は、その治療的、診断的、予防的、研究もしくは他
の使用を妨害し得るタンパク質もしくはポリペプチド、または自然環境に見出される他の
汚染物質が実質的にない。
【００２２】
　ポリペプチド（例えば、抗原結合タンパク質、または抗体）の「変異型」は、別のポリ
ペプチド配列と比較して、１つまたは複数のアミノ酸残基がアミノ酸配列内に挿入されて
いる、アミノ酸配列から欠失しているおよび／またはアミノ酸配列内に置換されているア
ミノ酸配列を含む。変異体は、融合タンパク質を含む。
【００２３】
　「融合タンパク質」という用語は、複数の親タンパク質またはポリペプチドに由来する
ポリペプチド成分を含むタンパク質を示す。典型的には、融合タンパク質は、１つのタン
パク質に由来するポリペプチド配列をコードするヌクレオチド配列がインフレームで付加
されている融合遺伝子から発現しており、異なるタンパク質由来のポリペプチド配列をコ
ードするヌクレオチド配列から任意選択的にリンカーにより分離されている。融合遺伝子
は次いで組換え宿主細胞により単一のタンパク質として発現できる。
【００２４】
　「分泌された」タンパク質とは、分泌シグナルペプチド配列の結果としてＥＲ、分泌小
胞、または細胞外空間を指向できるタンパク質、ならびにシグナル配列を含む必要なく細
胞外空間内へ放出されるタンパク質を指す。分泌されたタンパク質が細胞外空間に放出さ
れる場合、分泌されたタンパク質は「成熟」タンパク質を産生する細胞外プロセスを経る
ことができる。細胞外空間内への放出は、エキソサイトーシスおよびタンパク分解切断を
含む多くの機序により生じ得る。本発明の組成物の一部の他の実施形態では、毒素ペプチ
ドアナログは分泌されたタンパク質として宿主細胞により合成でき、次いで細胞外空間お
よび／または培地からさらに精製できる。
【００２５】
　本明細書で使用する「溶解性」とは、組換えＤＮＡ技術により宿主細胞内に産生された
タンパク質について言及する場合、水溶液中に存在するタンパク質である；タンパク質が
ツイン－アルギニンシグナルアミノ酸配列を含む場合、溶解性タンパク質はグラム陰性細
菌宿主内で細胞膜周辺腔にエクスポートされるか、または分泌可能な真核宿主細胞により
、または適切な遺伝子（例えば、ｋｉｌ遺伝子）を有する細菌宿主により培養基内に分泌
される。したがって、溶解性タンパク質は、宿主細胞内の封入体に見出されないタンパク
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質である。あるいは、溶解性タンパク質は、文脈により、細胞膜への統合が見出されない
タンパク質である；対して、不溶性タンパク質は、宿主細胞内の細胞質果粒（封入体と呼
ばれる）に変性形態で存在するか、またはこれも文脈により、不溶性タンパク質は、細胞
膜（細胞質膜、糸粒体膜、葉緑体膜、小胞体膜などが挙げられるが、これらに限定されな
い）に存在するものである。
【００２６】
　「組換え」という用語は、ヒトの介入により物質（例えば、核酸またはポリペプチド）
が人工的にまたは合成的に（すなわち、非天然）改変されていることを示す。改変は、自
然環境もしくは状態における物質上で行うこともでき、自然環境もしくは状態から除去し
た物質上で行うこともできる。例えば、「組換え核酸」とは、核酸の組換え、例えば、ク
ローニング中、ＤＮＡ混合または他の周知の分子生物学的手段により作製されるものであ
る。かかる分子生物学的手段の例は、Ｍａｎｉａｔｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ．　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ．　Ｃｏｌｄ　Ｓ
ｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｕｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａ
ｒｂｏｕｒ，　Ｎ．Ｙ（１９８２）に見出される。「組換えＤＮＡ分子」は、かかる分子
生物学的技術により結合したＤＮＡセグメントを含む。本明細書で使用する「組換えタン
パク質」または「組換えポリペプチド」という用語は、組換えＤＮＡ分子を用いて発現す
るタンパク質分子を指す。「組換え宿主細胞」とは、組換え核酸を含むおよび／または発
現する細胞である。
【００２７】
　「ポリヌクレオチド」または「核酸」という用語は、２つ以上のヌクレオチド残基を含
む単鎖ヌクレオチドポリマーと二重鎖ヌクレオチドポリマーの両方を含む。ポリヌクレオ
チドを含むヌクレオチド残基は、リボヌクレオチドもしくはデオキシリボヌクレオチド、
またはいずれかのヌクレオチドタイプの修飾形態であり得る。前記修飾としては、塩基修
飾（ブロモウリジンおよびイノシン誘導体など）、リボース修飾（２’，３’－ジデオキ
シリボースなど）、およびヌクレオチド結合間修飾（ホスホロチオアート、ジチオリン酸
、ホスホロセレノエート、ホスホロジセレノエート、ホスホロアニーロチオエート、ホス
ホルアニラデートおよびホスホロアミデートなど）が挙げられる。
【００２８】
　「オリゴヌクレオチド」という用語は、２００個以下のヌクレオチド残基を含むポリヌ
クレオチドを意味する。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドの長さは、１０～
６０塩基である。他の実施形態では、オリゴヌクレオチドの長さは、１２、１３、１４、
１５、１６、１７、１８、１９、または２０～４０個のヌクレオチドである。オリゴヌク
レオチドは単鎖であってもよく、二重鎖であってもよい（例えば、変異遺伝子の構築にお
ける使用のため）。オリゴヌクレオチドはセンスであってもよく抗センスオリゴヌクレオ
チドであってもよい。オリゴヌクレオチドは、検出アッセイのために放射標識、蛍光標識
、ハプテンまたは抗原標識などの標識を含むことができる。オリゴヌクレオチドは、例え
ば、ＰＣＲプライマー、クローニングプライマーまたはハイブリッド化プローブとして用
いてよい。
【００２９】
　「ポリヌクレオチド配列」または「ヌクレオチド配列」または「核酸配列」とは、本明
細書で同義的に使用し、ポリヌクレオチド（オリゴヌクレオチド、ＤＮＡ、およびＲＮＡ
、核酸、または文字列を含む）におけるヌクレオチド残基の一次配列であり、文脈により
ヌクレオチド残基の一次配列を表す。任意の特定のポリヌクレオチド配列から、所定の核
酸または相補性ポリヌクレオチド配列のいずれかを決定できる。単鎖の場合も二重鎖の場
合もあるゲノムまたは合成起点のＤＮＡまたはＲＮＡを含み、センス鎖もしくは抗センス
鎖を表す。別段の指定のない限り、本明細書で論じる任意の単鎖ポリヌクレオチド配列の
左端は５’末端である；二重鎖ポリヌクレオチド配列の左方向は５’方向と呼ぶ。新生Ｒ
ＮＡ転写物の添加の５’から３’方向を転写方向と呼ぶ；ＲＮＡ転写物の５’から５末端
のＲＮＡ転写物と同じ配列を有するＤＮＡ鎖上の配列領域は、ＤＮＡ鎖上の「上流配列」
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、配列領域と呼び、ＲＮＡ転写物の３’末端への３’であるＲＮＡ転写物は「下流配列」
と呼ばれるＲＮＡ転写物と同じ配列を有する。
【００３０】
　本明細書で使用する「単離核酸分子」または「単離核酸配列」とは、（１）通常、天然
の核酸供給源と結合している少なくとも１つの汚染核酸分子から同定および分離されてい
る、または（２）目的の核酸配列を決定できるようにクローン化、増幅、タグ化、あるい
は背景核酸から区別されている、のいずれかの核酸分子である。単離核酸分子は、天然で
見出される形態または状態以外である。しかしながら、単離核酸分子は、例えば、核酸分
子の染色体位置が天然細胞と異なる抗原結合タンパク質（例えば、抗体）を通常、発現す
る細胞内に含まれる核酸分子を含む。
【００３１】
　本明細書で使用する「核酸分子コーディング」、「ＤＮＡ配列コーディング」、および
「ＤＮＡコーディング」という用語は、デオキシリボ核酸の一本鎖に沿ったデオキシリボ
ヌクレオチドの順または配列を指す。これらのデオキシリボヌクレオチド順は、ｍＲＮＡ
鎖に沿ったリボヌクレオチド順を決定し、ポリペプチド（タンパク質）鎖に沿ったアミノ
酸順も決定する。ＤＮＡ配列はしたがってＲＮＡ配列およびアミノ酸配列をコードする。
【００３２】
　広義に使用する「遺伝子」という用語は、生体機能と関連した任意の核酸を指す。典型
的には遺伝子は、かかるコード配列の発現のために必要なコード配列および／または調節
配列含む。「遺伝子」という用語は、特異的ゲノムもしくは組換え配列、ならびにその配
列によりコードされたｃＤＮＡもしくはｍＲＮＡに適用する。「融合遺伝子」は毒素ペプ
チドアナログをコードするコード領域を含む。遺伝子は、例えば、他のタンパク質のため
の認識配列を形成する非発現核酸セグメントも含む。調節タンパク質（転写因子など）に
対する転写制御因子を含む非発現調節配列は結合し、隣接または近接配列が転写される。
【００３３】
　「遺伝子の発現」または「核酸の発現」とは、文脈に応じて、ＤＮＡのＲＮＡ内への転
写（任意選択的にＲＮＡ修飾、例えば、スプライシングを含む）、ＲＮＡのポリペプチド
内への翻訳（おそらくは、その後に続くポリペプチドの翻訳後修飾を含む）、または転写
と翻訳の両方を意味する。
【００３４】
　本明細書で使用する「コード領域」または「コード配列」という用語は、構造的遺伝子
についての言及に使用する場合、ｍＲＮＡ分子の翻訳結果として新生ポリペプチド内に見
出されるアミノ酸をコードするヌクレオチド配列を指す。コード領域は、真核生物におい
て、開始メチオニンをコードするヌクレオチドトリプレット「ＡＴＧ」により５’側上で
結合し、終止コドンを定義する３個のトリプレット（すなわち、ＴＡＡ、ＴＡＧ、ＴＧＡ
）のうち１個により３’側で結合する。
【００３５】
　「制御配列」または「制御シグナル」という用語は、特定の宿主細胞内で、結紮するコ
ード配列の発現およびプロセスに影響を与えることができるポリヌクレオチド配列を指す
。かかる制御配列の性質は宿主生物によって決定され得る。特定の実施形態では、原核生
物のための制御配列は、プロモーター、リボソームの結合部位、および転写終止配列を含
み得る。真核生物のための制御配列は、転写因子の１つもしくは複数の認識部位を含むプ
ロモーター、転写エンハンサー配列もしくはエレメント、ポリアデニル化部位、ならびに
転写終止配列を含み得る。制御配列は、リーダー配列および／または融合パートナー配列
を含むことができる。プロモーターおよびエンハンサーは、転写に関わる細胞タンパク質
と特異的に相互作用するＤＮＡの短いアレイからなる（Ｍａｎｉａｔｉｓ，　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３６：１２３７　（１９８７））。プロモーターおよびエンハ
ンサーエレメントは、酵母、昆虫および哺乳類細胞内の遺伝子ならびにウイルスを含む様
々な真核供給源から単離されている（アナログ制御因子、すなわち、プロモーターは原核
生物にも見出される）。特定のプロモーターおよびエンハンサーの選択は、目的のタンパ
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ク質を発現するために使用する細胞タイプによって決まる。一部の真核プロモーターおよ
びエンハンサーは広範な宿主範囲を有する一方、他は細胞タイプの限定的な部分集合にお
いて機能性である（総論については、Ｖｏｓｓ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉ
ｏｃｈｅｍ．　Ｓｃｉ．，　１１：２８７　（１９８６）　ａｎｄ　Ｍａｎｉａｔｉｓ，
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３６：１２３７　（１９８７）を参照されたい）
。
【００３６】
　「ベクター」という用語は、タンパク質コード情報を宿主細胞内に移すために使用する
任意の分子または実体（例えば、核酸、プラスミド、バクテリオファージまたはウイルス
）を意味する。
【００３７】
　本明細書で使用する「発現ベクター」または「発現構築物」という用語は、特定の宿主
細胞内で操作可能に連結しているコード配列の発現のために必要である所望のコード配列
および適切な核酸制御配列を含む組換えＤＮＡ分子を指す。発現ベクターは、転写、翻訳
に影響を与えるかこれらを制御する配列、およびイントロンが存在する場合、そこに操作
可能に連結しているコード領域のＲＮＡスプライシングに影響を与える配列を挙げること
ができるが、これらに限定されない。原核生物における発現のために必要な核酸配列は、
プロモーター、任意選択的にオペレーター配列、リボソーム結合部位およびおそらくは他
の配列を含む。真核細胞はプロモーター、エンハンサー、ならびに終止およびポリアデニ
ル化シグナルを利用することが知られている。分泌シグナルペプチド配列は、所望の場合
、細胞からの目的のポリペプチド単離をさらに促進するため、発現ポリペプチドが組換え
宿主細胞により分泌され得るように、任意選択的に、発現ベクターによりコードされ得、
目的のコード配列と操作可能に連結され得る。かかる技術は当技術分野において周知であ
る。（例えば、Ｇｏｏｄｅｙ，　Ａｎｄｒｅｗ　Ｒ．；　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｅｐｔｉｄ
ｅ　ａｎｄ　ＤＮＡ　ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ、米国特許第５，３０２，６９７号；Ｗｅｉｎ
ｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　
ｐｒｏｔｅｉｎ　ｓｅｃｒｅｔｉｏｎ、米国特許第６，０２２，９５２号および米国特許
第６，３３５，１７８号；Ｕｅｍｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｅｘｐｒｅ
ｓｓｉｏｎ　ｖｅｃｔｏｒ　ａｎｄ　ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ｔｈｅｒｅｏｆ、米国特
許第７，０２９，９０９号；Ｒｕｂｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　２７　ｈｕｍａｎ　ｓｅｃｒ
ｅｔｅｄ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ、米国特許第２００３／０１０４４００Ａ１号）。
【００３８】
　本明細書で使用する「操作可能な組み合わせの」、「操作可能な順の」および「操作可
能に連結している」という用語は、所定の遺伝子の転写および／または所望のタンパク質
分子の合成を指向できる核酸分子が産生される形の核酸配列の結合を指す。この用語は、
機能性タンパク質が産生される形のアミノ酸配列の結合も指す。例えば、タンパク質コー
ド配列に対し「操作可能に連結している」ベクター中の制御配列は、制御配列の転写活性
と適合する条件下でタンパク質コード配列が発現するように結紮している。
【００３９】
　「宿主細胞」という用語は、核酸と形質転換されているか、または形質転換されること
ができ、それにより目的の遺伝子を発現する細胞を意味する。この用語は、目的の遺伝子
が存在する限り、後代が元の親細胞と形態的または遺伝的に同一であるかを問わず、親細
胞の後代を含む。大量の利用可能かつ周知の宿主細胞のいずれも本発明の実践に用いてよ
い。特定宿主の選択は、当技術分野において認識された、いくつかの要因に依存する。こ
れらの要因としては、例えば、選択した発現ベクターとの適合性、ＤＮＡ分子によりコー
ドされたペプチド毒性、形質転換率、ペプチド回収の容易さ、発現特徴、生体安全性およ
び費用が挙げられる。これらの要因のバランスは、必ずしもすべての宿主が特定のＤＮＡ
配列の発現のために同様に効果的ではない場合があることの理解を伴わなければならない
。これらの一般的なガイドライン内で、培養に有用な微生物宿主細胞としては、細菌（Ｅ
ｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ　ｓｐ．など）、酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　
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ｓｐ．など）および他の真菌細胞、昆虫細胞、植物細胞、哺乳類（ヒトを含む）細胞、例
えば、ＣＨＯ細胞およびＨＥＫ－２９３細胞が挙げられる。同様に、ＤＮＡレベルで修飾
を行うことができる。ペプチドコードＤＮＡ配列は、選択した宿主細胞とより適合するコ
ドンに置換し得る。Ｅ．　ｃｏｌｉにおいて、至適化コドンは当技術分野において知られ
ている。コドンは置換して、制限部位を除去するかまたはサイレント制限部位を含むこと
ができ、これは選択した宿主細胞内でＤＮＡプロセスを補助し得る。次に、形質転換した
宿主を培養して精製する。宿主細胞は、従来の発酵条件下で所望の化合物が発現するよう
に培養し得る。かかる発酵条件は当技術分野において周知である。
【００４０】
　「トランスフェクション」という用語は、細胞による外来または外因性ＤＮＡの取り込
みを意味し、外因性ＤＮＡが細胞膜内に導入されている場合、細胞は「トランスフェクト
」されている。いくつかのトランスフェクション技術が当技術分野において周知であり、
本明細書に開示されている。例えば、Ｇｒａｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，　１９７３，　Ｖｉ
ｒｏｌｏｇｙ　５２：４５６；　Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，　２００１，　Ｍｏ
ｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：上記Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ；　Ｄ
ａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８６，　Ｂａｓｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ｅｌｓｅｖｉｅｒ；　Ｃｈｕ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８
１，　Ｇｅｎｅ　１３：１９７を参照されたい。かかる技術は１つまたは複数の外因性Ｄ
ＮＡの一部を適切な宿主細胞内に導入するために使用できる。
【００４１】
　「形質転換」という用語は、細胞の遺伝的特性の変化を指し、新規ＤＮＡまたはＲＮＡ
を含むように修飾されている場合、細胞は形質転換されている。例えば、トランスフェク
ション、形質導入、または他の技術を介して新規遺伝的物質を導入することによりその天
然状態から遺伝的に修飾されている場合、細胞は形質転換されている。トランスフェクシ
ョンまたは形質導入後、ＤＮＡの形質転換は、細胞の染色体内へ物理的に統合することに
より細胞のそれと組換えしてもよいし、複製せずにエピソームエレメントとして一時的に
維持してもよいし、またはプラスミドとして独立して複製してもよい。ＤＮＡの形質転換
が細胞分割なしに複製される場合、細胞は「安定的に形質転換している」とみなされる。
【００４２】
　合成物の「生理的許容可能な塩」、例えば抗原結合タンパク質（抗体など）の塩とは、
医薬上許容可能であることが既知であるかもしくは医薬上許容可能であることが後日見出
される任意の塩を意味する。製薬上許容可能な塩の一部の非制限的な例は、酢酸塩；トリ
フルオロ酢酸塩；ハロゲン化水素（塩酸塩および臭化水素酸塩など）；硫酸塩；クエン酸
塩；マレイン酸塩；酒石酸塩；グリコール酸塩；グルコン酸塩；コハク酸塩；メシル酸塩
；ベシル酸塩；没食子酸エステル塩（没食子酸は、３，４，５トリヒドロキシ安息香酸と
しても既知である）、例えば、ペンタガロイルグルコース（ＰＧＧ）および没食子酸エピ
ガロカテキン（ＥＧＣＧ）、コレステリル硫酸塩、パモ酸塩、タンニン酸塩ならびにシュ
ウ酸塩である。
【００４３】
　（本明細書で同義的に使用する）タンパク質の「ドメイン」または「領域」とは、タン
パク質全体の任意の一部であり、完全なタンパク質も含むが、典型的には不完全なタンパ
ク質を含む。ドメインは、残りのタンパク質鎖と独立して折畳まれることができるおよび
／または特定の生物学的、生化学的、もしくは構造的機能もしくは位置（例えば、リガン
ド結合ドメイン、または細胞基質、経膜もしくは細胞外ドメイン）と相関し得るが必須で
はない。
【００４４】
　「処置（ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）」または「処置（ｔｒｅａｔｉｎｇ）」とは、障害病理
の発現または改変を予防することを意図して実施した介入である。したがって、「処置」
は、治療的処置と予防（ｐｒｏｐｈｙｌａｃｔｉｃ　ｏｒ　ｐｒｅｖｅｎｔａｔｉｖｅ）
法の両方を指す。処置を必要としているものとしては、既に障害を呈するものならびに障
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害を予防すべきものが挙げられる。「処置」は、任意の客観的または主観的変数（例えば
、症状の軽減；寛解；減少または患者に対してより耐性の損傷、病理もしくは状態の生成
；変性速度もしくは低減速度の遅延化；衰弱の少ない最終時点での変性；患者の身体的も
しくは精神健康状態の改善を含む）、損傷、病理または状態の改善における成功の任意の
適応を含む。症状の処置または改善は客観的変数に基づくこともでき主観的変数に基づく
こともできる（身体検査結果、患者による自己報告、精神神経検査、および／または精神
医学的評価を含む）。
【００４５】
　「有効量」とは、一般に、症状の重症度および／もしくは頻度を減らす、症状および／
もしくは原病因を除く、症状および／もしくはそれらの原病因の発現の予防、ならびに／
または片頭痛に起因するか片頭痛と関連する損傷の改善（ｉｍｐｒｏｖｅ）もしくは改善
（ｒｅｍｅｄｉａｔｅ）する上で十分な量である。いくつかの実施形態では、有効量は、
治療有効量または予防的有効量である。「治療有効量」とは、疾患状態（例えば、移植拒
絶反応またはＧＶＨＤ、炎症、多発性硬化症、癌、糖尿病、ニューロパシー、疼痛）また
は症状（１つまたは複数）、特に疾患状態と関連した状態もしくは症状（１つまたは複数
）の治療、あるいは疾患状態もしくは疾患と関連した他の任意の望ましくない症状を何ら
かの形で予防する、妨害する、遅延または逆進行させる（すなわち、「治療効果」を提供
する）上で十分な量である。「予防的有効量」とは、対象に投与時、意図した予防効果を
有する医薬組成物の量、例えば、片頭痛もしくは多発性硬化症の症状の発現（または再発
）を予防もしくは遅延化する、または片頭痛、片頭痛症状、もしくは多発性硬化症症状の
発現（または再発）の可能性を低減する。完全な治療または予防効果は必ずしも１回の投
与で現れる必要はなく、一連の用量の投与後のみに現れてもよい。したがって、治療的ま
たは予防的有効量は、１回または複数回投与してよい。
【００４６】
　治療目的の「哺乳類」とは、哺乳類として分類される任意の動物を指し、ヒト、家畜、
農場動物、および動物園の動物、スポーツ動物、または飼育動物（イヌ、ウマ、ネコ、雌
牛、ラット、マウス、サルなど）が挙げられる。好ましくは、哺乳類はヒトである。
【００４７】
　生物学的物質（ポリペプチド、核酸、宿主細胞など）に関連して本明細書を通して使用
する「天然」という用語は、天然で見出される物質を指す。
【００４８】
　「抗体」、または同義的に「Ａｂ」という用語は、最も広義に使用し、完全に組み立て
られた抗体、モノクローナル抗体（ヒト、ヒト化またはキメラ抗体を含む）、ポリクロー
ナル抗体、多重特異性抗体（例えば、二重特異性抗体）、および所望の生体活性を示す限
り前述の相補性決定領域（ＣＤＲ）を含む抗原（例えば、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’
）２、Ｆｖ、単鎖抗体、ダイアボディ）に結合できる抗体断片を含む。化学的に誘導体化
された抗体を含む、インタクト分子および／または断片の多量体または会合体を意図する
。ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＡ、ならびにＩｇＥ、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、
ＩｇＧ４、ＩｇＡ１およびＩｇＡ２を含む、任意のアイソタイプクラスもしくはサブクラ
スの抗体、または任意のアロタイプを意図する。異なるアイソタイプは異なるエフェクタ
ー機能を有する；例えば、ＩｇＧ１およびＩｇＧ３アイソタイプは抗体依存性細胞傷害（
ＡＤＣＣ）活性を有する。
【００４９】
　「抗原結合タンパク質」（ＡＢＰ）という用語は、上に定義した抗体または抗体断片、
所望の抗原結合特性を有するＣＤＲに由来する配列を含む組換えペプチドまたは他の化合
物を含む。
【００５０】
　通常、抗原結合タンパク質（例えば、抗体または抗体断片）は、類似の結合アッセイ条
件下における他の未関連タンパク質に対する親和性と比較して、抗原（例えば、キーホー
ルリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）またはジニトロフェノール（ＤＮＰ））に対して有
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意に高い結合親和性を有する場合、抗原に「特異的に結合する」、およびその結果、その
抗原を識別できる。典型的には、抗原結合タンパク質は、解離定数（ＫＤ）が≦１０－８

Ｍである場合、その標的抗原に「特異的に結合する」と言及される。抗体はＫＤが≦５×
１０－９Ｍである場合「高親和性」で抗原と特異的に結合し、ＫＤが≦５×１０－１０Ｍ
である場合「非常に高親和性」で抗原と特異的に結合する。１つの実施形態では、抗体は
ＫＬＨまたはＤＮＰに約１０－８Ｍ～１０－１０ＭのＫＤで結合し、さらに別の実施形態
では、抗体はＫＤ≦５×１０－９で結合する。
【００５１】
　「抗原結合領域」または「抗原結合部位」とは、特異的な抗原（例えば、キーホールリ
ンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）またはジニトロフェノール（ＤＮＰ））と特異的に結合
するタンパク質の一部を意味する。例えば、抗原と相互作用するアミノ酸残基を含み、抗
原結合タンパク質上で抗原に対するその特異性および親和性を付与する抗原結合タンパク
質の一部は、「抗原結合領域」と呼ぶ。典型的には抗原結合領域は１つまたは複数の「相
補性結合領域」（「ＣＤＲ」）を含む。ある抗原結合領域は、１つまたは複数の「フレー
ムワーク」領域（「ＦＲ」）も含む。「ＣＤＲ」とは、抗原結合特異性および親和性に役
立つアミノ酸配列である。「フレームワーク」領域は、適切なＣＤＲ立体構造の維持を補
助して抗原結合領域と抗原との間の結合を促進することができる。
【００５２】
　「単離」抗体とは、自然環境、またはその抗体が産生細胞により分泌されている培養基
の１つもしくは複数成分から同定され、分離されている抗体である。自然環境または培地
の「汚染」成分とは、抗体の診断的または治療的使用を妨害し得る物質であり、酵素、ホ
ルモン、および他のタンパク質様または非タンパク質様溶質を含み得る。いくつかの実施
形態では、（１）抗体の９５重量％を超えるまで、最も好ましくは９９重量％を超えるま
で、または（２）任意選択的に染色（例えば、クーマシーブルーまたは銀染色）を用いた
還元もしくは非還元条件下でＳＤＳ－ＰＡＧＥによる均一性が得られるまで、抗体を精製
する。単離された天然抗体には、抗体の自然環境の少なくとも１つの成分が存在しないた
め、組換え細胞内の原位置抗体が含まれる。しかしながら、典型的には、単離抗体は、少
なくとも１つの精製工程により調製される。
【００５３】
　本明細書で使用する「モノクローナル抗体」という用語は、実質的に均一な抗体集団か
ら得られる抗体を指す。すなわち、集団を成す個々の抗体は、少量で存在し得る潜在的な
天然の変異を除き同一である。モノクローナル抗体は非常に特異的であり、個々の抗原部
位またはエピトープを指向とし、典型的には、異なるエピトープを指向とする異なる抗体
を含むポリクローナル抗体調製物と対照的である。モノクローナル抗体の例としては、マ
ウス、ウサギ、ラット、ニワトリ、キメラ、ヒト化、またはヒト抗体、完全に組み立てら
れた抗体、多重特異性抗体（二重特異性抗体を含む）、抗原に結合できる抗体断片（Ｆａ
ｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖ、単鎖抗体、ダイアボディを含む）、マキシボディ
、ナノボディ、ならびに所望の生体活性を示す限り前述のＣＤＲを含む組換えペプチド、
またはその変異体もしくは誘導体が挙げられるが、これらに限定されない。
【００５４】
　修飾「モノクローナル」とは、実質的に均一な抗体集団から得られる抗体特性を示し、
任意の特定の手段による抗体産生を必要とするものとは解釈されない。例えば、本発明に
従って用いるモノクローナル抗体は、Ｋｏｈｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ，　
２５６：４９５　［１９７５］により最初に記載されたハイブリドーマ方法によって作製
してもよいし、組換えＤＮＡ方法によって作製してもよい（例えば、米国特許第４，８１
６，５６７号を参照されたい）。「モノクローナル抗体」は、例えばＣｌａｃｋｓｏｎ　
ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ，３５２：６２４－６２８［１９９１］　ａｎｄ　Ｍａｒ
ｋｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．，　２２２：５８１－５９７　（１
９９１）に記載の技術を用いてファージ抗体ライブラリーからも単離し得る。
【００５５】
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　「多重特異性」結合剤または抗原結合タンパク質または抗体は、複数の抗原またはエピ
トープを標的とするものである。
【００５６】
　「二重特異性（ｂｉｓｐｅｃｉｆｉｃ）」、「二重特異性（ｄｕａｌ－ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ）」または「二機能性」結合剤または抗原結合タンパク質または抗体は、２つの異なる
抗原結合部位を有するハイブリッドである。二抗原結合タンパク質、抗原結合タンパク質
および抗体は、多抗原結合タンパク質、抗原結合タンパク質または多重特異性抗体の種で
あり、ハイブリドーマ融合またはＦａｂ’断片の連結が挙げられるが、これらに限定され
ない様々な方法により産生し得る。例えば、Ｓｏｎｇｓｉｖｉｌａｉ　ａｎｄ　Ｌａｃｈ
ｍａｎｎ，　１９９０，　Ｃｌｉｎ．　Ｅｘｐ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　７９：３１５－３
２１；　Ｋｏｓｔｅｌｎｙ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９２，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１
４８：１５４７－１５５３を参照されたい。二重特異性抗原結合タンパク質または抗体の
２つの結合部位は、２つの異なるエピトープに結合し、これらは同じタンパク質標的上に
備わっていてもよいし、異なるタンパク質標的上に備わっていてもよい。
【００５７】
　「免疫グロブリン」という用語は、それぞれ軽鎖（ＬＣ）に共有結合している２本の二
量体重鎖（ＨＣ）；単一の非二量体化免疫グロブリン重鎖および共有結合した軽鎖（ＨＣ
＋ＬＣ）、またはキメラ免疫グロブリン（軽鎖＋重鎖）－Ｆｃヘテロ三量体（いわゆる「
ヘミボディ」）を含む完全抗体を包含する。
【００５８】
　「抗体」は、四量体糖タンパク質である。天然抗体の場合、各四量体は同じ２組のポリ
ペプチド鎖からなり、各組は約２２０個のアミノ酸（約２５ｋＤａ）の１本の「軽」鎖お
よび約４４０個のアミノ酸（約５０～７０ｋＤａ）の１本の「重」鎖を有する。各鎖のア
ミノ末端部分には、抗原認識に主に関与する約１００～１１０個以上のアミノ酸の「可変
」（「Ｖ」）領域が含まれる。各鎖のカルボキシ末端部分は、主にエフェクター機能に関
与する定常領域を規定する。可変領域は異なる抗体間で異なる。定常領域は異なる抗体間
で同一である。各重鎖または軽鎖の可変領域には、抗体の抗原特異性を決定する上で役立
つ３つの超可変小領域がある。超可変領域の間の可変ドメイン残基はフレームワーク残基
と呼ばれ、一般に、異なる抗体間で、ある程度相同である。免疫グロブリンは、重鎖の定
常ドメインのアミノ酸配列に応じて異なるクラスに割り当てることができる。ヒト軽鎖は
、カッパ（κ）とラムダ（λ）軽鎖に分類される。軽鎖および重鎖内で、可変および定常
領域は、アミノ酸約１０個以上の「Ｄ」領域も含む重鎖と共に、アミノ酸約１２個以上の
「Ｊ」領域により結合している。概論については、Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎ
ｏｌｏｇｙ，　Ｃｈ．　７　（Ｐａｕｌ，　Ｗ．，　ｅｄ．，　２ｎｄ　ｅｄ．　Ｒａｖ
ｅｎ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｎ．Ｙ．　（１９８９））を参照されたい。本発明の範囲内におけ
る「抗体」は、組換え産生抗体、およびグリコシル化を欠いた抗体も包含する。
【００５９】
　「軽鎖」または「免疫グロブリン軽鎖」という用語は、完全長軽鎖および結合特異性を
付与する上で十分な可変領域配列を有するその断片を含む。完全長軽鎖は可変領域ドメイ
ンであるＶＬと定常領域ドメインであるＣＬを含む。軽鎖の可変領域ドメインは、ポリペ
プチドのアミノ末端である。軽鎖はκ鎖とλ鎖を含む。
【００６０】
　「重鎖」または「免疫グロブリン重鎖」という用語は、完全長重鎖および結合特異性を
付与する上で十分な可変領域配列を有するその断片を含む。完全長重鎖は可変領域ドメイ
ンであるＶＨ、および３つの定常領域ドメインであるＣＨ１、ＣＨ２、およびＣＨ３を含
む。ＶＨドメインはポリペプチドのアミノ末端、ＣＨドメインはカルボキシル末端にあり
、ＣＨ３がポリペプチドのカルボキシ末端に最も近い。重鎖は、ミュー（μ）、デルタ（
δ）、ガンマ（γ）、アルファ（α）、およびエプシロン（ε）に分類され、抗体のアイ
ソタイプはそれぞれＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＡ、およびＩｇＥとして定義する。本
発明の分離する実施形態では、重鎖は、ＩｇＧ（ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３およびＩ
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ｇＧ４サブタイプを含む）、ＩｇＡ（ＩｇＡ１およびＩｇＡ２サブタイプを含む）、Ｉｇ
ＭおよびＩｇＥを含む任意のアイソタイプであり得る。これらのうちのいくつかは、さら
にサブクラスまたはアイソタイプ、例えばＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、Ｉ
ｇＡ１およびＩｇＡ２に分類し得る。異なるＩｇＧアイソタイプは、抗体依存性細胞傷害
（ＡＤＣＣ）および補体依存性細胞障害性（ＣＤＣ）などの（Ｆｃ領域媒介性の）異なる
エフェクター機能を有し得る。ＡＤＣＣでは、抗体のＦｃ領域は免疫エフェクター細胞（
天然キラーおよびマクロファージなど）の表面上のＦｃ受容体（ＦｃγＲｓ）に結合し、
標的細胞の貪食または溶解に至る。ＣＤＣ内で、抗体は相補性カスケードを細胞表面上に
惹起することにより標的細胞を殺傷する。
【００６１】
　「Ｆｃ領域」、または本明細書で同義的に使用する「Ｆｃドメイン」もしくは「免疫グ
ロブリンＦｃドメイン」は、完全抗体が抗体のＣＨ１およびＣＨ２ドメインを含む２本の
重鎖断片を含む。２本の重鎖断片は、２つ以上のジスルフィド結合によりおよびＣＨ３ド
メインの疎水性相互作用により結合している。
【００６２】
　「サルベージ受容体結合エピトープ」という用語は、ＩｇＧ分子（例えば、ＩｇＧ１、
ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、またはＩｇＧ４）のインビボ血清半減期の増加に関与するＩｇＧ分
子のＦｃ領域のエピトープを指す。
【００６３】
　「アロタイプ」は、ヒトにおいて免疫原性であり得、特異的対立遺伝子によりコードさ
れ得る、しばしば、定常領域における抗体配列のバリエーションである。アロタイプは５
つのヒトＩＧＨＣ遺伝子（ＩＧＨＧ１、ＩＧＨＧ２、ＩＧＨＧ３、ＩＧＨＡ２およびＩＧ
ＨＥ遺伝子）について同定されており、それぞれＧ１ｍ、Ｇ２ｍ、Ｇ３ｍ、Ａ２ｍ、およ
びＥｍアロタイプとして命名されている。少なくとも１８個のＧｍアロタイプ：ｎＧ１ｍ
（１）、ｎＧ１ｍ（２）、Ｇ１ｍ（１、２、３、１７）またはＧ１ｍ（ａ、ｘ、ｆ、ｚ）
、Ｇ２ｍ（２３）またはＧ２ｍ（ｎ）、Ｇ３ｍ（５、６、１０、１１、１３、１４、１５
、１６、２１、２４、２６、２７、２８）またはＧ３ｍ（ｂ１、ｃ３、ｂ５、ｂ０、ｂ３
、ｂ４、ｓ、ｔ、ｇ１、ｃ５、ｕ、ｖ、ｇ５）が知られている。Ａ２ｍ（１）とＡ２ｍ（
２）の２つのＡ２ｍアロタイプがある。
【００６４】
　抗体の構造および生成の詳細な説明については、Ｒｏｔｈ，　Ｄ．Ｂ．，　ａｎｄ　Ｃ
ｒａｉｇ，　Ｎ．Ｌ．，　Ｃｅｌｌ，　９４：４１１－４１４　（１９９８）を参照され
たい（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）。簡単に述べると、重鎖および軽
鎖の免疫グロブリン配列をコードするＤＮＡの生成プロセスは主に成長するＢ細胞内で起
こる。各種免疫グロブリン遺伝子セグメント（Ｖ、Ｄ、Ｊおよび定常（Ｃ）遺伝子セグメ
ント）は、再編成および結合の前に、単一染色体上で一般に比較的近接して見出される。
Ｂ細胞の分化中、Ｖ、Ｄ、Ｊ（または軽鎖遺伝子の場合はＶおよびＪのみ）遺伝子セグメ
ントの適切な各ファミリーメンバーの１つは、重鎖および軽鎖免疫グロブリン遺伝子の機
能的に再編成された可変領域を形成するように組換えられる。この遺伝子セグメントの再
編成プロセスは、順次的であると考えられる。まず、重鎖Ｄ－Ｊ結合が作製され、次いで
、重鎖Ｖ－ＤＪ結合および軽鎖Ｖ－Ｊ結合が作製される。Ｖ、ＤおよびＪセグメントの再
編成に加えて、軽鎖中のＶとＪセグメントの結合位置および重鎖中のＤとＪセグメントの
結合位置で異なる組換えの故に、免疫グロブリン重鎖と軽鎖の一次レパートリーにおいて
さらなる多様性が生じた。典型的には、軽鎖内のかかる変化はＶ遺伝子セグメントの最終
コドンおよびＪセグメントの第一コドン内で起こる。結合における類似の不正確性はＤと
ＪＨセグメント間の重鎖染色体上で生じ、ヌクレオチド１０個分ほど伸張し得る。さらに
、ゲノムＤＮＡによってコードされないいくつかのヌクレオチドをＤとＪＨの間およびＶ

ＨとＤ遺伝子セグメントの間に挿入し得る。これらのヌクレオチドの添加は、Ｎ領域の多
様性として知られている。可変領域遺伝子セグメントにおけるかかる再編成およびかかる
結合中に生じ得る可変組換えによる最終的な結果は、一次抗体レパートリーの産生である
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。
【００６５】
　「超可変」領域という用語は、抗原結合に関与する抗体のアミノ酸残基を指す。超可変
領域は、相補性決定領域またはＣＤＲ由来のアミノ酸残基［すなわちＫａｂａｔ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉ
ｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ，　５ｔｈ　Ｅｄ．　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ，　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ，　Ｂｅｔｈ
ｅｓｄａ，　Ｍｄ．　（１９９１）により記載の、軽鎖可変ドメイン中の残基２４～３４
（Ｌ１）、５０～５６（Ｌ２）および８９～９７（Ｌ３）ならびに重鎖可変ドメイン中の
３１～３５（Ｈ１）、５０～６５（Ｈ２）および９５～１０２（Ｈ３）］を含む。単一Ｃ
ＤＲさえも、全ＣＤＲを含む完全抗原結合部位より低い親和性ではあるが、抗原を認識し
て抗原と結合し得る。
【００６６】
　超可変「ループ」からの残基の代替的な定義は、軽鎖可変ドメイン中の残基２６～３２
（Ｌ１）、５０～５２（Ｌ２）および９１～９６（Ｌ３）、ならびに重鎖可変ドメイン中
の２６～３２（Ｈ１）、５３～５５（Ｈ２）および９６～１０１（Ｈ３）として、Ｃｈｏ
ｔｈｉａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．　１９６：　９０１－９１７　（
１９８７）により記載されている。
【００６７】
　「フレームワーク」すなわち「ＦＲ」残基は、超可変領域残基以外の可変領域残基であ
る。
【００６８】
　「抗体断片」は、インタクトな完全長抗体の一部分、好ましくはインタクト抗体の抗原
結合領域または可変領域を含む。抗体断片の例としては、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’
）２、およびＦｖ断片；ダイアボディ；線状抗体（Ｚａｐａｔａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒ
ｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．，８（１０）：１０５７－１０６２　（１９９５））；単鎖抗体分
子；ならびに抗体断片から形成される多重特異性抗体が挙げられる。
【００６９】
　抗体のパパイン消化は、それぞれ単一の抗原結合部位、および定常領域を含む残りの「
Ｆｃ」断片を有する、「Ｆａｂ」断片と呼ばれる２つの同一の抗原結合断片を産生する。
Ｆａｂ断片はすべての可変ドメイン、ならびに軽鎖の定常ドメインおよび重鎖の第一定常
ドメイン（ＣＨ１）を含む。Ｆｃ断片は炭水化物を示し、あるクラスの抗体を別のものと
区別する多くの抗体エフェクター機能（結合相補性および細胞受容体など）に関与する。
【００７０】
　ペプシン処置は、抗体のＶＨおよびＶＬドメイン（これらのドメインは、単一ポリペプ
チド鎖に存在する）を含む２つの「単鎖Ｆｖ」または「ｓｃＦｖ」抗体断片を有するＦ（
ａｂ’）２断片を得る。Ｆａｂ断片は、抗体ヒンジ領域の１つまた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追加残基を数個含んでいる点でＦａｂ’断片
と異なる。好ましくは、Ｆｖポリペプチドは、Ｆｖが抗原結合のために所望の構造を形成
することを可能にするポリペプチドリンカーをＶＨとＶＬドメインの間にさらに含む。ｓ
ｃＦｖの総説については、Ｐｌｕｃｋｔｈｕｎ　ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇ
ｙ　ｏｆ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，　ｖｏｌ．　ｌ　１３，　Ｒ
ｏｓｅｎｂｕｒｇ　ａｎｄ　Ｍｏｏｒｅ　ｅｄｓ．，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ
，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　ｐｐ．　２６９－３１５　（１９９４）を参照されたい。
【００７１】
　「Ｆａｂ断片」は、１本の軽鎖ならびに１本の重鎖のＣＨ１および可変領域を含む。Ｆ
ａｂ分子の重鎖は別の重鎖分子とジスルフィド結合を形成できない。
【００７２】
　「Ｆａｂ’断片」は、２つのＦａｂ’断片の２本の重鎖の間で鎖間ジスルフィド結合を
形成してＦ（ａｂ’）２分子を形成できるように、１本の軽鎖ならびにＶＨドメインおよ
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びＣＨ１ドメインを含む１本の重鎖の一部、ならびにＣＨ１とＣＨ２ドメインの間の領域
も含む。
【００７３】
　「Ｆ（ａｂ’）２断片」は、２本の重鎖の間で鎖間ジスルフィド結合が形成されるよう
に、ＣＨ１とＣＨ２ドメインの間に定常領域部分を含む２本の軽鎖と２本の重鎖を含む。
したがって、Ｆ（ａｂ’）２断片は、２本の重鎖の間でジスルフィド結合により結合した
２つのＦａｂ’断片からなる。
【００７４】
　「Ｆｖ」とは、完全な抗原認識および結合部位を含む最小の抗体断片である。この領域
は、密接に非共有結合した１つの重鎖可変ドメインと１つの軽鎖可変ドメインの二量体か
らなる。これはその配置において、各可変ドメインの３つのＣＤＲが相互作用して、ＶＨ
ＶＬ二量体表面上の抗原結合部位を規定している。単一の可変ドメイン（または抗原特異
的なＣＤＲを３つのみ含む、Ｆｖの半分）は、完全結合部位よりも低い親和性ではあるが
、抗原を認識して抗原と結合する能力を有する。
【００７５】
　「単鎖抗体」は、重鎖および軽鎖可変領域が可動性リンカーにより接続して単一ポリペ
プチド鎖を形成し、抗原結合領域を形成するＦｖ分子である。単鎖抗体は、国際特許第Ｗ
Ｏ８８／０１６４９号ならびに米国特許第４，９４６，７７８号および同第５，２６０，
２０３号に詳細に論じられており、これらの開示は、それらの全体が参照により本明細書
に組み込まれる。
【００７６】
　「単鎖Ｆｖ」または「ｓｃＦｖ」抗体断片は抗体のＶＨおよびＶＬドメインを含み、こ
こでこれらのドメインは単一ポリペプチド鎖に存在し、任意選択的に、Ｆｖが抗原結合の
ために所望の構造を形成することを可能にするポリペプチドリンカーをＶＨとＶＬドメイ
ンの間に含む。（Ｂｉｒｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２：４２３－４２６
，　１９８８，　ａｎｄ　Ｈｕｓｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａ
ｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　８５：５８７９－５８８３，　１９８８）。「Ｆｄ」断片
は、ＶＨおよびＣＨ１ドメインからなる。
【００７７】
　「ダイアボディ」という用語は、２つの抗原結合部位を有する小さな抗体断片を指し、
この断片は、同じポリペプチド鎖（ＶＨＶＬ）内で軽鎖可変ドメイン（ＶＬ）に接続する
重鎖可変ドメイン（ＶＨ）を含む。同鎖上で２つのドメイン間の対を形成させるには短す
ぎるリンカーを用いることによって、ドメインを別の鎖の相補性ドメインと強制的に対形
成させて２つの抗原結合部位を作製する。ダイアボディについては、例えば、欧州特許第
４０４，０９７号；ＷＯ９３／１１１６１号；ならびにＨｏｌｌｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　９０：６４４４－６
４４８　（１９９３）により更に詳細に記載されている。
【００７８】
　「ドメイン抗体」とは、重鎖の可変領域または軽鎖の可変領域のみを含む免疫学的機能
性免疫グロブリン断片である。一部の場合では、２つ以上のＶＨ領域がペプチドリンカー
で共有結合して２価ドメイン抗体を作製する。２価ドメイン抗体の２つのＶＨ領域は同じ
抗原を標的としてもよいし異なる抗原を標的としてもよい。
【００７９】
　「競合」という用語は、同じエピトープと競合する抗原結合タンパク質（例えば、抗原
結合タンパク質を中和するまたは抗体を中和する）の文脈に使用する場合、試験下の抗原
結合タンパク質（例えば、抗体またはその免疫学的機能性断片）が共通抗原（例えば、Ｋ
ＬＨもしくはその断片、またはＤＮＰ）に対する参照抗原結合タンパク質（例えば、リガ
ンド、または参照抗体）の特異的結合を防止または阻害するアッセイにより決定される抗
原結合タンパク質の間の競合を意味する。幾多のタイプの競合的結合アッセイ、例えば：
固体相直接または間接放射免疫アッセイ（ＲＩＡ）、固体相直接または間接酵素免疫アッ
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セイ（ＥＩＡ）、サンドイッチ競合アッセイ（例えば、Ｓｔａｈｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，　
１９８３，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　９：２４２－２５３を参照
されたい）；固体相直接ビオチン－アビジンＥＩＡ（例えば、Ｋｉｒｋｌａｎｄ　ｅｔ　
ａｌ．，　１９８６，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１３７：３６１４－３６１９を参照さ
れたい）、固体相直接標識アッセイ、固体相直接標識サンドイッチアッセイ（例えば、Ｈ
ａｒｌｏｗ　ａｎｄ　Ｌａｎｅ，　１９８８，　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，　Ａ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓを
参照されたい）；Ｉ－１２５標識を用いた固体相直接標識ＲＩＡ（例えば、Ｍｏｒｅｌ　
ｅｔ　ａｌ．，　１９８８，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　２５：７－１５を参照
されたい）；固体相直接ビオチン－アビジンＥＩＡ（例えば、Ｃｈｅｕｎｇ，　ｅｔ　ａ
ｌ．，　１９９０，　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　１７６：５４６－５５２を参照されたい）；な
らびに直接標識ＲＩＡ（Ｍｏｌｄｅｎｈａｕｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９０，　Ｓｃａ
ｎｄ．　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　３２：７７－８２）を使用できる。典型的には、かか
るアッセイは、固体表面、または非標識試験抗原結合タンパク質および標識参照抗原結合
タンパク質のいずれかを有する細胞へ結合した精製抗原の使用に関わる。競合的阻害は、
試験抗原結合タンパク質の存在下で固体表面または細胞へ結合した標識量を決定すること
により測定する。通常、試験抗原結合タンパク質は、過剰に存在する。競合アッセイによ
り同定された抗原結合タンパク質（競合抗原結合タンパク質）は、参照抗原結合タンパク
質および生じる立体障害のための参照抗原結合タンパク質により結合したエピトープに十
分に近位の隣接エピトープへ結合する抗原結合タンパク質と同じエピトープへ結合する抗
原結合タンパク質を含む。競合的結合の決定方法に関する詳細を本明細書の実施例に提示
する。通常、競合抗原結合タンパク質が過剰に存在する場合、参照抗原結合タンパク質の
共通抗原に対する特異的結合を少なくとも４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６
５％、７０％または７５％阻害する。一部の場合では、結合は少なくとも８０％、８５％
、９０％、９５％、または９７％以上阻害される。
【００８０】
　「抗原」という用語は、抗原結合タンパク質（例えば、抗体またはその免疫学的機能性
断片を含む）などの選択的結合剤により結合でき、追加的にその抗原へ結合できる抗体を
産生するために動物において使用できる分子または分子の一部を指す。抗原は、異なる抗
原結合タンパク質（例えば、抗体）と相互作用し得る１つまたは複数のエピトープを有し
得る。
【００８１】
　「ＤＮＰ」または「ジニトロフェノール」という用語は、本明細書で同義的に使用し、
抗原２，４－ジニトロフェノールを示す。「抗ＤＮＰ」または「αＤＮＰ」または「ａＤ
ＮＰ」は、本明細書で同義的に使用し、ＤＮＰに特異的に結合する抗原結合タンパク質（
例えば、抗体または抗体断片）を指す。
【００８２】
　「ＫＬＨ」または「キーホールリンペットヘモシアニン」という用語は、本明細書で同
義的に使用し、Ｉｍｊｅｃｔ（商標）海中養殖キーホールリンペットヘモシアニン（ｍｃ
ＫＬＨ；　Ｐｉｅｒｃｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，　ＩＬ）
を示す。製造業者に従い、ｍｃＫＬＨを、野生型集団から抽出するのではなく、海中養殖
で増殖するｍｏｌｌｕｓｋ　Ｍｅｇａｔｈｕｒａ　ｃｒｅｎｕｌａｔａ（キーホールリン
ペット）の選択集団から回収する；ＫＬＨは高分子質量（３５０および３９０ｋＤａサブ
ユニットの混合した会合体４．５×１０５～１．３×１０７ダルトン）を有し、ＢＳＡま
たはオボアルブミンよりも強い免疫応答を引き出す。「抗ＫＬＨ」または「αＫＬＨ」ま
たは「aＫＬＨ」は、本明細書で同義的に使用し、ＫＬＨに特異的に結合する抗原結合タ
ンパク質（例えば、抗体または抗体断片）を指す。
【００８３】
　「エピトープ」という用語は、抗原結合タンパク質（例えば、抗体）により結合してい
る分子の一部である。この用語は、抗原結合タンパク質（抗体など）またはＴ細胞受容体
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に特異的に結合できる任意の決定因子を含む。エピトープは連続的であることもでき、非
連続的であることもできる（例えば、単鎖ポリペプチドにおいて、ポリペプチド配列にお
いて互いに連続していないが分子の文脈においてアミノ酸残基は抗原結合タンパク質によ
り結合している）。ある実施形態では、エピトープは、抗原結合タンパク質を産生するた
めに使用するエピトープに類似の３次元構造を含むが、抗原結合タンパク質を産生するた
めに使用するエピトープ中に見出されるアミノ酸残基がないか一部しかない点で模倣物で
あり得る。ほとんどの場合、エピトープはタンパク質上に備わっているが、一部の場合で
は、他の種類の分子（核酸など）上に備わっている場合がある。エピトープ決定は、分子
の化学的に活性な表面群（アミノ酸、糖側鎖、ホスホリルまたはスルホニル基など）を含
み得、特異的３次元構造特性、および／または特異的電荷特性を有し得る。一般に、特定
の標的抗原に特異的な抗体は、タンパク質および／または巨大分子の複合混合物における
標的抗原上のエピトープを選択的に認識する。
【００８４】
　「同一性」という用語は、配列を整列および比較して決定した２つ以上のポリペプチド
分子または２つ以上の核酸分子の配列間の関係を指す。「同一率」とは、比較分子におけ
るアミノ酸またはヌクレオチド間の同一残基％を意味し、比較する分子の最小サイズに基
づき算出する。これらの算出において、（もしあれば）整列内のギャップは、特定の数学
的モデルまたはコンピュータプログラム（すなわち、「アルゴリズム」）により対応され
なければならない。整列した核酸またはポリペプチドの同一性を算出するために使用でき
る方法としては、Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，
　（Ｌｅｓｋ，　Ａ．　Ｍ．，　ｅｄ．），　１９８８，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ｏｘｆ
ｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ；　Ｂｉｏｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ，　（Ｓｍｉｔｈ，　Ｄ．　Ｗ
．，　ｅｄ．），　１９９３，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ；
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｄａｔａ，　Ｐａｒ
ｔ　Ｉ，　（Ｇｒｉｆｆｉｎ，　Ａ．　Ｍ．，　ａｎｄ　Ｇｒｉｆｆｉｎ，　Ｈ．　Ｇ．
，　ｅｄｓ．），　１９９４，　Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ：　Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ；
　ｖｏｎ　Ｈｅｉｎｊｅ，　Ｇ．，　１９８７，　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ
　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａｃａｄｅｍｉ
ｃ　Ｐｒｅｓｓ；　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｐｒｉｍｅｒ，　（Ｇｒｉｂ
ｓｋｏｖ，　Ｍ．　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｒｅｕｘ，　Ｊ．，　ｅｄｓ．），　１９９１，　
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ｍ．　Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓｓ；ならびにＣａｒｉｌｌｏ　
ｅｔ　ａｌ．，　１９８８，　ＳＩＡＭ　Ｊ．　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｈ．　４８：１
０７３に記載のものが挙げられる。例えば、配列同一性は、２つのポリペプチドのアミノ
酸の位置における類似性を比較するために一般的に用いる標準的な方法により決定できる
。ＢＬＡＳＴまたはＦＡＳＴＡなどのコンピュータプログラムを用いて、（完全長の片方
もしくは両方の配列、または所定部分の片方もしくは両方の配列のいずれかと共に）２つ
のポリペプチドまたは２つのポリヌクレオチド配列を各残基の至適適合のために整列する
。これらのプログラムは初期設定オープニングペナルティおよび初期設定ギャップペナル
ティを提供し、スコアリング行列、例えばＰＡＭ２５０［標準的なスコアリング行列；Ｄ
ａｙｈｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．、Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　
ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，　ｖｏｌ．　５，　ｓｕｐｐ．　３　（１９７８）を参照
されたい］をコンピュータプログラムと連結して使用できる。次いで例えば、同一率を、
適合範囲内の長い方の配列の同一適合総数に１００を乗じてから、配列の長さ合計および
２つの配列を整列するために長い方の配列内に導入したギャップ数で割って算出できる。
同一率の算出において、比較する配列は、配列間の適合度が最も高くなる方法で整列する
。
【００８５】
　ＧＣＧプログラムパッケージは、同一率を決定するために使用できるコンピュータプロ
グラムであり、このパッケージにはＧＡＰが含まれる（Ｄｅｖｅｒｅｕｘ　ｅｔ　ａｌ．
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，　１９８４，　Ｎｕｃｌ．　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓ．　１２：３８７；　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒｏｕｐ，　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ
，　Ｍａｄｉｓｏｎ，　ＷＩ）。コンピュータアルゴリズムＧＡＰは、配列同一率を決定
する２つのポリペプチドまたは２つのポリヌクレオチドを整列するために使用する。配列
の各アミノ酸またはヌクレオチドの至適適合（アルゴリズムにより決定した「適合範囲」
）のために配列を整列する。ギャップオープニングペナルティ（３×平均対角として算出
する。「平均対角」とは、使用されている比較行列の対角の平均である；「対角」とは特
定の比較行列によるそれぞれの完全なアミノ酸適合に割り当てられるスコアまたは数であ
る）およびギャップ伸長ペナルティ（通常、ギャップオープニングペナルティの１０分の
１倍）、ならびに比較行列（ＰＡＭ２５０またはＢＬＯＳＵＭ６２など）を、アルゴリズ
ムと連結して用いる。ある実施形態では、標準的な比較行列（ＢＬＯＳＵＭ６２比較行列
については、Ｄａｙｈｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，　１９７８，　Ａｔｌａｓ　ｏｆ　Ｐｒｏ
ｔｅｉｎ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　５：３４５－３５２　ｆｏ
ｒ　ｔｈｅ　ＰＡＭ　２５０　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｍａｔｒｉｘ；　Ｈｅｎｉｋｏｆ
ｆ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９２，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　Ｕ
．Ｓ．Ａ．　８９：１０９１５－１０９１９を参照されたい）もアルゴリズムにより使用
する。
【００８６】
　ＧＡＰプログラムを用いたポリペプチドまたはヌクレオチド配列の同一率決定のための
推奨変数は、以下を含む。
　アルゴリズム：Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　１９７０，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　
Ｂｉｏｌ．　４８：４４３－４５３；
　比較行列：上記Ｈｅｎｉｋｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９２のＢＬＯＳＵＭ６２；
　ギャップペナルティ：１２（ただし、末端ギャップペナルティなし）
　ギャップ長ペナルティ：４
　類似性の閾値：０
【００８７】
　２つのアミノ酸配列を整列するためのある整列体系により、２つの配列の短い領域のみ
が適合し得、この整列した狭い領域は、２つの完全長配列間に有意な関連性はなくとも非
常に高い配列同一性を有し得る。したがって、選択した整列方法（ＧＡＰプログラム）は
、所望の場合、標的ポリペプチドの少なくとも５０個の連続アミノ酸範囲を整列させるよ
うに調整できる。
【００８８】
　「修飾」という用語は、本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）に
関連して使用する場合、１つまたは複数のアミノ酸変化（置換、挿入または欠失を含む）
；化学修飾；治療薬もしくは診断薬への接合による共有結合修飾；（例えば、放射性核種
または各種酵素による）標識化；ＰＥＧ化などのポリマー共有結合（ポリエチレングリコ
ールによる誘導体化）ならびに非天然アミノ酸の化学合成による挿入もしくは置換が挙げ
られるが、これらに限定されない。本発明の修飾抗原結合タンパク質は本発明の非修飾分
子の結合特性を保持する。
【００８９】
　「誘導体」という用語は、本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）
に関連して使用する場合、治療薬もしくは診断薬への接合による共有結合修飾、（例えば
、放射性核種または各種酵素による）標識化、ＰＥＧ化などのポリマー共有結合（ポリエ
チレングリコールによる誘導体化）ならびに非天然アミノ酸の化学合成による挿入もしく
は置換が行われた抗原結合タンパク質を指す。本発明の誘導体は、本発明の非誘導体化分
子の結合特性を保持する。
【００９０】
　抗原結合タンパク質の免疫グロブリン実施形態
　完全長の免疫グロブリン軽鎖および重鎖では、可変および定常領域は、アミノ酸が約１
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０個多い「Ｄ」領域も含む重鎖とアミノ酸約１２個以上の「Ｊ」領域により結合している
。例えば、Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，　２ｎｄ　ｅｄ．，　Ｃｈ
．　７　（Ｐａｕｌ，　Ｗ．，　ｅｄ．）　１９８９，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ｒａｖｅ
ｎ　Ｐｒｅｓｓを参照されたい（すべての目的のために参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる）。各軽鎖／重鎖ペアの可変領域は典型的には抗原結合部位を形成する。
【００９１】
　ヒトＩｇＧ２重鎖（ＨＣ）定常ドメインの１例は、アミノ酸配列：
ＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳ
ＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴ
ＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦ
ＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧ
ＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣ
ＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮ
ＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤ
ＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬ
ＳＬＳＰＧＫ／／配列番号８６を有する。
【００９２】
　本発明の抗原結合タンパク質の組換えバージョンを作製するための他のＩｇＧアイソタ
イプの定常領域配列（所望の場合、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、またはＩｇＧ４免疫
グロブリンアイソタイプを有する）は、当技術分野において知られている。通常、ヒトＩ
ｇＧ２はエフェクター機能が所望されない対象に使用でき、ヒトＩｇＧ１はかかるエフェ
クター機能（例えば、抗体依存性細胞傷害（ＡＤＣＣ））が望ましい状態において使用で
きる。ヒトＩｇＧ３の半減期は比較的短く、ヒトＩｇＧ４は抗体「半分子」を形成する。
ヒトＩｇＧ１には４つの既知のアロタイプがある。好ましいアロタイプは「ｈＩｇＧ１ｚ
」と呼ばれ、「ＫＥＥＭ」アロタイプとしても知られている。ヒトＩｇＧ１アロタイプ「
ｈＩｇＧ１ｚａ」（ＫＤＥＬ）、「ｈＩｇＧ１ｆ」（ＲＥＥＭ）、および「ｈＩｇＧ１ｆ
ａ」も有用である；すべて、ＡＤＣＣエフェクター機能を有すると考えられる。
【００９３】
　ヒトｈＩｇＧ１ｚ重鎖（ＨＣ）定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳ
ＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴ
ＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＫＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧ
ＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷ
ＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫ
ＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥ
ＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶ
ＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴ
ＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／配列番号８７を有する。
【００９４】
　ヒトｈＩｇＧ１ｚａ重鎖（ＨＣ）定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳ
ＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴ
ＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＫＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧ
ＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷ
ＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫ
ＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＤＥ
ＬＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶ
ＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴ
ＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／配列番号８８を有する。
【００９５】
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　ヒトｈＩｇＧ１ｆ重鎖（ＨＣ）定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳ
ＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴ
ＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧ
ＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷ
ＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫ
ＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥ
ＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶ
ＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴ
ＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／配列番号８９を有する。
【００９６】
　ヒトｈＩｇＧ１ｆａ重鎖（ＨＣ）定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳ
ＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴ
ＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧ
ＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷ
ＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫ
ＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＤＥ
ＬＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶ
ＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴ
ＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／配列番号９０を有する。
【００９７】
　ヒト免疫グロブリン軽鎖（ＬＣ）定常領域配列の１例は、以下：
ＧＱＰＫＡＮＰＴＶＴＬＦＰＰＳＳＥＥＬＱＡＮＫＡＴＬＶＣＬＩＳＤＦＹＰＧＡＶＴＶ
ＡＷＫＡＤＧＳＰＶＫＡＧＶＥＴＴＫＰＳＫＱＳＮＮＫＹＡＡＳＳＹＬＳＬＴＰＥＱＷＫ
ＳＨＲＳＹＳＣＱＶＴＨＥＧＳＴＶＥＫＴＶＡＰＴＥＣＳ／／配列番号９１である（「Ｃ
Ｌ－１」と命名）。
【００９８】
　ＣＬ－１は、抗体のｐＩを増加するために有用であり、好都合である。「ＣＬ－２」、
「ＣＬ－３」および「ＣＬ－７」と命名された３つの他のヒト免疫グロブリン軽鎖定常領
域があり、これらも本発明の範囲内で使用できる。ＣＬ－２とＣＬ－３がヒト集団におい
てより一般的である。
【００９９】
　ＣＬ－２ヒト軽鎖（ＬＣ）定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＧＱＰＫＡＡＰＳＶＴＬＦＰＰＳＳＥＥＬＱＡＮＫＡＴＬＶＣＬＩＳＤＦＹＰＧＡＶＴＶ
ＡＷＫＡＤＳＳＰＶＫＡＧＶＥＴＴＴＰＳＫＱＳＮＮＫＹＡＡＳＳＹＬＳＬＴＰＥＱＷＫ
ＳＨＲＳＹＳＣＱＶＴＨＥＧＳＴＶＥＫＴＶＡＰＴＥＣＳ／／配列番号９２を有する。
【０１００】
　ＣＬ－３ヒトＬＣ定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＧＱＰＫＡＡＰＳＶＴＬＦＰＰＳＳＥＥＬＱＡＮＫＡＴＬＶＣＬＩＳＤＦＹＰＧＡＶＴＶ
ＡＷＫＡＤＳＳＰＶＫＡＧＶＥＴＴＴＰＳＫＱＳＮＮＫＹＡＡＳＳＹＬＳＬＴＰＥＱＷＫ
ＳＨＫＳＹＳＣＱＶＴＨＥＧＳＴＶＥＫＴＶＡＰＴＥＣＳ／／配列番号９３を有する。
【０１０１】
　ＣＬ－７ヒトＬＣ定常ドメインは、アミノ酸配列：
ＧＱＰＫＡＡＰＳＶＴＬＦＰＰＳＳＥＥＬＱＡＮＫＡＴＬＶＣＬＶＳＤＦＹＰＧＡＶＴＶ
ＡＷＫＡＤＧＳＰＶＫＶＧＶＥＴＴＫＰＳＫＱＳＮＮＫＹＡＡＳＳＹＬＳＬＴＰＥＱＷＫ
ＳＨＲＳＹＳＣＲＶＴＨＥＧＳＴＶＥＫＴＶＡＰＡＥＣＳ／／配列番号９４を有する。
【０１０２】
　免疫グロブリン鎖の可変領域は一般に同じ全体構造を示し、３つの超可変領域（多くの
場合、「相補性決定領域」すなわちＣＤＲと呼ばれる）により結合した比較的保存的なフ
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レームワーク領域（ＦＲ）を含む。典型的には上述した各重鎖／軽鎖ペアの２本鎖由来の
ＣＤＲは、標的上の特異的エピトープまたはドメイン（例えば、ＫＬＨまたはＤＮＰ）と
特異的に結合する構造を形成するフレームワーク領域により整列している。典型的には、
天然の軽鎖可変領域と重鎖可変領域は両方とも、これらのエレメントとＮ末端からＣ末端
で：ＦＲ１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、ＣＤＲ２、ＦＲ３、ＣＤＲ３およびＦＲ４の順で一致す
る。番号付け系は、それぞれこれらのドメイン内の位置を占めるアミノ酸に割り当てられ
る番号のために考案されている。この番号付け系は、免疫学的目的のタンパク質のカバッ
ト配列（１９８７　ａｎｄ　１９９１，　ＮＩＨ，　Ｂｅｔｈｅｓｄａ，　ＭＤ）、また
はＣｈｏｔｈｉａ　＆　Ｌｅｓｋ， １９８７，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．　１９６
：９０１－９１７；　Ｃｈｏｔｈｉａ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８９，　Ｎａｔｕｒｅ ３
４２：８７８－８８３において規定される。
【０１０３】
　下表１Ａおよび下表１Ｂに、抗体の完全長軽鎖および重鎖の一部の具体例を提示し、そ
れらの対応するアミノ酸配列を要約する。表１Ａには軽鎖配列の例を示し、これらはすべ
て、全λ軽鎖で共通する定常領域λ定常領域１（ＣＬ－１；配列番号９１）を有する。表
１Ｂには重鎖配列の例を示し、これらはすべて定常領域ヒトＩｇＧ２（配列番号８６）を
含む。しかしながら、表１Ａおよび／または表１Ｂに列挙した定常またはフレームワーク
領域の配列変化を有する免疫グロブリン（例えばＩｇＧ４対ＩｇＧ２、ＣＬ２対ＣＬ１）
も本発明に包含される。また、表１Ａおよび表１Ｂの全配列のシグナルペプチド（ＳＰ）
配列は同一であり（すなわち、ＶＫ－１ＳＰシグナルペプチド：ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧ
ＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣ（配列番号１０３；一重下線））、大量クローニングプロセスに
用いられるが、任意の他の適切なシグナルペプチド配列を本発明の範囲内で適用してよい
。別の有用なシグナルペプチド配列の例は、ＶＨ２１　ＳＰ　ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳ
ＶＴＴＧＶＨＳ（配列番号９５）である。他のシグナルペプチド配列の例を表１Ａ～Ｂに
示す。
【０１０４】
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【０１０６】
　単離した抗ＤＮＰ抗原結合タンパク質（抗体または抗体断片を含む）の一部の実施形態
は、以下を含む：
　（ａ）配列番号７７、配列番号１０７、配列番号１１１、配列番号１１３、配列番号１
１５、配列番号１１７、配列番号１１９、配列番号１２３、配列番号１２９、配列番号１
４４、配列番号１４５、配列番号１８１、配列番号１８２、配列番号１８３、配列番号１
８４、もしくは配列番号１８５のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしく
は両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一
配列を含む免疫グロブリン重鎖；
　（ｂ）配列番号１０５、配列番号１０９、配列番号１２１；配列番号１２５、もしくは
配列番号１２７のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端もしくはＣ末端、または両端のア
ミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む
免疫グロブリン軽鎖；または
　（ｃ）（ａ）の免疫グロブリン重鎖および（ｂ）の免疫グロブリン軽鎖。
【０１０７】
　単離した抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質（抗体または抗体断片を含む）の一部の実施形態
は、以下を含む：
　（ａ）配列番号４６、配列番号１３３、配列番号１３９、配列番号１４３、配列番号１
８６、もしくは配列番号１８７、配列番号３６６、もしくは配列番号３６７のアミノ酸配
列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、
４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む免疫グロブリン重鎖；
　（ｂ）配列番号２８、配列番号１３１、配列番号１３５、配列番号１３７；もしくは配
列番号１４１のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端もしくはＣ末端、または両端のアミ
ノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一配列を含む免
疫グロブリン軽鎖；または
　（ｃ）（ａ）の免疫グロブリン重鎖および（ｂ）の免疫グロブリン軽鎖。
【０１０８】
　同様に、表１Ｂに列挙した抗ＤＮＰ重鎖（Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３……など）の各例は、表１
Ａに示す任意の抗ＤＮＰ軽鎖の例と組み合わせて抗体を形成することができる。かかる組
み合わせの例としては、任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせたＨ１；任意のＬ１～Ｌ５と組み
合わせたＨ２；任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせたＨ３、任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせた
Ｈ４、などが挙げられる。一部の場合では、抗体は、表１Ａおよび表１Ｂに列挙したうち
少なくとも１つの抗ＤＮＰ重鎖と１つの抗ＤＮＰ軽鎖を含む。一部の場合では、抗体は表
１Ａおよび表１Ｂに列挙した２本の異なる抗ＤＮＰ重鎖と２本の異なる抗ＤＮＰ軽鎖を含
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む。他の場合では、抗体は２本の同一軽鎖と２本の同一重鎖を含む。例として、抗体もし
くは免疫学的機能性断片は、表１Ａおよび表１Ｂに列挙した２本のＨ１重鎖と２本のＬ１
軽鎖、または２本のＨ２重鎖と２本のＬ２軽鎖、または２本のＨ３重鎖と２本のＬ３軽鎖
ならびに他の類似の一対の抗ＤＮＰ軽鎖と一対の抗ＤＮＰ重鎖の組み合わせを含み得る。
【０１０９】
　同様に、表１Ｂに列挙した抗ＫＬＨ重鎖（Ｈ１、Ｈ２、Ｈ３……など）の各例は、表１
Ａに示す任意の抗ＫＬＨ軽鎖の例と組み合わせて抗体を形成することができる。かかる組
み合わせの例としては、任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせたＨ１；任意のＬ１～Ｌ５と組み
合わせたＨ２；任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせたＨ３、任意のＬ１～Ｌ５と組み合わせた
Ｈ４、などが挙げられる。一部の場合では、抗体は、表１Ａおよび表１Ｂに列挙したうち
少なくとも１つの抗ＫＬＨ重鎖と１つの抗ＫＬＨ軽鎖を含む。一部の場合では、抗体は表
１Ａおよび表１Ｂに列挙した２本の異なる抗ＫＬＨ重鎖と２本の異なる抗ＫＬＨ軽鎖を含
む。他の場合では、抗体は２本の同一軽鎖と２本の同一重鎖を含む。例として、抗体もし
くは免疫学的機能性断片は、表１Ａおよび表１Ｂに列挙した２本のＨ１重鎖と２本のＬ１
軽鎖、または２本のＨ２重鎖と２本のＬ２軽鎖、または２本のＨ３重鎖と２本のＬ３軽鎖
ならびに他の類似の一対の抗ＫＬＨ軽鎖と一対の抗ＫＬＨ重鎖の組み合わせを含み得る。
【０１１０】
　提供する他の抗原結合タンパク質は、表１Ａおよび表１Ｂに示す重鎖と軽鎖の組み合わ
せにより形成され、これらの鎖とそれぞれ少なくとも７０％、少なくとも７５％、少なく
とも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９７
％または少なくとも９９％同一であるアミノ酸配列を有する軽鎖および／または重鎖を含
む抗体変異体である。一部の場合では、かかる抗体は、少なくとも１つの重鎖と１本の軽
鎖を含み、他の場合では、変異形態は、２本の同一軽鎖と２本の同一重鎖を含む。重鎖（
１本または複数本）および／または軽鎖（１本または複数本）が、例えば、翻訳後修飾の
ために、表１Ａおよび表１Ｂに記載する重鎖および軽鎖の任意の１本に関して、Ｎ末端か
Ｃ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠け得るも
のも本発明の範囲内である。例えば、ＣＨＯ細胞は典型的にはＣ末端のリジンが切断され
ている。
【０１１１】
　抗体の可変ドメイン
　本明細書に提供する各種重鎖および軽鎖可変領域を表２Ａ～Ｂに示す。これらの可変領
域はそれぞれ上記の重鎖および軽鎖定常領域に結合して、それぞれ完全な抗体重鎖および
軽鎖を形成し得る。さらに、このように産生された重鎖および軽鎖配列はそれぞれ結合し
て完全な抗体構造を形成し得る。本明細書に提供する重鎖および軽鎖可変領域は、上記に
列挙した配列例と異なる配列を有する他の定常ドメインに結合することもできることが理
解されるべきである。
【０１１２】
　また、下表２Ａに示すように、ＶＨ１、ＶＨ２、ＶＨ３、ＶＨ４、ＶＨ５、およびＶＨ

６から選択される少なくとも１つの免疫グロブリン抗ＤＮＰ重鎖可変領域ならびに／また
はＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、およびＶＬ５から選択される少なくとも１つの免疫
グロブリン抗ＤＮＰ軽鎖可変領域を含む（ｃｏｎｔａｉｎ　ｏｒ　ｉｎｃｌｕｄｅ）抗原
結合タンパク質（抗体または抗体断片を含む）、ならびにこれらの軽鎖および重鎖可変領
域の免疫学的機能性断片、誘導体、変異タンパク質および変異体も提供する。
【０１１３】
　また、下表２Ｂに示すように、ＶＨ７、ＶＨ８、およびＶＨ９から選択される少なくと
も１つの免疫グロブリン抗ＫＬＨ重鎖可変領域ならびに／またはＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８
、およびＶＬ９から選択される少なくとも１つの免疫グロブリン抗ＫＬＨ軽鎖可変領域を
含む（ｃｏｎｔａｉｎ　ｏｒ　ｉｎｃｌｕｄｅ）抗原結合タンパク質（抗体または抗体断
片を含む）、ならびにこれらの軽鎖および重鎖可変領域の免疫学的機能性断片、誘導体、
変異タンパク質および変異体も提供する。



(52) JP 2018-139609 A 2018.9.13

【０１１４】
　このタイプの抗原結合タンパク質は一般に式「ＶＨｘ／ＶＬｙ」により示すことができ
、式中「ｘ」は抗原結合タンパク質に含まれる重鎖可変領域数と相関し、「ｙ」は抗原結
合タンパク質に含まれる軽鎖可変領域数と相関する（通常、ｘおよびｙはそれぞれ１また
は２である）。
【０１１５】
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【表４】

【０１１７】
　単離した抗原結合タンパク質（抗ＤＮＰ抗体または抗体断片を含む）の一部の実施形態
は、以下の免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域を含む：
　（ａ）重鎖可変領域が配列番号２５０、配列番号２５２、配列番号２５４、配列番号２
５６、配列番号２５８、もしくは配列番号２６０の配列と少なくとも９５％、９６％、９
７％、９８％、９９％、もしくは１００％同一であるアミノ酸配列を含む；または
　（ｂ）軽鎖可変領域が配列番号２３２、配列番号２３４、配列番号２３６、配列番号２
３８、もしくは配列番号２４０の配列と少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９
９％、もしくは１００％同一であるアミノ酸配列を含む；または
　（ｃ）（ａ）の重鎖可変領域および（ｂ）の軽鎖可変領域。
【０１１８】
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　単離した抗原結合タンパク質（抗ＤＮＰ抗体または抗体断片を含む）の一部の実施形態
は、以下の免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域を含む：
　（ａ）重鎖可変領域が配列番号２６２、配列番号２６４、もしくは配列番号２６６の配
列と少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、もしくは１００％同一である
アミノ酸配列を含む；または
　（ｂ）軽鎖可変領域が配列番号２４２、配列番号２４４、配列番号２４６、もしくは配
列番号２４８の配列と少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、もしくは１
００％同一であるアミノ酸配列を含む；または
　（ｃ）（ａ）の重鎖可変領域および（ｂ）の軽鎖可変領域。
【０１１９】
　表２Ａに列挙した各重鎖可変領域は、より大きな重鎖に含まれているかいないかを問わ
ず、表２Ａに示す任意の軽鎖可変領域と組み合わせて抗原結合タンパク質を形成し得る。
かかる組み合わせの例としては、任意のＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、またはＶＬ５
と組み合わせたＶＨ１；任意のＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、またはＶＬ５と組み合
わせたＶＨ２；任意のＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、またはＶＬ５と組み合わせたＶ

Ｈ３；任意のＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、またはＶＬ５と組み合わせたＶＨ４、な
どが挙げられる。
【０１２０】
　表２Ｂに列挙した各重鎖可変領域は、より大きな重鎖に含まれているかいないかを問わ
ず、表２Ｂに示す任意の軽鎖可変領域と組み合わせて抗原結合タンパク質を形成し得る。
かかる組み合わせの例としては、任意のＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８またはＶＬ９と組み合わ
せたＶＨ７；任意のＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８またはＶＬ９と組み合わせたＶＨ８；任意の
ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８またはＶＬ９と組み合わせたＶＨ８；任意のＶＬ６、ＶＬ７、Ｖ

Ｌ８またはＶＬ９と組み合わせたＶＨ９が挙げられる。
【０１２１】
　一部の場合では、抗原結合タンパク質は表２Ａに列挙したうち少なくとも１つの重鎖可
変領域および／または１本の軽鎖可変領域を含む。一部の場合では、抗原結合タンパク質
は表２Ａに列挙したうち少なくとも２つの異なる重鎖可変領域および／または軽鎖可変領
域を含む。かかる抗原結合タンパク質の例は、（ａ）１つのＶＨ１、ならびに（ｂ）ＶＨ

２、ＶＨ３、もしくはＶＨ４などの１つを含む。別の例は、（ａ）１つのＶＨ２、ならび
に（ｂ）ＶＨ１、ＶＨ３、もしくはＶＨ４などの１つを含む。さらに別の例は、（ａ）１
つのＶＨ３、ならびに（ｂ）ＶＨ１、ＶＨ２、もしくはＶＨ４などの１つを含む。さらに
別の例は、（ａ）１つのＶＨ４、ならびに（ｂ）ＶＨ１、ＶＨ２、もしくはＶＨ３などの
１つを含む。さらに別の例は、（ａ）１つのＶＨ５、ならびに（ｂ）ＶＨ１、ＶＨ２、も
しくはＶＨ３などの１つを含む。さらに別の例は、（ａ）１つのＶＨ６、ならびに（ｂ）
ＶＨ１、ＶＨ２、もしくはＶＨ３などの１つを含む。
【０１２２】
　さらにかかる抗原結合タンパク質の別の例は、（ａ）１つのＶＬ１、ならびに（ｂ）Ｖ

Ｌ２もしくはＶＬ３などの１つを含む。さらにかかる抗原結合タンパク質の別の例は、（
ａ）１つのＶＬ２、ならびに（ｂ）ＶＬ１もしくはＶＬ３などの１つを含む。さらにかか
る抗原結合タンパク質の別の例は、（ａ）１つのＶＬ３、ならびに（ｂ）ＶＬ１もしくは
ＶＬ２などの１つ、などを含む。
【０１２３】
　表２Ａに説明する重鎖可変領域の各種組み合わせは、表２Ａに説明する軽鎖可変領域の
各種組み合わせの任意と組み合わせ得る。
【０１２４】
　他の例では、抗原結合タンパク質は２本の同一軽鎖可変領域および／または２本の同一
重鎖可変領域を含む。例として、抗原結合タンパク質は、表２Ａに列挙した一対の軽鎖可
変領域と一対の重鎖可変領域の組み合わせにおいて２本の軽鎖可変領域および２本の重鎖
可変領域を含む抗体または免疫学的機能性断片であり得る。
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【０１２５】
　一部の場合では、抗原結合タンパク質は表２Ｂに列挙したうちの少なくとも１つの重鎖
可変領域および／または１本の軽鎖可変領域を含む。一部の場合では、抗原結合タンパク
質は表２Ｂに列挙したうちの少なくとも２つの異なる重鎖可変領域および／または軽鎖可
変領域を含む。かかる抗原結合タンパク質の例は、（ａ）１つのＶＨ７、ならびに（ｂ）
ＶＨ７、ＶＨ８、もしくはＶＨ９の１つを含む。別の例は、（ａ）１つのＶＨ８、ならび
に（ｂ）ＶＨ７、ＶＨ８、もしくはＶＨ９の１つを含む。さらに別の例は、（ａ）１つの
ＶＨ９、ならびに（ｂ）ＶＨ７、ＶＨ８、もしくはＶＨ９の１つを含む。
【０１２６】
　さらにかかる抗原結合タンパク質の別の例は、（ａ）１つのＶＬ６、ならびに（ｂ）Ｖ

Ｌ６、ＶＬ７、ＶＬ８もしくはＶＬ９の１つを含む。さらにかかる抗原結合タンパク質の
別の例は、（ａ）１つのＶＬ７、ならびに（ｂ）ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８もしくはＶＬ９
の１つを含む。さらにかかる抗原結合タンパク質の別の例は、（ａ）１つのＶＬ８、なら
びに（ｂ）ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８もしくはＶＬ９の１つを含む。さらにかかる抗原結合
タンパク質の別の例は、（ａ）１つのＶＬ９、ならびに（ｂ）ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８も
しくはＶＬ９の１つを含む。
【０１２７】
　表２Ｂに説明する重鎖可変領域の各種組み合わせは、表２Ｂに説明する軽鎖可変領域の
各種組み合わせの任意と組み合わせ得る。
【０１２８】
　他の例では、抗原結合タンパク質は２本の同一軽鎖可変領域および／または２本の同一
重鎖可変領域を含む。１例として、抗原結合タンパク質は、表２Ｂに列挙した一対の軽鎖
可変領域と一対の重鎖可変領域の組み合わせにおいて２本の軽鎖可変領域および２本の重
鎖可変領域を含む抗体または免疫学的機能性断片であり得る。
【０１２９】
　提供する一部の抗原結合タンパク質は、ＶＨ１、ＶＨ２、ＶＨ３、ＶＨ４、ＶＨ５、Ｖ

Ｈ６、ＶＨ７、ＶＨ８、およびＶＨ９から選択される重鎖可変ドメインの配列とアミノ酸
残基が１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４または１５
個のみ異なるアミノ酸配列を含む重鎖可変ドメインを含み、ここでかかる配列相違は前述
の可変ドメイン配列と比較してわずか１５個以下のアミノ酸変化に至るそれぞれ独立した
１個のアミノ酸の欠失、挿入もしくは置換のいずれかである。一部の抗原結合タンパク質
中の重鎖可変領域は、ＶＨ１、ＶＨ２、ＶＨ３、ＶＨ４、ＶＨ５、ＶＨ６、ＶＨ７、ＶＨ

８、またはＶＨ９の重鎖可変領域のアミノ酸配列と少なくとも７０％、少なくとも７５％
、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なく
とも９７％または少なくとも９９％同一である配列を有するアミノ酸配列を含む。
【０１３０】
　ある抗原結合タンパク質は、ＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、ＶＬ５、ＶＬ６、ＶＬ

７、ＶＬ８、およびＶＬ９から選択される軽鎖可変ドメインの配列とアミノ酸残基が１、
２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４または１５個のみ異な
るアミノ酸配列を含む軽鎖可変ドメインを含み、ここでかかる配列相違は前述の可変ドメ
イン配列と比較してわずか１５個以下のアミノ酸変化に至るそれぞれ独立した１個のアミ
ノ酸の欠失、挿入もしくは置換のいずれかである。一部の抗原結合タンパク質における軽
鎖可変領域は、ＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、ＶＬ５、ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８、ま
たはＶＬ９の軽鎖可変領域のアミノ酸配列と少なくとも７０％、少なくとも７５％、少な
くとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９
７％または少なくとも９９％同一である配列を有するアミノ酸配列を含む。
【０１３１】
　さらに他の抗原結合タンパク質（例えば、抗体または免疫学的機能性断片）としては、
本明細書に記載の変異型重鎖および変異型軽鎖の変異形態が挙げられる。
【０１３２】
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　ＣＤＲ
　本明細書で開示する抗原結合タンパク質は、１つまたは複数のＣＤＲ内にグラフト化、
挿入／または結合されるポリペプチドである。抗原結合タンパク質は、１、２、３、４、
５または６個のＣＤＲを有することができる。したがって抗原結合タンパク質は、例えば
、１つの重鎖ＣＤＲ１（「ＣＤＲＨ１」）、および／または１つの重鎖ＣＤＲ２（「ＣＤ
ＲＨ２」）、および／または１つの重鎖ＣＤＲ３（「ＣＤＲＨ３」）、および／または１
つの軽鎖ＣＤＲ１（「ＣＤＲＬ１」）、および／または１つの軽鎖ＣＤＲ２（「ＣＤＲＬ
２」）、および／または１つの軽鎖ＣＤＲ３（「ＣＤＲＬ３」）を有することができる。
一部の抗原結合タンパク質は、ＣＤＲＨ３とＣＤＲＬ３の両方を含む。具体的な重鎖およ
び軽鎖ＣＤＲを、それぞれ表３Ａ～Ｂ（抗ＤＮＰ）および表３Ｃ～Ｄ（抗ＫＬＨ）に同定
する。
【０１３３】
　所定の抗体の相補性決定領域（ＣＤＲ）およびフレームワーク領域（ＦＲ）は、Ｋａｂ
ａｔ　ｅｔ　ａｌ．、Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎ
ｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ，　５ｔｈ　Ｅｄ．，　ＵＳ　Ｄｅｐｔ．　ｏｆ　
Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，　ＰＨＳ，　ＮＩＨ，　ＮＩＨ
　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｎｏ．　９１－３２４２，　１９９１により記載の体系を用
いて同定し得る。本明細書に開示されているある抗体は、表３Ａ（抗ＤＮＰ　ＣＤＲＨ）
、表３Ｂ（抗ＤＮＰ　ＣＤＲＬ）、表３Ｃ（抗ＫＬＨ　ＣＤＲＨ）、および表３Ｄ（抗Ｋ
ＬＨ　ＣＤＲＬ）に提示する１つまたは複数のＣＤＲのアミノ酸配列と同一または実質的
に同一であるアミノ酸配列を１つまたは複数含む。
【０１３４】
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【０１３５】
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【０１３６】



(61) JP 2018-139609 A 2018.9.13

10

20

【表７】

【０１３７】
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【表８】

【０１３８】
　天然抗体内のＣＤＲの構造および特性は上記のとおりである。簡単に述べると、従来の
抗体において、ＣＤＲは、抗原結合および認識に関与する領域を構成する重鎖および軽鎖
可変領域におけるフレームワーク内に含まれる。可変領域は、フレームワーク領域（上記
Ｋａｂａｔ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９１により命名されたフレームワーク領域１～４、Ｆ
Ｒ１、ＦＲ２、ＦＲ３、およびＦＲ４；上記Ｃｈｏｔｈｉａ　ａｎｄ　Ｌｅｓｋ，　１９
８７も参照されたい）に少なくとも３本の重鎖または軽鎖ＣＤＲを含む（上記を参照され
たい、Ｋａｂａｔ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９１，　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔ
ｅｉｎｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ，　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈ
ｅａｌｔｈ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎ．Ｉ．Ｈ．，　Ｂｅｔｈｅｓｄａ，　ＭＤ；　ｓｅｅ　
ａｌｓｏ　Ｃｈｏｔｈｉａ　ａｎｄ　Ｌｅｓｋ，　１９８７，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏ
ｌ．　１９６：９０１－９１７；　Ｃｈｏｔｈｉａ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８９，　Ｎａ
ｔｕｒｅ　３４２：　８７７－８８３も参照されたい）。しかしながら、本明細書に提供
するＣＤＲは、従来の抗体構造の抗原結合ドメインを定義するためだけに用い得るのでは
なく、他の本明細書に記載の各種ポリペプチド構造に組み込まれ得る。
【０１３９】
　単離した抗原結合タンパク質の一部の実施形態は、免疫グロブリン重鎖可変領域および
免疫グロブリン軽鎖可変領域を含む抗ＤＮＰ抗体または抗体断片を含む。重鎖可変領域は
ＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決定領域を含む、な
らびに／または軽鎖可変領域はＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名された３
つのＣＤＲを含み：
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　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号１８８、配列番号１８９、配列番号１９０、もしくは配列
番号１９１のアミノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号１９２、配列番号１９３、配列番号１９４、もしくは配列
番号１９５のアミノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号１９６、配列番号１９７、配列番号１９８、配列番号１９
９、配列番号２００、もしくは配列番号２０１のアミノ酸配列を有する；ならびに／また
は
　（ｄ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０２、配列番号２０３、配列番号２０４、もしくは配列
番号２０５のアミノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｅ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６または配列番号２０７のアミノ酸配列を有する；な
らびに／または
　（ｆ）ＣＤＲＬ３は配列番号２０８、配列番号２０９、配列番号２１０、配列番号２１
１、もしくは配列番号２１２のアミノ酸配列を有する。
【０１４０】
　他の態様では、（Ａ）（ｉ）配列番号１８８、配列番号１８９、配列番号１９０、およ
び配列番号１９１から選択されるＣＤＲＨ１；（ｉｉ）配列番号１９２、配列番号１９３
、配列番号１９４、および配列番号１９５から選択されるＣＤＲＨ２；（ｉｉｉ）配列番
号１９６、配列番号１９７、配列番号１９８、配列番号１９９、配列番号２００、および
配列番号２０１から選択されるＣＤＲＨ３、から選択されるＣＤＲＨ；ならびに（ｉｖ）
アミノ酸がわずか５個、４個、３個、２個、もしくは１個以下、置換、欠失もしくは挿入
されているアミノ酸を１個もしくは複数含む（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）のＣＤＲ
Ｈ；（Ｂ）（ｉ）配列番号２０２、配列番号２０３、配列番号２０４、および配列番号２
０５から選択されるＣＤＲＬ１；（ｉｉ）配列番号２０６および配列番号２０７から選択
されるＣＤＲＬ２；（ｉｉｉ）配列番号２０８、配列番号２０９、配列番号２１０、配列
番号２１１、および配列番号２１２から選択されるＣＤＲＬ３、から選択されるＣＤＲＬ
；ならびに（ｉｖ）アミノ酸がわずか５個、４個、３個、２個、もしくは１個以下、置換
、欠失もしくは挿入されているアミノ酸を１個もしくは複数含む（ｉ）、（ｉｉ）および
（ｉｉｉ）のＣＤＲＬ、であるＣＤＲを提供する。
【０１４１】
　単離した抗原結合タンパク質の一部の実施形態は、免疫グロブリン重鎖可変領域および
免疫グロブリン軽鎖可変領域を含む抗ＫＬＨ抗体または抗体断片を含む。重鎖可変領域は
ＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決定領域を含む、な
らびに／または軽鎖可変領域はＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名された３
つのＣＤＲを含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号２１３、配列番号２１４、もしくは配列番号２１５のアミ
ノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号２１６、配列番号２１７、もしくは配列番号２１８のアミ
ノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号２１９、配列番号２２０、もしくは配列番号２２１のアミ
ノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｄ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０４、配列番号２２２、配列番号２２３、もしくは配列
番号２２４のアミノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｅ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６、配列番号２２５、もしくは配列番号２２６のアミ
ノ酸配列を有する；ならびに／または
　（ｆ）ＣＤＲＬ３は配列番号２２７、配列番号２２８、配列番号２２９、もしくは配列
番号２３０のアミノ酸配列を有する。
【０１４２】
　他の態様では、（Ａ）（ｉ）配列番号２１３、配列番号２１４、および配列番号２１５
から選択されるＣＤＲＨ１；（ｉｉ）配列番号２１６、配列番号２１７、および配列番号
２１８から選択されるＣＤＲＨ２；（ｉｉｉ）配列番号２１９、配列番号２２０、および
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配列番号２２１から選択されるＣＤＲＨ３、から選択されるＣＤＲＨ；ならびに（ｉｖ）
アミノ酸がわずか５個、４個、３個、２個、もしくは１個以下、置換、欠失もしくは挿入
されているアミノ酸を１個もしくは複数含む（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）のＣＤＲ
Ｈ；（Ｂ）（ｉ）配列番号２０４、配列番号２２２、配列番号２２３、および配列番号２
２４から選択されるＣＤＲＬ１；（ｉｉ）配列番号２０６、配列番号２２５、および配列
番号２２６から選択されるＣＤＲＬ２；（ｉｉｉ）配列番号２２７、配列番号２２８、配
列番号２２９、および配列番号２３０から選択されるＣＤＲＬ３、から選択されるＣＤＲ
Ｌ；ならびに（ｉｖ）アミノ酸がわずか５個、４個、３個、２個、もしくは１個以下、置
換、欠失もしくは挿入されているアミノ酸を１個もしくは複数含む（ｉ）、（ｉｉ）およ
び（ｉｉｉ）のＣＤＲＬ、であるＣＤＲを提供する。
【０１４３】
　別の態様では、抗原結合タンパク質は表３Ａおよび表３Ｂに列挙したＣＤＲの変異形態
を１、２、３、４、５、または６個含み、表３Ａおよび表３Ｂに列挙したＣＤＲ配列と少
なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％または少なくとも９５％同一であ
る配列をそれぞれ有する。一部の抗原結合タンパク質は、表３Ａおよび表３Ｂに列挙した
１、２、３、４、５、または６個のＣＤＲ、それぞれわずか１、２、３、４または５個以
下のアミノ酸がこれらの表に列挙するＣＤＲと異なるものを含む。
【０１４４】
　別の態様では、抗原結合タンパク質は表３Ｃおよび表３Ｄに列挙したＣＤＲの変異形態
を１、２、３、４、５、または６個含み、表３Ｃおよび表３Ｄに列挙したＣＤＲ配列と少
なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％または少なくとも９５％同一であ
る配列をそれぞれ有する。一部の抗原結合タンパク質は、表３Ｃおよび表３Ｄに列挙した
１、２、３、４、５、または６個のＣＤＲ、それぞれわずか１、２、３、４または５個以
下のアミノ酸がこれらの表に列挙するＣＤＲと異なるものを含む。
【０１４５】
　さらに別の態様では、本明細書に開示するＣＤＲは、関連モノクローナル抗体の群に由
来するコンセンサス配列を含む。本明細書に記載の「コンセンサス配列」とは、いくつか
の配列間で共通する保存的アミノ酸および所定のアミノ酸配列内で異なる可変アミノ酸を
有するアミノ酸配列を指す。提供するＣＤＲコンセンサス配列は、ＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ
２、ＣＤＲＨ３、ＣＤＲＬ１、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３のそれぞれに対応するＣＤＲ
を含む。
【０１４６】
　抗体抗原相互作用は会合速度定数Ｍ－１ｓ－１（ｋａ）、または解離速度定数ｓ－１（
ｋｄ）、あるいは解離平衡定数Ｍ（ＫＤ）を特徴とし得る。
【０１４７】
　本発明は、ＤＮＰもしくはＫＬＨの各ＫＤ（解離平衡定数）により測定された１０－９

Ｍ以下の範囲、または１０－１２Ｍもしくはそれを下回る範囲までに及ぶ結合親和性、ま
たはＤＮＰもしくはＫＬＨの各ｋｄ（解離速度定数）により測定された１０－４ｓ－１以
下の範囲、または１０－１０ｓ－１もしくはそれを下回る範囲までに及ぶ結合活性などの
望ましい特徴を示してＤＮＰもしくはＫＬＨとそれぞれ特異的に結合する抗体が挙げられ
るが、これらに限定されない各種抗原結合タンパク質を提供する。（本明細書の実施例１
２を参照されたい）。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、抗原結合タンパク質（例えば、抗体または抗体断片）は、Ｄ
ＮＰもしくはＫＬＨの各ｋｄ（解離速度定数）により測定された約１０－２、１０－３、
１０－４、１０－５、１０－６、１０－７、１０－８、１０－９、１０－１０ｓ－１もし
くはそれを下回る結合活性（値が低いほど、高い結合活性を示す）、ならびに／またはＤ
ＮＰもしくはＫＬＨの各ＫＤ（解離平衡定数）により測定された約１０－９、１０－１０

、１０－１１、１０－１２、１０－１３、１０－１４、１０－１５、１０－１６Ｍもしく
はそれを下回る結合親和性（値が低いほど、高い結合親和性を示す）などの望ましい特徴
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を示す。会合速度定数、解離速度定数、または解離平衡定数は、反応速度分析技術（表面
プラズモン共鳴（ＢＩＡｃｏｒｅ（商標）；例えば、Ｆｉｓｃｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　
Ａ　ｐｅｐｔｉｄｅ－ｉｍｍｕｎｏｇｌｏｂｕｌｉｎ－ｃｏｎｊｕｇａｔｅ、ＷＯ２００
７／０４５４６３Ａ１号の実施例１０（これは参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる）、または製造業者により概説された一般的な手段または当技術分野において知られ
ている他の方法を用いたＫｉｎＥｘＡを用いて容易に決定し得る。ＢＩＡｃｏｒｅ（商標
）またはＫｉｎＥｘＡから得られる反応速度データは製造業者により記載されている方法
により分析し得る。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、抗体は、全３つの軽鎖ＣＤＲ、全３つの重鎖ＣＤＲ、または
全６つのＣＤＲを含む。一部の例示的な実施形態では、抗体由来の２つの軽鎖ＣＤＲは、
異なる抗体由来の第三の軽鎖ＣＤＲと組み合わせ得る。あるいは、１つの抗体由来のＣＤ
ＲＬ１は、特にＣＤＲの相同性が高い場合、異なる抗体由来のＣＤＲＬ２とさらに別の抗
体由来のＣＤＲＬ３と組み合わせることができる。さらにに、抗体由来の２つの重鎖ＣＤ
Ｒは、異なる抗体由来の第三の重鎖ＣＤＲと組み合わせ得る；または１つの抗体由来のＣ
ＤＲＨ１は、特にＣＤＲの相同性が高い場合、異なる抗体由来のＣＤＲＨ２とさらに別の
抗体由来のＣＤＲＨ３と組み合わせることができる。
【０１５０】
　したがって、本発明は、抗体の重鎖可変領域および／または軽鎖可変領域の１つ、２つ
、および／または３つのＣＤＲを含む各種組成物（それらの修飾または誘導体を含む）を
提供する。かかる組成物は、本明細書に記載のまたは当技術分野において知られている技
術により産生し得る。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）は、所望
の効果を得るために単独または他の治療と組み合わせて使用できる治療分子として有用で
あり得る。かかる実施形態では、本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含
む）は、１対２４、１対１６、１対８、または１対４で結合された薬理学的に活性な化学
部分（低分子かポリペプチドかどうかを問わず）をさらに含む。薬理学的に活性な低分子
またはポリペプチド化学部分は、抗原結合タンパク質免疫グロブリン単量体（例えば、Ｌ
ＣまたはＨＣ単量体）のＮ末端またはＣ末端残基、当技術分野において知られており本明
細書に詳述する化学反応物にまたはそれらを介して結合できる。あるいは、本発明の抗原
結合タンパク質の主鎖内のアミノ酸残基（１つまたは複数）の１つまたは複数の側鎖上の
官能基にまたはそれらを介して接合した薬理学的に活性な化学部分（１つまたは複数）が
本発明に包含される。有用な方法および免疫グロブリン鎖内の内部接合部位（例えば、特
定のシステイン残基）は、当技術分野において知られている（例えば、Ｇｅｇｇ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、ＷＯ２００７／０２２０７０
号および米国特許第２００７０２６９３６９号公開、これらは参照によりそれらの全体が
本明細書に組み込まれる）。
【０１５２】
　薬理学的に活性な化学部分がポリペプチドである本発明の他の実施形態では、本明細書
の実施例および当技術分野に詳述されているように、Ｎ末端および／またはＣ末端の代わ
りに免疫グロブリン重鎖のＦｃドメインの内部ループ内の免疫グロブリン重鎖の一次アミ
ノ酸配列に挿入されている薬理学的に活性なポリペプチドを有する組換え融合タンパク質
を産生できる（例えば、Ｇｅｇｇ　ｅｔ　ａｌ．、米国特許第７，４４２，７７８号；米
国特許第７，６５５，７６５号；米国特許第７，６５５，７６４号；米国特許第７，６６
２，９３１号；米国特許第７，６４５，８６１号；公開された米国特許第２００９／０２
８１２８６号；ならびに米国特許第２００９／０２８６９６４号、これらはそれぞれ参照
によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）。
【０１５３】
　「結合した」とは、薬理学的に活性な化学部分が、抗原結合タンパク質のアミノ酸残基
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に共有結合もしくは直接結合しているか、または任意選択的に、抗原結合タンパク質のア
ミノ酸残基に共有結合しているペプチジルもしくは非ペプチジルリンカー部分に共有結合
もしくは直接結合していることを意味する。
【０１５４】
　上記のとおり、本発明の組成物の一部の実施形態は、本発明の薬理学的に不活性な抗原
結合タンパク質に結合する少なくとも１つの薬理学的に活性なポリペプチド部分（例えば
、本発明の薬理学的に不活性な抗原結合タンパク質に結合する薬理学的に活性なポリペプ
チド部分の組換え融合タンパク質を構成する）に関わる。「薬理学的に活性」という用語
は、そのように記載されている物質が医学的要因（例えば、血圧、血球数、コレステロー
ルレベル、疼痛知覚）または疾患状態（例えば、癌、自己免疫障害、慢性疼痛）に影響を
与える活性を有すると決定されたことを意味する。逆に、「薬理学的に不活性」という用
語は、物質が医学的要因または疾患状態に影響を与える活性を有さないと決定できること
を意味する。したがって、薬理学的に活性なペプチドまたはタンパク質は、以下に定義さ
れるアゴニストもしくは模倣ペプチドおよびアンタゴニストペプチドを含む。本発明は、
約５～約８０個のアミノ酸残基の長さのアミノ酸配列を有し、組換え発現に反応する任意
の薬理学的に活性なタンパク質の使用を包含する。本発明の一部の有用な実施形態では、
薬理学的に活性なタンパク質は、必要な生体活性が維持される限り、目的の天然配列と比
較して、アミノ酸の添加もしくは挿入、アミノ酸欠失、ペプチド切断、アミノ酸置換、ま
たはアミノ酸残基の化学的誘導体化（既知の化学技術により成し遂げられる）などの１つ
または複数の方法において修飾する。
【０１５５】
　「－模倣ペプチド」、「ペプチド模倣物」、および「－アゴニストペプチド」という用
語は、目的の天然タンパク質に相当する生体活性を有するペプチドまたはタンパク質、例
えば、これらに限定されないが、毒素ペプチド分子、例えば、ＳｈＫもしくはＯＳＫ１毒
素ペプチド、またはそれらのペプチドアナログを指す。これらの用語はさらに、天然ペプ
チド分子の活性を、天然分子の効果増強などにより直接模倣物するペプチドを含む。
【０１５６】
　「－アンタゴニストペプチド」、「ペプチドアンタゴニスト」、および「ペプチド阻害
剤」という用語は、目的の受容体の生体活性をブロックするもしくは目的の受容体の生体
活性と何らかの形で相互作用するか、または目的の受容体の既知のアンタゴニストもしく
は阻害剤に相当する生体活性を有するペプチドを指す（これらに限定されないが、イオン
チャネルまたはＧタンパク質共役型受容体（ＧＰＣＲ）など）。
【０１５７】
　本発明で使用できる薬理学的に活性なタンパク質の例としては、毒素ペプチド（例えば
、ＯＳＫ１またはＯＳＫ１ペプチドアナログ；ＳｈＫまたはＳｈＫペプチドアナログ）、
ＩＬ－６結合ペプチド、ＣＧＲＰペプチドアンタゴニスト、ブラジキニンＢ１受容体ペプ
チドアンタゴニスト、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）アゴニストペプチド、副甲状腺ホルモ
ン（ＰＴＨ）アンタゴニストペプチド、ａｎｇ－１結合ペプチド、ａｎｇ－２結合ペプチ
ド、ミオスタチン結合ペプチド、エリスロポエチン模倣（ＥＰＯ模倣）ペプチド、トロン
ボポイエチン模倣（ＴＰＯ模倣）ペプチド（例えば、ＡＭＰ２またはＡＭＰ５）、神経増
殖因子（ＮＧＦ）結合ペプチド、Ｂ細胞活性化因子（ＢＡＦＦ）結合ペプチド、およびグ
ルカゴン様ペプチド（ＧＬＰ）－１もしくはそのペプチド模倣物またはＧＬＰ－２もしく
はそのペプチド模倣物が挙げられるが、これらに限定されない。グルカゴン様ペプチド１
（ＧＬＰ－１）および関連ペプチドグルカゴンはプログルカゴンの分化プロセスを介して
産生され、対抗する生体活性を有する。プログルカゴン自体は、膵臓α細胞内および腸内
分泌Ｌ細胞内で産生され、これらは主に遠位小腸および結腸に位置する。膵臓内では、グ
ルカゴンは、プログルカゴンから選択的に切断される。対して、腸内では、プログルカゴ
ンは、ＧＬＰ－１およびグルカゴン様ペプチド２（ＧＬＰ－２）を形成するようにプロセ
ス化され、これらはそれぞれプログルカゴンのアミノ酸残基７８～１０７および１２６～
１５８に相当する（例えば、Ｉｒｗｉｎ　ａｎｄ　Ｗｏｎｇ，　１９９５，　Ｍｏｌ．　
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Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．　９：２６７－２７７　ａｎｄ　Ｂｅｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，　１
９８３，　Ｎａｔｕｒｅ　３０４：３６８－３７１を参照されたい）。慣例により、ＧＬ
Ｐ－１のアミノ酸の番号付けは、プログルカゴン切断から形成されるＧＬＰ－１（１～３
７）に基づく。生体活性形態は、このペプチドのさらなるプロセスから産生し、これは、
ある番号付け規定においてＧＬＰ－１（７～３７）－ＯＨおよびＧＬＰ－１（７～３６）
－ＮＨ２をもたらす。ＧＬＰ－１（７～３７）－ＯＨ（または単にＧＬＰ－１（７～３７
））およびＧＬＰ－１（７～３６）－ＮＨ２は両方とも同じ活性を有する。便宜上、「Ｇ
ＬＰ－１」という用語は、これらの形態の両方を指すために使用する。これらのプロセス
化したペプチドの第一アミノ酸は、この番号付け規定においてＨｉｓ７である。しかしな
がら、当技術分野において認識される別の番号付け規定では、Ｈｉｓで開始するプロセス
化したペプチド番号は７位ではなく１位とみなされる。したがって、この番号付け体系で
は、ＧＬＰ－１（１～３１）はＧＬＰ－１（７～３７）と同じであり、ＧＬＰ－１（１～
３０）はＧＬＰ－１（７～３６）と同じである。ＧＬＰ－１模倣ポリペプチド配列の例と
しては、以下が挙げられる：
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＱＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
０）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＱＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＱＫＧＲＧ／／（配列番号２９
１）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＱＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
２）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＱＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
３）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＱＬＱＫＧＲＧ／／（配列番号２９
４）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＱＫＧＲＧ／／（配列番号２９
５）；
ＨＮＥＴＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
６）
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＮＱＴＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
７）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＮＡＴＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧ／／（配列番号２９
８）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＮＧＴＧ／／（配列番号２９
９）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＮＲＴ／／（配列番号３０
０）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＮＧＴ／／（配列番号
３０１）；
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧＧＴＧＮＧＴ／／（
配列番号３０２）；ならびに
ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＶＳＳＹＬＥＧＱＡＡＫＥＦＩＡＷＬＶＫＧＲＧＧＳＧＮＧＴ／／（
配列番号３０３）。
【０１５８】
　ヒトＧＬＰ－２およびＧＬＰ－２模倣アナログも当技術分野において知られている。（
例えば、Ｐｒａｓａｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｇｌｕｃａｇｏｎｌｉｋｅ　ｐｅｐｔｉｄｅ－
２　ａｎａｌｏｇｕｅ　ｅｎｈａｎｃｅｓ　ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　ｍｕｃｏｓａｌ　ｍ
ａｓｓ　ａｆｔｅｒ　ｉｓｃｈｅｍｉａ　ａｎｄ　ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ，　Ｊ．　Ｐ
ｅｄｉａｔｒ．　Ｓｕｒｇ．　２０００　Ｆｅｂ；３５（２）：３５７－５９　（２００
０）；　Ｙｕｓｔａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｇｌｕｃａｇｏｎ－ｌｉｋｅ　ｐｅｐｔｉｄｅ－
２　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｅｎｇａｇｅｓ　ｂａｄ　ａｎｄ　ｇｌ
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ｙｃｏｇｅｎ　ｓｙｎｔｈａｓｅ　ｋｉｎａｓｅ－３　ｉｎ　ａ　ｐｒｏｔｅｉｎ　ｋｉ
ｎａｓｅ　Ａ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｍａｎｎｅｒ　ａｎｄ　ｐｒｅｖｅｎｔｓ　ａｐｏ
ｐｔｏｓｉｓ　ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｈｏｓｐｈａｔｉ
ｄｙｌｉｎｏｓｉｔｏｌ　３－ｋｉｎａｓｅ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２７７
（２８）：２４８９６－９０６　（２００２）を参照されたい）。
【０１５９】
　「毒素ペプチド」は、毒から単離できる天然の薬理学的に活性なペプチドまたはポリペ
プチドの同じアミノ酸配列を有するペプチドおよびポリペプチドを含み、かかる天然分子
の修飾ペプチドアナログも含む。（例えば、Ｋａｌｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＳｈＫ－Ｄ
ａｐ２２，　ａ　ｐｏｔｅｎｔ　Ｋｖ１．３－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｍｍｕｎｏｓｕｐｐ
ｒｅｓｓｉｖｅ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２７３（
４９）：３２６９７－７０７　（１９９８）；　Ｋｅｍ　ｅｔ　ａｌ．、米国特許第６，
０７７，６８０号；Ｍｏｕｈａｔ　ｅｔ　ａｌ．，　ＯｓＫ１　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ
、ＷＯ２００６／００２８５０Ａ２号；Ｃｈａｎｄｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎａｌｏｇｓ
　ｏｆ　ＳＨＫ　ｔｏｘｉｎ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｕｓｅｓ　ｉｎ　ｓｅｌｅｃｔｉｖ
ｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｋｖ１．３　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｃｈａｎｎｅｌｓ
、ＷＯ２００６／０４２１５１号；Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　　Ｔｏｘｉｎ　
Ｐｅｐｔｉｄｅ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｇｅｎｔｓ、ＷＯ２００６／１１６１５６
Ａ２号を参照されたく、これらはすべて参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれ
る）。ヘビ、サソリ、クモ、ハチ、カタツムリおよびイソギンチャクは、小さな生体活性
毒素ペプチド、または強力かつ選択的なイオンチャネルおよび受容体を標的とする「毒素
」の豊富な供給源として役立ち得る毒を産生する生物の数例である。毒素ペプチドの１例
は、Ｏｒｔｈｏｃｈｉｒｕｓ　ｓｃｒｏｂｉｃｕｌｏｓｕｓサソリ毒から単離した毒素ペ
プチドであるＯＳＫ１である（ＯｓＫ１としても知られている）。（例えば、Ｍｏｕｈａ
ｔ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｋ＋　ｃｈａｎｎｅｌ　ｔｙｐｅｓ　ｔａｒｇｅｔｅｄ　ｂｙ　ｓ
ｙｎｔｈｅｔｉｃ　ＯＳＫ１，　ａ　ｔｏｘｉｎ　ｆｒｏｍ　Ｏｒｔｈｏｃｈｉｒｕｓ　
ｓｃｒｏｂｉｃｕｌｏｓｕｓ　ｓｃｏｒｐｉｏｎ　ｖｅｎｏｍ，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｊ
．　３８５：９５－１０４　（２００５）；　Ｍｏｕｈａｔ　　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｈａ
ｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｐｒｏｆｉｌｉｎｇ　ｏｆ　Ｏｒｔｈｏｃｈｉｒｕｓ　ｓｃ
ｒｏｂｉｃｕｌｏｓｕｓ　ｔｏｘｉｎ　１　ａｎａｌｏｇｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｔｒｉｍｍ
ｅｄ　Ｎ－ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｄｏｍａｉｎ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　
６９：３５４－　６２　（２００６）；　Ｍｏｕｈａｔ　ｅｔ　ａｌ．，　ＯｓＫ１　ｄ
ｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ、ＷＯ２００６／００２８５０Ａ２号）。別の例は、イソギンチャ
クＳｔｉｃｈｏｄａｃｔｙｌａ　ｈｅｌｉａｎｔｈｕｓ毒から単離されるＳｈＫである（
例えば、Ｔｕｄｏｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｉｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｂｅｈａｖｉｏｕｒ　ａ
ｎｄ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ－
ｃｈａｎｎｅｌ　ｂｌｏｃｋｅｒ　ＳｈＫ　ｔｏｘｉｎ，　Ｅｕｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．　２５１（１－２）：１３３－４１（１９９８）；　Ｐｅｎｎｉｎｇｔｏｎ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｄｉｓｕｌｆｉｄｅ　ｂｏｎｄｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｔｒ
ｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ａｃ
ｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ＳｈＫ　ｔｏｘｉｎ，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　　３８（４４）：　１
４５４９－５８　（１９９９）；　Ｋｅｍ　ｅｔ　ａｌ．，　ＳｈＫ　ｔｏｘｉｎ　ｃｏ
ｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｕｓｅ、米国特許第６，０７７
，６８０号；Ｌｅｂｒｕｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｅｕｒｏｐｅｐｔｉｄｅｓ　ｏｒｉｇｉ
ｎａｔｉｎｇ　ｉｎ　ｓｃｏｒｐｉｏｎ、米国特許第６，６８９，７４９号；Ｂｅｅｔｏ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔｏｒ　ｍｅｍｏｒｙ　Ｔ ｃｅ
ｌｌｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｐｅｐｔｉｄｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ｏ
ｆ　Ｋｖ１．３　ｃｈａｎｎｎｅｌｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｏｆ　ａｕｔｏｉｍｍ
ｕｎｅ　ｄｉｓｅａｓｅｓ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　６７（４）：１３
６９－８１　（２００５））。
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【０１６０】
　毒素ペプチドは、通常、約２０～約８０個のアミノ酸の長さであり、２～５個のジスル
フィド結合を含み、非常にコンパクトな構造を形成する。毒素ペプチドが（例えば、サソ
リ、イソギンチャクおよびイモガイ毒から）単離されており、イオンチャネルに与える影
響が特性決定されている。かかるペプチドは、特に効能および安定性の重要課題に取り組
む上で十分に適した比較的少数の構造的フレームワークから発達していると考えられる。
大部分のサソリおよびイモガイ毒ペプチドは、例えば、１０～４０個のアミノ酸および最
大５個のジスルフィド結合を含み、しばしばタンパク質分解耐性である非常にコンパクト
かつ拘束された構造（マイクロタンパク質）を形成している。コノトキシンおよびサソリ
毒素ペプチドは、それらのジスルフィド結合およびペプチドの折畳みに基づき、いくつか
の上科に分類できる。これらの多くの溶液構造が、それらのコンパクトな構造を例証して
それらのファミリー折畳み保存を検証するＮＭＲ分光器により決定されている。（例えば
、Ｔｕｄｏｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｉｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｂｅｈａｖｉｏｕｒ　ａｎｄ　
ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ－ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｂｌｏｃｋｅｒ　ＳｈＫ　ｔｏｘｉｎ，　Ｅｕｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．
　２５１（１－２）：１３３－４１（１９９８）；　Ｐｅｎｎｉｎｇｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｄｉｓｕｌｆｉｄｅ　ｂｏｎｄｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　ａｎｄ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ａｃｔｉｖ
ｉｔｙ　ｏｆ　ＳｈＫ　ｔｏｘｉｎ，　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　　３８（４４）：　１４５４
９－５８　（１９９９）；　Ｊａｒａｖｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅ
ｎｓｉｏｎａｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｏｘｉｎ　ＯＳＫ１　ｆｒｏｍ　Ｏｒｔ
ｈｏｃｈｉｒｕｓ　ｓｃｒｏｂｉｃｕｌｏｓｕｓ　ｓｃｏｒｐｉｏｎ　ｖｅｎｏｍ，　Ｂ
ｉｏｃｈｅｍ．　３６（６）：１２２３－３２　（１９９７）；　ｄｅｌ　Ｒｉｏ－Ｐｏ
ｒｔｉｌｌｏ　ｅｔ　ａｌ．；　ＮＭＲ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ
　Ｃｎ１２，　ａ　ｎｏｖｅｌ　ｐｅｐｔｉｄｅ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｍｅｘｉｃａｎ　
ｓｃｏｒｐｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒｕｒｏｉｄｅｓ　ｎｏｘｉｕｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｔｙｐｉ
ｃａｌ　ｂｅｔａ－ｔｏｘｉｎ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｂｕｔ　ｗｉｔｈ　ａｌｐｈａ－ｌ
ｉｋｅ　ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｃｔｉｖｉｔｙ，　Ｅｕｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　　２７１（１２）：　２５０４－１６　（２００４）；　Ｐｒｏｃｈｎｉｃｋ
ａ－Ｃｈａｌｕｆｏｕｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏ
ｆ　ｄｉｓｃｒｅｐｉｎ，　ａ　ｎｅｗ　Ｋ＋－ｃｈａｎｎｅｌ　ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｐ
ｅｐｔｉｄｅ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ａｌｐｈａ－ＫＴｘ１５　ｓｕｂｆａｍｉｌｙ，　Ｂ
ｉｏｃｈｅｍ．　４５（６）：１７９５－１８０４　（２００６））。本発明の実践が有
用であり得る薬理学的に活性な毒素ペプチドの例としては、ＳｈＫ、ＯＳＫ１、カリブド
トキシン（ＣｈＴｘ）、カリオトキシン１（ＫＴＸ１）、もしくはモーロトキシン、また
は天然配列の１つもしくは複数のアミノ酸残基が修飾されているこれらの任意の毒素ペプ
チドアナログが挙げられるが、これらに限定されない。他の例が当技術分野において知ら
れており、あるいはＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ０６１１６１５６Ａ２号また
は米国特許第１１／４０６，４５４号（題名：毒素ペプチド治療薬（Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐ
ｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、米国特許第２００７／００７１７６
４号として公開）；Ｍｏｕｈａｔ　ｅｔ　ａｌ．，　ＯｓＫ１　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ
、ＷＯ２００６／００２８５０Ａ２号；Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、米国特許第１
１／９７８，０７６号（題名：結合された毒素ペプチド治療薬（Ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ　
Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ）、２００７年１
０月２５日出願、米国特許第２００９０２９１８８５号として２００９年１１月２６日公
開）、Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２号；Ｌｅｂｒｕｎ
　ｅｔ　ａｌ．、米国特許第６，６８９，７４９号、およびＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ａｎｄ　Ｐｏｔｅｎｔ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｉｎｈｉｂｉｔ
ｏｒｓ　ｏｆ　Ｋｖ１．３、米国仮出願第６１／２１０，５９４号、２００９年３月２０
日出願（これらはそれぞれ参照によりそれらの全体が組み込まれる）に見出すことができ
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る。
【０１６１】
　「ペプチドアナログ」という用語は、少なくとも１つのアミノ酸残基の置換、内部添加
、または少なくとも１つのアミノ酸の内部欠失、ならびに／またはアミノ末端もしくはカ
ルボキシ末端の切断もしくは添加により天然ペプチド配列とアミノ酸が異なる配列を有す
るペプチドを指す。「内部欠失」とは、天然配列のＮ末端位またはＣ末端位以外のアミノ
酸欠失を指す。同様に、「内部添加」とは、天然配列におけるＮ末端位またはＣ末端位以
外のアミノ酸の存在を指す。「毒素ペプチドアナログ」は、これらに限定されないが、目
的の天然毒素ペプチド配列と比較してＯＳＫ１ペプチドアナログ、ＳｈＫペプチドアナロ
グ、またはＣｈＴｘペプチドアナログなど、目的の天然毒素ペプチド配列の修飾（例えば
、前述のアミノ酸残基の置換、内部添加もしくは挿入、内部欠失、ならびに／またはアミ
ノ末端もしくはカルボキシ末端の切断もしくは添加）を含む。
【０１６２】
　「ＣＧＲＰペプチドアンタゴニスト」とは、生理状態の温度、ｐＨ、およびイオン強の
もと、ＣＧＲＰ１受容体（これらに限定されないが、ＣＧＲＰペプチドアナログなど）と
選択的に結合し、完全長の天然ヒトαＣＧＲＰまたはβＣＧＲＰにより、ＣＧＲＰ１受容
体活性化を拮抗化、ブロック、低減（ｄｅｃｒｅａｓｅ）、軽減（ｒｅｄｕｃｅ）、妨害
、または阻害するペプチドである。ＣＧＲＰペプチドアンタゴニストとしては、完全およ
び部分的なアンタゴニストが挙げられる。かかるアンタゴニスト活性は既知のインビトロ
方法またはインビボ機能性アッセイ方法により検出できる。（例えば、Ｓｍｉｔｈ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｎ－ｔｅｒｍｉｎｕｓ　ｂｕ
ｔ　ｎｏｔ　ｔｈｅ　Ｃ－ｔｅｒｍｉｎｕｓ　ｏｆ　ｃａｌｃｉｔｏｎｉｎ　ｇｅｎｅ－
ｒｅｌａｔｅｄ　ｐｅｐｔｉｄｅ（８－３７）　ｐｒｏｄｕｃｅ　ａｎｔａｇｏｎｉｓｔ
ｓ　ｗｉｔｈ　ｉｎｃｒｅａｓｅｄ　ａｆｆｉｎｉｔｙ，　Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．
，　４６：２４２７－２４３５　（２００３）を参照されたい）。有用なＣＧＲＰペプチ
ドアンタゴニストの例は、Ｇｅｇｇ　ｅｔ　ａｌ．，　ＣＧＲＰ　ｐｅｐｔｉｄｅ　ａｎ
ｔａｇｏｎｉｓｔｓ　ａｎｄ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ、ＷＯ２００７／０４８０２６Ａ２
号および米国仮出願第１１／５８４，１７７号（２００６年１０月１９日出願、米国特許
第２００８／００２０９７８Ａ１号として公開）に開示されており、これは参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれる。
【０１６３】
　「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）アゴニスト」および「ＰＴＨアゴニスト」という用語は
、完全長天然ヒト副甲状腺ホルモンのようにＰＴＨ－１もしくはＰＴＨ－２受容体に結合
し、１つもしくは複数のＰＴＨ活性アッセイ変数を増大または低減する分子を指す。有用
なＰＴＨアゴニストペプチドの例は、副甲状腺ホルモンおよび副甲状腺ホルモン関連タン
パク質の受容体の修飾因子（Ｍｏｄｕｌａｔｏｒｓ　ｏｆ　ｒｅｃｅｐｔｏｒｓ　ｆｏｒ
　ｐａｒａｔｈｙｒｏｉｄ　ｈｏｒｍｏｎｅ　ａｎｄ　ｐａｒａｔｈｙｒｏｉｄ　ｈｏｒ
ｍｏｎｅ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｐｒｏｔｅｉｎ）という題名の米国特許第６，７５６，４８
０号の表１に開示されており、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。Ｐ
ＴＨ活性アッセイの１例は、米国特許第６，７５６，４８０号の実施例１に開示されてい
る。
【０１６４】
　「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）アンタゴニスト」という用語は、完全長天然ヒト副甲状
腺ホルモンによりＰＴＨ－１もしくはＰＴＨ－２受容体に結合し、それらの変数に対する
正常な作用をブロックまたは防止する分子を指す。有用なＰＴＨアンタゴニストペプチド
の例は、米国特許第６，７５６，４８０号の表２に開示されており、これは参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれる。ＰＴＨ活性アッセイの１例は、米国特許第６，７５６
，４８０号の実施例２に開示されている。
【０１６５】
　「ブラジキニンＢ１受容体アンタゴニストペプチド」および「ブラジキニンＢ１受容体
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ペプチドアンタゴニスト」という用語は、ヒトブラジキニンＢ１受容体（ｈＢ１）に関し
てアンタゴニスト活性を有するペプチドを意味する。有用なブラジキニンＢ１受容体アン
タゴニストペプチドは、Ｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｔａｇｏｎｉｓｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　
ｂｒａｄｙｋｉｎｉｎ　Ｂ１　ｒｅｃｅｐｔｏｒ、米国特許第２００５／０２１５４７０
Ａ１号（２００５年９月２９日公開、米国特許第７，６０５，１２０号；米国特許第５，
８３４，４３１号または同第５，８４９，８６３号として発行）に記載されているように
同定もしくは生成できる。Ｂ１受容体活性アッセイの１例は、米国特許第２００５／０２
１５４７０Ａ１号の実施例６～８に開示されている。
【０１６６】
　「トロンボポイエチン（ＴＰＯ）模倣ペプチド」および「ＴＰＯ模倣ペプチド」という
用語は、Ｃｗｉｒｌａ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９７），　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７６：　１
６９６－９、米国特許第５，８６９，４５１号および同第５，９３２，９４６号（これら
は参照によりそれらの全体が組み込まれる）；米国特許第２００３／０１７６３５２号（
２００３年９月１８日公開、これは参照によりその全体が組み込まれる）；ＷＯ０３／０
３１５８９号（２００３年４月１７日公開）；ＷＯ００／２４７７０号（２０００年５月
４日公開）に記載されているように同定もしくは生成できるペプチド；ならびに米国特許
第２００６／０１４０９３４号（米国仮出願第１１／２３４，７３１号、修飾Ｆｃ分子（
Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ）という題名で２００５年９月２３日に出
願、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）の表５に記載されている任意
のペプチドを指す。これらの各参考文献に開示されている手順に従い開示されているもの
と異なるペプチドライブラリーを用いて、実際に開示されているものと異なるペプチドを
選択できることを当業者は理解する。
【０１６７】
　「ＥＰＯ模倣ペプチド」および「エリスロポエチン模倣ペプチド」という用語は、Ｗｒ
ｉｇｈｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９６），　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７３：　４５８－６
３およびＮａｒａｎｄａ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９９），　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａ
ｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　９６：　７５６９－７４（これらは両方とも参照によりそ
れらの全体が本明細書に組み込まれる）に記載されているように同定または生成できるペ
プチドを指す。有用なＥＰＯ模倣ペプチドとしては、米国特許第２００７／０２６９３６
９Ａ１号の表５および米国特許第６，６６０，８４３号（これらは両方とも参照によりそ
れらの全体が本明細書に組み込まれる）に列挙のＥＰＯ模倣ペプチドが挙げられる。
【０１６８】
　「ａｎｇ－２結合ペプチド」という用語は、米国特許第２００３／０２２９０２３号（
２００３年１２月１１日公開）；ＷＯ０３／０５７１３４号（２００３年７月１７日公開
）；米国特許第２００３／０２３６１９３号（２００３年１２月２５日公開）（これらは
それぞれ参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）に記載されているように同
定もしくは生成できるペプチド；ならびに米国特許第２００６／０１４０９３４号（米国
仮出願第１１／２３４，７３１号、修飾Ｆｃ分子（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃ
ｕｌｅｓ）という題名で２００５年９月２３日に出願、これは参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる）の表６に記載されている任意のペプチドを含む。これらの各参考文
献に開示されている方法に従い開示されているものと異なるペプチドライブラリーを用い
て、実際に開示されているものと異なるペプチドを選択できることを当業者は理解する。
【０１６９】
　「神経増殖因子（ＮＧＦ）結合ペプチド」および「ＮＧＦ結合ペプチド」という用語は
、ＷＯ０４／０２６３２９号（２００４年４月１日公開）に記載されているように同定も
しくは生成できるペプチドならびに米国特許第２００６／０１４０９３４号（米国仮出願
第１１／２３４，７３１号、修飾Ｆｃ分子（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅ
ｓ）という題名で２００５年９月２３日に出願、これは参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる）の表７に同定されている任意のペプチドを含む。この参考文献に開示され
ている方法に従い開示されているものと異なるペプチドライブラリーを用いて、実際に開
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示されているものと異なるペプチドを選択できることを当業者は理解する。
【０１７０】
　「ミオスタチン結合ペプチド」という用語は、米国特許第１０／７４２，３７９号（２
００３年１２月１９日出願、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に記
載されているように同定もしくは生成できるペプチド、ならびに米国特許第２００６／０
１４０９３４号（米国仮出願第１１／２３４，７３１号、修飾Ｆｃ分子（Ｍｏｄｉｆｉｅ
ｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ）という題名で２００５年９月２３日に出願、これは参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる）の表８に記載されているペプチドを含む。こ
れらの各参考文献に開示されている方法に従い開示されているものと異なるペプチドライ
ブラリーを用いて、実際に開示されているものと異なるペプチドを選択できることを当業
者は理解する。
【０１７１】
　「ＢＡＦＦ－アンタゴニストペプチド」および「ＢＡＦＦ結合ペプチド」という用語は
、米国特許第２００３／０１９５１５６Ａ１号（これは参照によりその全体が本明細書に
組み込まれる）に記載されているように同定もしくは生成できるペプチド、ならびに米国
特許第２００６／０１４０９３４号（米国仮出願第１１／２３４，７３１号、修飾Ｆｃ分
子（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｆｃ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ）という題名で２００５年９月２３日
に出願、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）の表９に記載されている
ペプチドを含む。前述の参考文献に開示されている方法に従い開示されているものと異な
るペプチドライブラリーを用いて、実際に開示されているものと異なるペプチドを選択で
きることを当業者は理解する。
【０１７２】
　前述は、本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）に有用に結合また
は融合できる薬理学的に活性なポリペプチドの非限定的な例としてのみ意図する。薬理学
的に活性なポリペプチド部分を含む任意のものを本発明の範囲内に使用できる（いわゆる
アビマー構造のポリペプチドを含む）（例えば、Ｋｏｌｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｏ
ｖｅｌ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｗｉｔｈ　Ｔａｒｇｅｔｅｄ　Ｂｉｎｄｉｎｇ、米国特許第
２００５／００８９９３２号；Ｂａｋｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　ＩＬ－６　Ｂｉｎｄｉｎｇ
　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ、米国特許第２００８／０２８１０７６号；Ｓｔｅｍｍｅｒ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃａｆｆｏｌｄｓ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ、
米国特許第２００６／０２２３１１４号および米国特許第２００６／０２３４２９９号を
参照されたい）。
【０１７３】
　目的の治療適応における薬剤の検証に用いられる有用な前臨床動物モデルが当技術分野
において知られている（例えば、ａｎ　ａｄｏｐｔｉｖｅ－ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｍｏｄｅ
ｌ　ｏｆ　ｐｅｒｉｏｄｏｎｔａｌ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｂｙ　Ｖａｌｖｅｒｄｅ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｏｎｅ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｒｅｓ．　１９：１５５　（２００４）；
　ａｎ　ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｐｅｒｉｖａｓｃｕｌａｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｆｌｏｗ
　ｍｅｔｅｒ－ｂａｓｅｄ　ａｎｉｍａｌ　ｍｏｄｅｌ　ｏｆ　ａｒｔｅｒｉａｌ　ｔｈ
ｒｏｍｂｏｓｉｓ　ｉｎ　Ｇｒｕｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｌｏｏｄ　１０５：１４９
２－９９　（２００５）；　ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ｔｈｒｏｍｂｏｅｍｂｏｌｉｓｍ　ｍ
ｏｄｅｌ，　ａｏｒｔａ　ｏｃｃｌｕｓｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ，　ａｎｄ　ｍｕｒｉｎｅ　
ｓｔｒｏｋｅ　ｍｏｄｅｌ　ｉｎ　Ｂｒａｕｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００９／１１５６
０９Ａ１号）。例えば、免疫疾患（多発性硬化症など）の検討のため、多発性硬化症の養
子移入実験的自己免疫性脳脊髄炎（ＡＴ－ＥＡＥ）モデルについて記載されている（Ｂｅ
ｅｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１６６：９３６　（２００１）；
　Ｂｅｅｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＰＮＡＳ　９８：１３９４２　（２００１）；　Ｓｕ
ｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例４５、その全
体が参照により本明細書に組み込まれる）。ＡＴ－ＥＡＥモデルでは、有効量の本発明の
医薬組成物で処理した動物の有意に低下した疾患重症度および増加した生存率が予期され
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、対して未処置動物は重症疾患および／または致死を発現することが予期される。ＡＴ－
ＥＡＥモデルの実行において、ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）に特異的な脳骨髄性
ＣＤ４＋ラットＴ細胞系ＰＡＳはＥｖｅｌｙｎｅ　Ｂｅｒａｕｄ博士から入手する。ＡＴ
－ＥＡＥモデルにおけるこれらのインビトロ細胞の維持およびそれらの使用については、
既に記載されている［Ｂｅｅｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．　（２００１）　ＰＮＡＳ　９８，　
１３９４２］。ＰＡＳ　Ｔ細胞は、抗原刺激、またはＭＢＰおよび照射した胸腺細胞によ
る活性化（２日間）、ならびにＴ細胞増殖因子による増殖（５日間）ラウンドを改変する
ことによりインビトロで維持される。ＰＡＳ　Ｔ細胞（３×１０５／ｍＬ）の活性化は、
１０μｇ／ｍＬのＭＢＰおよび１５×１０６／ｍＬの同系照射（３５００ラド）胸腺細胞
による２日間の細胞インキュベートに関わる。インビトロ活性化後２日目、１０～１５×
１０６生存ＰＡＳ　Ｔ細胞を６～１２週齢の雌Ｌｅｗｉｓラット（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｒｉ
ｖｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）尾にＩＶ注射した。ビヒクル（２％Ｌｅｗｉｓラッ
ト血清のＰＢＳ溶液）または試験医薬組成物の１日皮下注射を－１日目から３日目まで投
与する。ここで－１日目とはＰＡＳ　Ｔ細胞の注射１日前（０日目）を表す。ビヒクル処
置ラットにおいて、急性ＥＡＥはＰＡＳ　Ｔ細胞注射から４～５日後に発現することが予
期される。典型的には、阻害剤レベル分析のため、４日目の尾静脈出血により、および８
日目（試験最終日）の心穿刺により血清を採取する。典型的には、ラットを－１、４、６
、および８日目に測量する。動物は、細胞移入日（０日目）～３日目に１日１回、および
４日目～８日目に１日２回盲検的にスコア化し得る。臨床徴候を各肢および尾の不全麻痺
程度の総スコアとして評価する。臨床的スコアリングは、０＝徴候なし、０．５＝末梢尾
を引きずる、１．０＝尾を引きずる、２．０＝軽度不全対麻痺、運動失調、３．０＝中等
度の不全対麻痺、３．５＝片方の後肢麻痺、４．０＝完全な後肢麻痺、５．０＝完全な後
肢麻痺および失禁、５．５＝四肢麻痺、６．０＝瀕死状態または死である。スコア５．０
に至るラットは、典型的には安楽死させる。
【０１７４】
　抗原結合タンパク質の抗体産生の実施形態
　ポリクローナル抗体。ポリクローナル抗体は、好ましくは関連抗原およびアジュバント
の複数回皮下（ｓｃ）または腹腔内（ｉｐ）注射した動物において増加する。あるいは、
抗原は動物のリンパ節内に直接注射し得る（Ｋｉｌｐａｔｒｉｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｈ
ｙｂｒｉｄｏｍａ，　１６：３８１－３８９，　１９９７を参照されたい）。二機能性薬
剤または誘導化剤、例えば、マレイミドベンジルスルホコハク酸イミドエステル（システ
イン残基を介した接合）、Ｎ－ヒドロキシコハク酸イミド（リジン残基を介して）、グル
タルアルデヒド、コハク酸無水物または当技術分野において知られている他の薬剤を用い
て、免疫化対象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、ウシチログロブリン、または大豆トリプシンインヒビター
）に関連抗原を接合することにより、改善された抗体反応が得られ得る。
【０１７５】
　例えば、１００μｇタンパク質または結合体（マウスの場合）を３容量のフロインド完
全アジュバントと結合させて溶液を複数部位に皮内注射することにより、動物を、抗原、
免疫原性結合体、または誘導体に対して免疫化する。１ヶ月後、動物は、フロインド完全
アジュバントを複数部位に皮下注射することにより元の量の５分の１～１０分の１のペプ
チドまたは結合体でブーストする。ブースト注射の７～１４日後、動物を出血させ、血清
の抗体価をアッセイする。力価安定期まで動物をブーストする。好ましくは、同じ抗原の
結合体で動物をブーストするが、異なるタンパク質に結合するおよび／または異なる架橋
試薬を介する。結合体はタンパク質融合物として組換え細胞培養内でも作製できる。また
、凝集剤（ミョウバンなど）も免疫応答を高めるために適切に用いられる。
【０１７６】
　モノクローナル抗体。ＤＮＰまたはＫＬＨにそれぞれ結合するモノクローナル抗体も、
本発明の抗原結合タンパク質または抗原結合タンパク質として提供する。モノクローナル
抗体は、当技術分野において知られている任意の技術を用いて、例えば、免疫化スケジュ
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ール完了後にトランスジェニック動物から収集した不死化脾臓細胞により産生し得る。脾
臓細胞は、当技術分野において知られている任意の技術を用いて、例えば、骨髄腫細胞と
融合してハイブリドーマを産生することにより不死化できる。例えば、モノクローナル抗
体は、Ｋｏｈｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ，　２５６：４９５　（１９７５）
により最初に記載されたハイブリドーマ方法を用いて作製してもよいし、組換えＤＮＡ方
法（例えば、Ｃａｂｉｌｌｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｐｒｏｄｕｃｉ
ｎｇ　ｉｍｍｕｎｏｇｌｏｂｕｌｉｎｓ，　ｖｅｃｔｏｒｓ　ａｎｄ　ｔｒａｎｓｆｏｒ
ｍｅｄ　ｈｏｓｔ　ｃｅｌｌｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｔｈｅｒｅｉｎ、米国特許第６，３３
１，４１５号）により作製してもよく、これは任意選択的に抗体をグリコシル化できる哺
乳類細胞系（例えば、ＣＨＯ細胞）を用いて、一般に軽鎖および重鎖の等モル産生を促進
する「スプリットＤＨＦＲ」方法などの方法を含む（例えば、Ｐａｇｅ，　Ａｎｔｉｂｏ
ｄｙ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、欧州特許第０４８１７９０Ａ２号および米国特許第５，５
４５，４０３号を参照されたい）。
【０１７７】
　ハイブリドーマ方法では、マウスまたは他の適切な宿主哺乳類（ラット、ハムスターま
たはマカクザルなど）を本明細書に記載のように免疫化して、免疫化に用いるタンパク質
と特異的に結合する抗体を産生するか産生可能なリンパ球を引き出す。あるいは、リンパ
球は、インビトロで免疫化し得る。次いで適切な融合剤（ポリエチレングリコールなど）
を用いて、リンパ球を骨髄腫細胞と融合させ、ハイブリドーマ細胞を形成する（Ｇｏｄｉ
ｎｇ，　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎ
ｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，　ｐｐ．５９－１０３　（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　１
９８６））。
【０１７８】
　一部の場合では、ハイブリドーマ細胞系の産生は、ａＤＮＰまたはＫＬＨ免疫原を含む
ヒト免疫グロブリン配列を有するトランスジェニック動物を免疫化すること；免疫化動物
から脾臓細胞を収集すること；収集した脾臓細胞を骨髄腫細胞系に融合して、ハイブリド
ーマ細胞を生成すること；ハイブリドーマ細胞系をハイブリドーマ細胞から確立すること
、ならびにＤＮＰもしくはＫＬＨにそれぞれ結合する抗体を産生するハイブリドーマ細胞
系を同定すること、により行う。かかるハイブリドーマ細胞系、およびかかるハイブリド
ーマ細胞系から産生したモノクローナル抗体は、本発明の態様である。
【０１７９】
　本発明は、モノクローナル抗体である本発明の抗原結合タンパク質を産生するハイブリ
ドーマも包含する。したがって、本発明は、以下を含む方法にも関する：
　（ａ）ハイブリドーマにより抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養基でハイブ
リドーマを培養すること；ならびに
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収することであり、これは既知の抗体精製技
術（これに限定されないが、本明細書の実施例１に開示のモノクローナル抗体精製技術な
ど）により成し遂げることができる。
【０１８０】
　ハイブリドーマ細胞は調製後、（好ましくは、融合していない親骨髄腫細胞の増殖もし
くは生存を阻害する物質を１つまたは複数含む）適切な培養基内で播種および増殖する。
例えば、親骨髄腫細胞が酵素ヒポキサンチン・グアニンホスホリボシルトランスフェラー
ゼ（ＨＧＰＲＴまたはＨＰＲＴ）を欠く場合、ハイブリドーマの培養基は、典型的には、
ＨＧＰＲＴ欠損細胞の増殖を防止する物質であるヒポキサンチン、アミノプテリン、およ
びチミジン（ＨＡＴ培地）を含む。
【０１８１】
　好ましい骨髄腫細胞は、効果的に融合し、選択された抗体産生細胞によって安定した高
レベルの抗体産生を支え、培地に感受性である。ヒトモノクローナル抗体産生のためのヒ
ト骨髄腫およびマウス－ヒトヘテロ骨髄腫細胞系についても記載されている（Ｋｏｚｂｏ
ｒ，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．，　１３３：　３００１　（１９８４）　；Ｂｒｏｄｅｕ
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ｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　ｐｐ．　５１－６３　
（Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，　Ｉｎｃ．，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　１９８７））。ハ
イブリドーマを産生する融合手順に用いる骨髄腫細胞は、好ましくは、非抗体産生であり
、高い融合効率、および所望の融合細胞（ハイブリドーマ）のみの増殖を支持する特定の
選択的培地において増殖不能にする酵素欠乏を有する。マウス融合物における使用に適し
た細胞系の例としては、Ｓｐ－２０、Ｐ３－Ｘ６３／Ａｇ８、Ｐ３－Ｘ６３－Ａｇ８．６
５３、ＮＳ１／１．Ａｇ　４　１、Ｓｐ２１０－Ａｇ１４、ＦＯ、ＮＳＯ／Ｕ、ＭＰＣ－
１１、ＭＰＣ１１－Ｘ４５－ＧＴＧ　１．７およびＳ１９４／５ＸＸＯ　Ｂｕｌ；ラット
融合物に用いる細胞系の例としては、Ｒ２１０．ＲＣＹ３、Ｙ３－Ａｇ　１．２．３、Ｉ
Ｒ９８３Ｆおよび４Ｂ２１０が挙げられる。細胞融合物に有用な他の細胞系としては、Ｕ
－２６６、ＧＭ１５００－ＧＲＧ２、ＬＩＣＲ－ＬＯＮ－ＨＭｙ２およびＵＣ７２９－６
が挙げられる。

【０１８２】
　ハイブリドーマ細胞の増殖する培養基において、抗原指向性モノクローナル抗体の産生
に関してアッセイする。好ましくは、ハイブリドーマ細胞により産生されたモノクローナ
ル抗体の結合特異性は、免疫沈殿によりまたはインビトロ結合アッセイ（放射免疫アッセ
イ（ＲＩＡ）または酵素結合免疫吸収アッセイ（ＥＬＩＳＡ）など）により決定される。
モノクローナル抗体の結合親和性は、例えば、ＢＩＡｃｏｒｅ（商標）またはスキャッチ
ャード分析により決定できる（Ｍｕｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎａｌ．　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．，　１０７：２２０　（１９８０）；　Ｆｉｓｃｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａ　ｐ
ｅｐｔｉｄｅ－ｉｍｍｕｎｏｇｌｏｂｕｌｉｎ－ｃｏｎｊｕｇａｔｅ、ＷＯ２００７／０
４５４６３Ａ１号の実施例１０、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）
。
【０１８３】
　所望の特異性、親和性、および／または活性の抗体を産生するハイブリドーマ細胞を同
定後、限定的な希釈手順によりクローンをサブクローン化し得、標準的な方法により増殖
させ得る（Ｇｏｄｉｎｇ，　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：　Ｐｒｉｎ
ｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，　ｐｐ．５９－１０３　（Ａｃａｄｅｍｉｃ
　Ｐｒｅｓｓ，　１９８６））。この目的に適した培養基としては、例えば、Ｄ－ＭＥＭ
またはＲＰＭＩ－１６４０培地が挙げられる。加えて、ハイブリドーマ細胞は動物内の腹
水腫瘍としてインビボ増殖させ得る。
【０１８４】
　ハイブリドーマまたはｍＡｂは、特定の特性（Ｋｖ１．ｘチャネルを介したＫ１＋流動
を阻害する能力など）を有するｍＡｂを同定するためにさらにスクリーニングし得る。か
かるスクリーニング例を以下の実施例に提示する。サブクローンに分泌されたモノクロー
ナル抗体は、従来の免疫グロブリン精製手順（例えば、タンパク質Ａセファロース、ヒド
ロキシルアパタイトクロマトグラフィー、ゲル電気泳動、透析、親和性クロマトグラフィ
ー、または当技術分野において知られている他の任意の適切な精製技術など）により、培
養基、腹水液、または血清から適切に分離する。
【０１８５】
　抗体の組換え産生。本発明は、本明細書に記載の本発明の任意の（ポリクローナルおよ
びモノクローナル）抗体（抗体断片を含む）をコードし、任意選択的に、核酸を含む宿主
細胞、ベクターおよび宿主細胞により認識される配列を制御するように操作可能に連結さ
れた単離核酸、ならびに抗体産生のための組換え技術（核酸を発現させるように宿主細胞
を培養すること、ならびに任意選択的に、宿主細胞培養もしくは培養基から抗体を回収す
ることを含み得る）を提供する。類似の物質および方法をポリペプチドベースの抗原結合
タンパク質の産生に適用する。
【０１８６】
　目的の免疫グロブリンまたはポリペプチド由来の関連アミノ酸配列は、直接タンパク質
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配列決定により決定し得、適切なコード化ヌクレオチド配列を汎用コドン表に従い設計で
きる。あるいは、モノクローナル抗体をコードするゲノムまたはｃＤＮＡは、従来の手順
を用いて（例えば、モノクローナル抗体の重鎖および軽鎖をコードす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て）かかる抗体を産生する細胞から単離し
て配列決定し得る。
【０１８７】
　ＤＮＡのクローニングは、標準的な技術を用いて実行する（例えば、参照により本明細
書に組み込まれるＳａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８９）　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｇｕｉｄｅ，　Ｖｏｌｓ　１－３，
　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓを参照されたい）。例えば、ｃＤ
ＮＡライブラリーは、ｐｏｌｙＡ＋ｍＲＮＡ、好ましくは膜結合型ｍＲＮＡ、およびヒト
免疫グロブリンポリペプチド遺伝子配列に特異的なプローブを用いてスクリーニングした
ライブラリーの逆転写により構築し得る。しかしながら、１つの実施形態では、ポリメラ
ーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）を用いて、目的の免疫グロブリン遺伝子セグメント（例えば、軽
鎖または重鎖可変セグメント）をコードするｃＤＮＡ（または完全長ｃＤＮＡの一部）を
増幅する。増幅された配列は、任意の適切なベクター、例えば、発現ベクター、ミニ遺伝
子ベクター、またはファージディスプレイベクター内に容易にクローン化できる。目的の
免疫グロブリンポリペプチドの一部配列を決定できる限り、使用する特定のクローニング
方法は重要ではないことが理解されるであろう。
【０１８８】
　抗体核酸の１つの供給源は、目的の抗原により免疫化した動物からＢ細胞を得て不死細
胞に融合することにより産生されるハイブリドーマである。あるいは、核酸は免疫化動物
のＢ細胞（または完全脾臓）から単離できる。抗体をコードする核酸のさらに別の供給源
は、例えば、ファージディスプレイ技術を介して産生したかかる核酸のライブラリーであ
る。目的のペプチド、例えば、所望の結合特性を有する可変領域ペプチドをコードするポ
リヌクレオチドは、標準的な技術（パニングなど）により同定できる。
【０１８９】
　免疫グロブリンポリペプチドの完全可変領域をコードする配列を決定し得る；しかしな
がら、時には可変領域の一部のみ、例えば、ＣＤＲコード部分のみの配列決定が適してい
る。配列決定は、標準的な技術を用いて行う（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．
　（１９８９）　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　
Ｇｕｉｄｅ，　Ｖｏｌｓ　１－３，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓ
ｓ，　ａｎｄ　Ｓａｎｇｅｒ，　Ｆ．　ｅｔ　ａｌ．　（１９７７）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａ
ｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　７４：　５４６３－５４６７を参照されたく、
これらは参照により本明細書に組み込まれる）。ヒト免疫グロブリン遺伝子およびｃＤＮ
Ａの公開された配列とクローン化した核酸配列を比較することにより、当業者は配列決定
した領域に応じて、（ｉ）ハイブリドーマ免疫グロブリンポリペプチド（重鎖のアイソタ
イプを含む）の生殖系列セグメント使用ならびに（ｉｉ）重鎖および軽鎖の可変領域の配
列（Ｎ領域添加および体細胞変異プロセスに起因する配列を含む）を容易に決定できるで
あろう。免疫グロブリン遺伝子配列情報の１つの供給源は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｅｎｔ
ｅｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，　Ｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｌｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕ
ｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ，　Ｂｅｔｈｅｓｄａ，　Ｍｄ．である。
【０１９０】
　単離ＤＮＡは、制御配列と操作可能に連結させることも発現ベクター中に入れることも
でき、次いでこれらを、そうしなければ免疫グロブリンタンパク質を産生しない宿主細胞
内にトランスフェクトし、組換え宿主細胞内のモノクローナル抗体の合成を指向する。抗
体の組換え産生は、当技術分野において周知である。
【０１９１】
　核酸は、別の核酸配列との機能的関係におかれる場合、操作可能に連結している。例え
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ば、プレ配列もしくは分泌リーダーについてのＤＮＡは、ポリペプチド分泌に関わるプレ
タンパク質として発現する場合、ポリペプチドについてのＤＮＡと操作可能に連結してい
る；プロモーターもしくはエンハンサーは、配列の転写に影響を与える場合、コード配列
と操作可能に連結している；またはリボソーム結合部位は、翻訳を促進するように位置す
る場合、コード配列と操作可能に連結している。一般に、操作可能に連結しているとは、
連結しているＤＮＡ配列が連続的であること、および分泌リーダーの場合は、連続的かつ
読み込み相にあることを意味する。しかしながら、エンハンサーは連続的である必要はな
い。連結は、好都合の制限部位での結紮により成し遂げられる。かかる部位が存在しない
場合、従来の実践に従い合成オリゴヌクレオチド接着体またはリンカーを用いる。
【０１９２】
　多くのベクターが当技術分野において知られている。ベクター成分は、下記を１つまた
は複数含み得る：シグナル配列（例えば、抗体の分泌を指向とし得る；例えば、
ＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＧＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣ
ＴＧＣＴＧＴＧＧＣＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＧＣＧＣＴＧＴ／／配列番号１０２、これはＶ
Ｋ－１シグナルペプチド配列ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣ／／配列番
号１０３をコードする）、複製起点、１つもしくは複数の選択的マーカー遺伝子（例えば
、抗生剤もしくは他の薬剤耐性、相補性栄養要求欠陥を付与し得るか、または培地中で入
手不能な重要栄養剤を補給し得る）、エンハンサーエレメント、プロモーター、および転
写終止配列であり、これらはすべて当技術分野において周知である。
【０１９３】
　細胞、細胞系、および細胞培養は頻繁に同義的に使用し、本明細書におけるかかる指示
対象はすべて後代を含む。形質転換体および形質転換細胞は、転写数を問わず、一次標的
細胞およびそこから生成する培養を含む。後代は、故意または偶然の変異のためにＤＮＡ
内容物において必ずしも厳密に同一ではない場合があることも理解される。元の形質転換
細胞においてスクリーニングした機能または生体活性と同じ機能または生体活性を有する
変異後代も含まれる。
【０１９４】
　宿主細胞の例としては、原核生物、酵母、高等真核生物細胞が挙げられる。原核生物の
宿主細胞としては、真正細菌（グラム陰性またはグラム陽性生物、例えば、Ｅｎｔｅｒｏ
ｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ、例えば、Ｅ．　ｃｏｌｉ、Ｅｎｔ
ｅｒｏｂａｃｔｅｒ、Ｅｒｗｉｎｉａ、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ、Ｐｒｏｔｅｕｓ、Ｓａｌ
ｍｏｎｅｌｌａ、例えば、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ、Ｓｅｒｒａ
ｔｉａ、例えば、Ｓｅｒｒａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓｃａｎ、およびＳｈｉｇｅｌｌａなど
）ならびにＢａｃｉｌｌｕｓ（Ｂ．　ｓｕｂｔｉｌｉｓおよびＢ．　ｌｉｃｈｅｎｉｆｏ
ｒｍｉｓなど）、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ、およびＳｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓが挙げられ
る。真核微生物（糸状菌または酵母など）は、組換えポリペプチドまたは抗体に適したク
ローニングまたは発現宿主である。Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ
、すなわち一般的なパン酵母が、低等真核宿主微生物の間で最も一般的に用いられる。し
かしながら、他のいくつかの属、種、および系統も本明細書において一般的に利用可能で
あり有用である（Ｐｉｃｈｉａ、例えばＰ．　ｐａｓｔｏｒｉｓ、Ｓｃｈｉｚｏｓａｃｃ
ｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｐｏｍｂｅなど；Ｋｌｕｙｖｅｒｏｍｙｃｅｓ、Ｙａｒｒｏｗｉａ
；Ｃａｎｄｉｄａ；Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｉａ；Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ　ｃ
ｒａｓｓａ；Ｓｃｈｗａｎｎｉｏｍｙｃｅｓ、例えばＳｃｈｗａｎｎｉｏｍｙｃｅｓ　ｏ
ｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓなど；ならびに糸状菌、例えば、Ｎｅｕｒｏｓｐｏｒａ、Ｐｅｎ
ｉｃｉｌｌｉｕｍ、Ｔｏｌｙｐｏｃｌａｄｉｕｍ、およびＡｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ宿主、
例えばＡ．　ｎｉｄｕｌａｎｓおよびＡ．　ｎｉｇｅｒなど）。
【０１９５】
　グリコシル化抗原結合タンパク質（抗体を含む）の発現のための宿主細胞は、多細胞生
物に由来し得る。無脊椎動物細胞の例としては、植物細胞および昆虫細胞が挙げられる。
幾多のバキュロウイルスの系統および変異体、ならびにＳｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇ
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ｉｐｅｒｄａ（毛虫）、Ａｅｄｅｓ　ａｅｇｙｐｔｉ（蚊）、Ａｅｄｅｓ　ａｌｂｏｐｉ
ｃｔｕｓ（蚊）、Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｍｅｌａｎｏｇａｓｔｅｒ（ショウジョウバエ
）、およびＢｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉなどの宿主由来の対応する許容可能な昆虫宿主細胞が
同定されている。かかる細胞のトランスフェクションのための各種ウイルス系統は、公的
に入手可能である（例えば、Ａｕｔｏｇｒａｐｈａ　ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃａ　ＮＰＶの
Ｌ－１変異型およびＢｏｍｂｙｘ　ｍｏｒｉ　ＮＰＶのＢｍ－５系統）。
【０１９６】
　脊椎動物宿主細胞も適切な宿主であり、かかる細胞由来の抗原結合タンパク質（抗体を
含む）の組換え産生は通例の手順となっている。有用な哺乳類宿主細胞系の例としては、
ＣＨＯＫ１細胞（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ６１）、ＤＸＢ－１１、ＤＧ－４４、およびチャイニ
ーズハムスター卵巣細胞／－ＤＨＦＲなどのチャイニーズハムスター卵巣細胞（ＣＨＯ、
Ｕｒｌａｕｂ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳ
Ａ　７７：　４２１６　（１９８０））；ＳＶ４０により形質転換したサル腎臓ＣＶ１系
（ＣＯＳ－７、ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１６５１）；ヒト胚腎臓系（懸濁培養内の増殖のため
にサブクローン化した２９３または２９３細胞、［Ｇｒａｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．
　Ｇｅｎ　Ｖｉｒｏｌ．　３６：　５９　（１９７７）］；ベビーハムスター腎細胞（Ｂ
ＨＫ、ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　１０）；マウスセルトリ細胞（ＴＭ４、Ｍａｔｈｅｒ，　Ｂｉ
ｏｌ．　Ｒｅｐｒｏｄ．　２３：　２４３－２５１　（１９８０））；サル腎細胞（ＣＶ
１　ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７０）；ミドリザル腎細胞（ＶＥＲＯ－７６、ＡＴＣＣ　ＣＲＬ
－１５８７）；ヒト頚癌細胞（ＨＥＬＡ、ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　２）；イヌ腎細胞（ＭＤＣ
Ｋ、ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　３４）；バッファローラット肝細胞（ＢＲＬ　３Ａ、ＡＴＣＣ　
ＣＲＬ　１４４２）；ヒト肺細胞（Ｗ１３８、ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７５）；ヒト肝細胞癌
（Ｈｅｐ　Ｇ２、ＨＢ　８０６５）；マウス乳房腫瘍（ＭＭＴ　０６０５６２、ＡＴＣＣ
　ＣＣＬ５１）；ＴＲＩ細胞（Ｍａｔｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｎａｌｓ　Ｎ．Ｙ　
Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　３８３：　４４－６８　（１９８２））；ＭＲＣ５細胞もしくは
ＦＳ４細胞；または哺乳類骨髄腫細胞が挙げられる。
【０１９７】
　宿主細胞は、抗原結合タンパク質の産生のための上記の核酸またはベクターと形質転換
またはトランスフェクトし、プロモーター導入のため、形質転換体の選択のため、または
所望の配列をコードする遺伝子の増幅のために適切に修飾した従来の栄養培地で培養する
。加えて、新規ベクターおよび選択的マーカーにより分離される転写単位の複数の複写と
トランスフェクトした細胞系は、特に抗原結合タンパク質の発現のために有用である。
【０１９８】
　本発明の抗原結合タンパク質を産生するために用いられる宿主細胞は、各種培地で培養
し得る。Ｈａｍ’ｓ　Ｆ１０（Ｓｉｇｍａ）、Ｍｉｎｉｍａｌ　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍ
ｅｄｉｕｍ（（ＭＥＭ）、Ｓｉｇｍａ）、ＲＰＭＩ－１６４０（Ｓｉｇｍａ）、およびダ
ルベッコ変法イーグル培地（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｅａｇｌｅ’ｓ
　Ｍｅｄｉｕｍ（ＤＭＥＭ）、Ｓｉｇｍａ）などの市販の培地が宿主細胞の培養に適して
いる。加えて、Ｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｅｔｈ．　Ｅｎｚ．　５８：　４４　（１９
７９），　Ｂａｒｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎａｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　１０２：　
２５５　（１９８０）、米国特許第４，７６７，７０４号；同第４，６５７，８６６号；
同第４，９２７，７６２号；同第４，５６０，６５５号；または同第５，１２２，４６９
号；ＷＯ９０１０３４３０号；ＷＯ８７／００１９５号；または米国特許第３０，９８５
号に記載されている任意の培地を宿主細胞のための培養基として用いてよい。任意のこれ
らの培地を、必要に応じてホルモンおよび／もしくは他の増殖因子（インスリン、トラン
スフェリン、または上皮細胞増殖因子など）、塩（塩化ナトリウム、カルシウム、マグネ
シウム、およびリン酸など）、緩衝液（ＨＥＰＥＳなど）、ヌクレオチド（アデノシンお
よびチミジンなど）、抗生剤（Ｇｅｎｔａｍｙｃｉｎ（登録商標）薬剤など）、微量元素
（通常、最終濃度がマイクロモル範囲で存在する無機化合物として定義）、ならびにグル
コースもしくは等価エネルギー供給源で補充し得る。他の任意の必要な栄養補助剤も当業
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者に知られている適切な濃度で含み得る。培養条件（温度、ｐＨなど）は、発現のために
選択した宿主細胞で先に用いたものであり、当業者にとって明らかである。
【０１９９】
　宿主細胞の培養時、抗原結合タンパク質は細胞内の細胞膜周辺腔内で産生することもで
き、培地に直接分泌することもできる。抗原結合タンパク質が細胞内で第一工程として産
生される場合、微粒子破片（宿主細胞または溶解断片のいずれか）は、例えば、遠心分離
または限外ろ過により除去される。
【０２００】
　抗原結合タンパク質（例えば、抗体または抗体断片）は、例えば、ヒドロキシルアパタ
イトクロマトグラフィー、陽イオンもしくは陰イオン交換クロマトグラフィー、または好
ましくは親和性クロマトグラフィーを用いて、目的の抗原もしくは親和性リガンドとして
タンパク質Ａもしくはタンパク質Ｇを用いて精製できる。タンパク質Ａは、タンパク質（
ヒトγ１、γ２、またはγ４重鎖に基づくポリペプチドを含む）を純化するために使用で
きる（Ｌｉｎｄｍａｒｋ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　Ｍｅｔｈ．　６２
：　１－１３　（１９８３））。タンパク質Ｇは、すべてのマウスアイソタイプおよびヒ
トγ３において推奨される（Ｇｕｓｓ　ｅｔ　ａｌ．，　ＥＭＢＯ　Ｊ．　５：　１５６
７１５７５　（１９８６））。親和性リガンドが結合する基質は、ほとんどの場合はアガ
ロースであるが、他の基質も利用可能である。制御細孔ガラスまたはポリ（スチレンジビ
ニル）ベンゼンなどの機械的に安定した基質は、アガロースで達し得るよりも速い流速お
よび短いプロセス時間を可能とする。タンパク質がＣＨ３ドメインを含む場合、Ｂａｋｅ
ｒｂｏｎｄ　ＡＢＸ（登録商標）樹脂（Ｊ．　Ｔ．　Ｂａｋｅｒ，　Ｐｈｉｌｌｉｐｓｂ
ｕｒｇ，　Ｎ．Ｊ．）は、精製のために有用である。収集する抗体に応じて、タンパク質
精製のための他の技術（エタノール沈殿、逆相ＨＰＬＣ、等電点電気泳動、ＳＤＳ－ＰＡ
ＧＥ、および硫酸アンモニウム沈殿など）も可能である。
【０２０１】
　キメラ抗体、ヒト化およびＨｕｍａｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ（登録商標）モノクロー
ナル抗体。齧歯類モノクローナル抗体の可変Ｉｇドメインがヒト定常Ｉｇドメインに融合
されているキメラモノクローナル抗体を、当技術分野において知られている標準的な手順
を用いて産生できる（Ｍｏｒｒｉｓｏｎ，　Ｓ．　Ｌ．，　ｅｔ　ａｌ．　（１９８４）
　Ｃｈｉｍｅｒｉｃ　Ｈｕｍａｎ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ；　Ｍｏｕｓ
ｅ　Ａｎｔｉｇｅｎ　Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｄｏｍａｉｎｓ　ｗｉｔｈ　Ｈｕｍａｎ　Ｃｏｎ
ｓｔａｎｔ　Ｒｅｇｉｏｎ　Ｄｏｍａｉｎｓ，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　
Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　８１，　６８４１－６８５５；　ａｎｄ，　Ｂｏｕｌｉａｎｎｅ，　
Ｇ．　Ｌ．，　ｅｔ　ａｌ，　Ｎａｔｕｒｅ　３１２，　６４３－６４６　．　（１９８
４）を参照されたい）。例えば、（１）ヒトフレームワークおよび定常領域上への非ヒト
相補性決定領域（ＣＤＲ）のグラフト（当技術分野において「ＣＤＲグラフト」を介した
ヒト化と呼ばれるプロセス）または（２）完全非ヒト可変ドメインを移植するが、表面残
基の置換によりヒト様表面でそれらを「覆うこと」（当技術分野において「化粧張り」と
呼ばれるプロセス）または（３）各残基の抗原結合もしくは抗体構造に関わる可能性なら
びに免疫原性の可能性に基づきさらにヒト化するための選択された非ヒトアミノ酸残基の
修飾、により抗体配列をさらにヒト様とするためのヒト化もしくは修飾技術についていく
つか記載されている。例えば、Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ　３２１：５
２２　５２５　（１９８６）；　Ｍｏｒｒｉｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａ
ｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．，　Ｕ．Ｓ．Ａ．，　８１：６８５１　６８５５　（１９
８４）；　Ｍｏｒｒｉｓｏｎ　ａｎｄ　Ｏｉ，　Ａｄｖ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．，　４４：
６５　９２　（１９８８）；　Ｖｅｒｈｏｅｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２３９：１５３４　１５３６　（１９８８）；　Ｐａｄｌａｎ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍｍ
ｕｎ．　２８：４８９　４９８　（１９９１）；　Ｐａｄｌａｎ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍ
ｍｕｎｏｌ．　３１（３）：１６９　２１７　（１９９４）；ならびにＫｅｔｔｌｅｂｏ
ｒｏｕｇｈ，　Ｃ．Ａ．　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．　４（７）：７７
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３　８３　（１９９１）；　Ｃｏ，　Ｍ．　Ｓ．，　ｅｔ　ａｌ．　（１９９４），　Ｊ
．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１５２，　２９６８－２９７６）；　Ｓｔｕｄｎｉｃｋａ　ｅｔ
　ａｌ．　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　７：　８０５－８１４　（１９９
４）を参照されたい；これらはそれぞれ参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０２０２】
　例えば、（１）ヒトフレームワークおよび定常領域上への非ヒト相補性決定領域（ＣＤ
Ｒ）のグラフト（当技術分野において「ＣＤＲグラフト」を介したヒト化と呼ばれるプロ
セス）または（２）完全非ヒト可変ドメインを移植するが、表面残基の置換によりヒト様
表面でそれらを「覆うこと」（当技術分野において「化粧張り」と呼ばれるプロセス）ま
たは（３）各残基の抗原結合もしくは抗体構造に関わる可能性ならびに免疫原性の可能性
に基づきさらにヒト化するための選択された非ヒトアミノ酸残基の修飾、により抗体配列
をさらにヒト様とするためのヒト化もしくは修飾技術についていくつか記載されている。
例えば、Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ　３２１：５２２　５２５　（１９
８６）；　Ｍｏｒｒｉｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　
Ｓｃｉ．，　Ｕ．Ｓ．Ａ．，　８１：６８５１　６８５５　（１９８４）；　Ｍｏｒｒｉ
ｓｏｎ　ａｎｄ　Ｏｉ，　Ａｄｖ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．，　４４：６５　９２　（１９８
８）；　Ｖｅｒｈｏｅｙｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３９：１５３４　１
５３６　（１９８８）；　Ｐａｄｌａｎ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍｍｕｎ．　２８：４８９
　４９８　（１９９１）；　Ｐａｄｌａｎ，　Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　３１（
３）：１６９　２１７　（１９９４）；ならびにＫｅｔｔｌｅｂｏｒｏｕｇｈ，　Ｃ．Ａ
．　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．　４（７）：７７３　８３　（１９９１
）；　Ｃｏ，　Ｍ．　Ｓ．，　ｅｔ　ａｌ．　（１９９４），　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．
　１５２，　２９６８－２９７６）；　Ｓｔｕｄｎｉｃｋａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｐｒｏｔｅ
ｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　７：　８０５－８１４　（１９９４）を参照されたい；
これらはそれぞれ参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０２０３】
　１つの態様では、本明細書（表２Ａ～Ｂを参照されたい）に提供する抗体の軽鎖および
重鎖可変領域のＣＤＲを、同一または異なる系統発生種由来の抗体のフレームワーク領域
（ＦＲ）にグラフト化する。例えば、重鎖可変領域（例えば、ＶＨ１、ＶＨ２、ＶＨ３、
ＶＨ４、ＶＨ５、ＶＨ６、ＶＨ７、ＶＨ８、またはＶＨ９）および／または軽鎖可変領域
（例えば、ＶＬ１、ＶＬ２、ＶＬ３、ＶＬ４、ＶＬ５、ＶＬ６、ＶＬ７、ＶＬ８、または
ＶＬ９）のＣＤＲはコンセンサスヒトＦＲにグラフト化できる。コンセンサスヒトＦＲを
作製するため、いくつかのヒト重鎖または軽鎖アミノ酸配列由来のＦＲを整列してコンセ
ンサスアミノ酸配列を同定し得る。他の実施形態では、本明細書で開示する重鎖または軽
鎖のＦＲは異なる重鎖または軽鎖のＦＲと置換されている。１つの態様では、抗体の重鎖
および軽鎖のＦＲ内にある稀なアミノ酸は置換されておらず、対して残りのＦＲアミノ酸
は置換されている。「稀なアミノ酸」とは、通常はＦＲに見出されない位置にある特異的
アミノ酸である。あるいは、１つの重鎖または軽鎖由来のグラフト化可変領域を、本明細
書に開示の特定の重鎖または軽鎖の定常領域と異なる定常領域と用いてよい。他の実施形
態では、グラフト化可変領域は、単鎖Ｆｖ抗体の一部である。
【０２０４】
　抗体は、内因性免疫グロブリンを産生せずヒト免疫グロブリン遺伝子座を含むように加
工されたトランスジェニック動物を用いて産生することもできる。例えば、ＷＯ９８／２
４８９３号には、内因性重鎖および軽鎖遺伝子座の不活性化のために機能性内因性免疫グ
ロブリンを産生しない、ヒトＩｇ遺伝子座を有するトランスジェニック動物について開示
されている。ＷＯ９１／１０７４１号にも、免疫原に対する免疫応答を開始できるトラン
スジェニック非霊長類哺乳類宿主について開示されており、この抗体は霊長類の定常およ
び／または可変領域を有し、ここで遺伝子座をコードする内因性免疫グロブリンは置換ま
たは不活性化されている。ＷＯ９６／３０４９８号には、哺乳類における免疫グロブリン
遺伝子座を修飾する（定常または可変領域のすべてまたは一部を置換して修飾抗体分子を
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形成するなど）ためのＣｒｅ／Ｌｏｘ系の使用について開示されている。ＷＯ９４／０２
６０２号には、内因性Ｉｇ遺伝子座を不活性化されて機能性ヒトＩｇ遺伝子座を有する非
ヒト哺乳類宿主について開示されている。米国特許第５，９３９，５９８号には、内因性
重鎖を欠き、外因性免疫グロブリン遺伝子座（１つまたは複数の異種間定常領域を含む）
を発現するトランスジェニックマウスの作製方法について開示されている。
【０２０５】
　上記トランスジェニック動物を用いて、選択された抗原分子に対する免疫応答を起こす
ことができ、細胞を産生する抗体を動物から除去してヒト由来モノクローナル抗体を分泌
するハイブリドーマを産生するために使用できる。免疫化プロトコール、アジュバントな
どは当技術分野において知られており、例えば、ＷＯ９６／３３７３５号に記載のトラン
スジェニックマウスの免疫化に用いられる。モノクローナル抗体について、対応するタン
パク質の生体活性または生理的効果を阻害または中性化する能力を試験できる。Ｊａｋｏ
ｂｏｖｉｔｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳ
Ａ，　９０：２５５１　（１９９３）；　Ｊａｋｏｂｏｖｉｔｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａ
ｔｕｒｅ，　３６２：２５５－２５８　（１９９３）；　Ｂｒｕｇｇｅｒｍａｎｎ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｙｅａｒ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏ．，　７：３３　（１９９３）；　Ｍｅｎｄ
ｅｚ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔ．　Ｇｅｎｅｔ．　１５：１４６－１５６　（１９９７）
；ならびに米国特許第５，５９１，６６９号、米国特許第５，５８９，３６９号、米国特
許第５，５４５，８０７号；ならびに米国特許第２００２０１９９２１３号も参照された
い。米国特許第２００３００９２１２５号には、所望のエピトープに対する動物の免疫応
答に偏向させるための手順について記載されている。ヒト抗体はインビトロ活性化Ｂ細胞
によっても産生し得る（米国特許第５，５６７，６１０号および同第５，２２９，２７５
号を参照されたい）。
【０２０６】
　ファージディスプレイ技術による抗体産生
　組換えヒト抗体遺伝子のレパートリー作製のための技術開発および線維状バクテリオフ
ァージ表面上のコードされた抗体断片のディスプレイにより、ヒト由来抗体を生成する別
の手順が提供されている。ファージディスプレイについては、例えば、Ｄｏｗｅｒ　ｅｔ
　ａｌ．、ＷＯ９１／１７２７１号、ＭｃＣａｆｆｅｒｔｙ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ９２／
０１０４７号、およびＣａｔｏｎ　ａｎｄ　Ｋｏｐｒｏｗｓｋｉ，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔ
ｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　８７：６４５０－６４５４　（１９９０）（こ
れらはそれぞれ参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）に記載されている。
ファージ技術により産生された抗体は、通常、抗原結合断片（例えばＦｖまたはＦａｂ断
片）として細菌内に産生されるため、エフェクター機能を欠く。エフェクター機能は、２
つの戦略の１つにより導入できる：断片は、哺乳類細胞内における発現のために完全な抗
体内か、またはエフェクター機能を惹起できる第二結合部位を有する二重特異性抗体断片
内のいずれかに加工できる。
【０２０７】
　典型的には、抗体のＦｄ断片（ＶＨ－ＣＨ１）および軽鎖（ＶＬ－ＣＬ）をＰＣＲによ
り別々にクローン化し、コンビナトリアルファージディスプレイライブラリーで無作為に
組換えてから、特定の抗原への結合のために選択することができる。抗体断片をファージ
表面上で発現させ、抗原結合によるＦｖまたはＦａｂの選択（したがって抗体断片をコー
ドするＤＮＡを含むファージ）は、数回の抗原結合および再増幅（パニングと呼ばれる手
順）を介して成し遂げる。抗原特異的な抗体断片を濃縮し、最終的に単離する。
【０２０８】
　ファージディスプレイ技術はまた、「ガイド選択」と呼ばれる齧歯類モノクローナル抗
体のヒト化アプローチにも使用できる（Ｊｅｓｐｅｒｓ，　Ｌ．　Ｓ．，　ｅｔ　ａｌ．
，　Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１２，　８９９－９０３　（１９９４）を参照され
たい）。この技術において、マウスモノクローナル抗体のＦｄ断片をヒト軽鎖ライブラリ
ーと組み合わせて提示でき、次いで生成したハイブリッドＦａｂライブラリーを抗原で選
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択し得る。このようにして、マウスＦｄ断片は、選択をガイドするための鋳型を提供する
。続いて、選択したヒト軽鎖を、ヒトＦｄ断片ライブラリーと組み合わせる。得られたラ
イブラリーの選択により、完全ヒトＦａｂが得られる。
【０２０９】
　ファージ－ディスプレイライブラリーからヒト抗体を引き出すための様々な手順につい
て記載されている（例えば、Ｈｏｏｇｅｎｂｏｏｍ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　
Ｂｉｏｌ．，　２２７：３８１　（１９９１）；　Ｍａｒｋｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　
Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ，　２２２：５８１－５９７　（１９９１）；米国特許第５，５６５
，３３２号および同第５，５７３，９０５号；Ｃｌａｃｋｓｏｎ，　Ｔ．，　ａｎｄ　Ｗ
ｅｌｌｓ，　Ｊ．　Ａ．，　ＴＩＢＴＥＣＨ　１２，　１７３－１８４　（１９９４）を
参照されたい）。特に、ファージディスプレイライブラリーに由来する抗体のインビトロ
選択および進化は強力な手段となっている（Ｂｕｒｔｏｎ，　Ｄ．　Ｒ．，　ａｎｄ　Ｂ
ａｒｂａｓ　ＩＩＩ，　Ｃ．　Ｆ．，　Ａｄｖ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　５７，　１９１－
２８０　（１９９４）；ならびに、Ｗｉｎｔｅｒ，　Ｇ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｎｕ
．　Ｒｅｖ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１２，　４３３－４５５　（１９９４）；米国特許第
２００２０００４２１５号およびＷＯ９２／０１０４７号；米国特許第２００３０１９０
３１７号（２００３年１０月９日公開）および米国特許第６，０５４，２８７号；米国特
許第５，８７７，２９３号を参照されたい）。
【０２１０】
　Ｗａｔｋｉｎｓ，　“Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｈａｇｅ－Ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ　
Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｌｉｂｒａｒｉｅｓ　ｂｙ　Ｃａｐｔｕｒｅ　Ｌｉｆｔ，”　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｈａｇ
ｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ：　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　１７８：　１８
７－１９３、および米国特許第２００３００４４７７２号（２００３年３月６日公開）に
は、固体支持体への候補結合分子の固定化に関わる方法である捕獲リフトによるファージ
発現抗体ライブラリーまたは他の結合分子のスクリーニング方法について記載されている
。
【０２１１】
　抗原結合タンパク質：抗体断片の他の実施形態
　上記のとおり、抗体断片はインタクトな完全長抗体の一部、好ましくはインタクト抗体
の抗原結合領域もしくは可変領域を含み、抗体断片から形成される線状抗体および多重特
異性抗体を含む。限定されない抗体断片の例としては、抗体が所望の生体活性を保持する
限り、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖ、Ｆｄ、ドメイン抗体（ｄＡｂ）、相補
性決定領域（ＣＤＲ）断片、単鎖抗体（ｓｃＦｖ）、単鎖抗体断片、マキシボディ、ダイ
アボディ、トリアボディ、テトラボディ、ミニボディ、線状抗体、キレート化組換え抗体
、トリボディまたはバイボディ、細胞内抗体、ナノボディ、小モジュール免疫薬剤（ＳＭ
ＩＰ）、抗原結合ドメイン免疫グロブリン融合タンパク質、ラクダ化抗体、ＶＨＨを含む
抗体、またはそれらの変異タンパク質もしくは誘導体、ならびにポリペプチドへ結合する
特異的抗原を付与する上で十分な免疫グロブリンを少なくとも一部含むポリペプチド（Ｃ
ＤＲ配列など）が挙げられる。かかる抗原断片は、完全抗体の修飾により産生してもよい
し、組換えＤＮＡ技術またはペプチド合成を用いてｄｅ　ｎｏｖｏ合成してもよい。
【０２１２】
　追加の抗体断片としては、ＶＨドメインからなるドメイン抗体（ｄＡｂ）断片（Ｗａｒ
ｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ　３４１：５４４－５４６，　１９８９）が挙げられ
る。
【０２１３】
　「線状抗体」は、一対の抗原結合領域を形成する一対の直列Ｆｄセグメント（ＶＨ－Ｃ

Ｈ１－ＶＨ－ＣＨ１）を含む。線状抗体は、二重特異性であることもでき、単一特異性で
あることもできる（Ｚａｐａｔａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．　８：１０
５７－６２　（１９９５））。
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【０２１４】
　ペプチドリンカー（ヒンジなし）を介してまたはＩｇＧヒンジを介してＣＨ３に融合し
ているｓｃＦｖからなる「ミニボディ」については、Ｏｌａｆｓｅｎ，　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ　Ｄｅｓ　Ｓｅｌ．　２００４　Ａｐｒ；１７（４）：３１５
－２３に記載されている。
【０２１５】
　「マキシボディ」という用語は、免疫グロブリンのＦｃ領域に共有結合している２価ｓ
ｃＦｖを指す。例えば、Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋｓ　ｅｔ　ａｌ，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ，　Ｄｅｓｉｇｎ　＆　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，　１７：９５－１０６　
（２００４）およびＰｏｗｅｒｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎ
ｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，　２５１：１２３－１３５　（２００１）を参照さ
れたい。
【０２１６】
　軽鎖を欠く機能性重鎖抗体は、テンジクザメ、アラフラオオセ（ｗｏｂｂｅｇｏｎｇ　
ｓｈａｒｋ）およびラクダ科（ラクダ、ヒトコブラクダ、アルパカおよびラマなど）など
の特定の動物種において天然で生じる。抗原結合部位は、これらの動物において単一ドメ
インであるＶＨＨドメインのみとなる。これらの抗体は重鎖可変領域のみを用いて抗原結
合領域を形成する、すなわち、これらの機能性抗体はＨ２Ｌ２構造のみを有する重鎖ホモ
二量体である（「重鎖抗体」または「ＨＣＡｂ」と呼ばれる）。ラクダ化ＶＨＨは、ヒン
ジ、ＣＨ２、およびＣＨ３ドメインを含み、ＣＨ１ドメインを欠くＩｇＧ２およびＩｇＧ
３定常領域と再結合することが報告されている。従来のＶＨ単独断片は、可溶性形態で産
生することは困難であるが、フレームワーク残基をさらにＶＨＨ様に改変した場合、溶解
度を改善して特異的結合を得ることができる。（例えば、Ｒｅｉｃｈｍａｎ，　ｅｔａｌ
．，　Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　１９９９，　２３１：２５－３８を参照さ
れたい）。ラクダ化ＶＨＨドメインは高親和性で抗原に結合し（Ｄｅｓｍｙｔｅｒ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２７６：２６２８５－９０，　２００１）
、溶液中における安定性が高いことが見出されている（Ｅｗｅｒｔ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂ
ｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　４１：３６２８－３６，　２００２）。ラクダ化重鎖を有する
抗体の生成方法は、例えば、米国特許第２００５／０１３６０４９号および同第２００５
／００３７４２１号に記載されている。代替的な足場は、サメＶ－ＮＡＲ足場にさらに厳
密に適合するヒト可変様ドメインから作製でき、長い貫通ループ構造のためのフレームワ
ークを提供し得る。
【０２１７】
　重鎖抗体の可変ドメインは分子質量が１５ｋＤａのみの最小の完全な機能性抗原結合断
片であるため、この実体はナノボディと呼ばれる（Ｃｏｒｔｅｚ－Ｒｅｔａｍｏｚｏ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　６４：２８５３－５７，　２００４）
。ナノボディライブラリーは、Ｃｏｎｒａｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，　（Ａｎｔｉｍｉｃｒｏ
ｂ　Ａｇｅｎｔｓ　Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒ　４５：　２８０７－１２，　２００１）に記載
されているように免疫化ヒトコブラクダから産生し得る。
【０２１８】
　細胞内抗体は、細胞内発現を示し、細胞内タンパク質機能を操作することができる単鎖
抗体である（Ｂｉｏｃｃａ，　ｅｔ　ａｌ．，　ＥＭＢＯ　Ｊ．　９：１０１－１０８，
　１９９０；　Ｃｏｌｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　
Ｕ　Ｓ　Ａ．　１０１：１７６１６－２１，　２００４）。細胞領域内に抗体構築物を保
持する細胞シグナル配列を含む、細胞内抗体は、Ｍｈａｓｈｉｌｋａｒ　ｅｔ　ａｌ　（
ＥＭＢＯ　Ｊ　１４：１５４２－５１，　１９９５）およびＷｈｅｅｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ
．　（ＦＡＳＥＢ　Ｊ．　１７：１７３３－５．　２００３）に記載されているように産
生され得る。トランスボディは、タンパク質導入ドメイン（ＰＴＤ）が単鎖可変断片（ｓ
ｃＦｖ）抗体と融合している細胞浸性抗体であるＨｅｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，　（Ｍｅｄ　
Ｈｙｐｏｔｈｅｓｅｓ．　６４：１１０５－８，　２００５）。
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【０２１９】
　さらに、ＳＭＩＰすなわち標的タンパク質に特異的な結合ドメイン免疫グロブリン融合
タンパク質である抗体も本発明に包含される。これらの構築物は、抗体エフェクター機能
を実行するために必要な免疫グロブリンドメインに融合した抗原結合ドメインを含む単鎖
ポリペプチドである。例えば、ＷＯ０３／０４１６００号、米国特許第２００３０１３３
９３９号および米国特許第２００３０１１８５９２号を参照されたい。
【０２２０】
　抗体断片産生のために様々な技術が開発されている。従来、これらの断片はインタクト
抗体のタンパク質分解による消化を介して生成していたが、組換え宿主細胞により直接産
生することもできる。例えば、Ｂｅｔｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４０
：　１０４１－１０４３　（１９８８）；　Ｓｋｅｒｒａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉｅｎｃ
ｅ　２４０：　１０３８－１０４１　（１９８８）；　Ｃａｒｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　
Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１０：１６３－１６７　（１９９２）を参照されたい。
【０２２１】
　抗原結合タンパク質：多価抗体の他の実施形態
　いくつかの実施形態では、多価またはさらには多重特異性（例えば二重特異性、三重特
異性など）モノクローナル抗体を産生することが望ましい場合がある。かかる抗体は、標
的抗原の少なくとも２つの異なるエピトープに対して特異的に結合し得るか、あるいは２
つの異なる分子、例えば標的抗原と細胞表面タンパク質または受容体に結合し得る。例え
ば、二重特異性抗体は、細胞防御機序を標的発現細胞に集中させるために、標的に結合す
る腕と、（Ｔ細胞受容体分子（例えば、ＣＤ２またはＣＤ３）などの白血球上の引き金分
子、またはＩｇＧのためのＦｃ受容体（ＦｃγＲ）、例えばＦｃγＲＩ（ＣＤ６４）、Ｆ
ｃγＲＩＩ（ＣＤ３２）およびＦｃγＲＩＩＩ（ＣＤ１６）に結合する別の腕を含み得る
。別の例では、二重特異性抗体を、標的抗原を発現する細胞に細胞障害性薬を局在化させ
るために用いてよい。これらの抗体は、標的結合腕と細胞障害性薬（例えば、サポリン、
抗インターフェロン６０、ビンカアルカロイド、リシンＡ鎖、メトトレキサートまたは放
射性同位体ハプテン）に結合する腕を有する。多重特異性抗体は、完全長抗体または抗体
断片として調製できる。
【０２２２】
　追加的に、本発明の抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨ抗体は、多価形態に折り畳むように構築す
ることもでき、結合親和性、特異性および／または血中の増長した半減期を改善し得る。
抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨの多価形態は、当技術分野において知られている技術により調製
できる。
【０２２３】
　二特異性または多重特異性抗体には、架橋された抗体または「ヘテロ複合」抗体が含ま
れる。例えば、ヘテロ複合体中の抗体の片方をアビジンに結合し、他方をビオチンに結合
することができる。ヘテロ複合抗体は、任意の好都合な架橋手順を用いて作製し得る。適
切な架橋剤は、当技術分野において周知であり、いくつかの架橋技術とあわせて米国特許
第４，６７６，９８０号に開示されている。ｓｃＦｖのＣ末端にストレプトアビジンをコ
ードする配列を添加することによって四量体を作製する別の方法が指定されている。スト
レプトアビジンは、４つのサブユニットからなるため、ｓｃＦｖ－ストレプトアビジンが
折畳まれた場合、４つのサブユニットが結合して四量体を形成する（Ｋｉｐｒｉｙａｎｏ
ｖ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｈｕｍ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ　６（３）
：　９３－１０１　（１９９５）、この開示は参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる）。
【０２２４】
　二重特異性抗体を作製するための別のアプローチに従い、１組の抗体分子の間の界面を
加工して、組換え細胞培養物から収集されるヘテロ二量体率を最大化できる。１つの界面
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。この方法では、第一抗
体分子の界面からの１つまたは複数の小さなアミノ酸側鎖をより大きな側鎖（例えば、チ
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ロシンまたはトリプトファン）で置換する。第二抗体分子の界面では、大きなアミノ酸側
鎖をより小さなアミノ酸側鎖（例えば、アラニンまたはトレオニン）で置換することによ
り、大きな側鎖（１本または複数本）と同一または類似サイズの補償的な「腔」が作製さ
れる。これは、他の望ましくない最終生成物（ホモ二量体など）を上回ってヘテロ二量体
の収率を上昇させるための機序を提供する。ＷＯ９６／２７０１１号（１９９６年９月６
日公開）を参照されたい。
【０２２５】
　抗体断片から二重特異性または多重特異性抗体を生成する技術についても文献に記載さ
れている。例えば、二重特異性または三重特異性抗体は化学結合を用いて調製できる。Ｂ
ｒｅｎｎａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２２９：８１　（１９８５）には、イ
ンタクト抗体をタンパク質分解的に切断してＦ（ａｂ’）２断片を産生する手順について
記載されている。これらの断片は、ジチオール複合剤亜砒酸ナトリウムの存在下で還元し
て隣接ジオールを安定させ、分子間のジスルフィド形態を防止する。次いで産生したＦａ
ｂ’断片をチオニトロベンゾエート（ＴＮＢ）誘導体に形質転換する。次いでＦａｂ’－
ＴＮＢ誘導体の１つをメルカプトエチルアミンと還元してＦａｂ’－チオールに再変換し
、等モル量の他のＦａｂ’－ＴＮＢ誘導体と混合して二重特異性抗体を形成する。産生し
た二重特異性抗体は、酵素の選択的固定化のための薬剤として使用できる。Ｂｅｔｔｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４０：　１０４１－１０４３　（１９８８）には
細菌由来の機能性抗体断片の分泌について開示されている（例えば、Ｂｅｔｔｅｒ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｓｋｅｒｒａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４０：　１０３８－１０
４１　（１９８８）を参照されたい）。例えば、Ｆａｂ’－ＳＨ断片は、Ｅ．　ｃｏｌｉ
から直接収集し、化学的結合させて二重特異性抗体を形成することができる（Ｃａｒｔｅ
ｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｉｏ／Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１０：１６３－１６７　（１９９
２）；　Ｓｈａｌａｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｅｘｐ．　Ｍｅｄ．　１７５：２１７
－２２５　（１９９２））。
【０２２６】
　Ｓｈａｌａｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｅｘｐ．　Ｍｅｄ．　１７５：２１７－２２
５　（１９９２）には、完全ヒト化二重特異性抗体Ｆ（ａｂ’）２分子の産生について記
載されている。各Ｆａｂ’断片をＥ．ｃｏｌｉから別々に分泌させ、インビトロ指向性化
学結合に供して、二重特異性抗体を形成した。
【０２２７】
　二重特異性または多重特異性抗体断片を組換え細胞培養から直接作製して単離する各種
技術についても記載されている。例えば、二重特異性抗体は、ロイシンジッパー、例えば
ＧＣＮ４を用いて産生されている（一般にＫｏｓｔｅｌｎｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉ
ｍｍｕｎｏｌ．　１４８（５）：１５４７－１５５３　（１９９２）を参照されたい）。
ＦｏｓおよびＪｕｎタンパク質由来のロイシンジッパーペプチドは、遺伝子融合により２
つの異なる抗体のＦａｂ’部分に結合した。抗体ホモ二量体はヒンジ領域で還元し、単量
体を形成してから再び酸化して抗体ヘテロ二量体を形成する。この方法は、抗体ホモ二量
体の産生においても使用できる。
【０２２８】
　上記のダイアボディは、二重特異性抗体の１例である。例えば、Ｈｏｌｌｉｎｇｅｒ　
ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　９０：６
４４４－６４４８　（１９９３）を参照されたい。２価のダイアボディは、ジスルフィド
結合により安定させることができる。
【０２２９】
　安定した単一特異性または二重特異性Ｆｖ四量体も、（ｓｃＦｖ２）２配置で産生する
こともでき、ビス－テトラボディとして非共有結合により産生することもできる。あるい
は、２つの異なるｓｃＦｖを直列に結合してビス－ｓｃＦｖを形成することもできる。
【０２３０】
　単鎖Ｆｖ（ｓＦｖ）二量体を用いて二重特異性抗体断片を作製する別の戦略も報告され
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ている。Ｇｒｕｂｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１５２：　５３６８
　（１９９４）を参照されたい。あるアプローチでは、２つのｓｃＦｖ抗体をリンカーま
たはジスルフィド結合で連結させる（Ｍａｌｌｅｎｄｅｒ　ａｎｄ　Ｖｏｓｓ，　Ｊ．　
Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６９：１９９－２０６１９９４、ＷＯ９４／１３８０６号、
および米国特許第５，９８９，８３０号、これらの開示は、それらの全体が参照により本
明細書に組み込まれる）。
【０２３１】
　あるいは、二重特異性抗体はＺａｐａｔａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．
　８（１０）：１０５７－１０６２　（１９９５）に記載されているように産生される「
線状抗体」であり得る。簡単に述べると、これらの抗体は、一対の抗原結合領域を形成す
る一対の直列Ｆｄセグメント（ＶＨ－ＣＨ１－ＶＨ－ＣＨ１）を含む。線状抗体は二重特
異性であることもでき、単一特異性であることもできる。
【０２３２】
　２価を超える抗体も意図する。例えば、三重特異性抗体を調製することができる。（Ｔ
ｕｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１４７：６０　（１９９１））。
【０２３３】
　「キレート化組換え抗体」とは、標的抗原の隣接するかつ重複しないエピトープを認識
する二重特異性抗体であり、両エピトープに同時に結合する上で十分に可動性である（Ｎ
ｅｒｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ．　２４６：３６７－７３，　１９９５
）。
【０２３４】
　二重特異性Ｆａｂ－ｓｃＦｖ（「バイボディ」）および三重特異性Ｆａｂ－（ｓｃＦｖ
）（２）（「トリボディ」）の産生については、Ｓｃｈｏｏｎｊａｎｓ　ｅｔ　ａｌ．　
（Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１６５：７０５０－５７，　２０００）およびＷｉｌｌｅｍｓ
　ｅｔ　ａｌ．　（Ｊ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ　Ｂ　Ａｎａｌｙｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌ　Ｂ
ｉｏｍｅｄ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉ．　７８６：１６１－７６，　２００３）に記載されてい
る。バイボディまたはトリボディにおいて、ｓｃＦｖ分子は、例えば、２つのｓｃＦｖが
ＦａｂのＣ末端に融合しているトリボディを産生するためにＶＬ－ＣＬ（Ｌ）およびＶＨ
－ＣＨ１（Ｆｄ）鎖の片方または両方に融合しており、対してバイボディでは１つのｓｃ
ＦｖがＦａｂのＣ末端に融合している。
【０２３５】
　さらに別の方法では、遊離システインを親タンパク質に導入後、二量体、三量体、およ
び四量体が産生される。変数（２～４）のマレイミド基とのペプチドベースの交差リンカ
ーを用いて目的のタンパク質が遊離システインに架橋された（Ｃｏｃｈｒａｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｉｍｍｕｎｉｔｙ　１２（３）：　２４１－５０　（２０００）、この開示はそ
の全体が本明細書に組み込まれる）。
【０２３６】
　抗原結合タンパク質の他の実施形態
　発明の抗原結合タンパク質は、ペプチボディも含む。「ペプチボディ」という用語は、
少なくとも１つのペプチドに結合した抗体Ｆｃドメインを含む分子を指す。ペプチボディ
の産生については、ＰＣＴ公開ＷＯ００／２４７８２号（２０００年５月４日公開）に一
般的に記載されている。これらのペプチドはいずれも、リンカーを伴いまたは伴わず、直
列で（すなわち、連続的に）結合し得る。システイニル残基を含むペプチドは、別のＣｙ
ｓ含有ペプチドと架橋し得、この片方または両方がビヒクルに結合し得る。同様に、複数
のＣｙｓ残基を有するペプチドはいずれも、ペプチド間でジスルフィド結合を形成し得る
。これらのペプチドはいずれも誘導体化し得、例えばカルボキシル末端はアミノ基とキャ
ッピングし得、システインはキャッピングし得、またはアミノ酸残基はアミノ酸残基以外
の部分により置換し得る（例えば、Ｂｈａｔｎａｇａｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｅｄ
．　Ｃｈｅｍ．　３９：　３８１４－９　（１９９６），　ａｎｄ　Ｃｕｔｈｂｅｒｔｓ
ｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．　４０：　２８７６－８２　（１９
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９７）を参照されたく、これらは参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）。
ペプチド配列は至適化し得、抗体の親和性成熟に類似しているか、あるいはアラニンスキ
ャニングまたは無作為もしくは部位指向変異により改変され、続くスクリーニングにより
最高の結合剤が同定される。Ｌｏｗｍａｎ，　Ａｎｎ．　Ｒｅｖ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　
Ｂｉｏｍｏｌ．　Ｓｔｒｕｃｔ．　２６：　４０１－２４　（１９９７）。抗原結合タン
パク質の所望の活性を維持しつつ、各種分子を抗原結合タンパク質構造、例えば、抗原結
合タンパク質のペプチド部分自体内またはペプチドとビヒクル部分の間に挿入できる。例
えば、Ｆｃドメインもしくはその断片、ポリエチレングリコールなどの分子、またはデキ
ストラン、脂肪酸、脂質、コレステロール基、小さな炭水化物、ペプチド、本明細書に記
載の検出可能な部分（蛍光剤、放射同位体などの放射標識を含む）、オリゴ糖、オリゴヌ
クレオチド、ポリヌクレオチド、干渉（または他の）ＲＮＡ、酵素、ホルモンなどの他の
関連分子を容易に挿入できる。この方法での挿入に適した他の分子は当業者に理解されて
おり、本発明の範囲内に包含される。これは、例えば、任意選択的に適切なリンカーによ
り結合した２つの連続したアミノ酸間へ所望の分子を挿入することを含む。
【０２３７】
　リンカー。本明細書で同義的に使用する「リンカー」または「リンカー部分」とは、本
発明の組成物に含まれるポリペプチド鎖のアミノ酸残基（例えば、免疫グロブリンＨＣま
たは免疫グロブリンＬＣまたは免疫グロブリンＦｃドメイン）へ共有結合する生物学的に
許容可能なペプチジルもしくは非ペプチジル有機群を指し、このリンカー部分はポリペプ
チド鎖を分子内の他のペプチドもしくはポリペプチド鎖に、または治療部分（生体活性低
分子もしくはオリゴペプチドなど）に、または半減期延長部分に共有結合もしくは結合す
る。例えば、Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅ
ｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、米国特許第２００７／００７１７６４号；Ｓｕｌｌｉ
ｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇ
ｅｎｔｓ、ＰＣＴ／米国特許第２００７／０２２８３１号（ＷＯ２００８／０８８４２２
号として公開）；ならびに米国仮出願第６１／２１０，５９４号（２００９年３月２０日
出願）を参照されたく、これらはすべてそれらの全体が参照により本明細書に組み込まれ
る。
【０２３８】
　本発明の抗原結合タンパク質において、いずれのリンカー部分の存在も任意選択的であ
る。リンカーが存在する場合、その化学構造は重要ではない。なぜなら、それは主にスペ
ーサーとして、本発明の抗原結合タンパク質の分子の１つもしくは複数の他の機能性部分
に関して１つの機能性部分の存在もしくは位置の位置付け、接合、連結、または至適化に
関与するからである。リンカー部分の存在は、本発明の抗原結合タンパク質（抗体および
抗体断片を含む）の一部の実施形態の薬理活性の至適化に有用であり得る。リンカーは、
好ましくはペプチド結合により互いに結合したアミノ酸からなる。リンカー部分が存在す
る場合、それらは独立して、本発明の抗原結合タンパク質に存在し得る他のリンカー（１
つまたは複数）と同じであることも異なることもできる。
【０２３９】
　上記のとおり、リンカー部分は、存在する場合（抗原結合タンパク質の一次アミノ酸配
列内であるか、または本発明の抗原結合タンパク質に対する治療部分もしくは半減期延長
部分に結合するリンカーとしてかどうかを問わず）、天然で「ペプチジル」であり得（す
なわち、ペプチド結合により互いに結合したアミノ酸からなり）、好ましくは、１個から
最大約４０個までのアミノ酸残基、より好ましくは、１個から最大約２０個までのアミノ
酸残基、最も好ましくは１～約１０個のアミノ酸残基の長さからなる。リンカーのアミノ
酸残基は、必ずしもその必要はないが、好ましくは、２０個の基準アミノ酸のうちのいず
れかであり、より好ましくは、システイン、グリシン、アラニン、プロリン、アスパラギ
ン、グルタミン、および／またはセリンである。さらにより好ましくは、ペプチジルリン
カーは、ペプチド結合により結合した立体的に妨害されていない多数派のアミノ酸（グリ
シン、セリン、およびアラニンなど）からなる。存在する場合、インビボ循環において急



(88) JP 2018-139609 A 2018.9.13

10

20

30

40

50

速なタンパク質分解のターンオーバーを避けるペプチジルリンカーを選択することも望ま
しい。これらのアミノ酸の一部は、当業者が十分に理解しているようにグリコシル化し得
る。例えば、シアリル化部位を構成する有用なリンカー配列は、Ｘ１Ｘ２ＮＸ４Ｘ５Ｇ（
配列番号１４８）であり、式中Ｘ１、Ｘ２、Ｘ４およびＸ５はそれぞれ独立して任意のア
ミノ酸残基である。
【０２４０】
　他の実施形態では、ペプチジルリンカー部分の１～４０個のアミノ酸は、グリシン、ア
ラニン、プロリン、アスパラギン、グルタミン、およびリジンから選択される。好ましく
は、リンカーは、立体的に妨害されていない多数派のアミノ酸（グリシンおよびアラニン
など）からなる。したがって、好ましいリンカーとしては、ポリグリシン、ポリセリン、
およびポリアラニン、またはこれらの任意の組み合わせが挙げられる。一部のペプチジル
リンカーの例は、ポリ（Ｇｌｙ）１～８、特に（Ｇｌｙ）３、（Ｇｌｙ）４（配列番号１
４９）、（Ｇｌｙ）５（配列番号１５０）および（Ｇｌｙ）７（配列番号１５１）、なら
びにポリ（Ｇｌｙ）４Ｓｅｒ（配列番号１５２）、ポリ（Ｇｌｙ～Ａｌａ）２～４および
ポリ（Ａｌａ）１～８である。他のペプチジルリンカーの具体例としては、（Ｇｌｙ）５

Ｌｙｓ（配列番号１５４）、および（Ｇｌｙ）５ＬｙｓＡｒｇ（配列番号１５５）が挙げ
られる。他の有用なペプチジルリンカーの例は以下である：他の有用なペプチジルリンカ
ーの例は以下である：
　（Ｇｌｙ）３Ｌｙｓ（Ｇｌｙ）４（配列番号１５９）；
　（Ｇｌｙ）３ＡｓｎＧｌｙＳｅｒ（Ｇｌｙ）２（配列番号１５６）；
　（Ｇｌｙ）３Ｃｙｓ（Ｇｌｙ）４（配列番号１５７）；ならびに
　ＧｌｙＰｒｏＡｓｎＧｌｙＧｌｙ（配列番号１５８）。
【０２４１】
　上の命名法を説明すると、例えば、（Ｇｌｙ）３Ｌｙｓ（Ｇｌｙ）４は、Ｇｌｙ－Ｇｌ
ｙ－Ｇｌｙ－Ｌｙｓ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ（配列番号１５９）を意味する。
ＧｌｙおよびＡｌａの他の組み合わせも有用である。
【０２４２】
　一般に用いられるリンカーとしては、本明細書において「Ｌ５」（ＧＧＧＧＳ；すなわ
ち「Ｇ４Ｓ」；配列番号１５２）、「Ｌ１０」（ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ；配列番号１５３
）、「Ｌ２５」（ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ；配列番号１４
６）として同定し得るものおよび以下の実施例に用いられる任意のリンカーが挙げられる
。
【０２４３】
　ペプチドリンカー部分を含む本発明の組成物のいくつかの実施形態では、酸性残基（例
えば、グルタミン酸塩またはアスパラギン酸残基）をリンカー部分のアミノ酸配列内に入
れる。例としては、以下のペプチドリンカー配列が挙げられる：
　ＧＧＥＧＧＧ（配列番号１６０）；
　ＧＧＥＥＥＧＧＧ（配列番号１６１）；
　ＧＥＥＥＧ（配列番号１６２）；
　ＧＥＥＥ（配列番号１６３）；
　ＧＧＤＧＧＧ（配列番号１６４）；
　ＧＧＤＤＤＧＧ（配列番号１６５）；
　ＧＤＤＤＧ（配列番号１６６）；
　ＧＤＤＤ（配列番号１６７）；
　ＧＧＧＧＳＤＤＳＤＥＧＳＤＧＥＤＧＧＧＧＳ（配列番号１６８）；
　ＷＥＷＥＷ（配列番号１６９）；
　ＦＥＦＥＦ（配列番号１７０）；
　ＥＥＥＷＷＷ（配列番号１７１）；
　ＥＥＥＦＦＦ（配列番号１７２）；
　ＷＷＥＥＥＷＷ（配列番号１７３）；または
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　ＦＦＥＥＥＦＦ（配列番号１７４）。
【０２４４】
　他の実施形態では、リンカーは、リン酸化部位、例えば、Ｘ１Ｘ２ＹＸ４Ｘ５Ｇ（配列
番号１７５）（式中Ｘ１、Ｘ２、Ｘ４、およびＸ５はそれぞれ独立して任意のアミノ酸残
基である）；Ｘ１Ｘ２ＳＸ４Ｘ５Ｇ（配列番号１７６）（式中Ｘ１、Ｘ２、Ｘ４およびＸ

５はそれぞれ独立して任意のアミノ酸残基である）；またはＸ１Ｘ２ＴＸ４Ｘ５Ｇ（配列
番号１７７）（式中Ｘ１、Ｘ２、Ｘ４およびＸ５はそれぞれ独立して任意のアミノ酸残基
である）を構成する。
【０２４５】
　本明細書に示すリンカーは代表例である；本発明の範囲内のペプチジルリンカーはより
長くてよく、他の残基を含んでよい。ペプチジルリンカーは、例えば、半減期延長部分と
の接合のためのシステイン、別のチオール、または求核剤を含むことができる。別の実施
形態では、リンカーは、マレイミド、ヨードアセトアミドもしくはチオエステル、官能化
半減期延長部分への接合のためのシステインもしくはホモシステイン残基、または他の２
－アミノ－エタンチオールもしくは３－アミノ－プロパンチオール部分を含む。
【０２４６】
　別の有用なペプチジルリンカーは、約１ｋＤａサイズのＰＥＧ分子であると推測される
大型、可動性リンカーであり、無作為Ｇｌｙ／Ｓｅｒ／Ｔｈｒ配列、例えば：ＧＳＧＳＡ
ＴＧＧＳＧＳＴＡＳＳＧＳＧＳＡＴＨ（配列番号１７８）またはＨＧＳＧＳＡＴＧＧＳＧ
ＳＴＡＳＳＧＳＧＳＡＴ（配列番号１７９）を含む。あるいは、有用なペプチジルリンカ
ーは当技術分野において知られているアミノ酸配列からなり、固定らせん構造（例えば、
固定リンカー：－ＡＥＡＡＡＫＥＡＡＡＫＥＡＡＡＫＡＧＧ－）（配列番号１８０）を形
成する。追加的に、ペプチジルリンカーは、非ペプチジルセグメント（式－ＣＨ２－ＣＨ

２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－の６個の炭素脂肪族分子など）も含むことができ
る。ペプチジルリンカーは、改変して本明細書に記載の誘導体を形成することができる。
【０２４７】
　任意選択的に、非ペプチジルリンカー部分は、半減期延長部分を毒素ペプチドアナログ
に接合した半減期延長部分のペプチド部分に結合するためにも有用である。例えば、－Ｎ
Ｈ－（ＣＨ２）ｓ－Ｃ（Ｏ）－（式中ｓ＝２～２０）などのアルキルリンカーを使用でき
る。これらのアルキルリンカーは、低級アルキル（例えば、Ｃ１～Ｃ６）低級アシル、ハ
ロゲン（例えば、Ｃｌ、Ｂｒ）、ＣＮ、ＮＨ２、フェニルなどの任意の非立体的障害基に
よりさらに置換し得る。非ペプチジルリンカーの例は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ
）リンカー（例えば、以下に示すもの）である：
【０２４８】
【化１】

　式中、ｎはリンカーの分子量が約１００～約５０００ダルトン（Ｄａ）、好ましくは約
１００～約５００Ｄａとなるものである。
【０２４９】
　１つの実施形態では、非ペプチジルリンカーは、アリールである。リンカーは、当技術
分野、（例えば、Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔ
ｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、米国特許第２００７／００７１７６４号；Ｓｕｌ
ｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　
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Ａｇｅｎｔｓ、ＰＣＴ／米国特許第２００７／０２２８３１号（ＷＯ２００８／０８８４
２２号として公開）；ならびに米国仮出願第６１／２１０，５９４号（２００９年３月２
０日出願）、これらはすべて参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）に記載
されているものと同じ様式で改変して誘導体を形成し得る。
【０２５０】
　加えて、ＰＥＧ部分は、ＰＥＧアルデヒドを用いた還元アルキル化またはＰＥＧのヒド
ロキシコハク酸イミドもしくは炭酸エステルを用いたアシル化のいずれかにより、または
チオール接合によりＮ末端アミンもしくは選択された側鎖アミンに結合し得る。
【０２５１】
　「アリール」とは、フェニル、または飽和、部分的飽和、もしくは非飽和３員環、４員
環、もしくは５員環炭素架橋と隣接融合したフェニル、Ｃ１～８アルキル、Ｃ１～４ハロ
アルキルもしくはハロから選択される０、１、２もしくは３個の置換基と置換されたフェ
ニルもしくは架橋である。
【０２５２】
　「ヘテロアリール」とは、非飽和５、６もしくは７員単環または部分的飽和もしくは非
飽和６員、７員、８員、９員、１０員または１１員二環であり、ここで少なくとも１つの
環は、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１、２、３もしくは４個の原子を含む非飽和、単環
および二環であり、環はＣ１～８アルキル、Ｃ１～４ハロアルキルおよびハロから選択さ
れる０、１、２もしくは３個の置換基により置換される。
【０２５３】
　本発明の合成物の非ペプチド部分（非ペプチジルリンカーまたは非ペプチド半減期延長
部分など）は従来の有機化学反応により合成できる。
【０２５４】
　上記は単に例証にすぎず、本発明に従い任意選択的に使用できるリンカー種類の包括的
な処置ではない。
【０２５５】
　抗原結合タンパク質変異体の産生。上記のとおり、本発明の組成物を作製するために、
組換えＤＮＡおよび／またはＲＮＡ媒介性タンパク質発現およびタンパク質工学技術、ま
たは他の任意のペプチド調製方法を適用できる。例えば、形質転換した宿主細胞内でポリ
ペプチドを作製できる。簡単に述べると、ペプチドをコードする組換えＤＮＡ分子または
構築物を調製する。かかるＤＮＡ分子の調製方法は当技術分野において周知である。例え
ば、適切な制限酵素を用いてペプチドをコードする配列をＤＮＡから切除できる。大量の
利用可能かつ周知の宿主細胞のいずれも本発明の実践に用いてよい。特定宿主の選択は、
当技術分野において認識されたいくつかの要因に依存する。これらの要因としては、例え
ば、選択した発現ベクターとの適合性、ＤＮＡ分子によりコードされたペプチド毒性、形
質転換率、ペプチド回収の容易さ、発現特徴、生体安全性および費用が挙げられる。これ
らの要因のバランスは、必ずしもすべての宿主が特定のＤＮＡ配列の発現のために同様に
効果的ではない場合があることの理解を伴わなければならない。これらの一般的なガイド
ライン内で、培養に有用な微生物宿主細胞としては、細菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃ
ｏｌｉ　ｓｐ．など）、酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｓｐ．など）および他の真
菌細胞、昆虫細胞、植物細胞、哺乳類（ヒトを含む）細胞、例えば、ＣＨＯ細胞およびＨ
ＥＫ－２９３細胞、ならびに本明細書に記載しているかあるいは当技術分野において知ら
れている他のものが挙げられる。同様に、ＤＮＡレベルで修飾を行うことができる。ペプ
チドコードＤＮＡ配列は、選択した宿主細胞とより適合するコドンに置換し得る。Ｅ．　
ｃｏｌｉにおいて、至適化コドンは当技術分野において知られている。コドンは置換して
、制限部位を除去するかまたはサイレント制限部位を含むことができ、これは選択した宿
主細胞内でＤＮＡプロセスを補助し得る。次に、形質転換した宿主を培養して精製する。
宿主細胞は、従来の発酵条件下で所望の化合物が発現するように培養し得る。かかる発酵
条件は当技術分野において周知である。加えて、ＤＮＡは任意選択的に、発現した特異的
結合剤または抗原結合タンパク質（例えば、免疫グロブリンタンパク質）と操作可能に連
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結された融合タンパク質、シグナルペプチド配列（例えば、分泌シグナルペプチド）の５
’からコード領域をさらにコードする。本発明の特異的結合剤に結合される（二量体Ｆｃ
融合タンパク質（「ペプチボディ」）またはキメラ免疫グロブリン（軽鎖＋重鎖）－Ｆｃ
ヘテロ三量体（「ヘミボディ」）を含む）哺乳類細胞による本発明の組成物の適切な組換
え方法および組換え発現に有用な例示的ＤＮＡ構築物のさらなる例については、例えば、
Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔ
ｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、米国特許第２００７／００７１７６４号；Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、Ｐ
ＣＴ／米国特許第２００７／０２２８３１号（ＷＯ２００８／０８８４２２号として公開
）；ならびに米国仮出願第６１／２１０，５９４号（２００９年３月２０日出願）を参照
されたく、これらはすべて参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
【０２５６】
　適切なヌクレオチド変化をコードしたＤＮＡ配列に導入することにより、またはペプチ
ド合成により、所望の抗原結合タンパク質のアミノ酸配列変異体を調製し得る。かかる変
異体は、例えば、抗原結合タンパク質または抗体のアミノ酸配列内の残基の欠失および／
または挿入および／または置換を含む。最終構築物が所望の特徴を有する限り、最終構築
物を得るために欠失、挿入、および置換の任意の組み合わせが行われる。アミノ酸変化は
抗原結合タンパク質の翻訳後プロセスも改変し得る（グリコシル化部位の数または位置の
変化など）。ある場合では、エピトープ結合に直接関わるアミノ酸残基を修飾することを
意図して抗原結合タンパク質変異体を調製する。他の実施形態では、本明細書で論じる目
的のためエピトープ結合に直接関わらない残基またはエピトープ結合に決して関わらない
残基の修飾が望ましい。任意のＣＤＲ領域および／またはフレームワーク領域の変異を意
図する。抗原結合タンパク質（抗体または抗体断片を含む）のアミノ酸配列に有用な修飾
を設計するために当業者は共分散分析技術を使用できる。（例えば、Ｃｈｏｕｌｉｅｒ，
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｏｖａｒｉａｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　
Ｆａｍｉｌｉｅｓ：　Ｔｈｅ　Ｃａｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄｏｍａｉ
ｎｓ　ｏｆ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，　Ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　４１：４７５－４８４　（２０００）；
　Ｄｅｍａｒｅｓｔ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｎ
ｔｉｂｏｄｙ　ＣＨ３　Ｄｏｍａｉｎ　ｂｙ　Ｒｅｓｉｄｕｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａ
ｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ＩｇＧ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅｓ，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．　
３３５：４１－４８　（２００４）；　Ｈｕｇｏ　ｅｔ　ａｌ．，　ＶＬ　ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ　３４　ｉｓ　ａ　ｋｅｙ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｎｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｉｎｇ　ｏｆ　ｓｔａｂｌｅ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ｗｉｔｈ　ｆａｓｔ　ｄｉ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｒａｔｅｓ，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　１６
（５）：３８１－８６　（２００３）；　Ａｕｒｏｒａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｅｑｕｅｎ
ｃｅ　ｃｏｖａｒｉａｎｃｅ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ，　ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　ｕｓｅｓ
　ｔｈｅｒｅｏｆ、米国特許第２００８／０３１８２０７Ａ１号；Ｇｌａｓｅｒ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ
、米国特許第２００９／００４８１２２Ａ１号；Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｂａｓｅｄ　ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｈａｉ
ｎ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ、ＷＯ２００８／１１０３４８Ａ１号；Ｂｏｒｒａｓ　ｅｔ　
ａｌ．，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，　ａｎ
ｄ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ｗｉｔｈ　ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ、ＷＯ２００９／００００９９Ａ２号）。共分散分
析により決定するかかる修飾は、抗原結合タンパク質の効能、薬物動態、薬力学、および
／または製造可能性の特徴を改善し得る。
【０２５７】
　抗原結合タンパク質または抗体のアミノ酸配列変異体をコードする核酸分子は、当技術
分野において知られている様々な方法により調製される。かかる方法としては、抗原結合
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タンパク質のオリゴヌクレオチド媒介性（または部位指向）変異、ＰＣＲ変異、および先
に調製した変異型もしくは非変異型のカセット変異が挙げられる。
【０２５８】
　任意の超可変またはＣＤＲ領域またはフレームワーク領域の置換変異を意図する。変異
位置が好ましい抗原結合タンパク質のある残基または領域の有用な同定方法は、Ｃｕｎｎ
ｉｎｇｈａｍ　ａｎｄ　Ｗｅｌｌｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２４４：１０８１－１０８５　
（１９８９）に記載されているように「アラニンスキャニング変異」と呼ばれる。ここで
、１残基または対象残基群は同定され（例えば、ａｒｇ、ａｓｐ、ｈｉｓ、ｌｙｓ、およ
びｇｌｕなどの電荷残基）、アミノ酸と抗原の相互作用に影響を与えるように中性または
負電荷アミノ酸（最も好ましくはアラニンまたはポリアラニン）により置換される。次い
で、置換部位または置換部位のためにさらなるまたは他の変異体を導入することにより、
置換基に対し機能的感受性を示すアミノ酸位置を正確にする。したがって、アミノ酸配列
変化の導入部位はあらかじめ決められている一方、変異自体の性質はあらかじめ決められ
ている必要はない。例えば、所定部位における変異の動向を分析するため、アラニンスキ
ャニングまたは無作為変異を標的コドンまたは領域で実行し、発現した変異体の所望の活
性をスクリーニングする。
【０２５９】
　本発明の抗原結合タンパク質の一部の実施形態は、合成方法によって行うこともできる
。固体相合成は最も対費用効果の高い小型ペプチドの作製方法であるため、個々のペプチ
ドの好ましい作製技術である。例えば、周知の固体相合成技術としては、保護基、リンカ
ー、および固体相支持体の使用、ならびに特異的保護および脱保護反応状態、リンカー切
断状態、スカベンジャーの使用、および固体相ペプチド合成の他の態様が挙げられる。適
切な技術は当技術分野において周知である。（例えば、Ｍｅｒｒｉｆｉｅｌｄ　（１９７
３），　Ｃｈｅｍ．　Ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅｓ，　ｐｐ．　３３５－６１　（Ｋａｔｓ
ｏｙａｎｎｉｓ　ａｎｄ　Ｐａｎａｙｏｔｉｓ　ｅｄｓ．）；　Ｍｅｒｒｉｆｉｅｌｄ　
（１９６３），　Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　８５：　２１４９；　Ｄａｖｉ
ｓ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８５），　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｉｎｔｌ．　１０：　３９４－
４１４；　Ｓｔｅｗａｒｔ　ａｎｄ　Ｙｏｕｎｇ　（１９６９），　Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａ
ｓｅ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ；米国特許第３，９４１，７６３号；Ｆｉｎ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９７６），　Ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　（３ｒｄ　ｅｄ．）　
２：　１０５－２５３；　ａｎｄ　Ｅｒｉｃｋｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９７６），　
Ｔｈｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　（３ｒｄ　ｅｄ．）　２：　　２５７－５２７；　　“Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，”　３
ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｔ．　Ｗ．　Ｇｒｅｅｎｅ　ａｎｄ　Ｐ．　Ｇ．　Ｍ．　Ｗｕ
ｔｓ，　Ｅｄｓ．，　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｉｎｃ．，　１９９９；
　ＮｏｖａＢｉｏｃｈｅｍ　Ｃａｔａｌｏｇ，　２０００；　“Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｐ
ｅｐｔｉｄｅｓ，　Ａ　Ｕｓｅｒ’ｓ　Ｇｕｉｄｅ，”　Ｇ．　Ａ．　Ｇｒａｎｔ，　Ｅ
ｄ．，　Ｗ．Ｈ．　Ｆｒｅｅｍａｎ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　Ｎ．
Ｙ．，　１９９２；　“Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｔｅｃｈ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ
　Ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌ　＆　Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ，”　Ｗ．　Ｄ．　Ｂｅｎｎｅｔ，　Ｊ．　Ｗ．　Ｃｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ
，　Ｌ．　Ｋ．　Ｈａｍａｋｅｒ，　Ｍ．　Ｌ．　Ｐｅｔｅｒｓｏｎ，　Ｍ．　Ｒ．　Ｒ
ｈｏｄｅｓ，　ａｎｄ　Ｈ．　Ｈ．　Ｓａｎｅｉｉ，　Ｅｄｓ．，　Ａｄｖａｎｃｅｄ　
Ｃｈｅｍｔｅｃｈ，　１９９８；　“Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｓ
ｙｎｔｈｅｓｉｓ，　２ｎｄ　ｅｄ．，”　Ｍ．　Ｂｏｄａｎｓｚｋｙ，　Ｅｄ．，　Ｓ
ｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，　１９９３；　“Ｔｈｅ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐ
ｅｐｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　２ｎｄ　ｅｄ．，”　Ｍ．　Ｂｏｄａｎｓｚｋｙ
　ａｎｄ　Ａ．　Ｂｏｄａｎｓｚｋｙ，　Ｅｄｓ．，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ
，　１９９４；　“Ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐｓ，”　Ｐ．　Ｊ．　Ｋｏｃｉｅ
ｎｓｋｉ，　Ｅｄ．，　Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ　Ｖｅｒｌａｇ，　Ｓｔｕｔｔｇａｒ
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ｔ，　Ｇｅｒｍａｎｙ，　１９９４；　“Ｆｍｏｃ　Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｐｅｐｔ
ｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，”　Ｗ．
　Ｃ．　Ｃｈａｎ　ａｎｄ　Ｐ．　Ｄ．　Ｗｈｉｔｅ，　Ｅｄｓ．，　Ｏｘｆｏｒｄ　Ｐ
ｒｅｓｓ，　２０００，　Ｇ．　Ｂ．　Ｆｉｅｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｙｎｔｈｅｔ
ｉｃ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ：　Ａ　Ｕｓｅｒ’ｓ　Ｇｕｉｄｅ，　１９９０，　７７－１８
３）。本発明の合成物の作製に適用できる、当技術分野において知られている合成および
精製方法のさらなる例については、例えば、Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘ
ｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、米国特許第２００７／
００７１７６４およびＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ
　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、ＰＣＴ／米国特許第２００７／０２２８３１
号（ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号として公開）を参照されたく、これらは両方とも
参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
【０２６０】
　本明細書において任意の抗原結合タンパク質、ならびに変異体について詳述するにあた
り、天然ペプチドおよびタンパク質に一般に組み込まれる２０個の「基準」アミノ酸残基
と同一であることを示す一文字略語系を頻繁に適用する（表４）。かかる一文字略語は、
三文字略語、または略していないアミノ酸名と完全に同義の意味を有する。本明細書で使
用する一文字略語系において、大文字はＬ－アミノ酸を示し、小文字はＤ－アミノ酸を示
す。例えば、「Ｒ」という略語はＬ－アルギニンを示し、「ｒ」という略語はＤ－アルギ
ニンを示す。
【０２６１】
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【表９】

【０２６２】
　典型的には、アミノ酸配列におけるアミノ酸置換は、本明細書において特定の位置にお
けるアミノ酸残基の一文字略語、その後に、元の目的配列に対するアミノ酸位置の番号、
その後に、置換したアミノ酸残基の一文字記号で命名する。例えば、「Ｔ３０Ｄ」は、元
の目的配列に対してアミノ酸３０位でのアスパラギン酸残基によるトレオニン残基置換を
表す記号である。別の例として、「Ｗ１０１Ｆ」は、元の目的配列に対してアミノ酸１０
１位でのフェニルアラニン残基によるトリプトファン残基置換を表す記号である。
【０２６３】
　非基準アミノ酸残基は、組換え発現細胞を用いる既知のタンパク質工学技術を用いて本
発明の範囲内のポリペプチドに組み込むことができる。（例えば、Ｌｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ
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．，　Ｎｏｎ－ｃａｎｏｎｉｃａｌ　ａｍｉｎｏ　ａｃｉｄｓ　ｉｎ　ｐｒｏｔｅｉｎ　
ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ，　１４（６）：６０３－６０９　（２００３）を参照されたい）。「非基準
アミノ酸残基」という用語は、天然タンパク質に一般に組み込まれる２０個の基準アミノ
酸ではないＤ形態またはＬ形態のアミノ酸残基、例えば、β－アミノ酸、ホモアミノ酸、
環状アミノ酸および誘導体化側鎖を有するアミノ酸を指す。例として、（Ｌ形態またはＤ
形態の）β－アラニン、β－アミノプロピオン酸、ピペリジン酸、アミノカプロン酸、ア
ミノヘプタン酸、アミノピメリン酸、デスモシン、ジアミノピメリン酸、Ｎα－エチルグ
リシン、Ｎα－エチルアスパラギン酸、ヒドロキシリジン、アロ－ヒドロキシリジン、イ
ソデスモシン、アロ－イソロイシン、ω－メチルアルギニン、Ｎα－メチルグリシン、Ｎ
α－メチルイソロイシン、Ｎα－メチルバリン、γ－カルボキシグルタミン酸塩、ε－Ｎ
，Ｎ，Ｎ－トリメチルリジン、ε－Ｎ－アセチルリジン、Ｏ－ホスホセリン、Ｎα－アセ
チルセリン、Ｎα－ホルミルメチオニン、３－メチルヒスチジン、５－ヒドロキシリジン
、および他の類似のアミノ酸、および下表５に列挙されるもの、および本明細書に記載の
これらの任意の誘導体化形態が挙げられる。表５は、本発明に従い有用である非基準アミ
ノ酸残基の一部の例を含み、本明細書において典型的に使用する略語と関連するが、異な
る略語および命名法を同じ物質に適用してよく、本明細書において同義的に記載され得る
ことを当業者は理解するであろう。
【０２６４】
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【０２６５】
　ＵＰＡＣ－ＩＵＢ生物化学の命名法に関する合同委員会（ＪＣＢＮ）によるアミノ酸お
よびペプチドの命名および表記法については、以下の文書に公開されている：　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　Ｊ．，　１９８４，　２１９，　３４５－３７３；　Ｅｕｒ．　Ｊ．　Ｂｉｏ
ｃｈｅｍ．，　１９８４，　１３８，　９－３７；　１９８５，　１５２，　１；　１９
９３，　２１３，　２；　Ｉｎｔｅｒｎａｔ．　Ｊ．　Ｐｅｐｔ．　Ｐｒｏｔ．　Ｒｅｓ
．，　１９８４，　２４，　ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　ｐ　８４；　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈ
ｅｍ．，　１９８５，　２６０，　１４－４２；　Ｐｕｒｅ　Ａｐｐｌ．　Ｃｈｅｍ．，
　１９８４，　５６，　５９５－６２４；　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉｄｓ　ａｎｄ　Ｐｅｐｔ
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ｉｄｅｓ，　１９８５，　１６，　３８７－４１０；　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｎｏｍ
ｅｎｃｌａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ，　２ｎｄ　ｅｄｉ
ｔｉｏｎ，　Ｐｏｒｔｌａｎｄ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９２，　ｐａｇｅｓ　３９－６９。
【０２６６】
　本発明の抗原結合タンパク質のペプチドドメインに対する１つもしくは複数の有用な修
飾は、既知の化学技術により成し遂げられるアミノ酸の添加もしくは挿入、アミノ酸欠失
、ペプチド切断、アミノ酸置換、ならびに／またはアミノ酸残基の化学的誘導体化を含む
ことができる。例えば、そのようにして修飾されたアミノ酸配列は、目的の天然配列のア
ミノ酸配列と比較して挿入または置換された少なくとも１つのアミノ酸残基を含み、挿入
または置換されたアミノ酸残基はペプチドがリンカーおよび／または半減期延長部分に結
合されることにより求核性または求電子性反応官能基を含む側鎖を有する。本発明に従い
、かかる求核性または求電子性反応官能基の有用な例としては、チオール、一次アミン、
セレノ、ヒドラジド、アルデヒド、カルボン酸、ケトン、アミノオキシ、覆面（保護）ア
ルデヒド、または覆面（保護）ケト官能基が挙げられるが、これらに限定されない。求核
性反応官能基を含む側鎖を有するアミノ酸残基の例としては、リジン残基、ホモリジン、
α，β－ジアミノプロピオン酸残基、α，γ－ジアミノ酪酸残基、オルニチン残基、シス
テイン、ホモシステイン、グルタミン酸残基、アスパラギン酸残基、またはセレノシステ
イン残基が挙げられるが、これらに限定されない。
【０２６７】
　アミノ酸残基は、異なる化学的および／または物理的特徴に応じて一般的に分類される
。「酸性アミノ酸残基」という用語は、酸性基を含む側鎖を有するＤ形態またはＬ形態の
アミノ酸残基を指す。酸性残基の例としては、アスパラギン酸およびグルタミン酸残基が
挙げられる。「アルキルアミノ酸残基」という用語は、線状、分岐、または環状（アミノ
酸アミンをプロリンなどで含む）であり得るＣ１～６アルキル側鎖を有するＤ形態または
Ｌ形態のアミノ酸残基を指し、ここでＣ１～６アルキルはＣ１～４ハロアルキル、ハロ、
シアノ、ニトロ、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ、－Ｃ（＝Ｏ）ＯＲａ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲａＲａ、－
Ｃ（＝ＮＲａ）ＮＲａＲａ、－ＮＲａＣ（＝ＮＲａ）ＮＲａＲａ、－ＯＲａ、－ＯＣ（＝
Ｏ）Ｒｂ、－ＯＣ（＝Ｏ）ＮＲａＲａ、－ＯＣ２～６アルキルＮＲａＲａ、－ＯＣ２～６

アルキルＯＲａ、－ＳＲａ、－Ｓ（＝Ｏ）Ｒｂ、－Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ、－Ｓ（＝Ｏ）２Ｎ
ＲａＲａ、－ＮＲａＲａ、－Ｎ（Ｒａ）Ｃ（＝Ｏ）Ｒｂ、－Ｎ（Ｒａ）Ｃ（＝Ｏ）ＯＲｂ

、－Ｎ（Ｒａ）Ｃ（＝Ｏ）ＮＲａＲａ、－Ｎ（Ｒａ）Ｃ（＝ＮＲａ）ＮＲａＲａ、－Ｎ（
Ｒａ）Ｓ（＝Ｏ）２Ｒｂ、－Ｎ（Ｒａ）Ｓ（＝Ｏ）２ＮＲａＲａ、－ＮＲａＣ２～６アル
キルＮＲａＲａおよび－ＮＲａＣ２～６アルキルＯＲａから選択される０、１、２もしく
は３置換基により置換されており；式中Ｒａは、各例で独立してＨもしくはＲｂであり；
ならびにＲｂは、各例で独立してハロ、Ｃ１～４アルキル、Ｃ１～３ハロアルキル、－Ｏ
Ｃ１～４アルキル、－ＮＨ２、－ＮＨＣ１～４アルキル、および－Ｎ（Ｃ１～４アルキル
）Ｃ１～４アルキル；またはそれらの任意のプロトン化形態（アラニン、バリン、ロイシ
ン、イソロイシン、プロリン、セリン、トレオニン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、
アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩、アスパラギン、グルタミン、システイン、メチオニ
ン、ヒドロキシプロリンを含む）から選択される０、１、２もしくは３置換基により置換
されているが、残基はアリールもしくは芳香族基を含まないＣ１～６アルキルである。「
芳香族アミノ酸残基」という用語は、芳香族基を含む側鎖を有するＤ形態またはＬ形態の
アミノ酸残基を指す。芳香族残基の例としては、トリプトファン、チロシン、３－（１－
ナフチル）アラニン、またはフェニルアラニン残基が挙げられる。「塩基性アミノ酸残基
」という用語は、塩基性基を含む側鎖を有するＤ形態またはＬ形態のアミノ酸残基を指す
。塩基性アミノ酸残基の例としては、ヒスチジン、リジン、ホモリジン、オルニチン、ア
ルギニン、Ｎ－メチル－アルギニン、ω－アミノアルギニン、ω－メチル－アルギニン、
１－メチル－ヒスチジン、３－メチル－ヒスチジン、およびホモアルギニン（ｈＲ）残基
が挙げられる。「親水性アミノ酸残基」という用語は、極性基を含む側鎖を有するＤ形態
またはＬ形態のアミノ酸残基を指す。親水性残基の例としては、システイン、セリン、ト
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レオニン、ヒスチジン、リジン、アスパラギン、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩、グ
ルタミン、およびシトルリン（Ｃｉｔ）残基が挙げられる。「親油性アミノ酸残基」とい
う用語は、非電荷、脂肪族または芳香族基を含む側鎖を有するＤ形態またはＬ形態のアミ
ノ酸残基を指す。親油性側鎖の例としては、フェニルアラニン、イソロイシン、ロイシン
、メチオニン、バリン、トリプトファン、およびチロシンが挙げられる。アラニン（Ａ）
は両親媒性であり、親水性残基としても親油性残基としても作用できる。したがって、ア
ラニンは、「親油性残基」と「親水性残基」の両定義に含まれる。「非機能性アミノ酸残
基」という用語は、酸性、塩基性、または芳香族基を欠く側鎖を有するＤ形態またはＬ形
態のアミノ酸残基を指す。中性アミノ酸残基の例としては、メチオニン、グリシン、アラ
ニン、バリン、イソロイシン、ロイシン、およびノルロイシン（Ｎｌｅ）残基が挙げられ
る。
【０２６８】
　追加の有用な実施形態は、本明細書に開示のポリペプチドのアミノ酸配列の保存的修飾
に起因し得る。保存的修飾により、かかる修飾を行った結合（例えば、ＰＥＧ結合）ペプ
チドの機能性、物理的、および化学的特徴に類似の特徴を有する半減期延長部分結合ペプ
チドが産生される。本明細書で開示する結合ポリペプチドのかかる保存的修飾形態も本発
明の実施形態であることを意図する。
【０２６９】
　対して、ペプチドの機能的および／または化学的特徴の実質的な修飾は、（ａ）置換領
域における分子骨格の構造、例えば、αらせん立体構造、（ｂ）分子の標的部位の電荷も
しくは疎水性、または（ｃ）分子サイズの維持に与える影響が有意に異なるアミノ酸配列
中の置換基の選択により成し遂げられ得る。
【０２７０】
　例えば、「保存的アミノ酸置換」は、天然アミノ酸残基を、当該位置のアミノ酸残基の
極性または電荷に対して影響を与えないかほとんど与えないように非天然残基と置換する
ことに関わり得る。さらに、「アラニンスキャニング変異」（例えば、ＭａｃＬｅｎｎａ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｃｔａ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　Ｓｃａｎｄ．　Ｓｕｐｐｌ．，　６
４３：５５－６７　（１９９８）；　Ｓａｓａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９８，　Ａｄ
ｖ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　３５：１－２４　（１９９８）を参照されたく、これらはアラ
ニンスキャニング変異について論じている）として既に記載されているとおり、ポリペプ
チド内のいずれの天然残基もアラニンと置換し得る。
【０２７１】
　当業者は、所望のアミノ酸置換（保存的か非保存的かどうかを問わず）を、かかる置換
が望ましい時点で決定できる。例えば、アミノ酸置換はペプチド配列の重要残基を同定す
るためにも使用でき、本明細書に記載のペプチドまたはビヒクル結合ペプチド分子の親和
性を増加または低下させるためにも使用できる。
【０２７２】
　天然残基は側鎖の共通の特性に基づき以下のクラスに分類し得る：
　１）疎水性：ノルロイシン（ＮｏｒまたはＮｌｅ）、Ｍｅｔ、Ａｌａ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ
、Ｉｌｅ；
　２）中性で親水性：Ｃｙｓ、Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ａｓｎ、Ｇｌｎ；
　３）酸性：Ａｓｐ、Ｇｌｕ；
　４）塩基性：Ｈｉｓ、Ｌｙｓ、Ａｒｇ；
　５）鎖の方向に影響を与える残基：Ｇｌｙ、Ｐｒｏ；ならびに
　６）芳香族：Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、Ｐｈｅ。
【０２７３】
　保存的アミノ酸置換は、これらのクラスのあるメンバーを同じクラスの別メンバーと置
換することに関わり得る。保存的アミノ酸置換は非天然アミノ酸残基を含み得、これは典
型的には生体系の合成ではなく化学ペプチド合成により組み込まれる。これらとしては、
ペプチド模倣物ならびに他の逆（ｒｅｖｅｒｓｅｄ）形態もしくは逆転した（ｉｎｖｅｒ
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ｔｅｄ）形態のアミノ酸部分が挙げられる。
【０２７４】
　非保存的置換は、これらのクラスのあるメンバーを別のクラスのメンバーと置換するこ
とに関わり得る。かかる置換された残基は毒素ペプチドアナログ領域に導入し得る。
【０２７５】
　かかる変化の作製において、ある実施形態に従い、アミノ酸の疎水性親水性指標を考慮
してよい。各アミノ酸には、疎水性および電荷特性に基づき疎水性親水性指標が割り当て
られている。各アミノ酸の疎水性親水性指標は、イソロイシン（＋４．５）；バリン（＋
４．２）；ロイシン（＋３．８）；フェニルアラニン（＋２．８）；システイン／シスチ
ン（＋２．５）；メチオニン（＋１．９）；アラニン（＋１．８）；グリシン（－０．４
）；トレオニン（－０．７）；セリン（－０．８）；トリプトファン（－０．９）；チロ
シン（－１．３）；プロリン（－１．６）；ヒスチジン（－３．２）；グルタミン酸塩（
－３．５）；グルタミン（－３．５）；アスパラギン酸塩（－３．５）；アスパラギン（
－３．５）；リジン（－３．９）；ならびにアルギニン（－４．５）である。
【０２７６】
　タンパク質に相互作用的な生体機能を付与するにあたり疎水性親水性アミノ酸指標の重
要性が当技術分野において理解されている（例えば、Ｋｙｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８
２，　Ｊ． Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．　１５７：１０５－１３１を参照されたい）。あるア
ミノ酸は、疎水性親水性指標またはスコアが類似している他のアミノ酸と置換しながらも
類似の生体活性を保持し得ることが知られている。疎水性親水性指標に基づく変化の作製
において、ある実施形態では、疎水性親水性指標が±２以内であるアミノ酸の置換が含ま
れる。ある実施形態では、疎水性親水性指標が±１以内であるアミノ酸の置換が含まれ、
ある実施形態では、±０．５以内であるアミノ酸の置換が含まれる。
【０２７７】
　可能性のあるアミノ酸の置換は、特に、本明細書に開示のように生物学的に機能性のタ
ンパク質またはその結果作製されるペプチドが免疫学的実施形態における使用のために意
図される場合、親水性に基づき効果的に作製できることも当技術分野において理解されて
いる。ある実施形態では、タンパク質の最大の局所平均親水性は、その隣接アミノ酸の親
水性に準じるように、その免疫原性および抗原性、すなわち、タンパク質の生物学的特性
と相関する。
【０２７８】
　以下の親水性値はこれらのアミノ酸残基に割り当てられている：アルギニン（＋３．０
）；リジン（＋３．０）；アスパラギン酸塩（＋３．０±１）；グルタミン酸塩（＋３．
０±１）；セリン（＋０．３）；アスパラギン（＋０．２）；グルタミン（＋０．２）；
グリシン（０）；トレオニン（－０．４）；プロリン（－０．５±１）；アラニン（－０
．５）；ヒスチジン（－０．５）；システイン（－１．０）；メチオニン（－１．３）；
バリン（－１．５）；ロイシン（－１．８）；イソロイシン（－１．８）；チロシン（－
２．３）；フェニルアラニン（－２．５）およびトリプトファン（－３．４）。類似の親
水性値に基づく変化の作製において、ある実施形態では、親水性値が±２以内であるアミ
ノ酸の置換が含まれ、ある実施形態では、親水性値が±１以内であるアミノ酸の置換が含
まれ、ある実施形態では、±０．５以内であるアミノ酸の置換が含まれる。親水性に基づ
き、一次アミノ酸配列由来のエピトープも同定し得る。これらの領域は「エピトープのコ
ア領域」とも呼ばれる。
【０２７９】
　保存的置換の例としては、１つの非極性（疎水性）アミノ酸残基（イソロイシン、バリ
ン、ロイシン、ノルロイシン、アラニン、またはメチオニンなど）と別のものとの置換、
１つの極性（親水性）アミノ酸残基と別のものとの置換（アルギニンとリジンとの間、グ
ルタミンとアスパラギンとの間、グリシンとセリンとの間など）、１塩基性アミノ酸残基
（リジン、アルギニンまたはヒスチジンなど）と別のものとの置換、または１酸性残基（
アスパラギン酸またはグルタミン酸など）と別のものとの置換が挙げられる。「保存的ア
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ミノ酸置換」という語句は、かかるポリペプチドが不可欠な生体活性を示す限り、非誘導
体化残基の代わりに化学的誘導体化残基の使用も含む。本発明に従い有用であり得る他の
アミノ酸置換の例を下表６に記載する。
【０２８０】
【表１１】

【０２８１】
　通常、抗原結合タンパク質のアミノ酸配列変異体は、重鎖もしくは軽鎖可変領域のいず
れかの元の抗原結合タンパク質または抗体アミノ酸配列と少なくとも６０％同一であるア
ミノ酸配列を有するか、または少なくとも６５％、もしくは少なくとも７０％、もしくは
少なくとも７５％もしくは少なくとも８０％同一であり、より好ましくは少なくとも８５
％同一であり、さらにより好ましくは少なくとも９０％同一であり、最も好ましくは少な
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くとも９５％同一である（例えば、８０％、８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、
８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、
９６％、９７％、９８％、９９％、および１００％を含む）アミノ酸配列を有する。この
配列に関して、本明細書における同一性または相同性は、必要な場合、配列同一率が最大
に達するように配列を整列しギャップを導入した後の候補配列におけるアミノ酸残基の元
の配列との同一率として定義し、保存的置換はいずれも配列同一性の一部とはみなさない
。抗原結合タンパク質または抗体配列のＮ末端、Ｃ末端、または内部の伸張、欠失、もし
くはそれらへの挿入はいずれも配列同一性または相同性に影響を与えないものとして解釈
されるべきである。
【０２８２】
　アミノ酸配列挿入としては、１残基から１００個以上の残基を含むポリペプチドにわた
る長さのアミノ末端および／もしくはカルボキシル末端融合、ならびに単一もしくは複数
アミノ酸残基の内部配列挿入が挙げられる。末端挿入の例としては、Ｎ末端メチオニル残
基を有する抗原結合タンパク質またはエピトープタグもしくはサルベージ受容体結合エピ
トープに融合した抗原結合タンパク質（抗体または抗体断片を含む）が挙げられる。抗原
結合タンパク質または抗体分子の他の挿入変異体としては、抗原結合タンパク質の血清半
減期を増長するポリペプチド（例えばＮ末端またはＣ末端）への融合が挙げられる。
【０２８３】
　エピトープタグの例としては、ｆｌｕ　ＨＡタグポリペプチドおよびその抗体１２ＣＡ
５［Ｆｉｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．　８：　２１５９
－２１６５　（１９８８）］；ｃ－ｍｙｃタグならびにそれに対する８Ｆ９、３Ｃ７、６
Ｅ１０、Ｇ４、Ｂ７、および９Ｅ１０抗体［Ｅｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌ．　Ｃｅ
ｌｌ．　Ｂｉｏｌ．　５（１２）：　３６１０－３６１６　（１９８５）］；ならびに単
純ヘルペスウイルス糖タンパク質Ｄ（ｇＤ）タグおよびその抗体［Ｐａｂｏｒｓｋｙ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　３（６）：　５４７－５５３
　（１９９０）］が挙げられる。他のタグ例は、ポリ－ヒスチジン配列（一般に約６個の
ヒスチジン残基）であり   、ニッケルキレート化を用いて標識した化合物を単離させる
。他の標識およびタグ、例えばＦＬＡＧ（商標）タグ（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ，　
Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，　ＮＹ）などは当技術分野において周知であり、日常的に用いられ
ている。
【０２８４】
　本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）のアミノ酸置換変異体の一
部の特定の、非制限的、実施形態を以下に例示する。
【０２８５】
　分子の酸化安定性を改善して異常な架橋を防止するために、抗原結合タンパク質の適切
な適合の維持に関わらない任意のシステイン残基も一般にセリンと置換し得る。逆に、シ
ステイン結合（１つまたは複数）は、（特に抗原結合タンパク質がＦｖ断片などの抗体断
片である場合）安定性を改善するために抗原結合タンパク質に添加し得る。
【０２８６】
　ある場合では、抗原結合タンパク質変異体は、エピトープ結合に直接関わるアミノ酸残
基を修飾することを意図して調製する。他の実施形態では、本明細書で論じる目的のため
、エピトープ結合に直接関わらない残基、またはエピトープ結合に決して関わらない残基
の修飾が望ましい。任意のＣＤＲ領域および／またはフレームワーク領域の変異を意図す
る。
【０２８７】
　どの抗原結合タンパク質のアミノ酸残基がエピトープ認識および結合にとって重要であ
るかを決定するため、アラニンスキャニング変異を実施して置換変異体を産生できる。例
えば、Ｃｕｎｎｉｎｇｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２４４：１０８１－
１０８５　（１９８９）を参照されたく、この開示は参照によりその全体が本明細書に組
み込まれる。この方法では、個々のアミノ酸残基をアラニン残基で一度に置換し、生成し
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た抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質について、非修飾ポリペプチドと比較した
特異的エピトープに対する結合能をスクリーニングする。結合能の低下した修飾抗原結合
タンパク質の配列を決定してどの残基が変化したかを決定し、結合または生物学的特性に
おけるその重要性を示す。
【０２８８】
　無作為アミノ酸変化を親ポリペプチド配列内に導入する親和性成熟により抗原結合タン
パク質の置換変異体を調製できる。例えば、Ｏｕｗｅｈａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｖｏｘ
　Ｓａｎｇ　７４　（Ｓｕｐｐｌ　２）：２２３－２３２，　１９９８；　Ｒａｄｅｒ　
ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　９５：８９
１０－８９１５，　１９９８；　Ｄａｌｌ’Ａｃｑｕａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｕｒｒ．　
Ｏｐｉｎ．　Ｓｔｒｕｃｔ．　Ｂｉｏｌ．　８：４４３－４５０，　１９９８を参照され
たく、これらの開示は、それらの全体が参照により本明細書に組み込まれる。親和性成熟
は、抗ＤＮＰもしくは抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質またはそれらの変異体の調製およびス
クリーニング、ならびに生成した変異体から修飾生物学的特性（親抗ＤＮＰまたは抗ＫＬ
Ｈ抗原結合タンパク質と比較して増加した結合親和性など）を有するものの選択に関わる
。置換変異体の生成のための好都合な方法は、ファージディスプレイを用いた親和性成熟
である。簡単に述べると、いくつかの超可変領域部位を変異させて各部位ですべての可能
なアミノ置換を産生する。このように産生した変異体は、各粒子内にパッケージされたＭ
１３の遺伝子ＩＩＩ生成物への融合物として線維状ファージ粒子表面上の１価様式におい
て発現する。次いでファージディスプレイ変異体の生体活性（例えば、結合親和性）をス
クリーニングする。例えば、ＷＯ９２／０１０４７号、ＷＯ９３／１１２３６６号、ＷＯ
９５／１５３８８号およびＷＯ９３／１９１７２号を参照されたい。
【０２８９】
　現在の抗体の親和性成熟手順は、２つの変異分類、すなわち確率論的および非確率論的
分類に属する。変異性ＰＣＲ、変異誘発細菌菌株（Ｌｏｗ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｏ
ｌ．　Ｂｉｏｌ．　２６０，　３５９－６８，　１９９６）、および飽和変異（Ｎｉｓｈ
ｉｍｉｙａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２７５：１２８１３－２
０，　２０００；　Ｃｈｏｗｄｈｕｒｙ，　Ｐ．　Ｓ．　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．　Ｂ
ｉｏｌ．　１７８，　２６９－８５，　２００２）は確率論的変異方法の典型例である（
Ｒａｊｐａｌ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．
　１０２：８４６６－７１，　２００５）。非確率論的技術はアラニンスキャニングまた
は部位指向変異を頻繁に使用して特定の変異タンパク質を限定的に収集する。方法の一部
を以下に詳述する。
【０２９０】
　パニング方法を介した親和性成熟－組換え抗体の親和性成熟は、一般に、徐々に減少さ
せた量の抗原の存在下で、候補抗体の数回のパニングを介して行われる。１回当たりの抗
原量を減らして抗原に対する親和性が最も高い抗体を選択することにより、出発物質の大
きなプールから高親和性抗体が得られる。パニングを介した親和性成熟は、当技術分野に
おいて周知であり、例えば、Ｈｕｌｓ　ｅｔ　ａｌ．　（Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌ
　Ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒ．　５０：１６３－７１，　２００１）に記載されている。ファ
ージディスプレイ技術を用いた親和性成熟の方法については、本明細書の他の箇所に記載
されており、当技術分野において知られている（例えば、Ｄａｕｇｈｅｒｔｙ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．　９７：２０２９－３４
，　２０００を参照されたい）。
【０２９１】
　ルックスルー突然変異誘発－ルックスルー突然変異誘発（ＬＴＭ）（Ｒａｊｐａｌ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．　１０２：８４６
６－７１，　２００５）により、抗体結合部位の迅速なマッピング方法が提供されている
。ＬＴＭでは、２０個の天然アミノ酸によって提供される主要な側鎖化学の代表であるア
ミノ酸９個を選択して、抗体の全６つのＣＤＲ中のすべての位置における結合に関与する
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官能性側鎖を精査する。ＬＴＭによって、選択されたアミノ酸９個中１個により各「野生
型」残基が体系的に置換されるＣＤＲ内で一連の位置的な単一変異が作製される。変異Ｃ
ＤＲを組み合わせることにより、すべての変異タンパク質の定量ディスプレイが抑制され
ることなく、複雑度が増してサイズの拡大したコンビナトリアル単鎖可変断片（ｓｃＦｖ
）ライブラリーが得られる。陽性選択後、結合の改善されたクローンの配列を決定し、有
益な変異をマッピングする。
【０２９２】
　変異性ＰＣＲ－変異性ＰＣＲは様々な選択ラウンド間における核酸の無作為化に関わる
。無作為化は、使用するポリメラーゼの固有エラー率により低率で生じるが、転写中に固
有エラー率の高いポリメラーゼ（Ｈａｗｋｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏ
ｌ．　２２６：８８９－９６，　１９９２）を用いる変異性ＰＣＲ（Ｚａｃｃｏｌｏ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏｌ．　２８５：７７５－７８３，　１９９９）に
より増強することができる。変異サイクル後、当技術分野の通例の方法を用いて抗原に対
する親和性の改善されたクローンを選択する。
【０２９３】
　遺伝子シャフリングおよび指向性進化に利用する技術も、所望の活性の抗ＤＮＰもしく
は抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質またはそれらの変異体の調製およびスクリーンのために用
い得る。例えば、Ｊｅｒｍｕｔｕｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　
Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ．，　９８（１）：７５－８０　（２００１）により、リボソームデ
ィスプレイに基づき適合させたインビトロ選択戦略はＤＮＡシャフリングによりインビト
ロ多様化と組み合わさりｓｃＦｖの解離または熱力学的安定性のいずれかを生じることが
示されている；Ｆｅｒｍｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｕｍｏｕｒ　Ｂｉｏｌ．　２００４　
Ｊａｎ－Ａｐｒ；２５（１－２）：７－１３には、ＤＮＡシャフリングと組み合わせたフ
ァージディスプレイの使用により親和性がほぼ３桁増加したことが報告されている。Ｄｏ
ｕｇｈｅｒｔｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ　Ｓ　Ａ
．　２０００　Ｆｅｂ．　２９；　９７（５）：２０２９－２０３４には（ｉ）超変異ラ
イブラリーにおいて機能性クローンは予期せず高い頻度で生じること、（ｉｉ）機能獲得
変異は、かかるライブラリーにおいて十分表されること、ならびに（ｉｉｉ）高親和性に
至るｓｃＦｖ変異の大部分が結合部位から離れた残基に相当することが報告されている。
【０２９４】
　あるいは、または加えて、抗原抗体複合体の結晶構造を分析して抗体と抗原間の接触点
を同定するか、またはかかる接触点をモデリングするコンピュータソフトウェアを用いる
ことが有益であり得る。かかる接触残基および隣接残基は、本明細書において精密技術に
従う置換候補である。かかる変異体は、産生後、本明細書に記載のスクリーニングに供し
、１つまたは複数の関連アッセイにおける優れた特性を有する抗体をさらなる開発のため
に選択し得る。
【０２９５】
　修飾炭水化物を有する抗原結合タンパク質
　例えば、抗原結合タンパク質へ結合した１つもしくは複数の炭水化物部分の添加もしく
は欠失、ならびに／または抗原結合タンパク質における１つもしくは複数のグリコシル化
部位の添加もしくは欠失により、親ポリペプチドと比較して修飾グリコシル化パターンを
有する抗原結合タンパク質変異体も産生できる。
【０２９６】
　典型的にはポリペプチド（抗体を含む）のグリコシル化は、Ｎ結合またはＯ結合のいず
れかである。Ｎ結合とは、炭水化物部分のアスパラギン残基側鎖への結合を指す。トリペ
プチド配列アスパラギン－Ｘ－セリンおよびアスパラギン－Ｘ－トレオニン（Ｘはプロリ
ンを除く任意のアミノ酸）は、炭水化物部分のアスパラギン側鎖に対する酵素結合の認識
配列である。ポリペプチド中のこれらのトリペプチド配列のいずれかの存在は潜在的グリ
コシル化部位を作製する。したがって、Ｎ結合したグリコシル化部位は、これらのトリペ
プチド配列を１つまたは複数含むようにアミノ酸配列を改変することにより抗原結合タン
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パク質に添加し得る。Ｏ結合グリコシル化とは、糖類Ｎ－アセチルガラクトサミン、ガラ
クトース、またはキシロースの１つのヒドロキシアミノ酸（最も一般的にセリンまたはト
レオニンであるが、５－ヒドロキシプロリンまたは５－ヒドロキシリジンも用い得る）へ
の結合を指す。Ｏ結合したグリコシル化部位は、１つまたは複数のセリンまたはトレオニ
ン残基を元の抗原結合タンパク質または抗体の配列に挿入または置換することにより抗原
結合タンパク質に添加し得る。
【０２９７】
　改変されたエフェクター機能
　システイン残基（１つまたは複数）は、抗体またはＦｃ含有ポリペプチドのＦｃ領域で
除去または誘発され得、その結果、この領域で鎖間ジスルフィド結合形態を除去または増
加する。そのように産生されたホモ二量体抗原結合タンパク質は内部移行能力を改善しな
らびに／または相補性媒介性細胞殺傷および抗体依存性細胞傷害（ＡＤＣＣ）を増大し得
る。Ｃａｒｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｅｘｐ　Ｍｅｄ．　１７６：　１１９１－１１
９５　（１９９２）　ａｎｄ　Ｓｈｏｐｅｓ，　Ｂ．　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１４８
：　２９１８－２９２２　（１９９２）を参照されたい。ホモ二量体抗原結合タンパク質
または抗体は、Ｗｏｌｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　５３：
　２５６０－２５６５　（１９９３）に記載のヘテロ二機能性交差リンカーを用いること
によっても調製し得る。あるいは、二重Ｆｃ領域を有する抗原結合タンパク質を加工でき
、その結果、高まった相補性溶解およびＡＤＣＣ能力を有し得る。Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ　
ｅｔ　ａｌ．，　Ａｎｔｉ－ＣａｎｃｅｒＤｒｕｇ　Ｄｅｓｉｇｎ　３：　２１９－２３
０　（１９８９）を参照されたい。
【０２９８】
　ＣＤＲ内配列は、抗体をＭＨＣクラスＩＩに結合させて望ましくないヘルパーＴ細胞反
応を惹起し得ることが示されている。保存的置換は抗原結合タンパク質の結合活性を保持
して望ましくないＴ細胞反応を惹起する能力を減らすことができる。重鎖または軽鎖の１
つまたは複数のＮ末端の２０個のアミノ酸が除去されることも意図する。
【０２９９】
　血清半減期を増長するための修飾も望ましい場合がある。例えば、分子（ＰＥＧまたは
多糖ポリマーをはじめとした他の水溶性ポリマーなど）を添加することによって行うか、
サルベージ受容体結合エピトープを組み込むか添加することによって（例えば、抗原結合
タンパク質の適切な領域の変異によってまたは（例えば、ＤＮＡもしくはペプチド合成に
より）ペプチドタグ中にエピトープを組み込み、それを抗原結合タンパク質のいずれかの
末端または中間位において融合することによっても行い得る（例えば、ＷＯ９６／３２４
７８号を参照されたい）。
【０３００】
　サルベージ受容体結合エピトープは、好ましくは、Ｆｃドメインの１つまたは２つのル
ープ由来の任意の１つまたは複数のアミノ酸残基が抗原結合タンパク質または断片のアナ
ログ位置に移されている領域を構成する。さらにより好ましくは、Ｆｃドメインの１つま
たは２つのループ由来の３つ以上の残基が移されている。さらにより好ましくは、エピト
ープは、（例えば、ＩｇＧの）Ｆｃ領域のＣＨ２ドメイン由来であり、抗原結合タンパク
質もしくは抗体のＣＨ１、ＣＨ３、もしくはＶＨ領域、または複数のかかる領域に移され
ている。あるいは、エピトープは、Ｆｃ領域のＣＨ２ドメイン由来であり、抗原結合タン
パク質断片のＣＬ領域もしくはＶＬ領域、または両方に移されている。Ｆｃ変異体と、そ
れらのサルベージ受容体との相互作用について記載している国際特許第ＷＯ９７／３４６
３１号およびＷＯ９６／３２４７８号も参照されたい。
【０３０１】
　補体依存性細胞障害性（ＣＤＣ）（Ｃ       １ｑ結合部位など）、および／または抗
体依存性細胞傷害（ＡＤＣＣ）に関与する定常領域の他の部位およびアミノ酸残基（１つ
または複数）が同定されている［例えば、Ｍｏｌｅｃ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　２９　（５
）：　６３３－９　（１９９２）；　Ｓｈｉｅｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ
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．　Ｃｈｅｍ．，　２７６（９）：６５９１－６６０４　（２００１）；　Ｌａｚａｒ　
ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔ’ｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　１０３（１１）：
　４００５　（２００６）を参照されたい。これらには特定の位置における変異の影響に
ついて記載されており、それぞれ参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる］。
Ｆｃ受容体結合部位の残基の変異は、改変された（すなわち増加または低下した）エフェ
クター機能（Ｆｃ受容体に対する改変された親和性、改変されたＡＤＣＣもしくはＣＤＣ
活性、または改変された半減期など）に至り得る。上記のとおり、潜在的変異としては、
１つまたは複数の残基の挿入、欠失または置換が挙げられる（アラニンとの置換、保存的
置換、非保存的置換、または異なるサブクラスの同位置での対応するアミノ酸残基との置
換（例えばＩｇＧ１残基の、当該位置の対応するＩｇＧ２残基との置換）を含む）。
【０３０２】
　本発明は、炭水化物構造が改変されてエフェクター活性の改変に至った抗原結合タンパ
ク質分子（抗体および抗体断片を含む）（フコシル化が欠失または低減してＡＤＣＣ活性
の改善が示された抗体分子など）の産生も包含する。これを成し遂げるための様々な方法
が当技術分野において知られている。例えば、ＡＤＣＣエフェクター活性は、抗体分子の
ＦｃγＲＩＩＩ受容体への結合により媒介され、これはＣＨ２ドメインのＡｓｎ－２９７
でＮ結合したグリコシル化の炭水化物構造に依存することが示されている。非フコシル化
抗体は増加した親和性でこの受容体に結合し、天然フコシル化抗体よりも効果的にＦｃγ
ＲＩＩＩ媒介性エフェクター機能を惹起する。例えば、α－１，６－フコシルトランスフ
ェラーゼ酵素がノックアウトされているＣＨＯ細胞内の非フコシル化抗体の組換え産生に
より、抗体のＡＤＣＣ活性は１００倍増加する（Ｙａｍａｎｅ－Ｏｈｎｕｋｉ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ　Ｂｉｏｅｎｇ．　２００４　Ｓｅｐ　５；８７（５）：
６１４－２２）。類似の効果は、フコシル化経路におけるこの酵素もしくは他の酵素の活
性低下を介して、例えば、ｓｉＲＮＡもしくは抗センスＲＮＡ処置、酵素（１つまたは複
数）をノックアウトする細胞系工学、または選択的グリコシル化阻害剤との培養を介して
成し遂げることができる（Ｒｏｔｈｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．
　１９８９　Ｄｅｃ；２６（１２）：１１１３－２３）。一部の宿主細胞系、例えばＬｅ
ｃ１３またはラットハイブリドーマＹＢ２／０細胞系は、低級フコシル化レベルで抗体を
天然で産生する。Ｓｈｉｅｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．　２００
２　Ｊｕｌ　２６；２７７（３０）：２６７３３－４０；　Ｓｈｉｎｋａｗａ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．　２００３　Ｊａｎ　３１；２７８（５）：３４６６
－７３。（例えばＧｎＴＩＩＩ酵素を過剰発現する細胞内の抗体の組換え産生を介した）
二分された炭水化物レベルの増加はＡＤＣＣ活性を増大することも決定されている。Ｕｍ
ａｎａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．　１９９９　Ｆｅｂ；１７（
２）：１７６－８０。ＡＤＣＣ活性を増大する上でフコース残基２つのうち１つのみの欠
失で十分であり得ることが予期されている。（Ｆｅｒｒａｒａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｂ
ｉｏｌ　Ｃｈｅｍ．　２００５　Ｄｅｃ　５）。
【０３０３】
　抗原結合タンパク質の他の共有結合修飾
　抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質の他の特定の共有結合修飾も本発明の範囲
内に含まれる。それらは、妥当な場合、抗原結合タンパク質または抗体の化学合成により
または酵素もしくは化学切断により作製し得る。他のタイプの共有結合修飾は、選択され
た側鎖またはＮ末端残基もしくはＣ末端残基と反応できる有機誘導化剤と標的アミノ酸残
基を反応させることにより導入できる。
【０３０４】
　システイニル残基は、最も一般的には、α－ハロ酢酸塩（および対応するアミン）、例
えばクロロ酢酸またはクロロアセトアミドなどと反応させてカルボキシメチルまたはカル
ボキシアミドメチル誘導体を得る。システイニル残基は、ブロモトリフルオロアセトン、
α－ブロモ－β－（５－イミダゾイル）プロピオン酸、クロロアセチルリン酸、Ｎ－アル
キルマレイミド、３－ニトロ－２－ピリジルジスルフィド、メチル２－ピリジルジスルフ
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ィド、ｐ－クロロ第二水銀安息香酸、２－クロロメルクリ－４－ニトロフェノールまたは
クロロ－７－ニトロベンゾ－２－オキサ－１，３－ジアゾールとの反応によっても誘導体
化される。
【０３０５】
　ヒスチジル残基は、ｐＨ５．５～７．０で二炭酸ジエチルとの反応により誘導体化する
。なぜならこの薬剤は、ヒスチジル側鎖に対して比較的特異的であるためである。p‐臭
化ブロモフェナシルも有用である；この反応は、好ましくは０．１Ｍカコジル酸ナトリウ
ム中、ｐＨ６．０で行う。
【０３０６】
　リジニルおよびアミノ末端残基はコハク酸またはその他のカルボン酸無水物と反応させ
る。これらの薬剤による誘導体化はリジニル残基の電荷を逆にする作用を有している。α
アミノを含有している残基を誘導体化するのに適した他の試薬としては、メチルピコリン
イミデートなどのイミドエステル類；リン酸ピリドキサール；ピリドキサール；水素化ホ
ウ素類；トリニトロベンゼンスルホン酸；Ｏ－メチルイソ尿素；２,４－ペンタンジオン
；およびグリオキシレートとのトランスアミナーゼ触媒の反応が挙げられる。
【０３０７】
　アルギニル残基は、１つまたは複数の従来の試薬、とりわけフェニルグリオキサール、
２，３－ブタンジオン、１，２－シクロヘキサンジオン、およびニンヒドリンとの反応に
より修飾される。アルギニン残基の誘導体化のためには、グアニジン官能基の高ｐＫａの
故に、アルカリ条件で反応が行われる必要がある。さらに、これらの試薬はリジン基なら
びにアルギニンε－アミノ基と反応し得る。
【０３０８】
　芳香族ジアゾニウム化合物またはテトラニトロメタンとの反応によりチロシル残基内に
スペクトル標識を導入する特定の目的にて、チロシル残基の特異的修飾を行い得る。最も
一般的には、Ｎ－アセチルイミダゾイルおよびテトラニトロメタンが、それぞれＯ－アセ
チルチロシル種および３－ニトロ誘導体を形成するために用いられる。チロシル残基は、
１２５Ｉまたは１３１Ｉを用いてヨウ化し、放射免疫アッセイにおける使用のため標識タ
ンパク質を調製する。
【０３０９】
　カルボキシル側基（アスパルチルまたはグルタミル）は、カルボジイミド（Ｒ－Ｎ．ｄ
ｂｄ．Ｃ．ｄｂｄ．Ｎ－Ｒ’）との反応により選択的に修飾され、ここでＲとＲ’は異な
るアルキル基である（１－シクロヘキシル－３－（２－モルホリニル－４－エチル）カル
ボジイミドまたは１－エチル－３－（４－アゾニア－４，４－ジメチルペンチル）カルボ
ジイミドなど）。さらに、アスパルチルおよびグルタミル残基は、アンモニウムイオンと
の反応によりアスパラギニルおよびグルタミニル残基に形質転換される。
【０３１０】
　グルタミニルおよびアスパラギニル残基は、それぞれ対応するグルタミルおよびアスパ
ルチル残基に対して頻繁に脱アミド化されている。これらの残基は、中性または塩基性条
件下で脱アミド化されている。これらの残基の脱アミド化形態は本発明の範囲内である。
【０３１１】
　他の修飾としては、プロリンおよびリジンの水酸化、セリルもしくはトレオニル残基の
水酸基のリン酸化、リジン、アルギニン、およびヒスチジン側鎖のα－アミノ基のメチル
化（Ｔ．　Ｅ．　Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａ
ｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，　Ｗ．Ｈ．　Ｆｒｅｅｍａｎ　＆　
Ｃｏ．，　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，　ｐｐ．　７９－８６　（１９８３））、Ｎ末
端アミンのアセチル化、および任意のＣ末端カルボキシル基のアミド化が挙げられる。
【０３１２】
　別のタイプの共有結合修飾は、抗原結合タンパク質（例えば、抗体または抗体断片）に
対する化学的または酵素的カップリンググリコシドに関わる。これらの手順は、Ｎ結合ま
たはＯ結合グリコシル化のためのグリコシル化能を有する宿主細胞内の抗原結合タンパク
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質の産生を必要としない利点がある。使用するカップリング方法に応じて、糖類（１つま
たは複数）は、（ａ）アルギニンおよびヒスチジン、（ｂ）遊離カルボキシル基、（ｃ）
遊離スルフヒドリル群（システインなどのもの）、（ｄ）遊離水酸基（セリン、トレオニ
ン、またはヒドロキシプロリンなどのもの）、（ｅ）芳香族残基（フェニルアラニン、チ
ロシン、またはトリプトファンなどのもの）、または（ｆ）グルタミンのアミド基に結合
し得る。これらの方法は、ＷＯ８７／０５３３０号（１９８７年９月１１日公開）、およ
びＡｐｌｉｎ　ａｎｄ　Ｗｒｉｓｔｏｎ，　ＣＲＣ　Ｃｒｉｔ．　Ｒｅｖ．　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．，　ｐｐ．　２５９－３０６　（１９８１）に記載されている。
【０３１３】
　抗原結合タンパク質上に存在するいずれの炭水化物部分の除去も、化学的または酵素的
に成し遂げ得る。化学的脱グリコシル化には、抗原結合タンパク質を化合物トリフルオロ
メタンスルホン酸、または等価化合物へ曝露することが必要である。この処置により、連
結糖類（Ｎ－アセチルグルコサミンまたはＮ－アセチルガラクトサミン）を除くほとんど
またはすべての糖類が切断される一方で抗原結合タンパク質はインタクトのまま残る。化
学的脱グリコシル化は、Ｈａｋｉｍｕｄｄｉｎ，　ｅｔ　ａｌ．　Ａｒｃｈ．　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　２５９：　５２　（１９８７）により、およびＥｄｇｅ　
ｅｔ　ａｌ．　Ａｎａｌ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．，　１１８：　１３１　（１９８１）によ
り記載されている。抗原結合タンパク質上の炭水化物部分の酵素切断は、Ｔｈｏｔａｋｕ
ｒａ　ｅｔ　ａｌ．　Ｍｅｔｈ．　Ｅｎｚｙｍｏｌ．　１３８：　３５０　（１９８７）
により記載されている様々なエンドグルコシダーゼおよびエキソグルコシダーゼを用いて
成し遂げることができる。
【０３１４】
　本発明の抗原結合タンパク質（抗体および抗体断片を含む）の別のタイプの共有結合修
飾は、様々な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、ポリオキシエチル化ポリオール、ポリオキシエチル化ソルビトール、ポリ
オキシエチル化グルコース、ポリオキシエチル化グリセロール、ポリオキシアルキレン、
または多糖ポリマー（デキストランなど）の１つに対する抗原結合タンパク質の連結を含
む。かかる方法は当技術分野において知られており、例えば米国特許第４，６４０，８３
５号；同第４，４９６，６８９号；同第４，３０１，１４４号；同第４，６７０，４１７
号；同第４，７９１，１９２号、同第４，１７９，３３７号、同第４，７６６，１０６号
、同第４，１７９，３３７号、同第４，４９５，２８５号、同第４，６０９，５４６号ま
たは欧州特許第３１５　４５６号を参照されたい。
【０３１５】
　単離核酸
　本発明の別の態様は、本発明の抗原結合タンパク質をコードする単離核酸、例えばこれ
らに限定されないが、本発明の抗体または抗体断片をコードする単離核酸などである。か
かる核酸は、当技術分野において知られているおよび／または本明細書に開示する組換え
技術により作製される。
【０３１６】
　例えば、単離核酸は、配列番号２５０、配列番号２５２、配列番号２５４、配列番号２
５６、配列番号２５８、もしくは配列番号２６０と少なくとも９５％同一であるアミノ酸
配列を含む免疫グロブリン重鎖可変領域を含む抗原結合タンパク質をコードする。
【０３１７】
　他の実施形態では、単離核酸は、配列番号２３２、配列番号２３４、配列番号２３６、
配列番号２３８、もしくは配列番号２４０と少なくとも９５％同一であるアミノ酸配列を
含む免疫グロブリン軽鎖可変領域を含む抗原結合タンパク質をコードする。
【０３１８】
　他の単離核酸の例としては、免疫グロブリン重鎖可変領域をコードする単離核酸が挙げ
られ、ここで単離核酸はＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相
補性決定領域のためのコード配列を含み：
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　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号１８８、配列番号１８９、配列番号１９０、もしくは配列
番号１９１のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号１９２、配列番号１９３、配列番号１９４、もしくは配列
番号１９５のアミノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号１９６、配列番号１９７、配列番号１９８、配列番号１９
９、配列番号２００、もしくは配列番号２０１のアミノ酸配列を含む。
【０３１９】
　さらに他の単離核酸の例としては、免疫グロブリン軽鎖可変領域をコードする単離核酸
が挙げられ、ここで単離核酸はＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名された３
つの相補性決定領域のためのコード配列を含み：
　（ａ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０２、配列番号２０３、配列番号２０４、もしくは配列
番号２０５のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６もしくは配列番号２０７のアミノ酸配列を含む；な
らびに
　（ｃ）ＣＤＲＬ３は配列番号２０８、配列番号２０９、配列番号２１０、配列番号２１
１、もしくは配列番号２１２のアミノ酸配列を含む。
【０３２０】
　他の実施形態では、単離核酸は、配列番号７７、配列番号１０７、配列番号１１１、配
列番号１１３、配列番号１１５、配列番号１１７、配列番号１１９、配列番号１２３、配
列番号１２９、配列番号１４４、配列番号１４５、配列番号１８１、配列番号１８２、配
列番号１８３、配列番号１８４、もしくは配列番号１８５のアミノ酸配列を含むか、また
はＮ末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個
欠けている前述の任意の一配列を含む免疫グロブリン重鎖を含む抗原結合タンパク質をコ
ードする。
【０３２１】
　また、いくつかの実施形態では、単離核酸は、配列番号１０５、配列番号１０９、配列
番号１２１；配列番号１２５、もしくは配列番号１２７のアミノ酸配列を含むか、または
Ｎ末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠
けている前述の任意の一配列を含む免疫グロブリン軽鎖を含む抗原結合タンパク質をコー
ドする。
【０３２２】
　別の例において、単離核酸は、配列番号２６２、配列番号２６４、もしくは配列番号２
６６の配列と少なくとも９５％同一であるアミノ酸配列を含む免疫グロブリン重鎖可変領
域を含む抗原結合タンパク質をコードする。
【０３２３】
　他の実施形態では、単離核酸は、配列番号２４２、配列番号２４４、配列番号２４６、
もしくは配列番号２４８と少なくとも９５％同一であるアミノ酸配列を含む免疫グロブリ
ン軽鎖可変領域を含む抗原結合タンパク質をコードする。
【０３２４】
　他の単離核酸の例としては、免疫グロブリン重鎖可変領域をコードする単離核酸が挙げ
られ、ここで単離核酸はＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相
補性決定領域のためのコード配列を含み：
　（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号２１３、配列番号２１４、もしくは配列番号２１５のアミ
ノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号２１６、配列番号２１７、もしくは配列番号２１８のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号２１９、配列番号２２０、もしくは配列番号２２１のアミ
ノ酸配列を含む。
【０３２５】
　さらに他の単離核酸の例としては、免疫グロブリン軽鎖可変領域をコードする単離核酸
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が挙げられ、ここで単離核酸はＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名された３
つの相補性決定領域のためのコード配列を含み：
　（ａ）ＣＤＲＬ１は配列番号２０４、配列番号２２２、配列番号２２３、もしくは配列
番号２２４のアミノ酸配列を含む；
　（ｂ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６、配列番号２２５、もしくは配列番号２２６のアミ
ノ酸配列を含む；ならびに
　（ｃ）ＣＤＲＬ３は配列番号２２７、配列番号２２８、配列番号２２９、もしくは配列
番号２３０のアミノ酸配列を含む。
【０３２６】
　他の実施形態では、単離核酸は、配列番号４６、配列番号１３３、配列番号１３９、配
列番号１４３、配列番号１８６のアミノ酸配列を含むか、またはＮ末端かＣ末端、もしく
は両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠けている前述の任意の一
配列を含む免疫グロブリン重鎖を含む抗原結合タンパク質をコードする。
【０３２７】
　また、いくつかの実施形態では、単離核酸は、配列番号２８、配列番号１３１、配列番
号１３５、配列番号１３７；もしくは配列番号１４１のアミノ酸配列を含むか、またはＮ
末端かＣ末端、もしくは両端のアミノ酸残基が１個、２個、３個、４個もしくは５個欠け
ている前述の任意の一配列を含む免疫グロブリン軽鎖を含む抗原結合タンパク質をコード
する。
【０３２８】
　本発明は、任意の本発明の単離核酸を含むベクター（発現ベクターを含む）にも関する
。当技術分野において知られているおよび／または本明細書に開示されている分子生物学
的技術により作製された、発現ベクターを含む単離宿主細胞も本発明に包含される。本発
明は、以下に関わる方法にも関する：
　（ａ）発現ベクターによりコードされた抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培養
基で宿主細胞を培養すること；ならびに
　（ｂ）培養基から抗原結合タンパク質を回収すること。抗原結合タンパク質の回収は、
抗体の既知の精製方法（これらに限定されないが、本明細書の実施例１および他の箇所に
開示の抗体精製技術など）により成し遂げられる。
【０３２９】
　遺伝子療法
　適切な細胞への治療抗原結合タンパク質の送達は、当技術分野において知られている任
意の適切なアプローチを用いてエクスビボ、原位置、またはインビボ遺伝子療法を介して
もたらすことができる。例えば、インビボ療法において、所望の抗原結合タンパク質もし
くは抗体をコードする核酸を、単独またはベクター、リポソーム、もしくは沈殿物と連結
するかのいずれかで対象に直接注射し得、いくつかの実施形態では、抗原結合タンパク質
化合物の発現が望ましい部位で注射し得る。エクスビボ処置において、対象の細胞を除去
し、これらの細胞内に核酸を導入し、直接または、例えば、患者に移植する多孔膜に被包
するかのいずれかで修飾細胞を対象に戻す。例えば米国特許第４，８９２，５３８号およ
び同第５，２８３，１８７号を参照されたい。
【０３３０】
　核酸を生存細胞内に導入するために様々な技術が利用可能である。これらの技術は、核
酸がインビトロ培養細胞内に移されたのか、または意図した宿主のインビボ細胞内に移さ
れたのかによって決まる。核酸のインビトロ哺乳類細胞の転写に適した技術としては、リ
ポソームの使用、電気穿孔、微量注入、細胞融合、化学的処置、ＤＥＡＥ－デキストラン
、およびリン酸カルシウム沈殿が挙げられる。他のインビボ核酸の転写技術としては、ウ
イルスベクター（アデノウイルス、単純ヘルペスＩウイルス、アデノ随伴ウイルスまたは
レトロウイルスなど）とのトランスフェクションおよび脂質ベース系が挙げられる。核酸
およびトランスフェクション剤は、任意選択的に微粒子と結合している。トランスフェク
ション剤の例としては、リン酸カルシウムまたは塩化カルシウム共沈殿、ＤＥＡＥ－デキ
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ストラン仲介型トランスフェクション、第四級アンモニウム両親媒性物質ＤＯＴＭＡ（臭
化（ジオレオイルオキシプロピル）トリメチルアンモニウム、ＧＩＢＣＯ－ＢＲＬにより
Ｌｉｐｏｆｅｃｔｉｎとして市販されている））（Ｆｅｌｇｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ，　（１
９８７）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　８４，　７４１３
－７４１７；　Ｍａｌｏｎｅ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８９）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ　Ａ
ｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　８６　６０７７－６０８１）；トリメチルアンモニウムの
ペンダントヘッドを有する親油性グルタミン酸ジエステル（Ｉｔｏ　ｅｔ　ａｌ．　（１
９９０）　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　１０２３，　１２４－１３
２）；陽イオン性脂質ジオクタデシルアミドグリシルスペルミン（ＤＯＧＳ，　Ｔｒａｎ
ｓｆｅｃｔａｍ，　Ｐｒｏｍｅｇａ）およびジパルミトイルホスファチジルエタノールア
ミドスペルミン（ＤＰＰＥＳ）などの代謝可能な親脂質（Ｊ．　Ｐ．　Ｂｅｈｒ　（１９
８６）　Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．　２７，　５８６１－５８６４；　Ｊ．　
Ｐ．　Ｂｅｈｒ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８９）　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　
Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　８６，　６９８２－６９８６）など；代謝可能な第四級アンモニウム
塩（ＤＯＴＢ、Ｎ－（１－［２，３－ジオレオイルオキシ］プロピル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ－ト
リメチルアンモニウムメチルスルファート（ＤＯＴＡＰ）（Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｍａ
ｎｎｈｅｉｍ）、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ジオレオイルエステル、ＣｈｏＴＢ、
ＣｈｏＳＣ、ＤＯＳＣ）（Ｌｅｖｅｎｔｉｓ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９０）　Ｂｉｏｃｈ
ｉｍ．　Ｉｎｔｅｒ．　２２，　２３５－２４１）；３β［Ｎ－（Ｎ’、Ｎ’－ジメチル
アミノエタン）－カルバモイル］コレステロール（ＤＣ－Ｃｈｏｌ）、ジオレオイルホス
ファチジルエタノールアミン（ＤＯＰＥ）／３β［Ｎ－（Ｎ’，Ｎ’－ジメチルアミノエ
タン）－カルバモイル］コレステロールＤＣ－Ｃｈｏｌの１対１混合物（Ｇａｏ　ｅｔ　
ａｌ．，　（１９９１）　Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　１０６５，
　８－１４）、スペルミン、スペルミジン、リポポリアミン（Ｂｅｈｒ　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ，　１９９４，　５：　３８２－３８９）、親油
性ポリリジン（ＬＰＬＬ）（Ｚｈｏｕ　ｅｔ　ａｌ．，　（１９９１）　Ｂｉｏｃｈｉｍ
．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　９３９，　８－１８）、過剰ホスファチジルコリン／
コレステロールを有する［［（１，１，３，３－テトラメチルブチル）クレ　ソキシ］エ
トキシ］エチル］ジメチルベンジルアンモニウムヒドロキシド（ＤＥＢＤＡ水酸化物）（
Ｂａｌｌａｓ　ｅｔ　ａｌ．，　（１９８８）　Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　
Ａｃｔａ　９３９，　８－１８）、臭化セチルトリメチルアンモニウム（ＣＴＡＢ）／Ｄ
ＯＰＥ混合物（Ｐｉｎｎａｄｕｗａｇｅ　ｅｔ　ａｌ，　（１９８９）　Ｂｉｏｃｈｉｍ
．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ａｃｔａ　９８５，　３３－３７）、ＤＯＰＥ、ＣＴＡＢ、ＤＥ
ＢＤＡ、臭化ジドデシルアンモニウム（ＤＤＡＢ）とグルタミン酸との親油性ジエステル
（ＴＭＡＧ）、およびホスファチジルエタノールアミンと混合されたステアリルアミン（
Ｒｏｓｅ　ｅｔ　ａｌ．，　（１９９１）　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　１０，　５２０
－５２５）、ＤＤＡＢ／ＤＯＰＥ（ＴｒａｎｓｆｅｃｔＡＣＥ，　ＧＩＢＣＯ　ＢＲＬ）
、ならびにオリゴガラクトース担持脂質が挙げられる。導入効率を高めるトランスフェク
ションエンハンサー剤の例としては、例えば、ＤＥＡＥ－デキストラン、ポリブレン、リ
ソソーム崩壊ペプチド（Ｏｈｍｏｒｉ　Ｎ　Ｉ　ｅｔ　ａｌ，　Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｂｉｏ
ｐｈｙｓ　Ｒｅｓ　Ｃｏｍｍｕｎ　Ｊｕｎ．　２７，　１９９７；２３５（３）：７２６
－９）、コンドロイタンベースのプロテオグリカン、硫酸プロテオグリカン、ポリエチレ
ンイミン、ポリリジン（Ｐｏｌｌａｒｄ　Ｈ　ｅｔ　ａｌ．　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ，
　１９９８　２７３　（１３）：７５０７－１１）、インテグリン結合ペプチドＣＹＧＧ
ＲＧＤＴＰ（配列番号２３５）、線状デキストランノナサッカリド、グリセロール、オリ
ゴヌクレオチドの３’末端ヌクレオシド結合に係留したコレステリル基（Ｌｅｔｓｉｎｇ
ｅｒ，　Ｒ．　Ｌ．　１９８９　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８６
：　（１７）：６５５３－６）、リソホスファチド、リソホスファチジルコリン、リソホ
スファチジルエタノールアミン、および１－オレオイルリソホスファチジルコリンが挙げ
られる。
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【０３３１】
　一部の状況では、核酸を含むベクターを標的細胞に指向させる薬剤と共に核酸を送達す
ることが望ましい場合がある。かかる「標的」分子としては、標的細胞上の細胞表面膜タ
ンパク質に特異的な抗原結合タンパク質、または標的細胞上の受容体のためのリガンドが
挙げられる。リポソームを用いる場合、標的化および／または取り込み促進のために、貪
食に関連した細胞表面膜タンパク質に結合するタンパク質を用いてよい。かかるタンパク
質の例としては、特定の細胞タイプに対して屈性の殻タンパク質およびその断片、循環内
で内部化されるタンパク質のための抗原結合タンパク質、ならびに細胞内局在化を標的と
して細胞内半減期を増長するタンパク質が挙げられる。他の実施形態では、受容体媒介性
貪食を使用できる。かかる方法については、例えば、Ｗｕ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８７ま
たはＷａｇｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９０に記載されている。現在既知の遺伝子作製
および遺伝子療法プロトコールの総論については、Ａｎｄｅｒｓｏｎ　１９９２を参照さ
れたい。ＷＯ９３／２５６７３号および引用文献も参照されたい。遺伝子療法技術に関す
るさらなる総論については、Ｆｒｉｅｄｍａｎｎ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　２４４：　１２
７５－１２８１　（１９８９）；　Ａｎｄｅｒｓｏｎ，　Ｎａｔｕｒｅ，　ｓｕｐｐｌｅ
ｍｅｎｔ　ｔｏ　ｖｏｌ．　３９２，　ｎｏ　６６７９，　ｐｐ．　２５－３０　（１９
９８）；　Ｖｅｒｍａ，　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ：　６８－８４　（
１９９０）；　ａｎｄ　Ｍｉｌｌｅｒ，　Ｎａｔｕｒｅ，　３５７：　４５５４６０　（
１９９２）を参照されたい。
【０３３２】
　医薬製剤の投与および調製
　本発明の方法の実践に用いられる抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質または抗
体は所望の送達方法に適した担体を含む医薬組成物および薬剤に製剤化し得る。適切な担
体は、抗ＤＮＰまたは抗ＫＬＨ抗原結合タンパク質または抗体と組み合わせた場合、それ
ぞれＤＮＰまたはＫＬＨの高親和性結合を保持し、対象の免疫系と反応しない任意の物質
を含む。例としては、滅菌リン酸緩衝生理食塩水、静菌水などの任意のいくつかの標準的
な医薬担体が挙げられるが、これらに限定されない。例えば、水、緩衝水、０．４％生理
食塩水、０．３％グリシンなどの各種水性担体を用いてよく、軽度化学修飾などに供する
アルブミン、リポタンパク質、グロブリンなどの安定性向上のための他のタンパク質を含
み得る。
【０３３３】
　製剤中の抗原結合タンパク質濃度の例は、約０．１ｍｇ／ｍＬ～約１８０ｍｇ／ｍＬま
たは約０．１ｍｇ／ｍＬ～約５０ｍｇ／ｍＬ、または約０．５ｍｇ／ｍＬ～約２５ｍｇ／
ｍＬ、あるいは約２ｍｇ／ｍＬ～約１０ｍｇ／ｍＬの範囲であり得る。抗原結合タンパク
質の水性製剤は、例えば、ｐＨが約４．５～約６．５、または約４．８～約５．５の範囲
、あるいは約５．０であるｐＨ緩衝溶液で調製し得る。この範囲内のｐＨに適した緩衝液
の例としては、酢酸塩（例えば酢酸ナトリウム）、コハク酸塩（コハク酸ナトリウムなど
）、グルコン酸塩、ヒスチジン酸塩、クエン酸塩および他の有機酸緩衝液が挙げられる。
緩衝液の濃度は、例えば、緩衝液および製剤の所望の等張性に応じて、約１ｍＭ～約２０
０ｍＭとすることもでき、約１０ｍＭ～約６０ｍＭとすることもできる。
【０３３４】
　等張化剤も抗原結合タンパク質を安定させ得、製剤中に含み得る。等張化剤の例として
は、ポリオール（マンニトール、ショ糖またはトレハロースなど）が挙げられる。水性製
剤は好ましくは等張であるが、高張溶液も低張溶液も適切であり得る。製剤中のポリオー
ル濃度の例は、約１％～約１５％ｗ／ｖの範囲であり得る。
【０３３５】
　製剤化した抗原結合タンパク質の凝集を減らすおよび／または製剤中の微粒子形態を最
小限にするおよび／または吸着を減らすため、界面活性剤を抗原結合タンパク質製剤に添
加し得る。界面活性剤の例としては、ポリソルベート（例えばポリソルベート２０、また
はポリソルベート８０）またはポロキサマー（例えばポロキサマー１８８）などの非イオ
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ン性界面活性剤が挙げられる。界面活性剤の濃度の例は、約０．００１％～約０．５％、
または約０．００５％～約０．２％、あるいは約０．００４％～約０．０１％ｗ／ｖの範
囲であり得る。
【０３３６】
　１つの実施形態では、製剤は上に同定した薬剤（すなわち抗原結合タンパク質、緩衝液
、ポリオールおよび界面活性剤）を含み、本質的に１つまたは複数の防腐剤（ベンジルア
ルコール、フェノール、ｍ－クレゾール、クロロブタノールおよびベンゼトニウムＣｌな
ど）がない。別の実施形態では、例えば、約０．１％～約２％、あるいは約０．５％～約
１％の範囲の濃度で防腐剤を製剤中に含み得る。製剤の所望の特徴に対して有害な影響を
与えない限り、１つまたは複数の他の医薬上許容可能な担体、賦形剤または安定剤（Ｒｅ
ｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　１６ｔｈ　ｅ
ｄｉｔｉｏｎ，　Ｏｓｏｌ，　Ａ．　Ｅｄ．　（１９８０）に記載のものなど）を製剤中
に含み得る。許容可能な担体、賦形剤または安定剤は、使用する投与量および濃度におい
てレシピエントに対して無毒であり、以下を含む；追加の緩衝剤；共溶媒；抗酸化剤（ア
スコルビン酸およびメチオニンを含む）；キレート化剤（ＥＤＴＡなど）；金属複合体（
例えばＺｎ－タンパク質複合体）；生物分解性ポリマー（ポリエステルなど）；ならびに
／または塩形成対イオン    （ナトリウムなど）。
【０３３７】
　抗原結合タンパク質の治療製剤は、保存のため、任意選択的に生理的許容可能な担体、
賦形剤または安定剤（Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅｓ　１６ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｏｓｏｌ，　Ａ．　Ｅｄ．　（１９８０））
を、凍結乾燥製剤または水溶液の形態で、望ましい純度の抗原結合タンパク質と混合する
ことにより調製する。使用する投与量および濃度においてレシピエントに対して無毒であ
る許容可能な担体、賦形剤、または安定剤としては、緩衝液（リン酸、クエン酸、および
他の有機酸など）；抗酸化剤（アスコルビン酸およびメチオニンを含む）；防腐剤（オク
タデシルジメチルベンジル塩化アンモニウムなど）；塩化ヘキサメトニウム；塩化ベンザ
ルコニウム、塩化ベンゼトニウム；フェノール、ブチルもしくはベンジルアルコール；ア
ルキルパラベン（メチルまたはプロピルパラベンなど）；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；およびｍ－クレゾール）；低分子量（約１０残
基未満）ポリペプチド；タンパク質（血清アルブミン、ゼラチン、または免疫グロブリン
など）；親水性ポリマー（ポリビニルピロリドンなど）；アミノ酸（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、またはリジンなど）；単糖類、二糖類、お
よび他の炭水化物（グルコース、マンノース、マルトース、またはデキストリンを含む）
；キレート化剤（ＥＤＴＡなど）；糖類（ショ糖、マンニトール、トレハロースもしくは
ソルビトールなど）；塩形成対イオン（ナトリウムなど）；金属複合体（例えば、Ｚｎ－
タンパク質複合体）；ならびに／または非イオン性界面活性剤（ＴＷＥＥＮ（登録商標）
、ＰＬＵＲＯＮＩＣＳ（登録商標）もしくはポリエチレングリコール（ＰＥＧ）など）が
挙げられる。
【０３３８】
　１つの実施形態では、本発明の特許請求の範囲の適切な製剤は、等張化して安定化させ
る等張化剤（ポリオール、ソルビトール、ショ糖または塩化ナトリウムなど）と組み合わ
せた等張緩衝液（リン酸、酢酸、またはトリス緩衝液など）を含む。かかる等張化剤の１
例は、５％ソルビトールまたはショ糖である。加えて、製剤は任意選択的に、（凝集を防
止して０．０１～０．０２％ｗｔ／ｖｏｌで安定化させるなどのために）界面活性剤を含
むことができる。製剤のｐＨは４．５～６．５または４．５～５．５の範囲でよい。抗体
のための医薬製剤の他の詳細例については、米国特許第２００３／０１１３３１６号およ
び米国特許第６，１７１，５８６号に見出され得、それぞれその全体が参照により本明細
書に組み込まれる。
【０３３９】
　本明細書における製剤は、好ましくは互いに有害な影響を与えない相補性活性を有する
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もので治療されている特定の適応のために必要に応じて複数の活性化合物も含み得る。例
えば、さらに免疫抑制剤を提供することが望ましい場合がある。かかる分子は、組み合わ
せにおいて意図した目的のための有効量で適切に存在する。
【０３４０】
　活性成分は、例えば、コアセルベーション技術によりまたは界面ポリマー化により、例
えば、ヒドロキシメチルセルロースもしくはゼラチン－マイクロカプセルおよびポリ－（
メタクリル酸メチル）マイクロカプセルは、それぞれ、コロイド薬剤送達系（例えば、リ
ポソーム、アルブミンミクロスフィア、マイクロエマルション、ナノ粒子およびナノカプ
セル）または巨大エマルションにおいて調製されたマイクロカプセルに封入してもよい。
かかる技術については、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃ
ｉｅｎｃｅｓ　１６ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｏｓｏｌ，　Ａ．　Ｅｄ．　（１９８０）
に開示されている。
【０３４１】
　抗原結合タンパク質の懸濁液および結晶形態も意図する。懸濁液および結晶形態の作製
方法は当業者に知られている。
【０３４２】
　インビボ投与に用いる製剤は滅菌されていなければならない。本発明の組成物は従来の
周知の滅菌技術により滅菌し得る。例えば、滅菌は、滅菌ろ過膜を介したろ過により容易
に成し遂げられる。生成溶液は使用用にパッケージ化してもよいし、滅菌条件下でろ過し
て凍結乾燥してもよく、凍結乾燥した調製物は投与前に滅菌溶液と組み合わせられる。
【０３４３】
　凍結乾燥プロセスは、ポリペプチドを長期間保存のために安定させるため、特にポリペ
プチドが液体組成物中で比較的不安定である場合に頻繁に用いられる。凍結乾燥サイクル
は、通常３つの工程：凍結、一次乾燥、および二次乾燥からなる；Ｗｉｌｌｉａｍｓ　ａ
ｎｄ　Ｐｏｌｌｉ，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐａｒｅｎｔｅｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｖｏｌｕｍｅ　３８，　Ｎｕｍｂｅｒ　２，　ｐａｇ
ｅｓ　４８－５９　（１９８４）。凍結工程では、適切に凍結するまで溶液を冷却する。
この段階で溶液中の水は大部分が氷を形成する。一次乾燥段階で氷を蒸散させる。これは
、真空機器を用いて燃焼室圧力を氷の蒸気圧以下に低下させることにより行う。最終的に
、低下した燃焼室圧力および上昇した放置温度下の二次乾燥段階で収着水または結合水を
除去する。このプロセスは、凍結乾燥塊として知られている物質を産生する。その後、こ
の塊は使用前に再構成できる。
【０３４４】
　凍結乾燥物質の標準的な再構成を行うため、一定容量（典型的には凍結乾燥中に除去し
た容量と等容量）の純水を添加するが、時には非経口投与用の製薬に抗菌剤の希釈溶液を
用いる；Ｃｈｅｎ，　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａ
ｌ　Ｐｈａｒｍａｃｙ，　Ｖｏｌｕｍｅ　１８，　Ｎｕｍｂｅｒｓ　１１　ａｎｄ　１２
，　ｐａｇｅｓ　１３１１－１３５４　（１９９２）。
【０３４５】
　一部の例における凍結乾燥した生成物の安定剤として作用する賦形剤について記載され
ている；Ｃａｒｐｅｎｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｂｉ
ｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ，　Ｖｏｌｕｍｅ　７４，　ｐａｇ
ｅｓ　２２５－２３９　（１９９１）。例えば、既知の賦形剤としては、ポリオール（マ
ンニトール、ソルビトールおよびグリセロールを含む）；糖類（グルコースおよびショ糖
を含む）；ならびにアミノ酸（アラニン、グリシンおよびグルタミン酸を含む）が挙げら
れる。
【０３４６】
　加えて、ポリオールおよび糖類も、凍結乾燥誘発性の損傷からポリペプチドを保護する
ため、および乾燥状態で保存中の安定性を高めるために頻繁に用いられる。通常、糖類、
特に二糖類は、凍結乾燥プロセスおよび保存中の両方において効果的である。単糖類およ
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び二糖類ならびにポリマー（ＰＶＰなど）を含む他のクラスの分子も、凍結乾燥した生成
物の安定剤として報告されている。
【０３４７】
　注射において、医薬製剤および／または薬剤は、上記のとおり、適切な溶液を用いた再
構成に適した粉末剤であり得る。これらの例としては、凍結乾燥、回転乾燥またはスプレ
ー乾燥粉末剤、無定形粉末剤、顆粒、沈殿物、または微粒子が挙げられるが、これらに限
定されない。注射において、製剤は任意選択的に安定剤、ｐＨ調整剤、界面活性剤、生体
利用能調整剤およびこれらの組み合わせを含み得る。
【０３４８】
　徐放調製物を調製し得る。適切な徐放調製物の例としては、半透性基質の固体疎水性ポ
リマー（基質が加工物質、例えば、フィルム、またはマイクロカプセル状である抗原結合
タンパク質を含む）が挙げられる。徐放基質の例としては、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－メタクリレート）、またはポリ（ビニルアルコー
ル））、ポリラクチド（米国特許第３，７７３，９１９号）、Ｌ－グルタミン酸のコポリ
マーおよびγ－エチル－Ｌ－グルタミン酸塩、分解不能なエチレン酢酸ビニル、分解可能
な乳酸グリコール酸コポリマー（Ｌｕｐｒｏｎ　Ｄｅｐｏｔ（登録商標）など）（乳酸グ
リコール酸コポリマーおよび酢酸ロイプロリドからなる注射用ミクロスフィア）、および
ポリ－Ｄ－（－）－３－ヒドロキシ酪酸が挙げられる。ポリマー（エチレン酢酸ビニルお
よび乳酸グリコール酸など）では１００日間かけた分子放出が可能である一方、あるヒド
ロゲルではより短時間でタンパク質が放出される。被包性ポリペプチドが体内に長期間残
る場合（変性している場合もあり、３７℃で湿気に曝露して凝集している場合もある）、
生体活性の損失および免疫原性の可能な変化に至る。関連機序に応じて安定化のために合
理的な戦略を考案できる。例えば、凝集機序がチオ－ジスルフィド置換を介した内分子Ｓ
－Ｓ結合形態であることが見出された場合、スルフヒドリル残基の修飾、酸性溶液からの
凍結乾燥、含水量の制御、適切な添加物の使用、および特異的ポリマー基質組成物の発現
により安定化を成し遂げ得る。
【０３４９】
　本発明の製剤を、本明細書に記載の短期作用、即放、長期作用、または持続放出として
設計し得る。したがって、医薬製剤は制御放出または徐放型にも製剤化し得る。
【０３５０】
　具体的な投与量は、対象の疾患状態、年齢、体重、全身の健康状態、性別、ならびに食
事、投与間隔、投与経路、排泄率、および薬剤の組み合わせにより調整し得る。有効量を
含む上記の投与量形態はいずれも十分に通例実験の範囲内であるため、十分に本発明の範
囲内である。
【０３５１】
　抗原結合タンパク質を、非経口、皮下、腹腔内、肺内、および経鼻的、ならびに、局所
処置を所望の場合、病巣内投与を含む任意の適切な手段により投与する。非経口注射とし
ては、静脈内、動脈内、腹腔内、筋肉内、皮内または皮下投与が挙げられる。加えて、抗
原結合タンパク質は、パルス注入により、特に減量した抗原結合タンパク質または抗体で
適切に投与する。投薬は好ましくは注射により、最も好ましくは（部分的に投与が一過性
か慢性かに応じて）静脈内または皮下注射により行う。例えば所望の部位近くに入れたカ
テーテルを介した局所的、特に経皮的、粘膜内、直腸的、経口または局所投与を含む他の
投与手段を意図する。最も好ましくは、本発明の抗原結合タンパク質を生理溶液中で０．
０１ｍｇ／ｋｇ～１００ｍｇ／ｋｇの用量範囲、１日１回～週１回～月１回の頻度範囲（
例えば毎日、隔日、３日ごと、または２、３、４、５、もしくは６回／週）、好ましくは
０．１～４５ｍｇ／ｋｇ、０．１～１５ｍｇ／ｋｇまたは０．１～１０ｍｇ／ｋｇの用量
範囲、２または３回／週の頻度で、または最大４５ｍｇ／ｋｇ月１回で静脈内投与する。
【０３５２】
　本発明は、以下の実施例により例証し、これらは決して限定することを意図していない
。
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【０３５３】
　（実施例）
【実施例１】
【０３５４】
　ＤＮＰまたはＫＬＨに対する抗体の生成およびスクリーニング
　免疫化。ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）マウスをＤＮＰ－ＫＬＨにより４週間免疫化して
抗ＤＮＰ抗体を生成し、ＤＮＰ－リジンに結合する抗体をスクリーニングした。より詳細
には、国際特許第ＷＯ９８／２４８９３号、およびＷＯ００／７６３１０号（これらの開
示はすべて、参照により本明細書に組み込まれる）に開示の方法に従い、ＸｅｎｏＭｏｕ
ｓｅ（登録商標）のＸＭＧ２系統の初回免疫化のため、既に記載されている（Ｍｅｎｄｅ
ｚ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔ．　Ｇｅｎｅｔ．　１５：１４６－１５６　（１９９７）；
国際特許第ＷＯ９８／２４８９３号、およびＷＯ００／７６３１０号公開、これらの開示
は参照により本明細書に組み込まれる）ようにマウスのＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）ＸＭ
Ｇ２系統を一般に生成し、ＴｉｔｅｒＭａｘ　Ｇｏｌｄアジュバント（Ｓｉｇｍａ－Ａｌ
ｄｒｉｃｈ，　Ｏａｋｖｉｌｌｅ，　Ｏｎｔａｒｉｏ）中で乳化した免疫原（マウス１匹
当たり１０～３０μｇの範囲）を用いて、２，４－ジニトロフェニル－キーホールリンペ
ットヘモシアニン（ＤＮＰ－ＫＬＨ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅ；　ＢｉｏＳｅａｒｃｈ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｎｏｖａｔｏ，　ＣＡ）で免疫化した。初回免疫化後、続く免
疫原（マウス１匹当たり５～２０μｇ）ブーストをマウスにおいて適切な抗ＤＮＰ価を導
入するために必要なスケジュールおよび期間で投与した。固定化したＤＮＰ－ＢＳＡ（Ｂ
ｉｏＳｅａｒｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｎｏｖａｔｏ，　ＣＡ）を用いた酵素
免疫アッセイにより力価を決定し、最終ＤＮＰ：ＢＳＡモル比が３０：１であるようにこ
の結合体を調製した。
【０３５５】
　Ｉｍｊｅｃｔ（商標）海中養殖キーホールリンペットヘモシアニン（ｍｃＫＬＨ；Ｐｉ
ｅｒｃｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，　ＩＬ；ｃａｔ＃７７６
００、ｌｏｔ＃Ｂ１４４０９５Ｂ）を用いて、抗ＫＬＨ抗体を増大する免疫化を４週間行
った。免疫化は、足蹠注射を介して送達したＡｌｕｍｉｎｉｕｍ　Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　
Ｇｅｌ　Ａｄｊｕｖａｎｔにおいてマウス１匹当たりＫＬＨ１０μｇを用いて行った（Ｈ
ＣＩ　Ｂｉｏｓｅｃｔｏｒ，　Ｆｒｅｄｅｒｉｋｓｓｕｎｄ，　Ｄｅｎｍａｒｋ；カタロ
グ＃１４５２－２５０）。ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）のＸＭＧ１Ｋ系統の初回免疫化は
既に開示されている方法に従い（Ｍｅｎｄｅｚ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔ．　Ｇｅｎｅｔ
．　１５：１４６－１５６　（１９９７）；国際特許第ＷＯ９８／２４８９３号、および
ＷＯ００／７６３１０号公開、これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる、これ
らはすべて参照により本明細書に組み込まれる）。初回免疫化後、続く免疫原（マウス１
匹当たり５～１０μｇ）ブーストをマウスにおいて適切な抗ＫＬＨ価を導入するために必
要なスケジュールおよび期間で投与した。固定化したＫＬＨ（Ｐｉｅｒｃｅ　Ｂｉｏｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ，　Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，　ＩＬ）を用いた酵素免疫アッセイにより力価
を決定した。
【０３５６】
　モノクローナル抗体の調製。適切な力価を示すマウスを同定し、リンパ球および脾細胞
を流入領域リンパ節および脾臓から得てから、各コホートをプールした。Ｂ細胞を適切な
培地（例えば、ダルベッコ変法イーグル培地；ＤＭＥＭ；Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａ
ｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）中で粉砕することにより組織から解離して細胞を組織から放出さ
せ、ＤＭＥＭ内で懸濁した。標準的な方法を用いて、および当技術分野において知られて
いる技術を用いてＢ細胞を選択および／または拡大し、適切な融合パートナー、例えば、
非分泌骨髄腫Ｐ３Ｘ６３Ａｇ８．６５３細胞と融合した（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　
Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ＣＲＬ　１５８０；　Ｋｅａｒｎｅｙ　ｅｔ　
ａｌ，　Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　１２３：１５４８－１５５０　（１９７９））。
【０３５７】
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　Ｂ細胞を融合パートナー細胞と１：４比で混合した。細胞混合物を４分間の遠心分離４
００×ｇにより穏やかにペレットし、容器を傾けて上清を移し、１ｍＬピペットを用いて
細胞混合物を穏やかに混合した。融合物をＰＥＧ／ＤＭＳＯ（ポリエチレングリコール／
ジメチルスルホキシド；Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，　Ｓｔ．　Ｌｏｕｉｓ　ＭＯから
入手；１ｍＬ／百万リンパ球）で導入した。ＰＥＧ／ＤＭＳＯを穏やかに撹拌しながら１
分かけてゆっくりと添加後、１分間混合した。次いでＩＤＭＥＭ（グルタミン非含有ＤＭ
ＥＭ；２ｍＬ／百万Ｂ細胞）を穏やかに撹拌しながら２分かけて添加し、追加のＩＤＭＥ
Ｍ（８ｍＬ／百万Ｂ細胞）を３分かけて添加した。
【０３５８】
　融合した細胞を穏やかにペレットし（４００×ｇ、６分）、２０ｍＬ選択培地（例えば
、アザセリンおよびヒポキサンチン［ＨＡ］ならびに必要に応じて他の補助的物質を含む
ＤＭＥＭ）／百万Ｂ細胞内で再懸濁した。細胞を３７℃で２０～３０分インキュベートし
てから、２００ｍＬ選択培地で再懸濁し、Ｔ１７５フラスコで３～４日間培養した後、９
６ウェルでプレーティングした。
【０３５９】
　標準的な技術を用いて細胞を９６ウェルプレートに分配し、生成コロニーのクローン性
を最大化した。培養の数日後、以下の実施例に詳述したように、ハイブリドーマ上清を収
集し、それぞれＫＬＨまたはＤＮＰへの結合確認を含むスクリーニングアッセイに供した
。陽性細胞をさらに選択し、標準的なクローニングおよびサブクローニング技術に供した
。クローナル系をインビトロ拡大し、分析用の分泌ヒト抗体を得た。ＤＮＰ特異性抗体を
分泌するいくつかの細胞系を得、さらに抗体の特性を決定した。その配列は本明細書およ
び配列リストにおいて存在し、これらの抗体を用いた様々な試験結果が提供される。
【０３６０】
　担体抗体の抗ＫＬＨおよび抗ＤＮＰのクローニングおよび工学。
　５’ＲＡＣＥとして知られているポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅技術（ｃＤＮＡ
末端の急速な増幅）により、ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ配列由来のヒト抗ＫＬＨ抗体を得た。Ｔ
ＲＩｚｏｌ試薬（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いて、ＫＬＨ結合モノクローナル抗体を発
現する３つのハイブリドーマ；１６．３．１、１０８．１．２および１２０．６から総Ｒ
ＮＡを単離してから、ＲＮｅａｓｙ　Ｍｉｎｉキット（Ｑｉａｇｅｎ）を用いてさらに精
製した。混合した無作為およびオリゴ－ｄＴプライマー第一鎖、ＲＡＣＥ　ｒｅａｄｙ　
ｃＤＮＡをＧｅｎｅＲａｃｅｒキット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いて調製した。順行
プライマー、ＧｅｎｅＲａｃｅｒ（登録商標）ネステッドプライマーを用いたＡｄｖａｎ
ｔａｇｅ　ＨＦ２　ＤＮＡポリメラーゼ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）でｃＤＮＡのＰＣＲ増幅を
実施した：
　５’－ＧＧＡ　ＣＡＣ　ＴＧＡ　ＣＡＴ　ＧＧＡ　ＣＴＧ　ＡＡＧ　ＧＡＧ　ＴＡ－３
’／／（配列番号２７１）；ならびに逆行プライマー：
　軽鎖において５’－ＣＴＣ　ＣＴＧ　ＧＧＡ　ＧＴＴ　ＡＣＣ　ＣＧＡ　ＴＴＧ－３’
／／（配列番号２７２）、および重鎖において５’－ＧＡＴ　ＧＧＧ　ＣＣＣ　ＴＴＧ　
ＧＴＧ　ＧＡＧ　ＧＣＴ　ＧＡＧ　ＧＡＧ　ＡＣＧ　ＧＴＧ　ＡＣＣ　ＧＴＧ　Ｇ－３’
／／（配列番号２７３）。ＰＣＲ反応サイクルは９４℃で３０秒のｃＤＮＡ変性からなり
、９４℃で２０秒間；５５℃で３０秒間；ならびに７２℃で９０秒間からなる各サイクル
の増幅の３サイクル＋９４℃で２０秒間；６５℃で３０秒間；ならびに７２℃で９０秒間
からなる追加の２７サイクルが続く。次いで反応物を７２℃で７分間インキュベートして
、最終ＰＣＲサイクルが続いて完全な延長部を保証する。ＲＡＣＥ　ＰＣＲ生成物をｐＣ
Ｒ４－ＴＯＰＯ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）内にクローン化して、ＡＢＩ　ＤＮＡ配列決定
機器（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）を用いてそれらの配列を決定した。ベクターＮＴＩ　
８．０ソフトウェア（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いてコンセンサス配列を決定し、完全
長抗体鎖ＰＣＲ増幅プライマーを設計するために用いられる。
【０３６１】
　抗ＫＬＨ抗体の発現のための完全なコード領域配列を得るために、例として１６．３．
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１を用いて、ＰＣＲを再使用した。シグナル配列のアミノ末端をコードした軽鎖５’ＰＣ
Ｒプライマー、ＳａｌＩ制限酵素部位、および至適化Ｋｏｚａｋ配列は：
　５’－ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　
ＧＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ－３’／／（配列番号２７４）であり、およびカルボキシル末端
をコードした３’プライマーおよび終止コドン、ならびにＮｏｔＩ制限部位は：
　５’－ＡＡＣ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＡＣ　
ＴＣＴ　ＣＣＣ　ＣＴＧ　ＴＴＧ　ＡＡ－３’／／（配列番号２７５）であった。
【０３６２】
　シグナル配列のアミノ末端をコードした重鎖５’ＰＣＲプライマー、ＳａｌＩ制限酵素
部位、および至適化Ｋｏｚａｋ配列は：
　５’－ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　
ＧＡＡ　ＴＴＧ　ＧＧＡ　ＣＴＧ　ＡＧ－３’／／（配列番号２７６）であり、カルボキ
シル末端をコードした３’プライマーおよび終止コドン、ならびにＮｏｔＩ制限部位は：
　５’－ＡＡＣ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＴＡ　
ＣＣＣ　ＧＧＡ　ＧＡＣ　ＡＧＧ　ＧＡ－３’／／（配列番号２７７）であった。
【０３６３】
　Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ＨＦ２　ＤＮＡポリメラーゼを用いてＰＣＲを実施し、反応サイ
クルは９４℃で３０秒のｃＤＮＡ変性からなり、９４℃で２０秒間；６５℃で３０秒間；
ならびに７２℃で９０秒間からなる３０サイクルが続く。次いで反応物を７２℃で７分間
インキュベートして、最終ＰＣＲサイクルが続いて完全な延長部を保証する。生成したＰ
ＣＲ生成物をゲル単離し、ＱＩＡｑｕｉｃｋ　ｓｐｉｎカラム（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて
精製し、ＳａｌＩ（ＮＥＢＬ）およびＮｏｔＩ（ＮＥＢＬ）で消化し、ＱＩＡｑｕｉｃｋ
　ｓｐｉｎカラムを用いてゲル単離および精製してから、哺乳類発現ベクターｐＴＴ５中
に結紮した。
【０３６４】
　ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）由来ヒト抗ＤＮＰ抗体可変領域のための配列を逆転写ＰＣ
Ｒ生成物の配列決定により得た。次いでＰＣＲを可変領域配列末端を（ＶＫ１シグナルペ
プチドおよび適切な抗体定常領域を含む）ｐＴＴ５ベクター末端と適合させるように可変
領域配列末端を適用させるために用いる。例として、Ｖｋ１シグナルペプチド末端の独特
なＢｓｓＨＩＩ部位を用いておよびヒトκ定常領域開始の独特なＢｓｉＷ１部位を用いて
、抗ＤＮＰ　３Ａ４軽鎖をｐＴＴ５内にクローン化した。ＢｓｓＨＩＩおよびＢｓｉＷＩ
部位を３Ａ４可変領域末端に添加するため、以下の５’プライマーを用いてＰＣＲにより
増幅した：
　５’　ＴＴＴ　ＴＴＴ　ＴＴＧ　ＣＧＣ　ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＡＣＡ　ＴＣＣ　ＡＧＡ　
ＴＧＡ　ＣＣＣ　ＡＧＴ　Ｃ　３’／／（配列番号２７８）、
　および３’プライマー　５’　ＡＡＡ　ＡＡＡ　ＣＧＴ　ＡＣＧ　ＴＴＴ　ＧＡＴ　Ａ
ＴＣ　ＣＡＣ　ＴＴＴ　ＧＧＴ　ＣＣ　３’／／（配列番号２７９）。
【０３６５】
　抗ＤＮＰ　３Ａ４は、重鎖の可変領域にトリプトファンを含有した。トリプトファンコ
ドンは（＋）鎖プライマー：
　５’　ＣＴＧ　ＴＧＴ　ＡＴＴ　ＡＣＴ　ＧＴＧ　ＣＧＡ　ＧＧＴ　ＡＴＡ　ＡＣＴ　
ＴＣＡ　ＡＣＴ　ＡＣＧ　ＧＴＡ　ＴＧＧ　ＡＣＧ　ＴＣＴ　ＧＧ　３’／／（配列番号
２８０）および（－）鎖プライマー：
　５’　ＣＣＡ　ＧＡＣ　ＧＴＣ　ＣＡＴ　ＡＣＣ　ＧＴＡ　ＧＴＴ　ＧＡＡ　ＧＴＴ　
ＡＴＡ　ＣＣＴ　ＣＧＣ　ＡＣＡ　ＧＴＡ　ＡＴＡ　ＣＡＣ　ＡＧ　３’／／（配列番号
２８１）を用いたＰＣＲによりフェニルアラニンに変異し、
　重鎖５末端プライマー
　５’　ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　
ＧＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＴＣ　ＣＴＧ　ＧＧＧ　
ＣＴ　３’／／（配列番号２８４）および重鎖３’プライマー：
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　５’　ＡＡＣ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＴＡ　
ＣＣＣ　ＧＧＡ　ＧＡＣ　ＡＧＧ　ＧＡ　３’／／（配列番号２８５）と連結している（
＋）鎖プライマー：
　５’　ＣＴＧ　ＴＧＴ　ＡＴＴ　ＡＣＴ　ＧＴＧ　ＣＧＡ　ＧＧＴ　ＡＴＡ　ＡＣＴ　
ＡＣＡ　ＡＣＴ　ＡＣＧ　ＧＴＡ　ＴＧＧ　ＡＣＧ　ＴＣＴ　ＧＧ　３’／／（配列番号
２８２）および（－）鎖プライマー：
　５’　ＣＣＡ　ＧＡＣ　ＧＴＣ　ＣＡＴ　ＡＣＣ　ＧＴＡ　ＧＴＴ　ＧＴＡ　ＧＴＴ　
ＡＴＡ　ＣＣＴ　ＣＧＣ　ＡＣＡ　ＧＴＡ　ＡＴＡ　ＣＡＣ　ＡＧ　３’／／（配列番号
２８３）を用いたＰＣＲによりチロシンに変異した。また、３Ａ４　ＩｇＧ２重鎖のヒン
ジ領域のジスルフィドスクランブリングを減らすため、例として、ヒンジシステイン２１
９および２２０（ＥＵ番号付け）を
　重鎖５末端プライマー：
　５’　ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　
ＧＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＴＣ　ＣＴＧ　ＧＧＧ　
ＣＴ　３’／／（配列番号２８８）および重鎖３’プライマー：
　５’　ＡＡＣ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＴＡ　
ＣＣＣ　ＧＧＡ　ＧＡＣ　ＡＧＧ　ＧＡ　３’／／（配列番号２８９）と連結している（
＋）鎖プライマー：
　５’　ＧＧＡ　ＣＡＡ　ＧＡＣ　ＡＧＴ　ＴＧＡ　ＧＣＧ　ＣＡＡ　ＡＴＣ　ＴＴＣ　
ＴＧＴ　ＣＧＡ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＡＣＣ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＡＧ　３’／／（配列番号
２８６）および（－）鎖プライマー：
　５’　ＣＴＧ　ＧＧＣ　ＡＣＧ　ＧＴＧ　ＧＧＣ　ＡＣＴ　ＣＧＡ　ＣＡＧ　ＡＡＧ　
ＡＴＴ　ＴＧＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＴＧ　ＴＣＴ　ＴＧＴ　ＣＣ　３’／／（配列番号
２８７）を用いたＰＣＲにより変異させた。
【０３６６】
　組換えモノクローナル抗体を産生する一過性発現。一過性トランスフェクションをＨＥ
Ｋ　２９３－６Ｅ細胞内で以下のとおり実行した。エプスタインバーウイルス核抗原－１
（２９３－６Ｅ細胞）を安定的に発現しているヒト胚腎臓２９３細胞系を、国家研究会議
（Ｍｏｎｔｒｅａｌ，　Ｃａｎａｄａ）から得た。６ｍＭ　Ｌ－グルタミン（Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）、１．１％Ｆ－６８　Ｐｌｕｒｏｎｉｃ（Ｉ
ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）および２５０μｇ／μｌ　Ｇｅｎｅ
ｔｉｃｉｎ（Ｉｎｖｉｔｒｉｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）で補充したＦ１７培
地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）を用いて細胞を血清を含まな
い懸濁培養として維持した。懸濁細胞培養を撹拌三角フラスコ培養内で維持した。培養フ
ラスコを３７℃、加湿した５％ＣＯ２雰囲気で６５ｒｐｍで撹拌した。原液（１ｍｇ／ｍ
Ｌ）の２５ｋＤａ線状ＰＥＩ（Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅｓ，　Ｗａｒｒｉｎｇｔｏｎ，　
ＰＡ）を水中で調製し、溶解するまでＨＣｌでｐＨ２．０に酸性化してから、ＮａＯＨで
中性化して、滅菌ろ過し（０．２μｍ）、アリコートし、使用時まで－２０℃で保存した
。Ｔｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１をＯｒｇａｎｏＴｅｃｈｎｉ　Ｓ．Ａ．　（ＴｅｋｎｉＳｃｉ
ｅｎｃｅ，　ＱＣ，　Ｃａｎａｄａ）から得た。原液（２０％、ｗ／ｖ）をＦｒｅｅＳｔ
ｙｌｅ培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｍ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）内で調製し、０．２
μｍフィルターを介して滅菌ろ過し、使用時まで４℃で保存した。典型的には、トランス
フェクションを１Ｌ尺度で実施した。細胞（２９３－６Ｅ）を生存細胞密度１．１×１０
６細胞／ｍＬまで増殖してから、トランスフェクション複合体を１／１０容量の最終培養
容量内で調製した。１Ｌトランスフェクション培養において、トランスフェクション複合
体を１００ｍＬのＦ１７基礎培地で調製し、５００μｇプラスミドＤＮＡ（重鎖および軽
鎖ＤＮＡ、１：１比）をまず１００ｍＬのＦ１７培地で希釈した。室温で５分インキュベ
ーション後、１．５ｍＬのＰＥＩ溶液を添加した。複合体を軽くボルテックスしてから、
室温で１５分間インキュベートした。撹拌フラスコ培養内でトランスフェクション複合混
合物を細胞に添加することにより細胞をトランスフェクトした。２４時間トランスフェク
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ション後、Ｔｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１をトランスフェクトした培養に添加して最終濃度０．
５％とし、トランスフェクトした培養を振盪機上、３７℃、加湿した５％ＣＯ２雰囲気で
６５ｒｐｍでさらに５日間維持してから、回収した。条件培地を４０００ｒｐｍの遠心分
離により回収してから、０．２μｍフィルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃ．）を介して滅
菌ろ過した。
【０３６７】
　標準的な電気穿孔手段を用いて発現プラスミドｐＤＣ３２３抗ＫＬＨ１２０．６κＬＣ
およびｐＤＣ３２４抗ＫＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２　ＨＣとＣＨＯ　ｄ－宿主細胞のトラ
ンスフェクトにより、安定的に発現しているaＫＬＨ１２０．６対照抗体プールを作製し
た。トランスフェクション後、血清を含まないＧＨＴ選択的増殖培地中プールとして細胞
を増殖して、細胞含有プラスミドの選択および回収を可能とした。ＧＨＴ選択的培地で増
殖した細胞プールを８５％未満の生存能に至るまで培養した。選択された細胞プールを１
５０ｎｍおよび３００ｎＭメトトレキサート（ＭＴＸ）で増幅した。８５％より大きい生
存能に至った際、１５０ｎＭプールを５００ｎｍ　ＭＴＸ中でさらに再増幅した。ＭＴＸ
で増幅したプールの生存能が８５％より大きい生存能に至った際、簡潔化した６日のバッ
チ産生アッセイを用いて、濃縮した産生培地でプールをスクリーニングして発現を評価し
た。増幅したプールの発現は１２０～４００μｇ／ｍＬの範囲であった。最高のプールを
６日アッセイに基づき選択し、１０日のフェドバッチプロセスを用いて拡大した。条件培
地を回収し、精製して分析用タンパク質を得た。
【０３６８】
　標準的な電気穿孔手段を用いて発現プラスミドｐＤＣ３２３抗ＫＬＨ１２０．６κＬＣ
およびｐＤＣ３２４抗ＫＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２　ＨＣとＣＨＯ　ｄ－宿主細胞のトラ
ンスフェクトにより安定的に発現しているaＫＬＨ１２０．６抗体プールを作製した。ト
ランスフェクション後、血清を含まないＧＨＴ選択的増殖培地中プールとして細胞を増殖
して、細胞含有プラスミドの選択および回収を可能とした。-ＧＨＴ選択的培地で増殖し
た細胞プールを８５％より大きい生存能に至るまで培養した。選択された細胞プールを１
５０ｎｍおよび３００ｎＭ　ＭＴＸで増幅した。８５％より大きい生存能に至った際、１
５０ｎＭプールを５００ｎｍ　ＭＴＸ中でさらに再増幅した。ＭＴＸ増幅プールの生存能
が８５％未満の生存能に至った際、簡潔化した６日のバッチ産生アッセイを用いて、濃縮
した産生培地でプールをスクリーニングして発現を評価した。増幅したプールの発現は１
２０～４００μｇ／ｍＬの範囲であった。最高のプールを６日アッセイに基づき選択し、
１０日のフェドバッチプロセスを用いて拡大した。条件培地を回収し、精製して分析用タ
ンパク質を得た。
【０３６９】
　標準的な電気穿孔手段を用いて、ＣＨＯ　ＤＨＦＲ（－）宿主細胞を、対応する重鎖お
よび軽鎖発現プラスミドセットでトランスフェクトすることによりａＤＮＰ３Ａ４－Ｆお
よびａＤＮＰ３Ｂ１抗体の安定的に発現しているプールを作製した。各抗体分子につき、
３～４個の異なるトランスフェクションを実施して複数のプールを産生した。トランスフ
ェクション後、血清を含まないＧＨＴ選択的増殖培地中プールとして細胞を増殖して、細
胞含有プラスミドの選択および回収を可能とした。-ＧＨＴ選択的培地で増殖した細胞プ
ールを８５％より大きい生存能に至るまで培養した。選択された細胞プールを１５０ｎｍ
メトトレキサートで増幅した。メトトレキサートで増幅したプールの生存能が８５％より
大きい生存能に至った際、簡潔化した６日のバッチ産生アッセイを用いて濃縮した産生培
地でプールをスクリーニングして発現を評価した。最高のプールを６日アッセイ力価およ
び正確な質量の確認に基づき選択した。
【０３７０】
　抗体精製および選択。２価陽イオンを含まないダルベッコのＰＢＳ　８カラム容量を洗
浄緩衝液として、および１００ｍＭ酢酸（ｐＨ３．５）を溶出緩衝液として７℃で用いて
、Ｍａｂ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｕｒｅクロマトグラフィー（ＧＥ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃ
ｅｓ）により抗体を精製した。クロマトグラムに基づき溶出ピークをプールして、２Ｍト
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リス塩基を用いてｐＨを約５．０に増大した。次いでプールを少なくとも３容量の水で希
釈し、０．２２μｍ酢酸セルロースフィルターを介してろ過してから、ＳＰ－ＨＰセファ
ロースカラム（ＧＥ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）上に負荷し、１０カラム容量のＳ緩
衝液Ａ（２０ｍＭ酢酸、ｐＨ５．０）で洗浄した後、５０％Ｓ緩衝液Ｂ勾配（２０ｍＭ酢
酸、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）の２０カラム容量を用いて７℃で溶出した。プールを
クロマトグラムおよびＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に基づき作製してから、物質を約７倍濃縮し
、約５容量の１０ｍＭ酢酸、９％ショ糖（ｐＨ５．０）に対して、３０ｋＤａ膜のＶｉｖ
ａＦｌｏｗ　ＴＦＦカセットを用いてダイアフィルターした。次いで透析物質を０．２２
μｍ酢酸セルロースフィルターを介してろ過し、吸光度２８０ｎｍで濃度を決定した。
【０３７１】
　次いで、ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより生成物の性質に基づきリード候補を選択した。一過性
かつ安定的に発現している哺乳類細胞系の両方に由来するａＤＮＰ
３Ｂ１、３Ｈ４、３Ｃ２、３Ａ１および３Ａ４抗体の生成物品質を、還元負荷緩衝液を用
いて１．０ｍｍトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上で分析し
た（図１１）。ａＤＮＰ３Ｈ４抗体が安定した細胞系から不均一な生成物を産生したとい
うこれらのデータから、ａＤＮＰ３Ｈ４抗体は担体抗体として良好な候補ではなかったこ
とが示された（均一生成物が望ましいため）。ａＤＮＰ３Ａ１、３Ａ４、３Ｃ２、および
３Ｂ１ならびにaＫＬＨ１２０．６抗体の生成物品質を、非還元負荷緩衝液を用いて１．
０ｍｍトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）上で分析した（図１
２Ａ～Ｂ）。ａＤＮＰ３Ｃ２抗体は例外的な高分子質量物質を伴う不均一生成物を産生し
、これは担体抗体として理想的な候補ではないことが示された（高分子質量物質が含まれ
る生成物は望ましくないため）。加えて、ａＤＮＰ３Ｂ１抗体は、これらの条件下で二重
線を示した。次いで、トリス－グリシンＳＤＳ－ＰＡＧＥならびにビス－トリスＮｕＰＡ
ＧＥ系の両方を用いて、非還元条件下でａＤＮＰ３Ｂ１抗体とａＤＮＰ３Ａ１抗体を比較
した（図１３Ａ～Ｂ）。ａＤＮＰ３Ｂ１抗体では、トリス－グリシンＳＤＳ－ＰＡＧＥ上
のａＤＮＰ３Ａ１では観察されなかった二重線がはっきりと生じることが見出された；し
かしながら、ビス－トリスＮｕＰＡＧＥにより分析した場合、ａＤＮＰ３Ｂ１抗体はａＤ
ＮＰ３Ａ１抗体よりも均一であると考えられ、二重線は分析法のアーチファクトであり得
ることが示された。ａＤＮＰ３Ｂ１抗体を室温、８５℃、または１００℃で非還元試料緩
衝液で処置後にトリス－グリシンＳＤＳ－ＰＡＧＥにより分析した場合、二重線は除去さ
れなかった（図１４Ａ）。しかしながら、ａＤＮＰ３Ｂ１抗体を通常の０．１％ではなく
０．４％ＳＤＳゲルの流れる緩衝液を用いてトリス－グリシンＳＤＳ－ＰＡＧＥにより評
価した際、二重線は激減し（図１４Ｂ）、二重線は分析系のアーチファクトであったとい
うさらなる証拠が得られた。
【０３７２】
　１００ｍＭリン酸ナトリウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０
．５ｍＬ／分）に乗せる連続する２つのサイズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００
ＳＷＸＬ、５ｍｍ粒径、７．８×３００ｍｍ、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５
４１）を用いて、抗体の均一性についてさらに分析した（図１５）。ａＤＮＰ３Ｃ２抗体
は実質的な後ピーク肩を示し、これは望ましくないとみなされたので、この抗体は候補担
体抗体から外した。加えて、ａＤＮＰ３Ｃ２およびａＤＮＰ３Ａ４抗体は予期したよりも
後に溶出されたことが観察され、クロマトグラフィーカラムの固定相との潜在的相互作用
が示された。
【０３７３】
　抗体（ａＤＮＰ３Ａ１、ａＤＮＰ３Ｃ２およびａＤＮＰ３Ａ４）の光分解耐性を試験し
た。抗体を４℃で３週間蛍光曝露するかまたは各試料をアルミニウムホイルで覆って遮光
するかのいずれかとした。次いで抗体試料を、１００ｍＭリン酸ナトリウム、２５０ｍＭ
　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０．５ｍＬ／分）に乗せる連続する２つのサイ
ズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００ＳＷＸＬ、５ｍｍ粒径、７．８×３００ｍｍ
、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５４１）を用いて分析した（図１６）。ａＤＮ
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Ｐ３Ｃ２およびａＤＮＰ３Ａ４抗体は、光曝露後、影響を受けやすいトリプトファン酸化
と実質的に一致したピーク広がりを示した。ａＤＮＰ３Ａ４抗体の酸化感受性を減らすた
め、チロシンまたはフェニルアラニンのいずれかに変異しているＣＤＲ３トリプトファン
のいくつかの変異体を構築した（ａＤＮＰ３Ａ４、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｙ、ａＤＮＰ３Ａ４
－Ｆ、ａＤＮＰ３Ａ４－ＹＳＳおよびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ）。次いで、６℃で光曝露
の２日後（３３６Ｗ／ｍ２　ＵＶ光および３３１ｋ－ｌｕｘ蛍光）、１００ｍＭリン酸ナ
トリウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．８）の移動相（流速０．５ｍＬ／分）に乗せ
る連続する２つのサイズ排除カラム（ＴＳＫ－ＧＥＬ　Ｇ３０００ＳＷＸＬ、５ｍｍ粒径
、７．８×３００ｍｍ、ＴｏｓｏｈＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、０８５４１）を用いた分析に
より、これらの抗体の光分解耐性をＳＥＣにより評価した（図１７Ａ～Ｂ）。
【０３７４】
　全４つのａＤＮＰ３Ａ４変異体が、野生型分子より実質的に狭いピーク広がりを示し、
ＣＤＲ３トリプトファンはこの望ましくない現象に関与したことが示された。さらに、Ｓ
ＥＣ上の延長保持時間も変異体で激減し、カラムの固定相との相互作用が少ないことを示
した。Ｔｏｓｏｈａａｓ　ＳＰ－５ＰＷカラム（１０μｍ粒子、７．５ｍｍ　ＩＤ×７．
５ｃｍ長）を用いて、緩衝液Ａ（１０ｍＭ酢酸ナトリウム、ｐＨ５．０）および緩衝液Ｂ
（１０ｍＭ酢酸ナトリウム、６００ｍＭ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）をプログラム化直線勾
配（１分０％Ｂ、１０分３５％Ｂ、３０分７０％Ｂ、３分９０％Ｂおよび３分０％Ｂ）で
１ｍＬ／分で流して用いて、各種変異の抗ＤＮＰ　３Ａ４抗体（ａＤＮＰ３Ａ４、ａＤＮ
Ｐ３Ａ４－Ｙ、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、ａＤＮＰ３Ａ４－ＹＳＳおよびａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ
ＳＳ）の均一性を分析した（図１８）。ＣＤＲ３トリプトファンを有するａＤＮＰ３Ａ４
抗体をフェニルアラニンに形質転換して、野生型またはチロシン変異型よりも望ましい狭
い溶出ピークが得られた；したがって、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ変異型は優れた分子であると
みなされた。ａＤＮＰ３Ｂ１、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ抗体
を非還元ＣＥ－ＳＤＳにより分析した（図１９Ａ～Ｃ）。すべてのＣＥ　ＳＤＳ実験をＵ
Ｖダイオード検出器付きＢｅｃｋｍａｎ　ＰＡ８００　ＣＥ系（Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ，　
ＣＡ）を用いて実施した。２２１ｎｍおよび２２０ｎｍ波長を用いた。裸のフューズドシ
リカキャピラリー５０μｍ×３０．２ｃｍを分離分析のために用いた。緩衝液バイアル調
製および負荷ならびにＩｎｓｔａｌｌ　Ｃａｐｉｌｌａｒｙ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅについ
ては、ＩｇＧ　Ｐｕｒｉｔｙ／ＨｅｔｅｒｏｇｅｎｅｉｔｙのＢｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌ
ｔｅｒマニュアルに記載されていた。還元、非還元ＣＥ－ＳＤＳの流れる状態は、一部修
正点を除きＩｇＧ　Ｐｕｒｉｔｙ／ＨｅｔｅｒｏｇｅｎｅｉｔｙのＢｅｃｋｍａｎ　Ｃｏ
ｕｌｔｅｒマニュアルに記載されていたものと類似し、この一部修飾点について下記に簡
単に述べる。非還元状態では、抗体試料（１５０μｇ）を２０μＬのＳＤＳ反応緩衝液お
よび５μＬの７０ｍＭ　Ｎ－エチルマレイミドに添加した。次いで水を添加して最終容量
３５μＬとし、タンパク質濃度を４．３ｍｇ／ｍＬとした。ＳＤＳ反応緩衝液は４％ＳＤ
Ｓ、０．０１Ｍクエン酸リン酸緩衝液（Ｓｉｇｍａ）および０．０３６Ｍリン酸ナトリウ
ム二塩基性から構成された。調製物を完全にボルテックスして、４５℃で５分間加熱した
。次いで調製物に追加の４％ＳＤＳを１１５μＬ添加した。ボルテックスおよび遠心分離
後、調製物を２００μＬのＰＣＲバイアルに入れてからＰＡ８００機器上に負荷した。試
料を－１０ｋＶの逆極性陽極で３０秒間注入してから、３５分間の分離中、キャピラリー
両端の－１５ｋＶ、２０ｐｓｉ圧力で分離した。ａＤＮＰ３Ｂ１抗体では、非還元条件下
で均一性が最高レベルであるという最も望ましいプロファイルが得られた。ａＤＮＰ３Ｂ
１、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、およびａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳ抗体を還元ＣＥ－ＳＤＳにより
分析した（本明細書の図２０Ａ～Ｃ）。還元状態では、精製Ｈ２Ｏを添加して抗体試料を
２．１ｍｇ／ｍＬに希釈し、抗体９５μＬを、５．６％βメルカプトエタノールを有する
ＳＤＳ試料緩衝液（Ｂｅｃｋｍａｎ）１０５μＬに添加した。次いで調製物を完全にボル
テックスしてから７０℃で１０分間加熱した。遠心分離後、上清を２００μＬのＰＣＲバ
イアルに入れてからＰＡ８００機器上に負荷した。試料を－５ｋＶの逆極性陽極で２０秒
間注入してから、３０分間の分離中、キャピラリー両端の－１５ｋＶ、２０ｐｓｉ圧力で
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分離した。ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆでは、還元条件下で最も望ましい均一ピークが得られた。
【０３７５】
　ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、ａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳおよびａＤＮＰ３Ｂ１抗体の熱耐性につ
いて、試料を２０℃から９５℃に１℃／分で加熱し、ＭｉｃｒＣａｌ　ＶＰ－ＤＳＣを用
いてＤＳＣ分析した。タンパク質は１０ｍＭ酢酸ナトリウム、９％ショ糖（ｐＨ５．０）
中０．５ｍｇ／ｍＬであった（図２１）。ａＤＮＰ３Ｂ１およびａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ抗体
にて、初回転移のためにより高温で最も望ましい融解プロファイルが得られた。ａＤＮＰ
３Ｂ１およびａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ抗体をａＤＮＰ３Ｂ１抗体については単一の融解転移お
よびａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ抗体については二重転移の存在により識別した。
【０３７６】
　ＥＬＩＳＡアッセイ。ＥＬＩＳＡアッセイを以下のとおり実行した。Ｃｏｓｔａｒ３０
７２培地結合３８４ウェルプレート（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）を
ＤＮＰ－ＢＳＡ（ＢｉｏＳｅａｒｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｎｏｖａｔｏ，　
ＣＡ）５μｇ／ｍＬの１×ＰＢＳ／０．０５％アジド溶液（４０μＬ／ウェル）でコーテ
ィングした。プレートを４℃で一晩インキュベートした。次いでＴｉｔｅｒｔｅｋ　Ｍ３
８４プレート洗浄器（Ｔｉｔｅｒｔｅｋ，　Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬ）上で３サイ
クル洗浄を用いてプレートを洗浄した。プレートを９０μＬの１×ＰＢＳ／１％乳液でブ
ロックし、室温で約３０分間インキュベートした。次いでプレートをＴｉｔｅｒｔｅｋプ
レート洗浄器上で３サイクル洗浄を用いてプレートを洗浄した。１０μＬ抗体試料を４０
μＬ　１×ＰＢＳ／１％乳液に添加した。次いでプレートを室温で１時間インキュベート
した。次いでＴｉｔｅｒｔｅｋ　Ｍ３８４プレート洗浄器（Ｔｉｔｅｒｔｅｋ，　Ｈｕｎ
ｔｓｖｉｌｌｅ，　ＡＬ）上で３サイクル洗浄を用いてプレートを洗浄した。次いでヤギ
抗ヒトＩｇＧ　ＦｃＨＲＰを１００ｎｇ／ｍＬ（１：４０００）１×ＰＢＳ／１％乳液／
１０ｍＭ　Ｃａ２＋溶液（５０μＬ／ウェル）でプレートに添加し、室温で１時間インキ
ュベートした。３サイクル洗浄を用いてプレートを再度洗浄した。次いでプレートを紙タ
オルで軽く叩いて乾燥させた。最終的に、一段階ＴＭＢ（Ｎｅｏｇｅｎ，　Ｌｅｘｉｎｇ
ｔｏｎ，　Ｋｅｎｔｕｃｋｙ）（５０μＬ／ウェル）をプレートに添加し、３０分後に１
Ｎ塩酸（５０μＬ／ウェル）で室温でクエンチした。Ｔｉｔｅｒｔｅｋプレート読取り器
を用いてＯＤを迅速に４５０ｎｍで読み込んだ。
【実施例２】
【０３７７】
　本発明の抗ＤＮＰ抗体の実施形態の薬物動態（ＰＫ）および薬力学（ＰＤ）試験
　ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ、ａＤＮＰ３Ａ４－ＦＳＳおよびａＤＮＰ３Ｂ１抗体の薬物動態プ
ロファイルについて、成体Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙラット（８～１２週齢）に５ｍ
ｇ／ｋｇを皮下注射し、投与から０、０．２５、１、４、２４、４８、７２、９６、１６
８、３３６、５０４、６７２、８４０および１００８時間後に側面尾静脈から血液約２５
０μＬをＭｉｃｒｏｔａｉｎｅｒ（商標）血清分離管に採取して決定した（図２２）。各
試料を採取後に室温で維持し、３０～４０分凝固させた後に、目盛り付きＥｐｐｅｎｄｏ
ｒｆ　５４１７Ｒ遠心分離系（Ｂｒｉｎｋｍａｎｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ｉｎｃ
．，　Ｗｅｓｔｂｕｒｙ，　ＮＹ）を用いて試料を２～８℃、１１，５００ｒｐｍで約１
０分間遠心分離した。次いで採取した血清を分析のために（各ラットにおいて）前標識し
た低温貯蔵管内に移して、－６０℃～－８０℃で保存した。ＰＫ試験試料から血清試料濃
度を測定するため、以下の方法を用いた：２分の１部分黒プレート（Ｃｏｒｎｉｎｇ３６
９４）を２μｇ／ｍＬの抗ｈｕ　ＦＣ、Ａｂ１．３５．１の１×ＰＢＳ溶液でコーティン
グしてから４℃で一晩インキュベートした。プレートを洗浄し、Ｉ－Ｂｌｏｃｋ（登録商
標）（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）で４℃で一晩ブロックした。試料を希釈
する必要があった場合は、ラットＳＤ血清で希釈した。標準および試料をＩ－Ｂｌｏｃｋ
（登録商標）＋５％ＢＳＡで１：２０希釈し３８０μＬの希釈緩衝液とした。プレートを
洗浄し、前処置した標準の５０μＬ試料および各試料をＡｂ１．３５．１コーティングプ
レートに移して室温で１．５時間インキュベートした。プレートを洗浄してから、抗ｈｕ
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　ＦＣ　Ａｂ２１．１－ＨＲＰ結合体のＩ－Ｂｌｏｃｋ（登録商標）＋５％ＢＳＡ　１０
０ｎｇ／ｍＬを５０μＬ添加し、１．５時間インキュベートした。プレートを洗浄してか
ら、ピコ基質５０μＬを添加後、プレートを照度計で直ちに分析した。すべての抗体の薬
物動態プロファイルが良好であったが、ａＤＮＰ３Ｂ１が最高の全体プロファイルを示し
た。
【０３７８】
　６匹の雄カニクイザル（３～７ｋｇ）に６ｍｇ／ｋｇをボーラス静脈内注射し、０分お
よび３０分目、２、７、９、１１、１４、２１、２８、３５、４２、４９、５６および６
３日目に血液試料を採取して、ａＤＮＰ３Ａ４－Ｆ抗体の薬物動態プロファイルを決定し
た（図２３）。４匹の雄カニクイザル（２～４ｋｇ）に３ｍｇ／ｋｇボーラス静脈内注射
し、０、０．２５、１、４、８、１２、２４、７２、１６８、２４０、３３６、４０８、
５０４、５７６、６７２、７４４、８４０、１００８、１１７６および１３４４時間に血
液試料を採取して、aＫＬＨ１２０．６抗体の薬物動態プロファイルを決定した（図２３
）。ＰＫ試験試料由来の血清試料濃度を測定するため、上述のラット薬物動態試験と同じ
方法を用いた。カニクイザルにおける両抗体の薬物動態プロファイルは良好であったが、
aＫＬＨ１２０．６のための用量正規化プロファイルはａＤＮＰ３Ａ４－Ｆのプロファイ
ルよりもわずかに優れていた。
【実施例３】
【０３７９】
　ヒト組織交差反応評価
　概して、ヒト使用のためのモノクローナル抗体生成物の製造および検査における考慮点
（Ｐｏｉｎｔｓ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｉｄｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ａ
ｎｄ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｕｓｅ）（Ｕ．Ｓ．　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａ
ｌｔｈ　ａｎｄ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ，　Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄ
ｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｎ，　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｅｖａｌｕａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　（１９９７））におけるガイダンスに従い、発明
の抗体の各種ヒト組織との交差反応を決定する非ＧＬＰ予備試験を実施した。抗体による
薬剤発現が意図される場合、ＧＬＰ条件下のより広範な検査が必要である。抗体ＤＮＰ　
３Ａ４－ＦおよびaＫＬＨ１２０．６の組織交差反応を、試験物質のＡｌｅｘａ　Ｆｌｕ
ｏｒ　４８８標識形態を用いて選択されたヒト組織の凍結切片で検討した（Ｃｈａｒｌｅ
ｓ　Ｒｉｖｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　Ｐｒｅｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅｓ，　Ｒｅｎｏ，　ＮＶ）。（別段の指定のない限り）互いに依存しない２人の正常ヒ
ト組織をＳｐｅｃｉａｌ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｔｉｓ
ｓｕｅ　Ｂａｎｋ　ｃｏｌｌｅｃｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｉｓｅａ
ｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ　（ＮＤＲＩ，　Ｐｈｉｌａｄｅｌｐ
ｈｉａ，　ＰＡ）、Ｃｕｒｅｌｉｎｅ，　Ｉｎｃ．　（Ｂｕｒｌｉｎｇａｍｅ，　ＣＡ）
、Ｃｙｂｒｄｉ　（Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ，　ＭＤ）、またはＲｏｃｋｙ　Ｍｏｕｎｔａｉ
ｎ　Ｌｉｏｎｓ　Ｅｙｅ　Ｂａｎｋ　（Ａｕｒｏｒａ，　ＣＯ）から得た。試験組織は、
ヒト小脳、肺、大脳皮質、卵巣（成熟女性由来）、眼部、胎座、消化管（小腸）、皮膚（
１人）、心臓、脾臓、腎臓（１人）、甲状腺、肝臓、精巣を含む。新しい凍結ヒト組織切
片および対照ビーズブロック（ＤＮＰ［３１］－ウシ血清アルブミン［ＢＳＡ］ビーズ［
陽性］、およびヒト血清アルブミン［ＨＳＡ］ビーズ［陰性］）を冷却器上で切断し、キ
ャピラリーギャップスライド上に乗せて解凍した。組織および対照ビーズのスライドを冷
却アセトン中で－１０℃～－２５℃で約１０分間固定した。固定スライドを少なくとも１
時間（～一晩）乾燥させた。凍結保存の場合、実験の前日に固定スライドを凍結器から除
去して使用前に一晩解凍させた。以降の工程はすべて別段の定めがない限り室温で実施し
た。スライドを１×Ｍｏｒｐｈｏｓａｖｅ（登録商標）で約１５分間インキュベートして
組織形態を保持してから、１×リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）で２回、それぞれ約５分
間洗浄した。内因性ペルオキシダーゼをブロックするため、スライドをグルコースオキシ
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ダーゼ溶液中で約３７℃で約１時間インキュベートした。スライドを１×ＰＢＳで２回、
それぞれ約５分間洗浄した。内因性ビオチンをアビジンおよびビオチン溶液中の逐次イン
キュベーション（それぞれ約１５分間）によりブロックした。ビオチン内でインキュベー
ション後、組織切片をブロック抗体溶液で約２５分間ブロックした。Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕ
ｏｒ　４８８－Ａｂ３Ａ４　Ｗ１０１Ｆ（抗ＤＮＰ）、およびＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　
４８８抗ＫＬＨ（抗ＫＬＨ　Ａｂ）を至適濃度（２．０μｇ／ｍＬ）または至適濃度の５
倍（１０．０μｇ／ｍＬ）で切片に約２５分間適用した。スライドを洗浄緩衝液で３回洗
浄してから、二次抗体（ウサギ抗Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　４８８）で約２５分間インキ
ュベートした。二次抗体でインキュベーション後、スライドを洗浄緩衝液で４回洗浄して
から、三次抗体（セイヨウワサビペルオキシダーゼ結合ヤギ抗ウサギＩｇＧ抗体）で約２
５分間インキュベートし、ジアミノ酪酸（ＤＡＢ）色素原基質で結合を視覚化した。すべ
ての実験においてＤＮＰ（３１）－ＢＳＡビーズを陽性対照として用いた。ＨＳＡビーズ
を陰性対照として用いた。ＣＤ３１に対する抗体（抗ＣＤ３１）、すなわち、血小板内皮
細胞接着分子（ＰＥＣＡＭ－１）染色を介して免疫組織化学に妥当な組織を適格とした。
任意の試験抗体の２．０または１０．０μｇ／ｍＬ濃度のいずれかで評価したいずれのヒ
ト組織においても特定の染色はなかった。
【実施例４】
【０３８０】
　１価または多価免疫グロブリンおよび／またはＦｃドメイン毒素ペプチドアナログ融合
物の発現および精製
　本発明の例示的な実施形態を含み、一種別の１価、２価および３価構造を比較のために
発現させて精製した。それらには、aＫＬＨ　ＩｇＧ２／Ｆｃ－ＳｈＫ変異体（図１Ｅ：
「ヘミボディ」配置の図解を参照されたい）、および抗ＫＬＨ　ＩｇＧ２－ＳｈＫ変異体
（図１Ｆ～Ｌを参照されたい）が含まれる。例えば、２価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３
５］、１価抗キーホールリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）免疫グロブリン重鎖－［Ｌｙ
ｓ１６］ＳｈＫ融合抗体（「aＫＬＨ　ＨＣ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ　Ａｂ」と命名；図
１Ｆを参照されたい）、および１価抗ＫＬＨ免疫グロブリン軽鎖－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ
抗体（「aＫＬＨ　ＬＣ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ　Ａｂ」と命名；図１Ｊを参照されたい
）。ＩｇＧ２　Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ変異体（図１Ａを参照されたい）、２価Ｆｃ－Ｌ１０
－ＳｈＫ［２－３５］、１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］を比較のため、Ｓ
ｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号、特に実施例１、２
、および５６（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）に記載の、または本明細
書に修正されるように組換え方法により作製した。
【０３８１】
　一過性発現系を用いて毒素ペプチドアナログ－Ｆｃ融合物（「ペプチボディ」）または
他の免疫グロブリン融合の実施形態を生じた。ＨＥＫ　２９３－６Ｅ細胞を、Ｌ－グルタ
ミン（６ｍＭ）およびジェネテシン（Ｇｅｎｅｔｉｃｉｎ、２５μｇ／ｍＬ）で補充した
Ｆ１７培地の２ｅ５と１．２ｅ６細胞／ｍＬの間、３Ｌフェルンバッハ三角フラスコ内で
、３７℃、５％ＣＯ２で維持して、６５ＲＰＭで撹拌した。トランスフェクション時、上
述したＦ１７培地で細胞を１．１×１０６細胞／ｍＬ、最終培養容量９０％に希釈した。
ＤＮＡ複合体をＦｒｅｅＳｔｙｌｅ２９３培地で最終培養容量１０％で調製した。ＤＮＡ
複合体は、５００μｇ総ＤＮＡ／リットルの培養および１．５ｍＬのＰＥＩｍａｘ／リッ
トルの培養を含む。ＤＮＡ複合体は、成分を添加後に簡単に撹拌し、室温で１０～２０分
インキュベートした後、細胞培養に添加し、インキュベーター内に戻した。トランスフェ
クションの翌日、Ｔｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１（５ｇ／Ｌ）を液体２０％ストックからの培養
に添加した。トランスフェクションの６日後、培養を４，０００ＲＰＭで４０分間遠心分
離して細胞をペレットし、培養培地を０．４５μｍフィルターを介して回収した。
【０３８２】
　ＤＮＡ複合体の調製において、プラスミド比は、意図した生成物を産生するために必要
なペプチドの所望のモル比に比例した。ＩｇＧ２　Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ成分は、ＩｇＧ２
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　ＦｃおよびＩｇＧ２　Ｆｃ－ＳｈＫを１：１比で含む。発現中、これらはＩｇＧ２　Ｆ
ｃホモ二量体、ＩｇＧ２　Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫヘテロ二量体、およびＩｇＧ２　Ｆｃ－Ｓ
ｈＫホモ二量体に会合する。陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて精製中にＩｇＧ２
　Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫヘテロ二量体（１価形態）を単離した。
【０３８３】
　ＩｇＧ２　Ｆｃ－ＳｈＫ［２－３５］；ＩｇＧ２　Ｆｃ　Ｓｈｋ［２－３５、Ｑ１６Ｋ
］；ＩｇＧ２　Ｆｃ－Ｓｈｋ［１－３５］；ＩｇＧ２　Ｆｃ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６
Ｋ］哺乳類発現。ヒトＩｇＧ２の免疫グロブリンＦｃドメインをコードするＤＮＡ配列：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫ／／（配列番号１）は、標準的なＰＣＲ技術を用いて、Ｋｖ１．３阻害剤ペプ
チドＳｈＫ［２－３５］の単量体にインフレーム融合させたかまたは変異ＳｈＫ［２－３
５、Ｑ１６Ｋ］を構築した。ＰＣＲ反応においてｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ内の元
のＦｃ－２×Ｌ－ＳｈＫ［２－３５］を鋳型として用いて、ＳｈＫ［２－３５］もしくは
ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］および分子の１０個のアミノ酸リンカー部分を生成した（
Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例２、図１
５Ａ～Ｂを参照されたい）。ＰＣＲ反応においてｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ内の元
のＦｃ－２×Ｌ－ＳｈＫ［１－３５］を鋳型として用いてＳｈＫ［１－３５］を生成した
（Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例１、図
１４Ａ～Ｂ）。これらのＳｈＫ構築物は、
以下のオリゴ：
　５’－ＣＡＴ　ＧＡＡ　ＴＴＣ　ＣＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＡ　ＴＧＧ　ＡＧＣ　
ＴＧＧ－３’（配列番号３）；および
　５’－ＣＡ　ＣＧＧ　ＴＧＧ　ＧＣＡ　ＣＴＣ　ＧＡＣ　ＴＴＴ　ＧＣＧ　ＣＴＣ　Ｇ
ＧＡ　ＧＴＧ　ＧＡＣ　ＡＣＣ－３’（配列番号４）
を有するｐＳｅｌｅｘｉｓ－Ｖｈ２１－ｈＩｇＧ２－Ｆｃ鋳型から産生した修飾ＶＨ２１
シグナルペプチドのアミノ酸配列ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣ
ＰＰＣＰ／／配列番号２を有する。
【０３８４】
　Ｎ末端リンカー伸張部分（アミノ酸配列
ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴ
ＣＧＴＣ／／配列番号６）を有する野生型ＳｈＫ［２－３５］を：
ＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧ
ＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＣＡＧＴＧＣＡＡ
ＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣ
ＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴＧＣ／／（配列番号５）のＤＮＡ配列によりコードした。このコー
ド配列（配列番号５）を含む断片を、以下のオリゴ（配列番号７および配列番号８）を用
いて、ならびにｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ中の元のＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３
５］を鋳型として用いて生成した（参照により組み込まれるＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例２、図１５Ａ～Ｂ）：
　５’－ＧＴＣ　ＣＡＣ　ＴＣＣ　ＧＡＧ　ＣＧＣ　ＡＡＡ　ＧＴＣ　ＧＡＧ　ＴＧＣ　
ＣＣＡ　ＣＣＧ　ＴＧＣ　Ｃ－３’（配列番号７）；および
　５’－ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＴＴ　ＡＣＣ　ＣＧＧ　ＡＧＡ　ＣＡＧ　ＧＧＡ　
ＧＡＧ－３’／／（配列番号８）。
【０３８５】
　変異体ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］をＳｔｒａｔａｇｅｎｅのＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ
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　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓキットｃａｔ＃２
００５３１を製造業者の説明書に従いつつ用いて部位指向変異により生成した。変異を産
生するために用いたオリゴは：
　５’－ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＣＣＧ　ＣＣＴ　ＴＣＡ　ＡＧＴ　ＧＣＡ　ＡＧＣ　ＡＣＡ　
ＧＣ　３’（配列番号９）；および
　５’－ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＣＴＴ　ＧＣＡ　ＣＴＴ　ＧＡＡ　ＧＧＣ　ＧＧＴ　ＧＣＡ　
ＧＣ－３’（配列番号１０）；であり、ｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ中の元のＦｃ－
Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］を鋳型として用いて、ＤＮＡコード配列
ＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧ
ＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＣＡＡ
ＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣ
ＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴＧＣ／／（配列番号１１）を生成し、これはＮ末端リンカー伸張部
分：ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲ
ＫＴＣＧＴＣ／／配列番号１２）を有するＳｈｋ（２－３５、Ｋ１６）アミノ酸配列をコ
ードする（Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施
例２、図１５Ａ～Ｂ）。
【０３８６】
　ｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ中の元のＦｃ－２×Ｌ－ＳｈＫ［１－３５］を鋳型と
して用いて、以下のオリゴ：
　５’－ＧＴＣ　ＣＡＣ　ＴＣＣ　ＧＡＧ　ＣＧＣ　ＡＡＡ　ＧＴＣ　ＧＡＧ　ＴＧＣ　
ＣＣＡ　ＣＣＧ　ＴＧＣ　Ｃ－３’（配列番号７）；および
　５’－ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＴＴ　ＡＣＣ　ＣＧＧ　ＡＧＡ　ＣＡＧ　ＧＧＡ　
ＧＡＧ－３’（配列番号８）
を用いてＳｈＫ［１－３５］ＷＴ断片を生成した（Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、Ｗ
Ｏ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例１、図１４Ａ～Ｂ）。
【０３８７】
　５’－ＣＣＧ　ＧＧＴ　ＡＡＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＴＣＣ　ＧＧＡ　
Ｇ－３’（配列番号１３）；および
　５’－ＣＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＡＧ　ＣＡＧ　ＧＴＧ－３’（配
列番号１４）のオリゴを用いて、ならびにｐＳｅｌｅｘｉｓ　Ｖｈ２１－ｈＩｇＧ２－Ｆ
ｃ鋳型を用いてＩｇＧ２Ｆｃ領域を生成し、アミノ酸配列
ＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰ
ＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱ
ＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬ
ＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹ
ＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡ
ＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ配列番号１６）をコードするコード配列：
ＧＣＡＣＣＡＣＣＴＧＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣＴＴＣＣＣＣＣ
ＣＡＡＡＡＣＣＣＡＡＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡＣＣＣＣＴＧＡ
ＧＧＴＣＡＣＧＴＧＣＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡＡＧＡＣＣＣＣ
ＧＡＧＧＴＣＣＡＧＴＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧＧＡＧＧＴＧＣ
ＡＴＡＡＴＧＣＣＡＡＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴＴＣＡＡＣＡＧ
ＣＡＣＧＴＴＣＣＧＴＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴＧＣＡＣＣＡＧ
ＧＡＣＴＧＧＣＴＧＡＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＧＴＣＴＣＣＡ
ＡＣＡＡＡＧＧＣＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡＴＣＴＣＣＡＡ
ＡＡＣＣＡＡＡＧＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡＣＡＣＣＣＴＧ
ＣＣＣＣＣＡＴＣＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＴＣＡＧＣＣ
ＴＧＡＣＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧＡＣＡＴＣＧＣ
ＣＧＴＧＧＡＧＴＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡＣＡＡＣＴＡＣ
ＡＡＧＡＣＣＡＣＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣＴＣＣＴＴＣＴ
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ＴＣＣＴＣＴＡＣＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡＧＧＴＧＧＣＡ
ＧＣＡＧＧＧＧＡＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡＴＧＡＧＧＣＴ
ＣＴＧＣＡＣＡＡＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＣ
ＣＧＧＧＴＡＡＡ／／配列番号１５を含むＤＮＡ断片を得た。
【０３８８】
　ＰＣＲ断片を生成し、生成物をゲル上に流した。ゲル精製後、ＤＮＡ断片を共にＰＣＲ
管内に入れて外プライマー：
　５’－ＣＡＴ　ＧＡＡ　ＴＴＣ　ＣＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＡ　ＴＧＧ　ＡＧＣ　
ＴＧＧ－３’（配列番号３）；および
　５’－ＣＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＡＧ　ＣＡＧ　ＧＴＧ－３’（配
列番号１４）
と一緒に縫い合わせた。
【０３８９】
　ＰＣＲ生成物をＥｃｏＲＩおよびＮｏｔＩ（Ｒｏｃｈｅ）制限酵素で消化し、Ｇｅｌ　
Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりアガロースゲルで精製した。同時に、ｐＴＴ１４
ベクター（ＣＭＶプロモーター、Ｐｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌおよびピューロマイシン耐性遺
伝子を含むＡｍｇｅｎベクター）をＥｃｏＲＩおよびＮｏｔＩ制限酵素で消化し、大型断
片をＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットにより精製した。各精製ＰＣＲ生成物を大
型断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロ
ニーからＤＮＡを単離し、ＥｃｏＲＩおよびＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％
アガロースゲル上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。
いくつかのクローン配列分析において上記配列と１００％適合したが、各構築物につき１
クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択した。最終ｐＴＴ１４－ＶＨ１ＳＰ－Ｉｇ
Ｇ２－Ｆｃ構築物は以下の配列を有するＩｇＧ２－Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）融
合ポリペプチド：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳ
ＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号１７）をコードした。
【０３９０】
　ｐＴＴ１４－ＶＨ２１ＳＰ－ＩｇＧ２－Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５、Ｑ１６Ｋ）
構築物はＩｇＧ２－Ｆｃ　Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５、Ｑ１６Ｋ）融合ポリペプチド配列
：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳ
ＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／配列番号１８をコードした；
　また、ｐＴＴ１４－ＶＨ２１ＳＰ－ＩｇＧ２－Ｆｃ　ＳｈＫ１－３５構築物には、以下
の配列：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
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ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬ
ＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号１９）
を有するＩｇＧ２　Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５）融合ポリペプチドのためのコード
配列が含まれた。
【０３９１】
　ｐＹＤ１６中のＶＨ２１ＳＰ－ＩｇＧ２－Ｆｃ－単独構築物（ＣＭＶプロモーター、Ｐ
ｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌおよびハイグロマイシン耐性遺伝子を含むＡｍｇｅｎベクター）の
生成は以下のとおり行った：以下のオリゴ：
　５’－ＣＡＴ　ＡＡＧ　ＣＴＴ　ＣＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＡ　ＴＧＧ　ＡＧＣ　
ＴＧＧ－３’（配列番号２０）；および
　５’－ＣＡ　ＣＧＧ　ＴＧＧ　ＧＣＡ　ＣＴＣ　ＧＡＣ　ＴＴＴ　ＧＣＧ　ＣＴＣ　Ｇ
ＧＡ　ＧＴＧ　ＧＡＣ　ＡＣＣ－３’（配列番号４）を用いて、ならびに上記ｐＳｅｌｅ
ｘｉｓ鋳型を用いてＶＨ２１シグナルペプチドを生成した。
【０３９２】
　上記ｐＳｅｌｅｘｉｓ鋳型ならびに以下のオリゴ：
　５’－ＧＴＣ　ＣＡＣ　ＴＣＣ　ＧＡＧ　ＣＧＣ　ＡＡＡ　ＧＴＣ　ＧＡＧ　ＴＧＣ　
ＣＣＡ　ＣＣＧ　ＴＧＣ　Ｃ－３’（配列番号７）；および
　５’－ＣＡＴ　ＧＧＡ　ＴＣＣ　ＴＣＡ　ＴＴＴ　ＡＣＣ　ＣＧＧ　ＡＧＡ　ＣＡＧ　
ＧＧＡ　Ｇ－３’（配列番号２１）
を用いてＦｃ領域を生成した。
【０３９３】
　ＰＣＲ断片をゲル精製し、外プライマー配列番号３３５および配列番号３３６を用いて
単一のＰＣＲ反応において一緒に縫い合わせた。生成したＰＣＲ断片をゲル精製し、Ｈｉ
ｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩにより消化した。同時に、ｐＹＤ１６ベクター（ＣＭＶプロ
モーター、Ｐｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌおよびハイグロマイシン耐性遺伝子を含むＡｍｇｅｎ
ベクター）もＨｉｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩにより切断して、大型ベクター断片をＱｉ
ａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットにより精製した。精製したＰＣＲ生
成物を大型断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換
細菌コロニーからＤＮＡを単離し、ＨｉｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩ制限酵素による消化
に供して、１％アガロースゲル上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定
用に提出した。いくつかのクローン配列分析において上記配列と１００％適合したが、１
クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択した。最終ｐＹＤ１６－ＶＨ２１ＳＰ－Ｉ
ｇＧ２－Ｆｃ構築物はヒトＩｇＧ２－Ｆｃ（上記の配列番号１）をコードした。
【０３９４】
　抗ＫＬＨ　ＩｇＧ２－Ｆｃ　ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］哺乳類発現。ＤＮＡ　ｐＴ
Ｔ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、
Ｑ１６Ｋ］構築物を用いて、ＤＮＡコード配列
ＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡ
ＴＣＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＣＡＣＡＧ
ＣＡＴＧＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣＴＧＣＧＧＣ
ＡＣＣＴＧＣＴＡＡＴＧＡＧＣＧＧＣＣＧＣＴＣＧＡＧＧＣＣＧＧＣＡＡＧＧＣＣＧＧＡ
ＴＣＣ／／（配列番号２２）
を含む断片をＢａｍＨＩ／ＢａｍＨＩを用いて切断した。このコード配列（配列番号２３
）はＮ末端リンカー配列：
ＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧ
ＴＣ／／（配列番号２３）を有するＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）をコードする。
【０３９５】
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　同時に、ｐＴＴ１４－ｈＩｇＧ２－Ｆｃ－ＳｈＫ［１－３５］ＷＴ構築物もＢａｍＨＩ
／ＢａｍＨＩにより消化し、それによりＳｈｋ［１－３５］コード領域を除去して、アミ
ノ酸配列
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧ／／（配列番号２５）をコードするコード配列
ＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡ
ＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＧＡＧＣＧＣＡＡＡＧＴＣＧＡＧＴＧＣＣＣＡＣＣ
ＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＡＣＣＴＧＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣ
ＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＡＡＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡ
ＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＧＴＧＣＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡ
ＡＧＡＣＣＣＣＧＡＧＧＴＣＣＡＧＴＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧ
ＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣＣＡＡＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴ
ＴＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＴＣＣＧＴＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴ
ＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣＴＧＡＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧ
ＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＧＣＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡ
ＴＣＴＣＣＡＡＡＡＣＣＡＡＡＧＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡ
ＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴＣＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧ
ＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧ
ＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧＴＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡ
ＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡＣＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣ
ＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡＣＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡ
ＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧＡＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡ
ＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡＡＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣ
ＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴＡＡＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡ／／（配列番号２４）を得た。
【０３９６】
　ＳｈＫを除去したｐＴＴ１４－ｈＩｇＧ２－ＦｃベクターをＣａｌｆ　Ｉｎｔｅｓｔｉ
ｎｅ　Ｐｈｏｓｐｈａｔａｓｅ（ＣＩＰ）で処理して５’リン酸基を除去し、フェノール
／クロロホルムを抽出してベクター自体の再結紮を防止した。挿入ＳｈＫ［１－３５、Ｑ
１６Ｋ］断片をそのベクターからゲル精製して、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎキットでクリーンアップした。精製した挿入物を大型ベクター断片と結紮して
、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを
単離し、ＢａｍＨＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル上で分解した。予
期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクローン配列分析にお
いて上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択し
た。最終ｐＴＴ１４－ＩｇＧ２－Ｆｃ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］構築物は以下のＩ
ｇＧ２　Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）融合タンパク質配列：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬ
ＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号２６）をコードした。
【０３９７】
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　抗ＫＬＨ免疫グロブリン重鎖（ＨＣ）および軽鎖（ＬＣ）毒素ペプチド（および毒素ペ
プチドアナログ）融合物の哺乳類発現。aＫＬＨ　ＩｇＧ２／Ｆｃ－ＳｈＫ成分（図１Ｅ
により図解）は以下を含有した。
　（ａ）Ｎ末端ＶＫ－１ＳＰシグナルペプチド配列（配列番号１０３）を組み入れるaＫ
ＬＨ１２０．６κＬＣ（以下の配列番号２８）：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲ
ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ
ＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦ
ＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮ
ＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴ
ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／（配
列番号２８）；
　（ｂ）Ｎ末端ＶＫ－１ＳＰシグナルペプチド配列（配列番号１０３）を組み入れるaＫ
ＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（以下の配列番号２９）：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号２９）；
　および、
　（ｃ）ＩｇＧ２　Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５）：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬ
ＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０）。
【０３９８】
　所望のaＫＬＨ　ＩｇＧ２／Ｆｃ－ＳｈＫ生成物には、上述し図１Ｅに企図した各成分
（ａ）～（ｃ）の１複写が含まれる。このため、比率は１：１：１であった。この生成物
は、Ｆｃドメインで結合している半抗体と半Ｆｃ融合物（「ヘミボディ」）として記載で
きる。培養物から除去しなければならない追加のペプチド集合体はaＫＬＨ　Ａｂおよび
Ｆｃ－ＳｈＫホモ二量体であった。
【０３９９】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫおよびＳｈＫペプチドアナログ融合物。
　aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ融合抗体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体
を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（上記の配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）；および
　（ｃ）以下のＨＣ配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
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ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３１
）。
【０４００】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図
１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（上記の配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ
］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３２
）。
【０４０１】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合抗
体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫ［１－
３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
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ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＡＳＣＡ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
４）。
　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物はaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ
－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペプ
チドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉｇ
Ｇ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から単
離した。
【０４０２】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合
抗体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ａ、
Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＡＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＥＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
５）。
　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペ
プチドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉ
ｇＧ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から
単離した。
【０４０３】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ（ＩｇＧ２）－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｈ、Ｉ４Ａ、Ｑ１
６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＨＣ　ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－
３５、Ｒ１Ｈ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
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ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＨＳＣＡ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
６）。
　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペ
プチドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉ
ｇＧ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から
単離した。
【０４０４】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｈ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合
抗体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｈ、
Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＨＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＥＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
７）。
　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペ
プチドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉ
ｇＧ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から
単離した。
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【０４０５】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｋ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合抗
体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＨＣ（ＩｇＧ２）－ＳｈＫ［１－３５、
Ｒ１Ｋ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＫＳＣＡ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
８）。
　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペ
プチドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉ
ｇＧ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から
単離した。
【０４０６】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＨＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｋ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合
抗体の成分（図１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｃ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［１－３５、
Ｒ１Ｋ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＫＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＥＴＣＧＴＣ／／（配列番号３０
９）。
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　所望の１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫアナログ生成物は１本の重鎖の
Ｃ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２
つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。予期し
た発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２抗体、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫペプチドアナログ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－ＳｈＫペ
プチドアナログである。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６Ｉ
ｇＧ２　ＨＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から
単離した。
【０４０７】
　１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図
１Ｆに図解）は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（上記の配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）；および
　（ｃ）以下のＨＣ配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１
６Ｋ］融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤ
ＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号３３）
。
　所望のaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫアナログ生成物は、図１Ｆに企図する１本
の重鎖のＣ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完全抗体である。１種類の軽鎖を共有
する２つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２：１であった。
予期した発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－
ＳｈＫ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＳｈＫである。本明細書に記載のとお
り、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２毒素ペプチド（または毒素ペプチドアナログ）融合
抗体を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から単離した。
【０４０８】
　抗ＫＬＨ　ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ。aＫＬＨ　ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫも、１本
の重鎖内に挿入されたＳｈＫペプチド配列の単一複写を有するが、この場合、Ｃ末端の代
わりにＦｃドメインの内部接合に挿入された。（例えば、Ｇｅｇｇ　ｅｔ　ａｌ．、米国
特許第７，４４２，７７８号；米国特許第７，６５５，７６５号；米国特許第７，６５５
，７６４号；米国特許第７，６６２，９３１号；米国特許第７，６４５，８６１号；公開
された米国特許第２００９／０２８１２８６号；ならびに米国特許第２００９／０２８６
９６４号を参照されたく、これらはそれぞれ参照によりそれらの全体が本明細書に組み込
まれる）。aＫＬＨ　ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ抗体の成分は、以下を含有した
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（上記の配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１　ＨＣ：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
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ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳ
ＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥ
ＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴ
ＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹ
ＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩ
ＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤ
ＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲ
ＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号３４
）；
　および、
　（ｃ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳ
ＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥ
ＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴ
ＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹ
ＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩ
ＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＤＥＬＧＧＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫ
ＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩ
ＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷ
ＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号３５）
。
【０４０９】
　１軽鎖を共有する２つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖：重鎖－ＳｈＫの比率は１：２
：１である。予期した発現生成物は、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１、１価aＫＬＨ１２０．
６ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ
である。本明細書に記載のとおり、陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて１価aＫＬ
Ｈ１２０．６ＩｇＧ１－ループ－ＳｈＫ融合抗体（図１Ｎにより図解）を混合物から単離
した。
【０４１０】
　１価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。１価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｊに図解）は以下
の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］
融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲ
ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ
ＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦ
ＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮ
ＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴ
ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣＧＧＧＧ
ＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴ
Ｃ／／（配列番号２６７）。
　１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］生成物のこの
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実施形態は、図１Ｊに示すように、１本の軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫペプチドを有す
る完全抗体であった。１種類の重鎖を共有する２つの異なる軽鎖を含み、軽鎖：重鎖：軽
鎖－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率は１：２：１であった。予期した発現生成物は
、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３
５、Ｑ１６Ｋ］、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ
１６Ｋ］である。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２
　ＬＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から単離し
た。
【０４１１】
　１価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。１価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｊに図解）は以下
の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；および
　（ｃ）以下の配列を有するaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］
融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲ
ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ
ＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦ
ＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮ
ＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴ
ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣＧＧＧＧ
ＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ
／／（配列番号２６８）。
　１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］生成物のこの
実施形態は、図１Ｊに示すように、１本の軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫペプチドを有す
る完全抗体であった。１種類の重鎖を共有する２つの異なる軽鎖を含み、軽鎖：重鎖：軽
鎖－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率は１：２：１であった。予期した発現生成物は
、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２、１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３
５、Ｑ１６Ｋ］、および２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ
１６Ｋ］である。本明細書に記載のとおり、抗体を含む１価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２
　ＬＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用いて混合物から単離し
た。
【０４１２】
　２価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。２価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｋに図解）は以下
の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｂ）上記のaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物（配列
番号２６７）。
　２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体生成物の
この実施形態は、図１Ｋに示すように、両軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫペプチドを有す
る完全抗体であった。重鎖：軽鎖－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率は１：１であっ
た。予期した発現生成物は、２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５
、Ｑ１６Ｋ］である。本明細書に記載のとおり、抗体分子を含む２価aＫＬＨ１２０．６
ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］ペプチド融合物を陽イオン交換クロマト
グラフィーを用いて混合物から単離した。
【０４１３】
　２価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。２価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｋに図解）は以下
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の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｂ）上記のaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物（配列
番号２６８）。
　２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］生成物のこの
実施形態は、図１Ｋに示すように、両軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫペプチドを有する完
全抗体であった。重鎖：軽鎖－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率は１：１であった。
予期した発現生成物は、２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ
１６Ｋ］抗体である。本明細書に記載のとおり、抗体を含む２価aＫＬＨ１２０．６Ｉｇ
Ｇ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］毒素融合物を陽イオン交換クロマトグラフィ
ーを用いて混合物から単離した。
【０４１４】
　３価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。３価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｌに図解）は以下
の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）；
　（ｂ）上記の配列番号３２のアミノ酸を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｓ
ｈｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物；および
　（ｃ）上記の配列番号２６７のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－Ｓｈ
Ｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。
　３価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ生成物のこの実施形態は、図１Ｌに示
すように、両軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］ペプチドおよび１本
の重鎖を有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する２つの異なる重鎖を含み、重
鎖：軽鎖－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］：重鎖－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率
は１：２：１であった。予期した発現生成物は２価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－
ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体、３価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［
１－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体、および４価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［１
－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体であった。本明細書に記載のとおり、抗体分子を含む３価aＫＬ
Ｈ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン交換クロマトグラフィーを用
いて混合物から単離した。
【０４１５】
　３価aＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物。３価aＫＬＨ１
２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合抗体の成分（図１Ｌに図解）は以下
の単量体を含有した。
　ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；
　（ｂ）上記のaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｓｈｋ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合
物（配列番号３３）；および
　（ｃ）上記のaＫＬＨ１２０．６κＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合物（配列
番号２６８）。
　３価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体生成物の
この実施形態は、図１Ｌに示すように、両軽鎖のＣ末端に融合したＳｈＫ［２－３５、Ｑ
１６Ｋ］ペプチドおよび１本の重鎖を有する完全抗体であった。１種類の軽鎖を共有する
２つの異なる重鎖を含み、重鎖：軽鎖－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］：重鎖－ＳｈＫ［
２－３５、Ｑ１６Ｋ］の比率は１：２：１であった。予期した発現生成物は２価aＫＬＨ
１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体、３価aＫＬＨ１２０．
６ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体、および４価aＫＬＨ１２０．６
ＩｇＧ２　ＬＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］抗体であった。本明細書に記載のとおり
、抗体分子を含む３価aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＬＣ毒素ペプチド融合物を陽イオン
交換クロマトグラフィーを用いて混合物から単離した。
【０４１６】
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　抗ＫＬＨ１２０．６抗体軽鎖哺乳類発現。ＴＲＩｚｏｌ（商標）試薬（Ｉｎｖｉｔｒｏ
ｇｅｎ）を用いて総ＲＮＡを単離するため、ＫＬＨモノクローナル抗体１２０．６を発現
するＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）ハイブリドーマを供給源として用いた。伸張接着体５’
－ＧＧＣ　ＣＧＧ　ＡＴＡ　ＧＧＣ　ＣＴＣ　ＣＡＮ　ＮＮＮ　ＮＮＴ－３’（配列番号
３６）を有する無作為プライマーを用いて第一鎖ｃＤＮＡを合成し、５’ＲＡＣＥ（ｃＤ
ＮＡ末端の急速な増幅）をＧｅｎｅＲａｃｅｒ（登録商標）キット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ）を用いて実施した。軽鎖配列決定において、順行プライマーは５’－ＧＴＧ　ＧＴＴ
　ＧＡＧ　ＡＧＧ　ＴＧＣ　ＣＡＧ　ＡＴＧ　ＴＧＡ　ＣＡＴ　ＴＧＴ　ＧＡＴ　ＧＡＣ
　ＴＣＡ　ＧＴＣ　ＴＣＣ－３’（配列番号３７）および逆行プライマーは５’－ＡＡＣ
　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＡＣ　ＴＣＴ　ＣＣＣ
　ＣＴＧ　ＴＴＧ　ＡＡ－３’（配列番号３８）であった。ＲＡＣＥ生成物をｐＣＲ４－
ＴＯＰＯ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）にクローン化して配列を決定した。候補フレームワー
クおよびシグナルペプチド配列を決定するためにコンセンサス配列を用い、完全長の抗体
鎖ＰＣＲ増幅のためのプライマーを設計する。
【０４１７】
　抗ＫＬＨ１２０．６κ軽鎖の発現クローンをＰＣＲにより調製した。５’ＰＣＲプライ
マーはシグナル配列のアミノ末端、ＳａｌＩ制限酵素部位、および至適化Ｋｏｚａｋ配列
５’－ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　Ｇ
ＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＣ　ＣＣＣ　Ｇ－３’（配列番号３９）をコードした。３’
プライマーはカルボキシル末端および終止コドン、ならびにＮｏｔＩ制限部位５’－ＡＡ
Ｃ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＡＣ　ＴＣＴ　ＣＣ
Ｃ　ＣＴＧ　ＴＴＧ　ＡＡ－３’（配列番号３８）をコードした。生成物をｐＣＲ４－Ｔ
ＯＰＯ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）内にクローン化して、配列を決定した。挿入物を確認後
、ｐＣＲ４－ＴＯＰＯ生成物をＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより切断し、挿入物をゲル単離
およびＱｉａｇｅｎ精製してから、哺乳類発現ベクターｐＴＴ５中に結紮した。
【０４１８】
　ハイブリドーマに由来する天然ペプチドからシグナルペプチドをＶＫ１／Ｏ１２ペプチ
ドに変化させるＰＣＲを行った。ＶＫ１／Ｏ１２断片のために用いたプライマーは５’　
ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＣ　
ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＧＣＴ　３’（配列番号４０）および５’－ＴＣＡ　
ＴＣＴ　ＧＧＡ　ＴＧＴ　ＣＡＣ　ＡＴＣ　ＴＧＧ　ＣＡＣ　Ｃ－３’（配列番号４１）
であった。成熟軽鎖ペプチドのために用いたプライマーは５’－ＧＧＴ　ＧＣＣ　ＡＧＡ
　ＴＧＴ　ＧＡＣ　ＡＴＣ　ＣＡＧ　ＡＴＧ　Ａ－３’（配列番号４２）および（配列番
号３８）であった。プライマー（配列番号４０）および（配列番号３８）を用いた重複Ｐ
ＣＲにより生成断片を結合した。生成クローン配列は以下の免疫グロブリンκＬＣ配列：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲ
ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ
ＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦ
ＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮ
ＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴ
ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／（配
列番号２８）をコードする。
【０４１９】
　抗ＫＬＨ１２０．６抗体軽鎖－ＳｈＫペプチドアナログ哺乳類発現。上記のとおり、ｐ
ＴＴ１４－ｈｕＩｇＧ２－Ｆｃ　ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］コード（配列番号２６）
を鋳型として用いて、以下のオリゴ：
　５’－ＡＡＣ　ＡＧＧ　ＧＧＡ　ＧＡＧ　ＴＧＴ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　
ＴＣＣ　ＧＧＡ　Ｇ－３’（配列番号２６９）；および
　５’－ＣＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＡＧ　ＣＡＧ　Ｇ－３’（配列番
号２７０）
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を用いてＰＣＲによりＳｈｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］断片を生成した。
【０４２０】
　次いで軽鎖断片およびＳｈＫ　ＰＣＲ生成物を外プライマーＣＡＴ　ＴＣＴ　ＡＧＡ　
ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ／／（配列番号３４３）およ
び配列番号２７０を用いてＰＣＲにより増幅した。次いでＰＣＲ生成物をＸｂａＩおよび
ＮｏｔＩにより消化して、ＰＣＲクリーンアップキット（Ｑｉａｇｅｎ）で精製した。同
時に、ｐＹＤ１６をＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより切断した。ｐＹＤ１６ベクターを１％
アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。精製したＰＣＲ生成物を大型ベクター断片と結紮
して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮ
Ａを単離し、ＸｂａＩおよびＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル
上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクロ
ーン配列分析において上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミ
ド精製用に選択した。最終ｐＹＤ１６－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＬＣ－Ｌ１０
－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］構築物はaＫＬＨ１２０．６ＬＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１
－３５、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチド（配列番号２６７）をコードした。
【０４２１】
　上記のとおりｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６　ＨＣ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］を
鋳型として用いて、オリゴヌクレオチドプライマー配列番号２６９および配列番号２７０
を用いてＳｈｋ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］断片を生成した。
【０４２２】
　軽鎖およびＳｈＫ　ＰＣＲ生成物を外プライマー配列番号３４３および配列番号２７０
を用いてＰＣＲにより増幅した。次いでＰＣＲ生成物をＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより消
化して、ＰＣＲクリーンアップキット（Ｑｉａｇｅｎ）で精製した。同時に、ｐＹＤ１６
をＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより切断した。ｐＹＤ１６ベクターを１％アガロースゲル上
に流して、大型断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキット
によりゲル精製した。精製したＰＣＲ生成物を大型ベクター断片と結紮して、ＯｎｅＳｈ
ｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し、Ｘｂ
ａＩおよびＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル上で分解した。予
期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクローン配列分析にお
いて上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択し
た。最終ｐＹＤ１６－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＬＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３
５、Ｑ１６Ｋ］構築物はＩｇＧ２－ＬＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］融合ポ
リペプチド単量体（配列番号２６８）をコードした。
【０４２３】
　哺乳類発現におけるaＫＬＨ－ＩｇＧ２重鎖－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５］およびaＫＬ
Ｈ－ＩｇＧ２重鎖－Ｌ１０－ＳｈＫペプチドアナログ。
　以下のオリゴ
　５’－ＣＡＴ　ＴＣＴ　ＡＧＡ　ＣＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＣ　ＡＴＧ　ＡＧＧ　
ＧＴＧ－３’（配列番号４３）；および
　５’－ＧＧＡ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＡＣＣ　ＣＧＧ　ＡＧＡ　ＣＡＧ　
ＧＧＡ　ＧＡＧ　Ｇ－３’（配列番号４４）
を用いて、
　aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２重鎖（配列番号４６；以下）をコードする
コード配列（配列番号４５；以下）を含むｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－
ＩｇＧ２重鎖（ＨＣ）構築物からaＫＬＨ－ＩｇＧ２－重鎖領域をＰＣＲにより増幅した
：
ＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＧＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣ
ＴＧＣＴＧＴＧＧＣＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＣＡＧＡＴＧＴＣＡＧＧＴＧＣＡＧＣＴＧＧＴ
ＧＣＡＧＴＣＴＧＧＧＧＣＴＧＡＧＧＴＧＡＡＧＡＡＧＣＣＴＧＧＧＧＣＣＴＣＡＧＴＧ
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ＡＡＧＧＴＣＴＣＣＴＧＣＡＡＧＧＣＴＴＣＴＧＧＡＴＡＣＡＣＣＴＴＣＡＣＣＧＧＣＴ
ＡＣＣＡＣＡＴＧＣＡＣＴＧＧＧＴＧＣＧＡＣＡＧＧＣＣＣＣＴＧＧＡＣＡＡＧＧＧＣＴ
ＴＧＡＧＴＧＧＡＴＧＧＧＡＴＧＧＡＴＣＡＡＣＣＣＴＡＡＣＡＧＴＧＧＴＧＧＣＡＣＡ
ＡＡＣＴＡＴＧＣＡＣＡＧＡＡＧＴＴＴＣＡＧＧＧＣＡＧＧＧＴＣＡＣＣＡＴＧＡＣＣＡ
ＧＧＧＡＣＡＣＧＴＣＣＡＴＣＡＧＣＡＣＡＧＣＣＴＡＣＡＴＧＧＡＧＣＴＧＡＧＣＡＧ
ＧＣＴＧＡＧＡＴＣＴＧＡＣＧＡＣＡＣＧＧＣＣＧＴＧＴＡＴＴＡＣＴＧＴＧＣＧＡＧＡ
ＧＡＴＣＧＴＧＧＧＡＧＣＴＡＣＴＡＣＴＧＧＴＴＣＧＡＣＣＣＣＴＧＧＧＧＣＣＡＧＧ
ＧＡＡＣＣＣＴＧＧＴＣＡＣＣＧＴＣＴＣＣＴＣＡＧＣＣＴＣＣＡＣＣＡＡＧＧＧＣＣＣ
ＡＴＣＧＧＴＣＴＴＣＣＣＣＣＴＧＧＣＧＣＣＣＴＧＣＴＣＣＡＧＧＡＧＣＡＣＣＴＣＣ
ＧＡＧＡＧＣＡＣＡＧＣＧＧＣＣＣＴＧＧＧＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＧＧＡＣＴＡＣＴ
ＴＣＣＣＣＧＡＡＣＣＧＧＴＧＡＣＧＧＴＧＴＣＧＴＧＧＡＡＣＴＣＡＧＧＣＧＣＴＣＴ
ＧＡＣＣＡＧＣＧＧＣＧＴＧＣＡＣＡＣＣＴＴＣＣＣＡＧＣＴＧＴＣＣＴＡＣＡＧＴＣＣ
ＴＣＡＧＧＡＣＴＣＴＡＣＴＣＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＧＴＧＧＴＧＡＣＣＧＴＧＣＣＣＴ
ＣＣＡＧＣＡＡＣＴＴＣＧＧＣＡＣＣＣＡＧＡＣＣＴＡＣＡＣＣＴＧＣＡＡＣＧＴＡＧＡ
ＴＣＡＣＡＡＧＣＣＣＡＧＣＡＡＣＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＣＡＧＴＴＧＡＧ
ＣＧＣＡＡＡＴＧＴＴＧＴＧＴＣＧＡＧＴＧＣＣＣＡＣＣＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＡＣ
ＣＴＧＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣ
ＣＡＡＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＧ
ＴＧＣＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡＡＧＡＣＣＣＣＧＡＧＧＴＣＣ
ＡＧＴＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣ
ＣＡＡＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴＴＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＴＣ
ＣＧＴＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣ
ＴＧＡＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＧ
ＣＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡＴＣＴＣＣＡＡＡＡＣＣＡＡＡ
ＧＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴ
ＣＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧ
ＣＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧ
ＴＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡ
ＣＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡ
ＣＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧ
ＡＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡ
ＡＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴ／／
（配列番号４５）、
　これはアミノ酸配列
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番号４６）をコード
する。
【０４２４】
　（参照によりその全体が本明細書に組み込まれるＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　
Ｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ、ＰＣＴ／米国特
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許第２００７／０２２８３１号（ＷＯ２００８／０８８４２２号として公開）の実施例１
、図１４Ａ～１４Ｂに記載のように）ＳｈＫ［１－３５］ＷＴ断片をｐｃＤＮＡ３．１（
＋）ＣＭＶｉ中の元のＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５］を鋳型として用いて、以下のオ
リゴ：
　５’－ＴＣＣ　ＣＴＧ　ＴＣＴ　ＣＣＧ　ＧＧＴ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　
ＴＣＣ　ＧＧＡ　Ｇ－３’（配列番号４７）；および５’－ＣＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　Ｇ
ＣＴ　ＣＡＴ　ＴＡＧ　ＣＡＧ　ＧＴＧ－３’（配列番号１４）を用いて生成した。ＰＣ
Ｒ生成物を１％アガロースゲル上に流した。バンドにアガロースプラグ用の穴を開けてプ
ラグを新しいＰＣＲ反応管に入れた。次いで外プライマー配列番号３５７および配列番号
３３０を用いてＰＣＲによりアガロースプラグを増幅した。次いでＰＣＲ生成物をＸｂａ
ＩおよびＮｏｔＩにより消化して、ＰＣＲクリーンアップキット（Ｑｉａｇｅｎ）で精製
した。同時に、ｐＴＴ５ベクター（ＣＭＶプロモーターおよびＰｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌを
含むＡｍｇｅｎベクター）をＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより切断した。ｐＴＴ５ベクター
を１％アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。精製したＰＣＲ生成物を大型ベクター断片
と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーか
らＤＮＡを単離し、ＸｂａＩおよびＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロー
スゲル上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつか
のクローン配列分析において上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プ
ラスミド精製用に選択した。最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２
－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５］構築物はアミノ酸配列：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号４８
）
とのＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５］融合ポリペプチドをコードした。
【０４２５】
　この構築物のＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］変異型を産生するため、Ｓｔｒａｔａｇｅ
ｎｅ　ＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｍｕｔａｇｅ
ｎｅｓｉｓキット（Ｃａｔ＃２００５３１）を製造業者の説明書に従いつつ用いて、なら
びにオリゴ：
　５’－ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＣＣＧ　ＣＣＴ　ＴＣＡ　ＡＧＴ　ＧＣＡ　ＡＧＣ　ＡＣＡ　
ＧＣ　３’（配列番号９）；および
　５’－ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＣＴＴ　ＧＣＡ　ＣＴＴ　ＧＡＡ　ＧＧＣ　ＧＧＴ　ＧＣＡ　
ＧＣ－３’（配列番号１０）
を用いて部位指向変異を実施した。最終構築物ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１Ｓ
Ｐ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］はアミノ酸配列：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
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ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩ
ＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号４９
）
とのＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチドをコード
した。
【０４２６】
　aＫＬＨ－ＩｇＧ２重鎖－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］哺乳類発現。ＤＮＡ
構築物ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［
１－３５］をベクターとして用いて、ＳｈＫ［１－３５］をＢａｍＨＩ／ＢａｍＨＩを用
いて切断した。ＳｈＫ［１－３５］非含有ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－
ＩｇＧ２－ＨＣ由来のベクター断片は、アミノ酸配列
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧ／／（配列番号５１）を
コードするコード配列：
ＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＧＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣ
ＴＧＣＴＧＴＧＧＣＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＣＡＧＡＴＧＴＣＡＧＧＴＧＣＡＧＣＴＧＧＴ
ＧＣＡＧＴＣＴＧＧＧＧＣＴＧＡＧＧＴＧＡＡＧＡＡＧＣＣＴＧＧＧＧＣＣＴＣＡＧＴＧ
ＡＡＧＧＴＣＴＣＣＴＧＣＡＡＧＧＣＴＴＣＴＧＧＡＴＡＣＡＣＣＴＴＣＡＣＣＧＧＣＴ
ＡＣＣＡＣＡＴＧＣＡＣＴＧＧＧＴＧＣＧＡＣＡＧＧＣＣＣＣＴＧＧＡＣＡＡＧＧＧＣＴ
ＴＧＡＧＴＧＧＡＴＧＧＧＡＴＧＧＡＴＣＡＡＣＣＣＴＡＡＣＡＧＴＧＧＴＧＧＣＡＣＡ
ＡＡＣＴＡＴＧＣＡＣＡＧＡＡＧＴＴＴＣＡＧＧＧＣＡＧＧＧＴＣＡＣＣＡＴＧＡＣＣＡ
ＧＧＧＡＣＡＣＧＴＣＣＡＴＣＡＧＣＡＣＡＧＣＣＴＡＣＡＴＧＧＡＧＣＴＧＡＧＣＡＧ
ＧＣＴＧＡＧＡＴＣＴＧＡＣＧＡＣＡＣＧＧＣＣＧＴＧＴＡＴＴＡＣＴＧＴＧＣＧＡＧＡ
ＧＡＴＣＧＴＧＧＧＡＧＣＴＡＣＴＡＣＴＧＧＴＴＣＧＡＣＣＣＣＴＧＧＧＧＣＣＡＧＧ
ＧＡＡＣＣＣＴＧＧＴＣＡＣＣＧＴＣＴＣＣＴＣＡＧＣＣＴＣＣＡＣＣＡＡＧＧＧＣＣＣ
ＡＴＣＧＧＴＣＴＴＣＣＣＣＣＴＧＧＣＧＣＣＣＴＧＣＴＣＣＡＧＧＡＧＣＡＣＣＴＣＣ
ＧＡＧＡＧＣＡＣＡＧＣＧＧＣＣＣＴＧＧＧＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＧＧＡＣＴＡＣＴ
ＴＣＣＣＣＧＡＡＣＣＧＧＴＧＡＣＧＧＴＧＴＣＧＴＧＧＡＡＣＴＣＡＧＧＣＧＣＴＣＴ
ＧＡＣＣＡＧＣＧＧＣＧＴＧＣＡＣＡＣＣＴＴＣＣＣＡＧＣＴＧＴＣＣＴＡＣＡＧＴＣＣ
ＴＣＡＧＧＡＣＴＣＴＡＣＴＣＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＧＴＧＧＴＧＡＣＣＧＴＧＣＣＣＴ
ＣＣＡＧＣＡＡＣＴＴＣＧＧＣＡＣＣＣＡＧＡＣＣＴＡＣＡＣＣＴＧＣＡＡＣＧＴＡＧＡ
ＴＣＡＣＡＡＧＣＣＣＡＧＣＡＡＣＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＣＡＧＴＴＧＡＧ
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ＣＧＣＡＡＡＴＧＴＴＧＴＧＴＣＧＡＧＴＧＣＣＣＡＣＣＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＡＣ
ＣＴＧＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣ
ＣＡＡＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＧ
ＴＧＣＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡＡＧＡＣＣＣＣＧＡＧＧＴＣＣ
ＡＧＴＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣ
ＣＡＡＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴＴＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＴＣ
ＣＧＴＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣ
ＴＧＡＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＧ
ＣＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡＴＣＴＣＣＡＡＡＡＣＣＡＡＡ
ＧＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴ
ＣＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧ
ＣＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧ
ＴＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡ
ＣＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡ
ＣＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧ
ＡＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡ
ＡＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴＧＧ
ＡＧＧＡＧＧＡ／／（配列番号５０）を含有した。次いでベクター断片をＣａｌｆ　Ｉｎ
ｔｅｓｔｉｎｅ　Ｐｈｏｓｐｈａｔａｓｅ（ＣＩＰ）で処理して５’リン酸基を除去し、
フェノール／クロロホルムを抽出してベクター自体の再結紮を防止した。挿入物はＩｇＧ
２　Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５、Ｑ１６Ｋ）をコードするｐＴＴ１４－ＶＨ２１Ｓ
Ｐ－ＩｇＧ２－Ｆｃ－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］に由来した：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＥＲＫＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳ
ＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号１８）、
　また、挿入物はＢａｍＨＩ／ＢａｍＨＩを用いて消化もさせた。挿入ＳｈＫ［２－３５
、Ｑ１６Ｋ］断片をそのベクターからゲル精製して、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎキットでクリーンアップした。精製したＤＮＡ挿入物は、アミノ酸配列Ｇ
ＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ
（配列番号５３）をコードするコード配列ＧＧＡ　ＴＣＣ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　Ｇ
ＧＡ　ＡＧＣ　ＡＧＣ　ＴＧＣ　ＡＴＣ　ＧＡＣ　ＡＣＣ　ＡＴＣ　ＣＣＣ　ＡＡＧ　Ａ
ＧＣ　ＣＧＣ　ＴＧＣ　ＡＣＣ　ＧＣＣ　ＴＴＣ　ＡＡＧ　ＴＧＣ　ＡＡＧ　ＣＡＣ　Ａ
ＧＣ　ＡＴＧ　ＡＡＧ　ＴＡＣ　ＣＧＣ　ＣＴＧ　ＡＧＣ　ＴＴＣ　ＴＧＣ　ＣＧＣ　Ａ
ＡＧ　ＡＣＣ　ＴＧＣ　ＧＧＣ　ＡＣＣ　ＴＧＣ　ＴＡＡ　ＴＧＡ／／（配列番号５２）
を含み、大型ベクター断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した
。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し、ＢａｍＨＩ制限酵素による消化に供して、
１％アガロースゲル上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出し
た。いくつかのクローン配列分析において上記配列と１００％適合したが、１クローンの
みを大規模プラスミド精製用に選択した。最終構築物ｐＴＴ５－aＫＬＨ－ＩｇＧ２　Ｈ
Ｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５、Ｑ１６Ｋ］はＩｇＧ２　ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３
５、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチド：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
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ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＳＣＩＤ
ＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号５４）
をコードした。
【０４２７】
　Ｓｈｋ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］断片をｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６
－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５　Ｑ１６Ｋ］を鋳型として用
いて、以下のオリゴ：
　５’－ＡＧＧ　ＡＧＧ　ＡＧＧ　ＡＡＧ　ＣＧＣ　ＣＡＧ　ＣＴＧ　ＣＧＣ　ＣＧＡ　
ＣＡＣ　ＣＡＴ　ＣＣＣ　Ｃ－３’／／（配列番号３１０）；および
　５’－ＧＧＧ　ＧＡＴ　ＧＧＴ　ＧＴＣ　ＧＧＣ　ＧＣＡ　ＧＣＴ　ＧＧＣ　ＧＣＴ　
ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　Ｔ－３’／／（配列番号３１１）
を用いて生成した。
　Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
ｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓキットを製造業者の説明書に従いつつ用いて部位指向変異
を実施した。最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０
－ＳｈＫ［１－３５　Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］構築物はＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－Ｓ
ｈＫ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチド（配列番号３０４）をコ
ードした。
【０４２８】
　以下の４つのオリゴ：
　５’－ＧＡＧ　ＧＡＧ　ＧＡＧ　ＧＡＡ　ＧＣＧ　ＣＣＡ　ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＴＣＧ　
ＡＣＡ－３’／／（配列番号３１２）；
　５’－ＧＡＧ　ＣＴＴ　ＣＴＧ　ＣＣＧ　ＣＧＡ　ＧＡＣ　ＣＴＧ　ＣＧＧ　ＣＡＣ－
３’／／（配列番号３１３）；
　５’－ＣＧＡ　ＴＧＣ　ＡＧＣ　ＴＧＧ　ＣＧＣ　ＴＴＣ　ＣＴＣ　ＣＴＣ　ＣＴＣ－
３’／／（配列番号３１４）；および
　５’－ＧＴＧ　ＣＣＧ　ＣＡＧ　ＧＴＣ　ＴＣＧ　ＣＧＧ　ＣＡＧ　ＡＡＧ　ＣＴＣ－
３’／／（配列番号３１５）
を用いて上記のとおりＳｈｋ［１－３５、Ｒ１Ａ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］断片を生成した
。
　最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［
１－３５　Ｒ１Ａ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］構築物はＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１
－３５、Ｒ１Ａ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合ポリペプチド（配列番号３０５）をコードし
た。
【０４２９】
　ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－
３５　Ｑ１６Ｋ］を鋳型として用いて、以下のオリゴ：
　５’－ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＡＧＣ　ＣＡＣ　ＡＧＣ　ＴＧＣ　ＧＣＣ　ＧＡＣ　
ＡＣＣ　ＡＴＣ　ＣＣＣ－３’／／（配列番号３１６）；および
　５’－ＧＧＧ　ＧＡＴ　ＧＧＴ　ＧＴＣ　ＧＧＣ　ＧＣＡ　ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＧＣＴ　
ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ－３’／／（配列番号３１７）
を用いてＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｈ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］断片を生成した。
　Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
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ｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓキット（Ｃａｔ＃２００５３１）を製造業者の説明書に従
いつつ用いて部位指向変異を実施した。最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ
－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５　Ｒ１Ｈ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］構築物はＩ
ｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｈ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチ
ド（配列番号３０６）をコードした。
【０４３０】
　以下の４つのオリゴ：
　５’－ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＡＧＣ　ＣＡＣ　ＡＧＣ　ＴＧＣ　ＡＴＣ　ＧＡＣ－
３’／／（配列番号３１８）および配列番号３１３；
　５’－ＧＴＣ　ＧＡＴ　ＧＣＡ　ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＧＣＴ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ－
３’／／（配列番号３１９）および配列番号３１５を用いて上記のとおりＳｈｋ［１－３
５、Ｒ１Ｈ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］断片を生成した。
　最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［
１－３５　Ｒ１Ｈ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］構築物はＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１
－３５、Ｒ１Ｈ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合ポリペプチド（配列番号３０７）をコードし
た。
【０４３１】
　ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－
３５　Ｑ１６Ｋ］を鋳型として用いて、以下のオリゴ：
　５’－ＣＣＧ　ＧＡＧ　ＧＡＧ　ＧＡＧ　ＧＡＡ　ＧＣＡ　ＡＧＡ　ＧＣＴ　ＧＣＧ　
ＣＣＧ　ＡＣＡ　ＣＣＡ　ＴＣＣ　ＣＣＡ　ＡＧＡ－３’／／（配列番号３２０）；およ
び
　５’－ＴＣＴ　ＴＧＧ　ＧＧＡ　ＴＧＧ　ＴＧＴ　ＣＧＧ　ＣＧＣ　ＡＧＣ　ＴＣＴ　
ＴＧＣ　ＴＴＣ　ＣＴＣ　ＣＴＣ　ＣＴＣ　ＣＧＧ－３’／／（配列番号３２１）
を用いてＳｈｋ［１－３５、Ｒ１Ｋ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］断片を生成した。
　Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
ｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓキット（Ｃａｔ＃２００５３１）を製造業者の説明書に従
いつつ用いて部位指向変異を実施した。最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ
－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５　Ｒ１Ｋ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］構築物はＩ
ｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５、Ｒ１Ｋ、Ｉ４Ａ、Ｑ１６Ｋ］融合ポリペプチ
ド（配列番号３０８）をコードした。
【０４３２】
　以下の４つのオリゴ：
　５’－ＣＧＧ　ＡＧＧ　ＡＧＧ　ＡＧＧ　ＡＡＧ　ＣＡＡ　ＧＡＧ　ＣＴＧ　ＣＡＴ　
ＣＧＡ　ＣＡＣ　ＣＡ　－３’／／（配列番号３２２）および配列番号３１３；
　５’－ＴＧＧ　ＴＧＴ　ＣＧＡ　ＴＧＣ　ＡＧＣ　ＴＣＴ　ＴＧＣ　ＴＴＣ　ＣＴＣ　
ＣＴＣ　ＣＴＣ　ＣＧ　－３’／／（配列番号３２３）および配列番号３１５を用いてＳ
ｈｋ［１－３５、Ｒ１Ｋ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］断片を上記のとおり生成した。
　最終ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［
１－３５　Ｒ１Ｈ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］構築物はＩｇＧ２－ＨＣ－Ｌ１０－ＳｈＫ［１
－３５、Ｒ１Ｋ、Ｑ１６Ｋ、Ｋ３０Ｅ］融合ポリペプチド（配列番号３０９）をコードし
た。
【０４３３】
　１価Ａｂ　ＨＣ－ならびに１価、２価および３価Ａｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナログ融合
物の単離方法。タンパク質Ａセファロース（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用いたＦｃ
領域の親和性高速タンパク質液体クロマトグラフィー（ＦＰＬＣ）捕獲、続いて２価陽イ
オンを含まないダルベッコのＰＢＳ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）によるカラム洗浄および１
００ｍＭ酢酸（ｐＨ３．５）を２．５ｃｍ／分で流した溶出工程により条件培地の初回精
製を行った。タンパク質を含む留分をプールし、１０Ｎ　ＮａＯＨを用いてｐＨを５．０
に調整し、５容量の水でさらに希釈した。物質を０．４５μｍ酢酸セルロースフィルター



(149) JP 2018-139609 A 2018.9.13

10

20

30

40

50

（Ｃｏｒｎｉｎｇ）を介してろ過し、陽イオン交換ＦＰＬＣ（ＳＰ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ
　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ；　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）によりさらに精
製した。試料を１００％緩衝液Ａ（５０ｍＭ酢酸、ｐＨ５．０）で平衡させたカラム上に
負荷し、勾配０～８０％緩衝液Ｂ（５０ｍＭ酢酸、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）３０カ
ラム容量、流速１．５ｃｍ／分で溶出した。ピークを含む標的種をプールして、１０ｍＭ
酢酸ナトリウム、９％ショ糖（ｐＨ５．０）中に製剤化した。１価、２価および３価の免
疫グロブリン毒素ペプチドアナログ融合タンパク質の精製例を図２４～２６Ａ～Ｂ、２７
～２９Ａ～Ｂ、３０～３２Ａ～Ｂ、および３３～３５に示す。非還元ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分
析（図２４、２８、３０および３３）により、完全に組み立てられた抗体が形成され得る
ことが示され、還元ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析により所望の成分が存在することが示される。
サイズ排除クロマトグラム（図２５、２８、３１および３４）により、精製した生成物の
大部分が所望の非凝集状態にあることが示される。最終的に、質量スペクトル分析（図２
６Ａ～Ｂ、２９Ａ～Ｂ、３２Ａ～Ｂおよび３５）により、所望の融合生成物が存在するこ
とが示される。まとめると、これらの例により、aＫＬＨ１２０．６抗体は少なくとも１
～８個の薬理学的に活性なポリペプチド部分の偶数または奇数価を含む種などの多種多様
の配置における融合が許容可能であることが示される。
【０４３４】
　ＶＨ２１ＳＰ－Ｎ末端ＳｈＫ［１－３５］野生型－ＩｇＧ１－Ｆｃ哺乳類発現。ヒトＩ
ｇＧ１のＮ末端Ｆｃ領域にインフレーム融合させたＫｖ１．３阻害剤ペプチドＳｈＫ［１
－３５］の単量体をコードするＤＮＡ配列を下記のとおり構築した。
【０４３５】
　ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ（１－３５）－Ｌ１０－ＩｇＧ１　Ｆｃ発現ベクターの構築のた
め、ＨｉｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩ制限部位に挟まれた４つのグリシンと１つのセリン
アミノ酸に結合したＶＨ２１シグナルペプチドＳｈＫ（１－３５）遺伝子を産生し、Ｂａ
ｍＨＩおよびＮｏｔＩ制限部位に挟まれたＩｇＧ１　Ｆｃ断片に結合した４つのグリシン
と１つのセリンアミノ酸を、ＰＣＲ反応においてｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ中のＦ
ｃ－Ｌ１０－ＯＳＫ１を鋳型として用いて生成するＰＣＲ戦略を用いた（参照により組み
込まれるＳｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例
４１および図４２Ａ～Ｂに記載）。
【０４３６】
　ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ（１－３５）－Ｇ４Ｓを産生するため、以下に示す配列と２つの
オリゴを、ＰｆｕＴｕｒｂｏ　ＨｏｔＳｔａｒｔ　ＤＮＡポリメラーゼ（Ｓｔｒａｔａｇ
ｅｎｅ）で、９５℃で３０秒、５５℃で３０秒、７５℃で４５秒の３５サイクルＰＣＲ反
応に用いた；ＨｉｎｄＩＩＩ（ａａｇｃｔｔ）およびＢａｍＨＩ（ｇｇａｔｃｃ）制限部
位は下線部分である：
　順行プライマー：
ＴＧＣＡＧＡＡＧＣＴＴＣＴＡＧＡＣＣＡＣＣＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴ
ＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＣＧ
ＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣ
ＴＴＣＣＡＧＴ／／（配列番号５５）；および
　逆行プライマー：
ＣＴＣＣＧＧＡＴＣＣＴＣＣＴＣＣＴＣＣＧＣＡＧＧＴＧＣＣＧＣＡＧＧＴＣＴＴＧＣＧ
ＧＣＡＧＡＡＧＣＴＣＡＧＧＣＧＧＴＡＣＴＴＣＡＴＧＣＴＧＴＧＣＴＴＧＣＡＣＴＧＧ
ＡＡＧＧＣＧＧＴＧＣＡＧＣＧＧＣＴＣＴＴＧＧＧＧＡＴＧＧＴＧＴＣＧＡＴ／／（配列
番号５６）。
【０４３７】
　生成したＰＣＲ生成物を２％アガロースゲル上で２０２ｂｐバンドとして分解した。２
０２ｂｐ　ＰＣＲ生成物をＰＣＲ精製キット（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて精製してから、Ｈ
ｉｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩ（Ｒｏｃｈｅ）制限酵素で消化し、アガロースゲルをＧｅ
ｌ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎキット（Ｑｉａｇｅｎ）により精製した。
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【０４３８】
　Ｇ４Ｓ－ＩｇＧ１　Ｆｃを産生するため、以下に示す配列と２つのオリゴを、ＰｆｕＴ
ｕｒｂｏ　ＨｏｔＳｔａｒｔ　ＤＮＡポリメラーゼ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）で、９５℃
で３０秒、５５℃で３０秒、７５℃で１分の３０サイクルＰＣＲ反応に用いた；ＢａｍＨ
Ｉ（ｇｇａｔｃｃ）およびＮｏｔＩ（ｇｃｇｇｃｃｇｃ）制限部位は下線部分である：
　順行プライマー：
　ＧＴＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＧＡＣＡＡＡＡＣＴＣＡＣＡＣ／
／（配列番号５７）；および
　逆行プライマー：
　ＣＧＡＧＣＧＧＣＣＧＣＴＴＡＣＴＡＴＴＴＡＣＣＣＧＧＡＧＡＣＡＧＧＧＡ／／（配
列番号５８）。
【０４３９】
　生成したＰＣＲ生成物を１％アガロースゲル上で７２１ｂｐバンドとして分解した。７
２１ｂｐ　ＰＣＲ生成物をＰＣＲ精製キット（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて精製してから、Ｂ
ａｍＨＩおよびＮｏｔＩ（Ｒｏｃｈｅ）制限酵素で消化し、アガロースゲルをＧｅｌ　Ｅ
ｘｔｒａｃｔｉｏｎキット（Ｑｉａｇｅｎ）により精製した。
【０４４０】
　ｐｃＤＮＡ３．１（＋）ＣＭＶｉ－Ｆｃ－Ｌ１０－ＯＳＫ１ベクターをＢａｍＨＩおよ
びＮｏｔＩ制限酵素で消化し、大型断片をＧｅｌ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎキットにより精
製した。ゲル精製した４ＧＳ－ＩｇＧ１　Ｆｃ断片を精製した大型断片と結紮して、Ｏｎ
ｅ　Ｓｈｏｔ（商標）Ｔｏｐ１０（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に形質転換してｐＣＭＶｉ－
Ｆｃ－Ｌ１０－ＩｇＧ１　Ｆｃベクターを作製した。続いて、ｐＣＭＶｉ－Ｆｃ－Ｌ１０
－ＩｇＧ１　ＦｃベクターをＨｉｎｄＩＩＩおよびＢａｍＨＩ制限酵素で消化し、大型断
片をＧｅｌ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎキットにより精製した。ゲル精製したＶＨ２１ＳＰ－
ＳｈＫ（１－３５）－４ＧＳ断片を精製した大型断片と結紮して、Ｏｎｅ　Ｓｈｏｔ（商
標）Ｔｏｐ１０（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に形質転換し、ｐＣＭＶｉ－ＶＨ２１ＳＰ－Ｓ
ｈＫ（１－３５）－Ｌ１０－ＩｇＧ１　Ｆｃ構築物において生成した。形質転換細菌コロ
ニーからＤＮＡを単離し、ＢａｍＨＩおよびＮｏｔＩ制限酵素で消化し、１％アガロース
ゲル上で分解した。予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかの
クローン配列分析において上記配列と１００％適合したが、各遺伝子から１クローンのみ
を大規模プラスミド精製用に選択した。ｐＣＭＶｉベクター中のＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ（
１－３５）－Ｌ１０－ＩｇＧ１　ＦｃからＤＮＡを再編成して、Ｆｃおよびリンカー領域
ならびに配列が上記配列と１００％同一であったことを確認した。断片ＶＨ２１ＳＰ－Ｓ
ｈＫ（１－３５）－Ｌ１０－ＩｇＧ１　Ｆｃは、ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ（１－３５）－Ｌ
１０－ＩｇＧ１　Ｆｃアミノ酸配列
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭ
ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧ
ＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮ
ＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧ
ＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＤ
ＥＬＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰ
ＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹ
ＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号６０）をコードするコード配列
ＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡ
ＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣ
ＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＣＡＧＴＧＣＡＡＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧ
ＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴ
ＧＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＧＡＣＡＡＡＡＣ
ＴＣＡＣＡＣＡＴＧＣＣＣＡＣＣＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＴＧＡＡＣＴＣＣＴＧＧＧＧ
ＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＡＡＧＧＡＣＡ
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ＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＡＴＧＣＧＴＧＧＴ
ＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡＡＧＡＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＡＧＴＴＣＡＡＣ
ＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣＣＡＡＧＡＣＡＡ
ＡＧＣＣＧＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴＡＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＡＣＣＧＴＧＴＧＧＴ
ＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＣＣＴＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣＴＧＡＡＴＧＧＣ
ＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＣＣＣＴＣＣＣＡＧ
ＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡＴＣＴＣＣＡＡＡＧＣＣＡＡＡＧＧＧＣＡＧＣＣ
ＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴＣＣＣＧＧＧＡＴ
ＧＡＧＣＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡ
ＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＴＣＣＣＡＧＣＧＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧＴＧＧＧＡＧＡＧ
ＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡＣＧＣＣＴＣＣＣ
ＧＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡＣＡＧＣＡＡＧＣ
ＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧＡＡＣＧＴＣＴＴ
ＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡＡＣＣＡＣＴＡＣ
ＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴＡＡＡＴＡＧＴＡＡ／
／（配列番号５９）を含有した。
【０４４１】
　Ｎ末端ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－aＫＬＨ　ＨＣ；およびＮ末端ＳｈＫ［１－３
５Ｑ１６Ｋ］－aＫＬＨ　ＬＣの哺乳類発現。Ｎ末端ＳｈＫ［１－３５］野生型－Ｌ１０
－ＩｇＧ１－Ｆｃをコードする構築物を用いて、以下のオリゴ：
　５’－ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＣＣＧ　ＣＣＴ　ＴＣＡ　ＡＧＴ　ＧＣＡ　ＡＧＣ　ＡＣＡ　
ＧＣ－３’／／（配列番号９）；および
　５’－ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＣＴＴ　ＧＣＡ　ＣＴＴ　ＧＡＡ　ＧＧＣ　ＧＧＴ　ＧＣＡ　
ＧＣ－３’（配列番号１０）
を用いる部位指向変異を実施してＳｈＫ領域にＱ１６Ｋ変異を産生した。
　Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＱｕｉｋＣｈａｎｇｅ　Ｍｕｌｔｉ　ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ
ｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓキットを製造業者の説明書に従いつつ用いた。ｐＣＭＶｉ
－Ｎ末端－ＳｈＫ［１－３５Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－ＩｇＧ１－Ｆｃのための最終構築物は
、以下のシグナルペプチド（ＶＨ２１ＳＰ）－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－
ＩｇＧ１－Ｆｃ融合ポリペプチド：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭ
ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧ
ＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮ
ＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＮＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧ
ＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＤ
ＥＬＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰ
ＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹ
ＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号６１）をコードした。
【０４４２】
　Ｎ末端ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－aＫＬＨ　ＨＣ構築物を産生するため、シグナ
ルペプチド－ＳｈＫ［１－３５Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０リンカーを含むＰＣＲ生成物を、以下
のオリゴ：
　５’－ＣＡＴ　ＴＣＴ　ＡＧＡ　ＣＣＡ　ＣＣＡ　ＴＧＧ　ＡＡＴ　ＧＧ－３’（配列
番号６２）；
　５’－ＣＡＧ　ＣＴＧ　ＣＡＣ　ＣＴＧ　ＧＣＴ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　
ＧＧ－３’（配列番号６３）；
　およびｐＣＭＶｉ－Ｎ末端－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－ＩｇＧ１－Ｆｃ
鋳型を用いて産生し、ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）－Ｌ１０アミノ酸配
列
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭ
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ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ／／（配列番号６５）をコードする
コード配列
ＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡ
ＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣ
ＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧ
ＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴ
ＧＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣ／／（配列番号６
４）を含む断片を得た。
【０４４３】
　aＫＬＨ－ＨＣ断片を産生するため、以下のオリゴ：
　５’－ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＡＧＣ　ＣＡＧ　ＧＴＧ　ＣＡＧ　ＣＴＧ　ＧＴＧ　
ＣＡＧ－３’（配列番号６６）；
　５’－ＣＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＴ　ＴＴＡ　ＣＣＣ－３’（配列番号６
７）；
　およびｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＨＣ鋳型を用いてＰＣＲ生成物を作製し、アミ
ノ酸配列
ＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡ
ＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹ
ＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡ
ＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷ
ＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹ
ＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬ
ＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶ
ＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫ
ＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱ
ＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧ
ＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳ
ＬＳＰＧＫ／／（配列番号６９）をコードするコード配列
ＣＡＧＧＴＧＣＡＧＣＴＧＧＴＧＣＡＧＴＣＴＧＧＧＧＣＴＧＡＧＧＴＧＡＡＧＡＡＧＣ
ＣＴＧＧＧＧＣＣＴＣＡＧＴＧＡＡＧＧＴＣＴＣＣＴＧＣＡＡＧＧＣＴＴＣＴＧＧＡＴＡ
ＣＡＣＣＴＴＣＡＣＣＧＧＣＴＡＣＣＡＣＡＴＧＣＡＣＴＧＧＧＴＧＣＧＡＣＡＧＧＣＣ
ＣＣＴＧＧＡＣＡＡＧＧＧＣＴＴＧＡＧＴＧＧＡＴＧＧＧＡＴＧＧＡＴＣＡＡＣＣＣＴＡ
ＡＣＡＧＴＧＧＴＧＧＣＡＣＡＡＡＣＴＡＴＧＣＡＣＡＧＡＡＧＴＴＴＣＡＧＧＧＣＡＧ
ＧＧＴＣＡＣＣＡＴＧＡＣＣＡＧＧＧＡＣＡＣＧＴＣＣＡＴＣＡＧＣＡＣＡＧＣＣＴＡＣ
ＡＴＧＧＡＧＣＴＧＡＧＣＡＧＧＣＴＧＡＧＡＴＣＴＧＡＣＧＡＣＡＣＧＧＣＣＧＴＧＴ
ＡＴＴＡＣＴＧＴＧＣＧＡＧＡＧＡＴＣＧＴＧＧＧＡＧＣＴＡＣＴＡＣＴＧＧＴＴＣＧＡ
ＣＣＣＣＴＧＧＧＧＣＣＡＧＧＧＡＡＣＣＣＴＧＧＴＣＡＣＣＧＴＣＴＣＣＴＣＡＧＣＣ
ＴＣＣＡＣＣＡＡＧＧＧＣＣＣＡＴＣＧＧＴＣＴＴＣＣＣＣＣＴＧＧＣＧＣＣＣＴＧＣＴ
ＣＣＡＧＧＡＧＣＡＣＣＴＣＣＧＡＧＡＧＣＡＣＡＧＣＧＧＣＣＣＴＧＧＧＣＴＧＣＣＴ
ＧＧＴＣＡＡＧＧＡＣＴＡＣＴＴＣＣＣＣＧＡＡＣＣＧＧＴＧＡＣＧＧＴＧＴＣＧＴＧＧ
ＡＡＣＴＣＡＧＧＣＧＣＴＣＴＧＡＣＣＡＧＣＧＧＣＧＴＧＣＡＣＡＣＣＴＴＣＣＣＡＧ
ＣＴＧＴＣＣＴＡＣＡＧＴＣＣＴＣＡＧＧＡＣＴＣＴＡＣＴＣＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＧＴ
ＧＧＴＧＡＣＣＧＴＧＣＣＣＴＣＣＡＧＣＡＡＣＴＴＣＧＧＣＡＣＣＣＡＧＡＣＣＴＡＣ
ＡＣＣＴＧＣＡＡＣＧＴＡＧＡＴＣＡＣＡＡＧＣＣＣＡＧＣＡＡＣＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧ
ＡＣＡＡＧＡＣＡＧＴＴＧＡＧＣＧＣＡＡＡＴＧＴＴＧＴＧＴＣＧＡＧＴＧＣＣＣＡＣＣ
ＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＡＣＣＴＧＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣ
ＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＡＡＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡ
ＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＧＴＧＣＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡ
ＡＧＡＣＣＣＣＧＡＧＧＴＣＣＡＧＴＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧ
ＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣＣＡＡＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴ
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ＴＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＴＣＣＧＴＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴ
ＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣＴＧＡＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧ
ＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＧＣＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡ
ＴＣＴＣＣＡＡＡＡＣＣＡＡＡＧＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡ
ＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴＣＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧ
ＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧ
ＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧＴＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡ
ＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡＣＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣ
ＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡＣＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡ
ＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧＡＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡ
ＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡＡＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣ
ＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴＡＡＡＴＧＡ／／（配列番号６８）を含むＤＮＡ断片を得た。
【０４４４】
　２つのＰＣＲ生成物をゲル上に流して、適切なサイズのバンドにアガロースプラグ用の
穴を開けた。アガロースプラグを単一の新規ＰＣＲ反応に置き、最も外側のプライマー（
配列番号６２）および（配列番号６７）を用いて断片を一緒に縫い合わせた。ＰＣＲ断片
をＸｂａＩおよびＮｏｔＩを用いて切断し、ＱｉａｇｅｎのＰＣＲクリーンアップキット
でクリーンした。同時に、ｐＴＴ５ベクターもＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより切断して、
ゲル精製した。精製した挿入物を大型ベクター断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ
１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し、ＸｂａＩおよびＮ
ｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル上で分解した。予期したパター
ンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクローン配列分析において上記配列
と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択した。最終構築
物ｐＴＴ５－Ｎ末端ＳｈＫ［１－３５Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０．６－ＨＣは
ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０．６－ＨＣ融合
ポリペプチド：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭ
ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡ
ＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧ
ＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣ
ＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳ
ＴＳＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬ
ＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴ
ＶＥＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥ
ＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳ
ＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫ
ＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡ
ＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱ
ＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ／／（配列番号７０）を
コードした。
【０４４５】
　最後に、Ｎ末端－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０．６軽鎖（
ＬＣ）を上記と同じ様式において生成した。シグナルペプチド－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１
６Ｋ］－Ｌ１０を含むＰＣＲ生成物を、以下のオリゴ：
　５’－ＣＡＴ　ＴＣＴ　ＡＧＡ　ＣＣＡ　ＣＣＡ　ＴＧＧ　ＡＡＴ　ＧＧ－３’（配列
番号６２）；および
　５’－ＣＡＴ　ＣＴＧ　ＧＡＴ　ＧＴＣ　ＧＣＴ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　ＴＣＣ　
ＧＧ－３’（配列番号７１）；
ならびにｐＣＭＶｉ－Ｎ末端－ＳｈＫ［１－３５Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－ＩｇＧ１－Ｆｃ鋳
型を用いて作製し、シグナルペプチド（ＶＨ２１ＳＰ）－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）
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－Ｌ１０リンカーのためのアミノ酸配列：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭ
ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ／／（配列番号６５）をコードする
コード配列
ＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡ
ＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣ
ＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧ
ＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴ
ＧＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣ／／（配列番号６
４）を含むＤＮＡ断片を得た。
　鋳型ならびに以下のオリゴ：
　５’－ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＧＧＡ　ＡＧＣ　ＧＡＣ　ＡＴＣ　ＣＡＧ　ＡＴＧ　ＡＣＣ　
ＣＡＧ　ＴＣ－３’（配列番号７２）；および
　５’－ＣＡＴ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＣＧＧ　ＣＣＧ　ＣＴＣ　ＡＡＣ－３’（配列番号７
３）を用いた。
　Ｎ末端シグナルペプチド：
ＭＥＷＳＷＶＦＬＦＦＬＳＶＴＴＧＶＨＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭ
ＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧ
ＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳ
ＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬ
ＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬ
ＮＮＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳ
ＳＴＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／
（配列番号７５）
を有するＮ末端ＶＨ２１ＳＰ－ＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０
．６軽鎖（ＬＣ）のためのアミノ酸配列をコードするコード配列
ＡＴＧＧＡＡＴＧＧＡＧＣＴＧＧＧＴＣＴＴＴＣＴＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＴＣＡＧＴＡＡ
ＣＧＡＣＴＧＧＴＧＴＣＣＡＣＴＣＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣ
ＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧ
ＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧＡＣＣＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴ
ＧＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＧＡＣＡＴＣＣＡ
ＧＡＴＧＡＣＣＣＡＧＴＣＴＣＣＡＴＣＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＧＣＡＴＣＴＧＴＡＧＧＡ
ＧＡＣＡＧＡＧＴＣＡＣＣＡＴＣＡＣＴＴＧＣＣＧＧＧＣＡＡＧＴＣＡＧＧＧＣＡＴＴＡ
ＧＡＡＡＴＧＡＴＴＴＡＧＧＣＴＧＧＴＡＴＣＡＧＣＡＧＡＡＡＣＣＡＧＧＧＡＡＡＧＣ
ＣＣＣＴＡＡＡＣＧＣＣＴＧＡＴＣＴＡＴＧＣＴＧＣＡＴＣＣＡＧＴＴＴＧＣＡＡＡＧＴ
ＧＧＧＧＴＣＣＣＡＴＣＡＡＧＧＴＴＣＡＧＣＧＧＣＡＧＴＧＧＡＴＣＴＧＧＧＡＣＡＧ
ＡＡＴＴＣＡＣＴＣＴＣＡＣＡＡＴＣＡＧＣＡＧＣＣＴＧＣＡＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＴＴ
ＴＧＣＡＡＣＴＴＡＴＴＡＣＴＧＴＣＴＡＣＡＧＣＡＴＡＡＴＡＧＴＴＡＣＣＣＧＣＴＣ
ＡＣＴＴＴＣＧＧＣＧＧＡＧＧＧＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡＧＡＴＣＡＡＡＣＧＡＡＣＴＧ
ＴＧＧＣＴＧＣＡＣＣＡＴＣＴＧＴＣＴＴＣＡＴＣＴＴＣＣＣＧＣＣＡＴＣＴＧＡＴＧＡ
ＧＣＡＧＴＴＧＡＡＡＴＣＴＧＧＡＡＣＴＧＣＣＴＣＴＧＴＴＧＴＧＴＧＣＣＴＧＣＴＧ
ＡＡＴＡＡＣＴＴＣＴＡＴＣＣＣＡＧＡＧＡＧＧＣＣＡＡＡＧＴＡＣＡＧＴＧＧＡＡＧＧ
ＴＧＧＡＴＡＡＣＧＣＣＣＴＣＣＡＡＴＣＧＧＧＴＡＡＣＴＣＣＣＡＧＧＡＧＡＧＴＧＴ
ＣＡＣＡＧＡＧＣＡＧＧＡＣＡＧＣＡＡＧＧＡＣＡＧＣＡＣＣＴＡＣＡＧＣＣＴＣＡＧＣ
ＡＧＣＡＣＣＣＴＧＡＣＧＣＴＧＡＧＣＡＡＡＧＣＡＧＡＣＴＡＣＧＡＧＡＡＡＣＡＣＡ
ＡＡＧＴＣＴＡＣＧＣＣＴＧＣＧＡＡＧＴＣＡＣＣＣＡＴＣＡＧＧＧＣＣＴＧＡＧＣＴＣ
ＧＣＣＣＧＴＣＡＣＡＡＡＧＡＧＣＴＴＣＡＡＣＡＧＧＧＧＡＧＡＧＴＧＴＴＧＡ／／（
配列番号７４）を含むクローン化ＰＣＲ断片を生成した。
【０４４６】
　コード配列（配列番号６４）を含むＤＮＡ断片）およびコード配列（配列番号７４）を
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含むaＫＬＨ１２０．６軽鎖ＬＣ断片の両ＰＣＲ断片をゲル上に流し、適切なサイズのバ
ンドにアガロースプラグ用の穴を開けた。アガロースプラグを単一の新規ＰＣＲ反応に置
き、最も外側のプライマー（配列番号６２）および（配列番号７３）を用いて断片を一緒
に縫い合わせた。生成したＰＣＲ断片をＸｂａＩおよびＮｏｔＩを用いて切断し、Ｑｉａ
ｇｅｎのＰＣＲクリーンアップキットでクリーンした。
【０４４７】
　同時に、ｐＴＴ１４ベクター（ＣＭＶプロモーター、Ｐｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌおよびピ
ューロマイシン耐性遺伝子を含むＡｍｇｅｎベクター）もＸｂａＩおよびＮｏｔＩにより
切断して、ゲル精製した。精製した挿入物を大型ベクター断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏ
ｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し、Ｘｂａ
ＩおよびＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル上で分解した。予期
したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。最終構築物ｐＴＴ１４－Ｎ末端Ｓｈ
Ｋ［１－３５Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０．６－ＬＣはシグナルペプチド－Ｓｈ
Ｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］－Ｌ１０－aＫＬＨ１２０．６－ＬＣ融合ポリペプチド配列（
すなわち、配列番号７５）をコードする。
【０４４８】
　ａＤＮＰ３Ａ４（Ｗ１０１Ｆ）ＩｇＧ２－Ｓｈｋ［１－３５］の哺乳類発現。
　プラスミドｐＴＴ５－ａＤＮＰ３Ａ４（Ｗ１０１Ｆ）ＩｇＧ２－Ｓｈｋ［１－３５Ｑ１
６Ｋ］の作製：
　Ｋｖ１．３阻害剤毒素ペプチドアナログＳｈＫ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］（配列番号７６
）の単量体にインフレーム融合させたヒト抗２，４－ジニトロフェニル（ａＤＮＰ）抗体
の重鎖をコードするＤＮＡ配列を標準的なクローニング技術を用いて構築した。以下のア
ミノ酸配列：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＥＳＧＧＧＶＶＱＰＧＲＳＬ
ＲＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＳＹＧＭＨＷＶＲＱＡＰＧＫＧＬＥＷＶＡＶＩＷＹＤＧＳＮＫ
ＹＹＡＤＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＮＳＫＮＴＬＹＬＱＭＮＳＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＹＮＦＮＹＧＭＤＶＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳＥ
ＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳ
ＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥＲ
ＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣ
ＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲ
ＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧ
ＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷ
ＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮ
ＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番号７７）を有する抗
ＤＮＰ　３Ａ４（Ｗ１０１Ｆ）ＩｇＧ２重鎖の一部（ｐＤＣ３２４：ａＤＮＰ３Ａ４　Ｈ
Ｃ（Ｗ１０１Ｆ）およびＩｇＧ２Ｆｃ－Ｓｈｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］の一部にｐＴＴ５
ベクターを結紮する３つの方法によりプラスミドｐＴＴ５－ａＤＮＰ３Ａ４（Ｗ１０１Ｆ
）ＩｇＧ２－Ｓｈｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］を生成した。複数のクローニング部位を放出
するＳａｌＩ／ＮｏｔＩによりｐＴＴ５ベクターを切断した。次いでベクターをＣａｌｆ
　Ｉｎｔｅｓｔｉｎｅ　Ｐｈｏｓｐｈａｔａｓｅ（ＣＩＰ）で処理して背景を減らした。
第一挿入物はｐＤＣ３２４由来であった：ａＤＮＰ３Ａ４　ＨＣ（Ｗ１０１Ｆ）をＳａｌ
Ｉ／ＳｔｕＩで切断することにより、アミノ酸配列
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＥＳＧＧＧＶＶＱＰＧＲＳＬ
ＲＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＳＹＧＭＨＷＶＲＱＡＰＧＫＧＬＥＷＶＡＶＩＷＹＤＧＳＮＫ
ＹＹＡＤＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＮＳＫＮＴＬＹＬＱＭＮＳＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＹＮＦＮＹＧＭＤＶＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳＥ
ＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳ
ＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥＲ
ＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣ
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ＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲ
ＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧ／／（配列番号７９）をコード
するコード配列
ＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＧＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣ
ＴＧＣＴＧＴＧＧＣＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＧＣＧＣＴＧＴＣＡＧＧＴＧＣＡＧＣＴＧＧＴ
ＧＧＡＧＴＣＴＧＧＧＧＧＡＧＧＣＧＴＧＧＴＣＣＡＧＣＣＴＧＧＧＡＧＧＴＣＣＣＴＧ
ＡＧＡＣＴＣＴＣＣＴＧＴＧＣＡＧＣＧＴＣＴＧＧＡＴＴＣＡＣＣＴＴＣＡＧＴＡＧＣＴ
ＡＴＧＧＣＡＴＧＣＡＣＴＧＧＧＴＣＣＧＣＣＡＧＧＣＴＣＣＡＧＧＣＡＡＧＧＧＧＣＴ
ＧＧＡＧＴＧＧＧＴＧＧＣＡＧＴＴＡＴＡＴＧＧＴＡＴＧＡＴＧＧＡＡＧＴＡＡＴＡＡＡ
ＴＡＣＴＡＴＧＣＡＧＡＣＴＣＣＧＴＧＡＡＧＧＧＣＣＧＡＴＴＣＡＣＴＡＴＣＴＣＣＡ
ＧＡＧＡＣＡＡＴＴＣＣＡＡＧＡＡＣＡＣＧＣＴＧＴＡＴＣＴＧＣＡＡＡＴＧＡＡＣＡＧ
ＣＣＴＧＡＧＡＧＣＣＧＡＧＧＡＣＡＣＧＧＣＴＧＴＧＴＡＴＴＡＣＴＧＴＧＣＧＡＧＧ
ＴＡＴＡＡＣＴＴＣＡＡＣＴＡＣＧＧＴＡＴＧＧＡＣＧＴＣＴＧＧＧＧＣＣＡＡＧＧＧＡ
ＣＣＡＣＧＧＴＣＡＣＣＧＴＣＴＣＴＡＧＴＧＣＣＴＣＣＡＣＣＡＡＧＧＧＣＣＣＡＴＣ
ＧＧＴＣＴＴＣＣＣＣＣＴＧＧＣＧＣＣＣＴＧＣＴＣＣＡＧＧＡＧＣＡＣＣＴＣＣＧＡＧ
ＡＧＣＡＣＡＧＣＧＧＣＣＣＴＧＧＧＣＴＧＣＣＴＧＧＴＣＡＡＧＧＡＣＴＡＣＴＴＣＣ
ＣＣＧＡＡＣＣＧＧＴＧＡＣＧＧＴＧＴＣＧＴＧＧＡＡＣＴＣＡＧＧＣＧＣＴＣＴＧＡＣ
ＣＡＧＣＧＧＣＧＴＧＣＡＣＡＣＣＴＴＣＣＣＡＧＣＴＧＴＣＣＴＡＣＡＧＴＣＣＴＣＡ
ＧＧＡＣＴＣＴＡＣＴＣＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＧＴＧＧＴＧＡＣＣＧＴＧＣＣＣＴＣＣＡ
ＧＣＡＡＣＴＴＣＧＧＣＡＣＣＣＡＧＡＣＣＴＡＣＡＣＣＴＧＣＡＡＣＧＴＡＧＡＴＣＡ
ＣＡＡＧＣＣＣＡＧＣＡＡＣＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＣＡＧＴＴＧＡＧＣＧＣ
ＡＡＡＴＧＴＴＧＴＧＴＣＧＡＧＴＧＣＣＣＡＣＣＧＴＧＣＣＣＡＧＣＡＣＣＡＣＣＴＧ
ＴＧＧＣＡＧＧＡＣＣＧＴＣＡＧＴＣＴＴＣＣＴＣＴＴＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＡＡ
ＧＧＡＣＡＣＣＣＴＣＡＴＧＡＴＣＴＣＣＣＧＧＡＣＣＣＣＴＧＡＧＧＴＣＡＣＧＴＧＣ
ＧＴＧＧＴＧＧＴＧＧＡＣＧＴＧＡＧＣＣＡＣＧＡＡＧＡＣＣＣＣＧＡＧＧＴＣＣＡＧＴ
ＴＣＡＡＣＴＧＧＴＡＣＧＴＧＧＡＣＧＧＣＧＴＧＧＡＧＧＴＧＣＡＴＡＡＴＧＣＣＡＡ
ＧＡＣＡＡＡＧＣＣＡＣＧＧＧＡＧＧＡＧＣＡＧＴＴＣＡＡＣＡＧＣＡＣＧＴＴＣＣＧＴ
ＧＴＧＧＴＣＡＧＣＧＴＣＣＴＣＡＣＣＧＴＴＧＴＧＣＡＣＣＡＧＧＡＣＴＧＧＣＴＧＡ
ＡＣＧＧＣＡＡＧＧＡＧＴＡＣＡＡＧＴＧＣＡＡＧＧＴＣＴＣＣＡＡＣＡＡＡＧＧＣ／／
（配列番号７８）を含むＤＮＡ断片を得た。
　第二挿入物をＳｔｕＩ／ＮｏｔＩを用いて消化し、以下の切断されたＩｇＧ２　Ｆｃ－
Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）アミノ酸配列
ＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣ
ＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹ
ＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＫ
ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫ
ＴＣＧＴＣ／／（配列番号８１）をコードするコード配列
ＣＴＣＣＣＡＧＣＣＣＣＣＡＴＣＧＡＧＡＡＡＡＣＣＡＴＣＴＣＣＡＡＡＡＣＣＡＡＡＧ
ＧＧＣＡＧＣＣＣＣＧＡＧＡＡＣＣＡＣＡＧＧＴＧＴＡＣＡＣＣＣＴＧＣＣＣＣＣＡＴＣ
ＣＣＧＧＧＡＧＧＡＧＡＴＧＡＣＣＡＡＧＡＡＣＣＡＧＧＴＣＡＧＣＣＴＧＡＣＣＴＧＣ
ＣＴＧＧＴＣＡＡＡＧＧＣＴＴＣＴＡＣＣＣＣＡＧＣＧＡＣＡＴＣＧＣＣＧＴＧＧＡＧＴ
ＧＧＧＡＧＡＧＣＡＡＴＧＧＧＣＡＧＣＣＧＧＡＧＡＡＣＡＡＣＴＡＣＡＡＧＡＣＣＡＣ
ＡＣＣＴＣＣＣＡＴＧＣＴＧＧＡＣＴＣＣＧＡＣＧＧＣＴＣＣＴＴＣＴＴＣＣＴＣＴＡＣ
ＡＧＣＡＡＧＣＴＣＡＣＣＧＴＧＧＡＣＡＡＧＡＧＣＡＧＧＴＧＧＣＡＧＣＡＧＧＧＧＡ
ＡＣＧＴＣＴＴＣＴＣＡＴＧＣＴＣＣＧＴＧＡＴＧＣＡＴＧＡＧＧＣＴＣＴＧＣＡＣＡＡ
ＣＣＡＣＴＡＣＡＣＧＣＡＧＡＡＧＡＧＣＣＴＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＣＣＧＧＧＴＡＡＡ
ＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＴＣＣＧＧＡＧＧＡＧＧＡＧＧＡＡＧＣＣＧＣＡＧＣＴＧＣＡ
ＴＣＧＡＣＡＣＣＡＴＣＣＣＣＡＡＧＡＧＣＣＧＣＴＧＣＡＣＣＧＣＣＴＴＣＡＡＧＴＧ
ＣＡＡＧＣＡＣＡＧＣＡＴＧＡＡＧＴＡＣＣＧＣＣＴＧＡＧＣＴＴＣＴＧＣＣＧＣＡＡＧ
ＡＣＣＴＧＣＧＧＣＡＣＣＴＧＣＴＡＡＴＧＡ／／（配列番号８０）を含有した。
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【０４４９】
　ベクターおよび挿入断片をゲル精製し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎキットでクリーンアップした。精製した挿入物を大型ベクター断片と結紮して、Ｏｎ
ｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し
、ＳａｌＩ／ＮｏｔＩ制限酵素による消化に供して、１％アガロースゲル上で分解した。
予期したパターンに至るＤＮＡを配列決定用に提出した。上記配列と１００％適合したク
ローンを大規模プラスミド精製用に選択した。最終ｐＴＴ５－ａＤＮＰ３Ａ４（Ｗ１０１
Ｆ）ＩｇＧ２－Ｓｈｋ［１－３５、Ｑ１６Ｋ］構築物は以下のアミノ酸配列：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＥＳＧＧＧＶＶＱＰＧＲＳＬ
ＲＬＳＣＡＡＳＧＦＴＦＳＳＹＧＭＨＷＶＲＱＡＰＧＫＧＬＥＷＶＡＶＩＷＹＤＧＳＮＫ
ＹＹＡＤＳＶＫＧＲＦＴＩＳＲＤＮＳＫＮＴＬＹＬＱＭＮＳＬＲＡＥＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＹＮＦＮＹＧＭＤＶＷＧＱＧＴＴＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳＥ
ＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳ
ＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥＲ
ＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣ
ＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲ
ＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫＧ
ＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷ
ＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮ
ＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＲＳＣＩＤ
ＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／（配列番号８２）
を有するａＤＮＰ３Ａ４（Ｗ１０１Ｆ）ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｌ１０－Ｓｈｋ［１－３５、Ｑ
１６Ｋ］をコードした。
【０４５０】
　抗ＤＮＰ　３Ａ４抗体軽鎖の哺乳類発現。ＤＮＰモノクローナル抗体３Ａ４を発現する
ＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）ハイブリドーマを供給源として用い、総ＲＮＡを単離した。
多重遺伝子特異的プライマーで一段階ＲＴ－ＰＣＲを行い、可変領域生成物を得た。この
生成物を、順行プライマーを５’　ＢｓｓＨＩＩ制限部位５’－ＴＴＴ　ＴＴＴ　ＴＴＧ
　ＣＧＣ　ＧＣＴ　ＧＴＧ　ＡＣＡ　ＴＣＣ　ＡＧＡ　ＴＧＡ　ＣＣＣ　ＡＧＴ　Ｃ－３
’（配列番号８３）に追加して、逆行プライマーを３’　ＢｓｉＷＩ制限部位５’－ＡＡ
Ａ　ＡＡＡ　ＣＧＴ　ＡＣＧ　ＴＴＴ　ＧＡＴ　ＡＴＣ　ＣＡＣ　ＴＴＴ　ＧＧＴ　ＣＣ
－３’（配列番号８４）に追加して再増幅した。生成したＰＣＲ生成物をＱｉａｇｅｎの
ＰＣＲクリーンアップによりクリーンし、ＢｓｓＨＩＩおよびＢｓｉＷＩ制限酵素で消化
し、Ｑｉａｇｅｎヌクレオチド除去によりクリーンし、５’　ＶＫ１／Ｏ１２シグナルペ
プチドおよび３’　ヒトκ定常領域を含む哺乳類発現ベクターｐＴＴ５中に結紮した。生
成した抗ＤＮＰ　３Ａ４抗体軽鎖のアミノ酸配列は下記である：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＶＳＡＳＶＧＤＲ
ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＳＲＲＬＡＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＬＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ
ＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＤＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＱＱＡＮＳＦＰＦＴＦ
ＧＰＧＴＫＶＤＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮ
ＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴ
ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／（配
列番号１０９）。
【０４５１】
　１価Ｆｃ毒素ペプチドアナログおよびＡｂ　ＨＣまたはＡｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナロ
グ融合物の単離方法。タンパク質Ａセファロース（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用い
たＦｃ領域の親和性高速タンパク質液体クロマトグラフィー（ＦＰＬＣ）捕獲、続いて２
価陽イオンを含まないダルベッコのＰＢＳ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）によるカラム洗浄お
よび１００ｍＭ酢酸（ｐＨ３．５）を２．５ｃｍ／分で流した溶出工程により条件培地の
初回精製を行った。タンパク質を含む留分をプールし、１０Ｎ　ＮａＯＨを用いてｐＨを
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５．０に調整し、５容量の水でさらに希釈した。物質を０．４５μｍ酢酸セルロースフィ
ルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ）を介してろ過し、陽イオン交換ＦＰＬＣ（ＳＰ　Ｓｅｐｈａｒ
ｏｓｅ　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ；　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）によりさ
らに精製した。試料を１００％緩衝液Ａ（５０ｍＭ酢酸、ｐＨ５．０）で平衡させたカラ
ム上に負荷し、勾配０～８０％緩衝液Ｂ（５０ｍＭ酢酸、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）
３０カラム容量、流速１．５ｃｍ／分で溶出した。ピークを含む１価種をプールして、１
０ｍＭ酢酸ナトリウム、９％ショ糖（ｐＨ５．０）中に製剤化した。免疫グロブリン毒素
ペプチドアナログ融合タンパク質の精製例を図３Ａ～Ｃ、図４Ａ～Ｃ、図５Ａ～Ｃ、図６
Ａ～Ｃおよび図２４～３５に示す。
【０４５２】
　１価Ａｂ　ＨＣならびに１価、２価および３価Ａｂ　ＬＣ毒素ペプチドアナログ融合物
の単離方法。タンパク質Ａセファロース（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用いたＦｃ領
域の親和性高速タンパク質液体クロマトグラフィー（ＦＰＬＣ）捕獲、続いて２価陽イオ
ンを含まないダルベッコのＰＢＳ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）によるカラム洗浄および１０
０ｍＭ酢酸（ｐＨ３．５）を２．５ｃｍ／分で流した溶出工程により条件培地の初回精製
を行った。タンパク質を含む留分をプールし、１０Ｎ　ＮａＯＨを用いてｐＨを５．０に
調整し、５容量の水でさらに希釈した。物質を０．４５μｍ酢酸セルロースフィルター（
Ｃｏｒｎｉｎｇ）を介してろ過し、陽イオン交換ＦＰＬＣ（ＳＰ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　
Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ；　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）によりさらに精製
した。試料を１００％緩衝液Ａ（５０ｍＭ酢酸、ｐＨ５．０）で平衡させたカラム上に負
荷し、勾配０～８０％緩衝液Ｂ（５０ｍＭ酢酸、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）３０カラ
ム容量、流速１．５ｃｍ／分で溶出した。ピークを含む標的種をプールして、１０ｍＭ酢
酸ナトリウム、９％ショ糖（ｐＨ５．０）中に製剤化した。４～１２％または４～２０％
ＳＤＳ－ＰＡＧＥトリス－グリシンゲル（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）上でＱｕｉｃｋＢｌｕ
ｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｓ）で着色した０．５μｇ、２μｇ、および１
０μｇタンパク質の還元および非還元（＋ヨードアセトアミド）分析を行った。Ｂｉｏｓ
ｅｐ　ＳＥＣ－Ｓ３０００カラム（Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ）、および５０ｍＭリン酸ナト
リウム、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ（ｐＨ６．９）の無勾配溶出を１８分かけて用いて分析的
ＳＥＣを行った。免疫グロブリン毒素ペプチドアナログ融合タンパク質の精製例を図２４
～２６Ａ～Ｂ、２７～２９Ａ～Ｂ、３０～３２Ａ～Ｂ、および３３～３５に示す。
【実施例５】
【０４５３】
　本発明の１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］ヘテロ二量体ならびに１価もし
くは２価Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）（ＩｇＧ２）ヘテロ二量体および免
疫グロブリン融合タンパク質の薬物動態／薬力学評価
　薬理学的に活性なポリペプチドのための免疫グロブリン担体として用いられる本発明の
抗原結合タンパク質の実施形態は、良好な薬物動態および薬力学特性を提供することが示
された。１価もしくは２価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］、１価もしくは２価Ｆｃ－
Ｌ１０－ＳｈＫ［１－３５］、１価もしくは２価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１
６Ｋ）、１価もしくは２価抗ＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ、１価も
しくは２価抗ＫＬＨ　Ａｂループ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ融合タンパク質、１価Ｆｃ－Ｓ
ｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体、ならびに表７Ｈに列挙する
他の例示的な実施形態を、実施例４に記載の手段により発現させ、単離して精製した。表
７ＨのＰＥＧ化および非ＰＥＧ化毒素ペプチド比較物を以下のとおり合成的に調製した。
【０４５４】
　ペプチド合成。Ｎα－Ｆｍｏｃ、側鎖保護アミノ酸およびＨ－Ｃｙｓ（Ｔｒｔ）－２Ｃ
ｌ－Ｔｒｔ樹脂をＮｏｖａｂｉｏｃｈｅｍ、Ｂａｃｈｅｍ、またはＳｉｇｍａ　Ａｌｄｒ
ｉｃｈから購入した。以下の側鎖保護戦略を用いた：Ａｓｐ（ＯｔＢｕ）、Ａｒｇ（Ｐｂ
ｆ）、Ｃｙｓ（Ｔｒｔ）、Ｇｌｕ（ＯｔＢｕ）、Ｈｉｓ（Ｔｒｔ）、Ｌｙｓ（Ｎε－Ｂｏ
ｃ）、Ｓｅｒ（ＯｔＢｕ）、Ｔｈｒ（ＯｔＢｕ）およびＴｙｒ（ＯｔＢｕ）。ＳｈＫ（Ｒ
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ＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＱＣＫＨＳＭＫＹＲＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／配列番号
３６１）、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（ＲＳＣＩＤＴＩＰＫＳＲＣＴＡＦＫＣＫＨＳＭＫＹＲ
ＬＳＦＣＲＫＴＣＧＴＣ／／配列番号７６）、または他の毒素ペプチドアナログアミノ酸
配列を、Ｈ－Ｃｙｓ（Ｔｒｔ）－２Ｃｌ－Ｔｒｔ樹脂（０．２ｍｍｏｌ、０．３２ｍｍｏ
ｌ／ｇ負荷）を用いて０．２ｍｍｏｌ等価尺度でＤＩＣ／ＨＯＢｔカップリング化学を用
いて（ＳＰＰＳによる）ＣＳ　Ｂｉｏペプチド合成機上で段階式に合成した。各カップリ
ングサイクルにおいて、１ｍｍｏｌ　Ｎα－Ｆｍｏｃ－アミノ酸をＮ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド（ＤＭＦ）の０．４Ｍ１－ヒドロキシベンゾトリアゾール（ＨＯＢｔ）２．５ｍ
Ｌに溶解した。この溶液に１．０Ｍ　Ｎ，Ｎ’－ジイソプロピルカルボジイミド（ＤＩＣ
）のＤＭＦ溶液１．０ｍＬを添加した。この溶液を窒素通気で１５分間撹拌して前活性化
させてから、樹脂に添加した。混合物を２時間撹拌した。樹脂をろ過し、ＤＭＦで３回、
ジクロロメタン（ＤＣＭ）で２回、およびＤＭＦで３回洗浄した。Ｆｍｏｃ脱保護を２０
％ピペリジンのＤＭＦ溶液（５ｍＬ、２×１５分）による処置で実行した。上記のＦｍｏ
ｃ－アミノ酸カップリングおよびＦｍｏｃ除去工程を反復して最初の２３残基を単結合さ
せた。Ｆｍｏｃ除去に進む前にカップリング工程を２回実施することにより残りの残基を
二重結合させた。
【０４５５】
　次いで合成後に樹脂を抜き、ＤＣＭ、ＤＭＦ、ＤＣＭで連続洗浄してから、真空乾燥し
た。ペプチド樹脂を２５０ｍＬプラスチック丸底フラスコに移した。ペプチドを脱保護し
てトリイソプロピルシラン（１．５ｍＬ）、３，６－ジオキサ－１，８－オクタン－ジチ
オール（ＤＯＤＴ、１．５ｍＬ）、水（１．５ｍＬ）、トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ、２０
ｍＬ）および撹拌棒での処置により樹脂から放し、混合物を３時間撹拌した。１５０ｍＬ
焼結ガラス漏斗を介して混合物を２５０ｍＬプラスチック丸底フラスコに入れてろ過した
。１５０ｍＬ焼結ガラス漏斗を介して混合物を２５０ｍＬプラスチック丸底フラスコに入
れてろ過し、ろ液を真空濃縮した。冷却ジエチルエーテルを添加して粗ペプチドを沈殿さ
せ、遠心分離により収集し、真空乾燥した。
【０４５６】
　ペプチド折畳み。乾燥粗線状ペプチド（約６００ｍｇ）、例えば［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ
ペプチド（配列番号７６）または［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ－Ａｌａ（［Ｌｙｓ１６、Ａｌａ
３６］－ＳｈＫ；配列番号３６２としても知られている）ペプチドを、１６ｍＬ酢酸、６
４ｍＬ水、および４０ｍＬアセトニトリルに溶解した。混合物を迅速に１５分間撹拌して
完全に溶解した。水１７００ｍＬおよび大型撹拌棒を含む２Ｌプラスチックボトルにペプ
チド溶液を添加した。このように希釈した溶液に濃縮水酸化アンモニウム２０ｍＬを添加
し、溶液ｐＨを９．５に増大した。ｐＨは、少量の酢酸または必要に応じてＮＨ４ＯＨで
調整した。溶液を８０ｒｐｍで一晩撹拌し、ＬＣ－ＭＳによりモニタリングした。折畳み
は通常、２４～４８時間内に完了すると判断して、酢酸およびＴＦＡ（ｐＨ＝２．５）の
添加により溶液をクエンチした。水溶液をろ過した（０．４５μｍセルロース膜）。
【０４５７】
　逆相ＨＰＬＣ精製。逆相高速液体クロマトグラフィーを、分析用（Ｃ１８、５μｍ、０
．４６ｃｍ×２５ｃｍ）または調製用（Ｃ１８、１０μｍ、２．２ｃｍ×２５ｃｍ）カラ
ム上で実施した。緩衝液Ａ中の緩衝液Ｂ（Ａ＝０．１％水性ＴＦＡ；Ｂ＝０．０９％ＴＦ
Ａ含有９０％水性ＡＣＮ）の直線勾配は、典型的には、分析では５～９５％を３５分かけ
て流速１ｍＬ／分で、調製用分離では５～６５％を９０分かけて流速２０ｍＬ／分で用い
てクロマトグラフ分離を成し遂げた。分析的および調製用ＨＰＬＣ留分は、組み合わせて
凍結乾燥したＥＳＭＳおよびフォトダイオードアレイ（ＰＤＡ）ＨＰＬＣを特徴とした。
【０４５８】
　質量分析。イオンスプレー大気圧イオン化供給源付きの単一の４極子質量分析計上で質
量スペクトルを得た。フューズドシリカキャピラリー界面（５０μｍ　ｉ．ｄ．）を介し
てイオン化供給源に直接結合した移動溶媒（１０μＬ／分；３０：５０：２０ＡＣＮ／Ｍ
ｅＯＨ、０．０５％ＴＦＡ含有）内に試料（２５μＬ）を注入した。試料液滴を陽電位５
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ｋＶでイオン化し、界面プレートを介して、続いてオリフィス（直径１００～１２０μｍ
）、電位６０Ｖを介して分析器に入れた。完全なスキャン質量スペクトルをサイズ０．１
Ｄａのスキャン工程により４００～２２００Ｄａ質量範囲で得た。分子質量は観察された
ｍ／ｚ値から引き出した。
【０４５９】
　ＰＥＧ化、精製および分析。ペプチド、例えば、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号７６
）または［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ－Ａｌａ（配列番号３６２）をＮ末端の還元アルキル化に
より、活性化線状または分岐ＰＥＧを用いて選択的にＰＥＧ化した。接合を２ｍｇ／ｍＬ
の５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４（ｐＨ４．５）反応緩衝液（２０ｍＭシアノヒドリドホウ酸
ナトリウムおよび２モル過剰の２０ｋＤａモノメトキシ－ＰＥＧ－アルデヒド（ＮＯＦ，
　Ｊａｐａｎ）含有）で実施した。結合反応物を室温で約５時間撹拌し、それらの進行度
をＲＰ－ＨＰＬＣによりモニタリングした。反応完了物を２０ｍＭ　ＮａＯＡｃ（ｐＨ４
）の４倍希釈液によりクエンチし、４℃に冷却した。次いで、直線勾配の０～１Ｍ　Ｎａ
Ｃｌの２０ｍＭ　ＮａＯＡｃ（ｐＨ４．０）溶液で溶出したＳＰセファロースＨＰカラム
（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ，　Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，　ＮＪ）を用いて、ＰＥＧ－
ペプチドを４０℃でクロマトグラフ的に精製した。溶出したピーク留分をＳＤＳ－ＰＡＧ
ＥおよびＲＰ－ＨＰＬＣにより分析し、プールを純度９７％超により決定した。観察され
た本質的な汚染物質はジ－ＰＥＧ化毒素ペプチドアナログであった。選択されたプールを
３ｋＤａ　ＭＷＣＯ膜に対する遠心ろ過により２～５ｍｇ／ｍＬに濃縮し、１０ｍＭ　Ｎ
ａＯＡｃ（ｐＨ４）、５％ソルビトール含有）中に透析した。次いで透析したプールを０
．２ミクロンフィルターにより滅菌ろ過し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより純度９７％超と決定
した（データは示していない）。逆相ＨＰＬＣをＡｇｉｌｅｎｔ　１１００モデルＨＰＬ
Ｃ上で、１ｍＬ／分で流れるＺｏｒｂａｘ（商標）５μｍ　３００ＳＢ－Ｃ８　４．６×
５０ｍｍカラム（Ａｇｉｌｅｎｔ）の０．１％ＴＦＡ／Ｈ２Ｏ溶液で実施し、カラム温度
を４０℃に維持した。ＰＥＧ－ペプチド試料（２０μｇ）を注入し、波長２１５ｎｍでモ
ニタリング中に直線勾配６～６０％で溶出した。
【０４６０】
　融合タンパク質。一般に、図１Ａおよび図１Ｂはそれぞれ１価および２価Ｆｃ毒素ペプ
チド（または毒素ペプチドアナログ）融合タンパク質（または「ペプチボディ」）の図解
を示す。２価Ｆｃ－ＳｈＫ分子は、２本のＦｃ－ＳｈＫ鎖を含むホモ二量体である。１価
Ｆｃ－ＳｈＫ毒素ペプチド（または毒素ペプチドアナログ）分子は、Ｆｃ鎖１本とＦｃ－
ＳｈＫ（またはアナログ）鎖１本を含むヘテロ二量体である。１価Ｆｃ－ＳｈＫ分子は単
一のＳｈＫペプチド／二量体のみを含むため、１価とみなされる。構築物または鎖はＦｃ
－（毒素ペプチドアナログ）と呼ばれ、Ｎ末端Ｆｃ領域および任意選択的にＮ末端からＣ
末端配向が：Ｆｃ－リンカー毒素ペプチドまたは毒素ペプチドアナログとなるように毒素
ペプチドまたは毒素ペプチドアナログに共有結合する可動性リンカー配列（例えば、Ｌ１
０ペプチジルリンカーＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ；配列番号１５３）を含む。
【０４６１】
　Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．、ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例１およ
び２には、哺乳類細胞から発現した２価Ｆｃ－ＳｈＫペプチボディ、Ｆｃ－Ｌ１０－Ｓｈ
Ｋ（１－３５）およびＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）の活性について記載されている
。ＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例１には、発現中に少量の最終生成物として
形成される１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５）分子の単離についても記載されている
。２価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５）およびＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）結合
体はＫｖ１．３およびヒト全血中のＴ細胞サイトカイン分泌を強力にブロックする（表７
Ｈを参照されたい）。完全細胞パッチクランプ電気生理学的手法により、２価Ｆｃ－Ｌ１
０－ＳｈＫ（１－３５）分子のＫｖ１．３活性は、ＳｈＫのＡｒｇ１を欠く２価Ｆｃ－Ｌ
１０－ＳｈＫ（２－３５）分子と比較して約８倍高い。天然ＳｈＫのＮ末端ＰＥＧ結合体
（実施例４を参照されたい）と同様に、２価Ｆｃ－ＳｈＫ結合体は両方ともＫｖ１．３対
Ｋｖ１．１に対してほとんど選択性を示さなかった。したがって、（ＰＥＧまたはＦｃ－
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リンカーのいずれかを伴う）天然ＳｈＫ単独のＮ末端接合はそのＫｖ１．３対Ｋｖ１．１
選択性を有意に改善しない。ラットにおける薬物動態（ＰＫ）試験を２価Ｆｃ－Ｌ１０－
ＳｈＫ（１－３５）およびＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）ペプチボディ上で実施して
、それらのインビボ安定性および半減期を評価する。対照として、ＰＫもＣＨＯ由来組換
えヒトＦｃ（ＩｇＧ１）上で実施した。全分子を単回静脈内ボーラス投与して送達した。
【０４６２】
　ＰＫアッセイ
　ＳｈＫに対する抗体。ＳｈＫ（配列番号３６１）に対するウサギポリクローナルおよび
マウスモノクローナル抗体を動物のＦｃ－ＳｈＫペプチボディ結合体による免疫化により
生成した。抗ＳｈＫ特異的ポリクローナル抗体を抗血清から親和性精製して結合体のＳｈ
Ｋ部分に特異的な抗体のみを単離した。融合およびスクリーニング後、ＳｈＫに特異的な
ハイブリドーマを選択し、単離した。マウス抗ＳｈＫ特異的モノクローナル抗体をクロー
ン条件培地から精製した。ＥＬＩＳＡ分析により、精製した抗ＳｈＫポリクローナルおよ
びモノクローナル抗体はＳｈＫペプチド単独のみに反応し、Ｆｃとは交差反応しなかった
。
【０４６３】
　ラットおよびサルにおける２０ｋＤａ－ＰＥＧ－ＳｈＫ（配列番号３６３）および２０
ｋＤａ－ＰＥＧ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号３６４）ペプチド結合体の薬物動態（
ＰＫ）試験。動物に単回皮下用量を送達し、注射後各時点で血清を収集した。２～３匹の
動物／用量群がラットにおける試験対象となり、試験過程の各時点で血液および血清を採
取した。本明細書に記載の試験において雄Ｓｐｒａｇｕｅ－Ｄａｗｌｅｙ（ＳＤ）ラット
（約０．３ｋｇ）および雄カニクイザル（約４ｋｇ）を用いた（ｎ＝３動物／用量群）。
我々のマウス薬物動態試験において用量および時点当たり約５匹の雄ＣＤ－１マウスを用
いた。酵素結合免疫吸着検定法（ＥＬＩＳＡ）分析時まで血清試料を－８０℃で凍結保存
した。
【０４６４】
　ＰＥＧ－ＳｈＫおよびＰＥＧ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫの血清レベルを検出するためのＥ
ＬＩＳＡプロトコールの簡単な説明を以下に提示する：
【０４６５】
　（１）プロトコール１の下記（ａ）～（ｇ）は、ＰＥＧ－ＳｈＫおよびＰＥＧ－［Ｌｙ
ｓ１６］ＳｈＫ、ならびにＳｈＫおよび［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチド単独を検出する：
　（ａ）ストレプトアビジンマイクロタイタープレートを２５０ｎｇ／ｍＬビオチン化－
抗ＳｈＫマウスモノクローナル抗体（ｍＡｂ２．１０、Ａｍｇｅｎ）のＩブロック緩衝液
［１リットルにつき：１０００ｍＬ１×ＰＢＳ、ＣａＣｌ２、ＭｇＣｌ２非含有、５ｍＬ
のＴｗｅｅｎ　２０（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）、２ｇのＩブロック試薬（
Ｔｒｏｐｉｘ）］で４℃でコーティングし、一晩撹拌せずにインキュベートした。
　（ｂ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液（Ｋｉｒｋｅｇａａｒｄ　＆　Ｐｅｒｒｙ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｉｅｓ）で３回洗浄した。
　（ｃ）プールした血清１００％を有する標準（ＳＴＤ）、品質管理（ＱＣ）および試料
希釈を調製してから、Ｉブロック緩衝液で５分の１に希釈した（前処置）。前処置したＳ
ＴＤ、ＱＣおよび試料を洗浄したプレートに添加し、室温で２時間インキュベートした。
（ＳＴＤ、ＱＣの連続希釈をプールした血清１００％内で調製した。希釈する必要のある
試料はプールした血清１００％でも調製した。ｓｔｄ、ＱＣおよび試料の両方に対して前
処置を行い、基質効果を最小化した。）
　（ｄ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液で３回洗浄した。
　（ｅ）ＨＲＰ標識ウサギ抗ＳｈＫポリクローナルＡｂ、２５０ｎｇ／ｍＬのＩブロック
緩衝液を添加し、プレートを室温で１時間撹拌しながらインキュベートした。
　（ｆ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液で再び３回洗浄し、Ｆｅｍｔｏ［Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ］基質を添加した。
　（ｇ）プレートをＬｍａｘ　ＩＩ　３８４（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）照
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度計で読み込んだ。
【０４６６】
　ＳｈＫおよび［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫのＦｃ結合体、Ｉｇ結合体、またはＡｂ結合体の薬
物動態（ＰＫ）試験を雄ＳＤラットにおいて実施した。動物に単回皮下用量を送達し、注
射後各時点で血清を収集した。１用量群当たり３匹の動物を用い、試験過程の各時点で血
液および血清を採取した。血清試料を酵素結合免疫吸着検定法（ＥＬＩＳＡ）分析時まで
－８０℃で凍結保存した。ＳｈＫおよび［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫのＦｃ結合体、Ｉｇ結合体
、またはＡｂ結合体の血清レベルを検出するためのＥＬＩＳＡプロトコールの簡単な説明
を以下に提示する。下記のプロトコール２は、分子のヒトＩｇ、ＦｃもしくはＡｂ部分の
両方、ならびにＳｈＫペプチド部分を検出する。下記のプロトコール３は、ヒトＦｃ領域
単独を検出する初期アッセイであり、齧歯類の薬物動態試験におけるＦｃ－ＳｈＫペプチ
ボディの血清レベルの初期評価のために用いた。これらのＥＬＩＳＡプロトコールの簡単
な説明を提示する：
【０４６７】
　（２）プロトコール２の下記（ａ）～（ｇ）は、分子のヒトＩｇ、ＦｃもしくはＡｂ部
分の両方、ならびにＳｈＫペプチド部分を検出する：
　（ａ）ストレプトアビジンマイクロタイタープレートを２５０ｎｇ／ｍＬビオチン化－
抗ＳｈＫマウスモノクローナル抗体（ｍａｂ２．１０、Ａｍｇｅｎ）のＩブロック緩衝液
［１リットルにつき：１０００ｍＬの１×ＰＢＳ、ＣａＣｌ２、ＭｇＣｌ２非含有、５ｍ
ＬのＴｗｅｅｎ　２０（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）で、２ｇのＩブロック試
薬（Ｔｒｏｐｉｘ）］で４℃で、一晩撹拌せずにコーティングした；
　（ｂ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液（Ｋｉｒｋｅｇａａｒｄ　＆　Ｐｅｒｒｙ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｉｅｓ）で３回洗浄した
　（ｃ）プールした血清１００％を有する標準（ＳＴＤ）、品質管理（ＱＣ）および試料
希釈を調製してから、Ｉブロック緩衝液で５分の１に希釈した（前処置）。前処置したＳ
ＴＤ、ＱＣおよび試料を洗浄したプレートに添加した。インキュベーションは室温で２時
間行った。（ＳＴＤ、ＱＣの連続希釈をプールした血清１００％内で調製した。希釈する
必要のある試料はプールした血清１００％でも調製した。ｓｔｄ、ＱＣおよび試料の両方
に対して前処置を行い、基質効果を最小化した。）；
　（ｄ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液で３回洗浄した；
　（ｅ）ＨＲＰ標識Ａｂ３５（ヒトＩｇＧ　Ｆｃに対して）、１５０ｎｇ／ｍＬのＩブロ
ック緩衝液を添加し、プレートを室温で１時間撹拌しながらインキュベートした。
　（ｆ）プレートをＫＰＬ洗浄緩衝液で３回洗浄し、Ｆｅｍｔｏ［Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ］基質を添加した；
　（ｇ）プレートをＬｍａｘ　ＩＩ　３８４［Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ］照
度計で読み込んだ。
【０４６８】
　（３）プロトコール３の下記（ａ）～（ｈ）は、ヒトＦｃ領域単独を検出する初期アッ
セイであり、齧歯類の薬物動態試験におけるＦｃ－ＳｈＫペプチボディの血清レベルの初
期評価のために用いた。
　（ａ）１×コーティング緩衝液で希釈したＣｏｓｔａｒ３５９０　９６ウェルＥＩＡ／
ＲＩＡプレートを０．１ｍＬ／ウェルの２μｇ／ｍＬヤギ抗ＨｕＦｃ、Ｆａｂ２、（Ｓｉ
ｇｍａ　Ｉ－３３９１）（１０×コーティング緩衝液：１．５９ｇ　Ｎａ２ＣＯ３、２．
９３ｇ　ＮａＨＣＯ３のＨ２Ｏ溶液１００ｍＬ）でコーティングした。プレートを密封し
て４℃で一晩インキュベートした；
　（ｂ）プレートをＰＢＳＴ（ＰＢＳ＋０．１％Ｔｗｅｅｎ－２０）で３回洗浄し、０．
３ｍＬのｂｌｏｔｔｏ（ＰＢＳ、０．１％Ｔｗｅｅｎ－２０、５％脱脂粉乳）を各ウェル
へ添加してブロックし、室温（ＲＴ）で撹拌しながら１時間インキュベートした；
　（ｃ）プレートをＫＰ洗浄溶液（Ｃａｔ＃５０－６３－００，　ＫＰＬ，　Ｇａｉｔｈ
ｅｒｓｂｕｒｇ，　ＭＤ）で洗浄した；
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　（ｄ）希釈した血清試料および対照／標準の希釈緩衝液（ＰＢＳ、０．１％ＢＳＡ、０
．１％Ｔｗｅｅｎ－２０）＋ラット血清で、必要な場合、最終ラット血清１０％とし、０
．１ｍＬ試料を各ウェルへ添加した。プレートを室温で撹拌しながら、１時間インキュベ
ートした；
　（ｅ）プレートをＫＰ洗浄溶液（Ｃａｔ＃５０－６３－００，　ＫＰＬ，　Ｇａｉｔｈ
ｅｒｓｂｕｒｇ，　ＭＤ）で洗浄した；
　（ｆ）ＨＲＰ標識二次抗体（Ｐｉｅｒｃｅ＃３１４１６－ＨＲＰヤギα－Ｈｕ　ＩｇＧ
　Ｆｃ）をＰＢＳＴで１：５０００希釈してから１００μＬ／ウェルを追加し、ＲＴで撹
拌しながら、１時間インキュベートした；
　（ｇ）プレートをＫＰ洗浄溶液（Ｃａｔ＃５０－６３－００，　ＫＰＬ，　Ｇａｉｔｈ
ｅｒｓｂｕｒｇ，　ＭＤ）で洗浄してＡＢＴＳ基質（ＡＢＴＳ　Ｍｉｃｒｏｗｅｌｌ　Ｓ
ｕｂｓｔｒａｔｅ　１－Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，　Ｃａｔ＃５０－６６－０１８，　ＫＰＬ
）１００μＬ／ウェルを添加した；
　（ｈ）基質を添加して撹拌した後、適切な時点で、ＳｐｅｃｔｒａＭａｘ３４０［Ｍｏ
ｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ］プレート読取り器でプレートを読み込んだ。
【０４６９】
　哺乳類の２価分子発現中、元の１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５）分子を少量の最
終生成物として単離した一方、本明細書の実施例４では１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－
３５］ヘテロ二量体のクローニングおよび哺乳類発現についても記載する。簡単に述べる
と、組換え１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］を産生するため、ヒトＦｃ（ＩｇＧ１
）鎖およびＦｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ［２－３５］鎖である２つの組換えポリペプチドを同じ
細胞内で共発現させる（ヒトＩｇＧ１　Ｆｃ領域とも）。これらの条件下において、Ｆｃ
／Ｆｃホモ二量体、Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３
５）ホモ二量体およびＦｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）ヘテロ二量体を含む３つ
の異なる二量体を形成することが可能である。発現条件を至適化することにより、１価Ｆ
ｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）ヘテロ二量体（単に１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（
２－３５）とも呼ばれる）を効果的に産生し、容易に精製して均一とした（本明細書の実
施例４）。１価Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（２－３５）分子のヒト全血液からのＩＬ－２分泌
ブロックＩＣ５０は２．１ｎＭ（表７Ｈ）であった。１価Ｆｃ－ＳｈＫ／Ｆｃヘテロ二量
体のインビボ半減期は長く、２価ホモ二量体ＳｈＫ－Ｆｃ／ＳｈＫ－Ｆｃ（図１０）およ
びＦｃ－ＳｈＫ／Ｆｃ－ＳｈＫよりも有意に高い曝露を示した。この構築物の効能はＰＥ
Ｇ－ＳｈＫ結合体よりも約１０倍低く、天然ＳｈＫ結合体のＫｖ１．３／Ｋｖ１．１選択
性は低かったため、我々はさらなる１価ペプチボディを開発し、形成されたＳｈＫ毒素ペ
プチドアナログ結合体のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性は改善されていることを同定した
。以下の実施例は、選択性およびインビボ薬理学の改善された１価ペプチボディの詳細を
提示する。これらの試験結果により、ラットにおいて１価ＳｈＫ毒素ペプチドアナログ分
子は同分子の２価形態と比較して高い血清レベルおよび曝露を示しつつ、元の２価ペプチ
ボディにおいて観察された遅い排出速度を保持することが示された。
【０４７０】
　１価Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）ヘテロ二量体（ＩｇＧ２）。ＳｈＫ［
Ｌｙｓ１６］毒素ペプチドアナログ（配列番号７６）はニューロンのＫｖ１．１に対する
有意なＫｖ１．３選択性を示す（表７Ｈ）。この毒素ペプチドアナログのインビボ安定性
を高めるため、Ｎ末端からＣ末端で：ヒトＦｃ（ＩｇＧ２）－Ｌ１０リンカー－［Ｌｙｓ
１６］ＳｈＫ分子を含む１価Ｆｃ融合構築物を我々は産生し、これはヒトＦｃ（ＩｇＧ２
）鎖単独と共発現して１価ヘテロ二量体を産生した（実施例４を参照されたい）。この１
価構築物の図解を図１Ａに提示する。１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１
６Ｋ）ヘテロ二量体［１価Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）とも呼ばれる］は
、全血中のＴ細胞炎症を強力にブロックし、ＩＬ－２分泌を０．１６ｎＭのＩＣ５０で抑
制した（表７Ｈ）。分子のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性を評価する試験により、１価Ｆ
ｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）結合体のＫｖ１．３選択性は［Ｌｙｓ１６］
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ＳｈＫペプチド単独よりも有意に優れていることが予期せず明らかとなった。［Ｌｙｓ１
６］ＳｈＫ（配列番号７６）ペプチド単独のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性は約１８倍で
あることが示された一方（表７Ｈ）、１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１
６Ｋ）ヘテロ二量体のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１ブロックは約１２２５倍活動的であった。
したがって、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチドは結合時、選択性の高まった独特な薬理学を
示す。Ｎα－２０ｋＤａ－ＰＥＧ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ結合体（配列番号３６４）もペ
プチド単独と比較して高まったＫｖ１．３選択性を示したため（表７Ｈ）、統合データに
より、［Ｌｙｓ１６］－ＳｈＫ（配列番号７６）ペプチドはＮ末端でＰＥＧまたはＦｃ－
リンカーのいずれかと融合時に、Ｋｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性の改善された異なる薬理
学を示すことが示唆される。
【０４７１】
　本発明の分子の比較に基づき、分子のインビボ薬物動態および安定性を評価するため、
ラットにおいて単回投与ＰＫ試験を実施した。単回６ｍｇ／ｋｇ皮下投与後、（単量体の
配列番号１および２６の）１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）ヘテ
ロ二量体のインビボ半減期は長いことが示された（図７）。分子（「プロトコール２」）
の血清レベルを測定するために使用したサンドイッチＥＬＩＳＡは、ヒトＦｃ領域に特異
的な抗体と、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号７６）を認識する抗体の２つの抗体の結合
を必要とするため、本明細書のデータにより、結合体の半減期は長く、かつＦｃ－Ｌ１０
－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）融合タンパク質（図７、白四角；下表７Ｉ）としてイン
ビボでインタクトのまま残ることが示される。１価Ｆｃ／Ｆｃ－Ｌ１０－ＳｈＫ（１－３
５　Ｑ１６Ｋ）分子は長い半減期（約５６時間）を示し、２０～３０分であることが報告
されている（Ｃ．　Ｂｅｅｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＰＮＡＳ　９８：１３９４２　（２
００１））ＳｈＫ（配列番号３６１）ペプチド単独の半減期よりも約１１２倍長かった。
【０４７２】
　２価Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）ホモ二量体（ＩｇＧ２）。２価Ｆｃ－ＳｈＫ
（１－３５、Ｑ１６Ｋ）ホモ二量体は、Ｎ末端からＣ末端で：ヒトＦｃ（ＩｇＧ２）－Ｌ
１０リンカー－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号２６）を含む。この２価構築物の図解を
図１Ｂに提示する。本明細書の実施例４に記載のように分子（配列番号２６のホモ二量体
）をクローン化し、発現させて、精製した。精製した分子の炎症のヒト全血液アッセイに
おける活性を試験し、ＩＬ－２分泌ブロックＩＣ５０は１．８５０ｎＭであることが見出
された（表７Ｈ）。この２価形態の活性は、この同一アッセイにおいて０．１６ｎＭのＩ
Ｃ５０を有した１価形態（上記）より約１２倍低かった。２価形態の活性が１価形態の活
性より低い理由は不明である。末端に２つの陽電荷［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号７６
）ペプチドを含む２価分子はより不安定である、および／またはＫｖ１．３チャネル結合
にある程度干渉する可能性がある。
【０４７３】
　１価および２価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ。本発明の１価抗
ＫＬＨ重鎖（ＨＣ）融合抗体（Ａｂ）構築物の実施形態は、Ｎ末端からＣ末端で：ヒト抗
ＫＬＨ　Ａｂ重鎖－ペプチジルリンカー－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子（配列番号３２）を
含み、これはヒトaＫＬＨ重鎖単独（配列番号２９）およびヒトaＫＬＨ軽鎖（配列番号２
８）と共発現して１価aＫＬＨ　Ａｂ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子（配列番号２８；配列
番号２９；配列番号２８；および配列番号３２のヘテロ四量体）を形成した。この１価構
築物の図解を図１Ｆに提示する。１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａ
ｂは全血中のＴ細胞炎症を強力にブロックし、ＩＬ－２分泌を０．２７４ｎＭのＩＣ５０
で抑制した（表７Ｈ）。分子のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性を評価する試験により、１
価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ（配列番号２８；配列番号２９；
配列番号２８；および配列番号３２のヘテロ四量体）のＫｖ１．３選択性は［Ｌｙｓ１６
］ＳｈＫ（配列番号７６）ペプチド単独よりも有意に優れていることが予期せず明らかと
なった。この１価Ａｂ－ＳｈＫ結合体のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１ブロックは約１４５８倍
活動的であった（表７Ｈおよび図２Ａ～Ｂ）。
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【０４７４】
　分子のインビボ薬物動態および安定性を評価するため、ラットにおいて単回投与ＰＫ試
験を実施した。単回６ｍｇ／ｋｇ皮下投与後、１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５　
Ｑ１６Ｋ）Ａｂ結合体は長いインビボ半減期を示した（図７、黒丸）。分子（「プロトコ
ール２」）の血清レベルを測定するために使用したサンドイッチＥＬＩＳＡは、ヒトＩｇ
領域に特異的な抗体と、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ（配列番号７６）を認識する抗体の２つの
抗体の結合を必要とするため、本明細書のデータにより、結合体の半減期は長く、かつ１
価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）Ａｂ融合タンパク質としてインビボで
インタクトのまま残ることが示される（図７、図８、および表７Ｊ）。２価aＫＬＨ　Ｈ
Ｃ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ分子（図１Ｇにより図解）を同用量の６ｍｇ／ｋ
ｇ投与して同様に遅い排出速度が示されたが（図８）、１価分子と比較して約３７倍低い
曝露（ＡＵＣ0-tにより測定、表７Ｊ）が提供された（図８）。強力かつ選択的な１価抗
ＫＬＨ－Ａｂ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子はラットにおいて非常に遅いクリアランスを示
した（ＣＬ／Ｆ＝１０．９ｍＬ　ｈ－１ｋｇ－１）（表７Ｊ）。
【０４７５】
　１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（２－３５　Ｑ１６Ｋ）Ａｂ。本発明のこの１価aＫＬＨ重
鎖（ＨＣ）融合抗体（Ａｂ）構築物の実施形態は、Ｎ末端からＣ末端で：ヒト抗ＫＬＨ　
Ａｂ重鎖－リンカー－［ｄｅｓＡｒｇ１、Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子（配列番号３３）を含
み、これはヒトaＫＬＨ重鎖（配列番号２９）およびヒトaＫＬＨ軽鎖（配列番号２８）と
共発現して１価aＫＬＨ　Ａｂ－［ｄｅｓＡｒｇ１、Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子を形成した
。この１価構築物の図解を図１Ｆに提示する。１価aＫＬＨ　ＨＣ－ＳｈＫ（２－３５、
Ｑ１６Ｋ）Ａｂ（配列番号２８；配列番号２９；配列番号２８；および配列番号３３のヘ
テロ四量体）は全血中のＴ細胞炎症を強力にブロックし、ＩＬ－２分泌を０．５７０ｎＭ
のＩＣ５０で抑制し（表７Ｈ）、Ｔ細胞カリウムチャネルＫｖ１．３のブロックは、予期
せずニューロンのチャネルＫｖ１．１より約１５７６倍強力であった。
【０４７６】
　１価Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５　Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体。本発明の１
価Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体またはヘミボディ
の実施形態は、Ｎ末端からＣ末端で：ヒトＦｃ（ＩｇＧ２）－Ｌ１０リンカー－［Ｌｙｓ
１６］ＳｈＫ分子（配列番号２６）を含み、これはヒトaＫＬＨ重鎖（ＩｇＧ２）（配列
番号２９）およびヒトaＫＬＨ軽鎖（配列番号２８）と共発現した。この１価構築物の図
解を図１Ｅに提示する。１価Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂヘテ
ロ三量体（配列番号２８；配列番号２９；配列番号２６）はヒト全血中のＴ細胞炎症を強
力にブロックし、ＩＬ－２分泌を０．２４５ｎＭのＩＣ５０で抑制した（表７Ｈ）。驚い
たことに、分子のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性を評価する試験により１価Ｆｃ－ＳｈＫ
（１－３５、Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体のＫｖ１．３選択性は［Ｌｙｓ１
６］ＳｈＫペプチド単独（配列番号７６）よりも有意に優れていることが明らかとなった
。この１価ヘテロ三量体のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１ブロックは約１９３５倍活動的であっ
た（表７Ｈ）。
【０４７７】
　我々は、Ｋｖ１．３選択的１価Ｆｃ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）／aＫＬＨ　Ａｂ
ヘテロ三量体またはヘミボディの薬物動態（ＰＫ）は評価しなかったが、Ｆｃ－ＳｈＫ（
２－３５）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体である類似のヘミボディのＰＫプロファイルを
評価した。この分子構造図式を図１Ｅに提示する。この分子はＮ末端からＣ末端で：ヒト
Ｆｃ（ＩｇＧ２）－ＳｈＫ（２－３５）を含み、これはヒトaＫＬＨ重鎖および軽鎖と共
発現する。単回２ｍｇ／ｋｇ皮下投与後、１価Ｆｃ－ＳｈＫ（２－３５）／aＫＬＨ　Ａ
ｂヘテロ三量体（１価Ｆｃ－ＳｈＫ／ＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体とも呼ばれる）はラット
において長い半減期を示した（図１０）。分子（「プロトコール２」）の血清レベルを測
定するために使用したサンドイッチＥＬＩＳＡは、ヒトＩｇ領域に特異的な抗体と、Ｓｈ
Ｋ（２－３５）を認識する抗体の２つの抗体の結合を必要とするため、本明細書のデータ
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により、結合体の半減期は長く、かつインビボでインタクトのまま残ることが示される（
図１０、表７Ｋ）。約１０３ｋＤａの大型１価Ｆｃ－ＳｈＫ（２－３５）aＫＬＨ　Ａｂ
ヘテロ三量体またはヘミボディは、約５６ｋＤａの１価Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫヘテロ二量体
よりも高い曝露および約２倍低いクリアランスを示した（図１０、表７Ｋ）。約４ｋＤａ
の極小ＳｈＫ－Ｌ５ペプチドはラットにおいてより迅速に消失し、このクリアランス値は
１価Ｆｃ－ＳｈＫ（２－３５）／aＫＬＨ　Ａｂヘテロ三量体（ＣＬ／Ｆ＝２２．６ｍＬ
　ｈ－１ｋｇ－１）高分子より約９１倍速かった（ＣＬ／Ｆ＝２０５２ｍＬ　ｈ－１ｋｇ
－１、実施例５）。
【０４７８】
　１価および２価抗ＫＬＨ　Ａｂループ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ融合タンパク質。本発明
の組換え１価および２価抗ＫＬＨ　Ａｂループ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ融合タンパク質の
実施形態は、実施例４および米国特許第７，４４２，７７８Ｂ２号に記載されているよう
に構築して、片方（１価）または両方（２価）のＨＣ単量体におけるＦｃドメインのルー
プ領域に挿入された［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ毒素ペプチドアナログを有する完全抗体を産生
した。１価aＫＬＨ　ＨＣ－ループ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂには、３本鎖：
ヒトaＫＬＨ　Ａｂ重鎖、ヒトaＫＬＨ　Ａｂ軽鎖およびヒトaＫＬＨ　Ａｂ重鎖が含まれ
、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチドは重鎖のＦｃ領域内ループに挿入された。Ｆｃループ内
［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチドは、そのＮ末端およびＣ末端に結合した可動性リンカー配
列を含み、独立した折畳みおよびループからの伸張を可能とする。この分子の図解を図１
Ｎに提示する。アミノ酸組成物および長さの異なるリンカー配列を評価した。１価抗ＫＬ
Ｈ　Ａｂループ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ融合タンパク質はＫｖ１．３活性の選択的阻害剤
であった（Ｋｖ１．１に対し、Ｋｖ１．３に１２１倍超選択的；表７Ｈおよび図２Ａ～Ｂ
）。１価ＫＬＨ－Ａｂループ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子は、ラットにおいて我々が評価
したすべての新規毒素結合体のうち最も遅いクリアランスを示した（図７および図９なら
びに表７Ｌ）。
【０４７９】
　２価aＫＬＨ　ＨＣ－ループ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂには、２本鎖：ヒトa
ＫＬＨ　Ａｂ軽鎖およびヒトaＫＬＨ　Ａｂ重鎖が含まれ、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチ
ドは重鎖のＦｃ領域内ループに挿入された。この分子の図解を図１Ｍに提示する。この２
価分子のインビボ薬物動態および安定性を１価形態と比較するため、各分子の単回６ｍｇ
／ｋｇ皮下用量をラットに送達した。２価aＫＬＨ　ＨＣ－ループ－ＳｈＫ（１－３５、
Ｑ１６Ｋ）Ａｂは、遅い排出速度を示すにも関わらず、同分子の１価形態（１価aＫＬＨ
　ＨＣ－ループ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６）Ａｂ）よりもラットにおいて曝露が非常に
低かった（図９を参照されたい）。ＡＵＣ0-tにより測定した曝露は、２価aＫＬＨ　ＨＣ
－ループ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ分子において、１価aＫＬＨ　ＨＣ－ルー
プ－ＳｈＫ（１－３５Ｑ１６Ｋ）Ａｂ分子と比較して約１６１倍低かった（表７Ｌ）。し
たがって、我々の新規１価形態は、同分子の典型的な２価形態と比較して、予期せず非常
に優れたインビボ薬物動態プロファイルを示す。
【０４８０】
　１価ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）－Ｆｃ／Ｆｃヘテロ二量体。１価ＳｈＫ（１－３５
、Ｑ１６Ｋ）－Ｆｃ／Ｆｃヘテロ二量体は２本鎖を含み、片方はヒトＦｃ（ＩｇＧ２）鎖
であり、他方はＮ末端からＣ末端で：［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ－Ｌ１０リンカー－ヒトＦｃ
（ＩｇＧ２）を含むＦｃに融合したＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）ペプチドである。この
ペプチド融合タンパク質は、Ｎ末端からＣ末端で：３５個のアミノ酸［Ｌｙｓ１６］Ｓｈ
Ｋペプチド、１０個のアミノ酸ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ（配列番号１５３）Ｌ１０リンカー
配列およびヒトＦｃ（ＩｇＧ２）配列を含有した。したがって、リンカー－Ｆｃ領域を［
Ｌｙｓ１６］ＳｈＫのＣｙｓ３５に続くＣ末端に結合した。この分子は１価ＳｈＫ（１－
３５、Ｑ１６Ｋ）－Ｆｃヘテロ二量体とも呼ばれる。この１価構築物の図解を図１Ｃに提
示する。本明細書の実施例４に記載のように、分子をクローン化し、発現させて、精製し
た。精製した分子は、炎症のヒト全血液アッセイにおいて、ＩＬ－２分泌を０．１１ｎＭ



(167) JP 2018-139609 A 2018.9.13

10

20

30

40

のＩＣ５０で非常に強力にブロックした（表７Ｈ）。その優れた効能にも関わらず、１価
ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）－Ｆｃ／Ｆｃヘテロ二量体は、Ｋｖ１．３対Ｋｖ１．１の
わずか中程度から１０倍の選択性を示した（表７Ｈ）。したがって、［Ｌｙｓ１６］Ｓｈ
ＫのＣ末端に結合したこのリンカー－Ｆｃ融合パートナーはＫｖ１．３選択性をさらに向
上させないと考えられる。これは、約１２２５倍の選択性を示し、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ
のＮ末端Ａｒｇ１残基に結合したＦｃ－リンカー配列を有した１価Ｆｃ／Ｆｃ－ＳｈＫ（
１－３５、Ｑ１６Ｋ）ヘテロ二量体などの［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫに対するＮ末端融合と対
照的である（表７Ｈ）。しかしながら、重要かつ顕著な例外は、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫの
単一Ｃ末端のＣｙｓ３５に続いて添加されたＡｌａ残基を含む［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ－Ａ
ｌａペプチド（配列番号３６２）である。この分子は、Ｋｖ１．３対Ｋｖ１．１に対する
選択性が２６２倍高まり改善したことを示した（表７Ｈ）。したがって、我々は、［Ｌｙ
ｓ１６］ＳｈＫのＣ末端のＣｙｓ３５に続いて添加された特異的アミノ酸残基は、融合タ
ンパク質の選択性プロファイルを改変できると想定する。例えば、この実施例に記載の１
価ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）－Ｌ１０－Ｆｃ分子は［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫのＣｙｓ３
５に続いて添加されたリンカーＧｌｙ残基を含む。Ｃｙｓ３５に続いてＡｌａ残基が代わ
りに添加された場合、高まったＫｖ１．３選択性が観察され得る。実際、我々は［Ｌｙｓ
１６］ＳｈＫ－Ａｌａペプチドにより２６２倍改善されたＫｖ１．３選択性を認めた。し
たがって、融合結合部の特異的アミノ酸残基は選択性プロファイルを改変すると我々は予
期する。これらの残基は、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチドおよびヒトＦｃドメインまたは
免疫グロブリン軽鎖もしくは重鎖間のリンカー配列に容易に組み込み、結合体のＫｖ１．
３選択性を改善することができる。
【０４８１】
　１価ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）－ＨＣ　aＫＬＨ　Ａｂ。本発明の１価ＳｈＫ（１
－３５、Ｑ１６Ｋ）－ＨＣ　aＫＬＨ　Ａｂの実施形態は３本鎖を含み、１本はヒトaＫＬ
Ｈ　Ａｂ軽鎖、もう１本はヒトaＫＬＨ　Ａｂ重鎖、３本目はＮ末端からＣ末端で：［Ｌ
ｙｓ１６］ＳｈＫ－Ｌ１０リンカー－ヒトaＫＬＨ重鎖を含むペプチド－aＫＬＨ　Ａｂ重
鎖融合物である。したがって、この融合物には、［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫのＣｙｓ３５に続
くＣ末端に結合したリンカー－重鎖領域が含まれる。１価ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）
－ＨＣ　aＫＬＨ　Ａｂ分子の図解を図１Ｉに提示する。精製した分子は炎症のヒト全血
液アッセイにおいて、ＩＬ－２分泌を０．２１４ｎＭのＩＣ５０　で非常に強力にブロッ
クした（表７Ｈ）。１価［Ｌｙｓ１６］－aＫＬＨ　Ａｂ分子は、非常に大きなサイズで
ありヒトＩｇ重鎖に融合しているにも関わらず、Ｔ細胞反応の非常に強力なブロックを保
持した。
【０４８２】
　１価ａＤＮＰ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ。本発明の１価ａＤＮＰ重鎖
（ＨＣ）融合抗体（Ａｂ）構築物の実施形態は、Ｎ末端からＣ末端で：ヒト抗ＤＮＰ　Ａ
ｂ重鎖－リンカー－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子を含み、これはヒトａＤＮＰ重鎖およびヒ
トａＤＮＰ軽鎖と共発現して１価ａＤＮＰ　Ａｂ－［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫ分子を形成した
。この１価構築物の図解を図１Ｆに提示する。１価ａＤＮＰ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、
Ｑ１６Ｋ）Ａｂはヒト全血中のＴ細胞炎症を強力にブロックし、ＩＬ－２分泌を０．２７
８ｎＭのＩＣ５０で抑制した（表７Ｈ）。分子のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１選択性を評価す
る試験において、１価ａＤＮＰ　ＨＣ－ＳｈＫ（１－３５、Ｑ１６Ｋ）Ａｂ結合体のＫｖ
１．３選択性は［Ｌｙｓ１６］ＳｈＫペプチド単独よりも有意に優れていることが予期せ
ず明らかとなった。この１価Ａｂ－ＳｈＫ結合体のＫｖ１．３対Ｋｖ１．１ブロックは５
８０６倍超活動的であった（表７Ｈ）。
【０４８３】
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【表１３】

【０４８５】
【表１４】

【０４８６】
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【表１５】

【０４８７】
【表１６】

【実施例６】
【０４８８】
　Ｋｖ１．３およびＫｖ１．１電気生理学的手法
　Ｋｖ１．７を介したＫｖ１．１発現細胞系。ＣＨＯ－Ｋ１細胞をヒトＫｖ１．３で、ま
たはカウンタースクリーンのため（本明細書の実施例８を参照されたい）、ｈＫｖ１．４
、ｈＫｖ１．６、もしくはｈＫｖ１．７で安定的にトランスフェクトした；ＨＥＫ２９３
細胞はヒトＫＶ１．３もしくはヒトＫｖ１．１を安定的に発現していた。細胞系はＡｍｇ
ｅｎまたはＢｉｏＦｏｃｕｓ　ＤＰＩ（Ａ　Ｇａｌａｐａｇｏｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ）から
得た。ｈＫｖ１．２を安定的に発現しているＣＨＯ　Ｋ１細胞は、カウンタースクリーン
のため、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ（Ｃａｔ＃．ＣＹＬ３０１５）から購入した。
【０４８９】
　完全細胞パッチクランプ電気生理学的手法。完全細胞電流を、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ、ＣＡ）のＭｕｌｔｉＣｌａｍｐ　７０
０Ｂ増幅器を用いて、ホウケイ酸ガラス（Ｗｏｒｌｄ　Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ，　Ｉｎｃ）から引き出した３～５ＭΩピペットで室温で記録した。データ
獲得中、容量性電流をアナログ減法により中止し、一連の抵抗補償作用を用い、すべての
電流を２ｋＨｚでろ波した。細胞を細胞外溶液（１．８ｍＭ　ＣａＣｌ２、５ｍＭ　ＫＣ
ｌ、１３５ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭグルコース、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ含有、ｐＨ７．４
、２９０～３００ｍＯｓｍ）中に浸した。内溶液は、９０ｍＭ　ＫＣｌ、４０ｍＭ　ＫＦ
、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、１０ｍＭ　ＨＥＰＥ
Ｓ（ｐＨ７．２、２９０～３００ｍＯｓｍ）を含有した。脱分極性電圧工程－８０ｍＶ～
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＋３０ｍＶを３０秒ごと（Ｋｖ１．３）または１０秒ごと（Ｋｖ１．１）に２００ミリ秒
間の間隔で、－８０ｍＶ電位を保持しつつ適用することにより電流を引き起こした。ＩＣ
５０を決定するため、５～６個のペプチドまたはペプチド結合体（濃度１：３希釈）を０
．１％ＢＳＡを含む細胞外溶液中で作製し、Ｒａｐｉｄ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇ
ｅｒ　ＲＳｃ－１６０（ＢｉｏＬｏｇｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）
で細胞に局所的に送達した。各濃度において電流は定常状態に達した。ｐＣＬＡＭＰ（９
．２版）およびＯｒｉｇｉｎＰｒｏ（７版）を用いてデータ分析を実施し、各試験物質の
適応前後のピーク電流を用いて各濃度の電流阻害率を算出した。
【０４９０】
　ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）、平面パッチクランプ電気生理学的手法。細胞を細胞
外溶液（１．８ｍＭ　ＣａＣｌ２、５ｍＭ　ＫＣｌ、１３５ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭグル
コース、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ含有、ｐＨ７．４、２９０～３００ｍＯｓｍ）中に浸した
。内溶液は、９０ｍＭ　ＫＣｌ、４０ｍＭ　ＫＦ、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＭｇＣ
ｌ２、１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．２、２９０～３００ｍＯｓ
ｍ）を含有した。ＩＣ５０を決定するため、概して、５個のペプチドまたはペプチド結合
体（濃度１：３希釈）を作製した。ペプチドまたはペプチド結合体は、０．１％ＢＳＡを
含む細胞外溶液中で調製する。デンドロトキシン－ｋおよびマルガトキシンをＡｌｏｍｏ
ｎｅ　Ｌａｂｓ　Ｌｔｄ．　（Ｊｅｒｕｓａｌｅｍ，　Ｉｓｒａｅｌ）から購入した；Ｓ
ｈＫ毒素をＢａｃｈｅｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ，　Ｉｎｃ．　（Ｋｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｒ
ｕｓｓｉａ，　ＰＡ）から購入した；４－ＡＰをＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｏｒｐ
．　（Ｓｔ．　Ｌｏｕｉｓ，　ＭＯ）から購入した。Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　Ｃｏｒｐ．　（Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，　ＣＡ）のＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）７
０００Ａ電気生理系を用いて室温で電流を記録した。ｈＫｖ１．３およびｈＫｖ１．１の
電圧プロトコールを本明細書の実施例８の表７Ｍに示す。０．１％ＢＳＡを含む細胞外溶
液を最初に適用して１００％対照（ＰＯＣ）を得てから、５つの異なる濃度の１：３ペプ
チドまたはペプチド結合体希釈をそれぞれ４００ミリ秒インキュベーションした。最終的
に、過剰な特異的基準イオンチャネル阻害剤（実施例８の表７Ｍ）を添加して完全な、す
なわち１００％ブロックを定義した。一部の例で基準阻害剤の添加後に存在する残りの電
流を用いてゼロ％対照を算出した。Ｋｖ１．３およびＫｖ１．１の基準阻害剤を実施例８
の表７Ｍに記載する。個々のセットのトレースをそれぞれ視認して、許容または拒絶した
。一般的な許容基準は以下であった。
　１．ベースライン電流は安定していなければならない
　２．初回ピーク電流は３００ｐＡ超でなければならない
　３．初回Ｒｍおよび最終Ｒｍは３００Ｏｈｍ超でなければならない
　４．ピーク電流は第一化合物の添加前に定常状態に達さなければならない。
【０４９１】
　次の濃度の化合物を添加前に直近の５つの平均ピーク電流からＰＯＣを算出し、ＩＣ５
０を算出するためにエクセルにエクスポートした。
【０４９２】
　ＩｏｎＷｏｒｋｓ、ハイスループット平面パッチクランプ電気生理学的手法。
　ｈＫｖ１．３を安定的に発現しているＣＨＯ細胞およびｈＫｖ１．１を安定的に発現し
ているＨＥＫ２９３細胞上で電気生理学的手法を行った。ＩＷＱ電気生理学的手法のため
のＳｈＫアナログおよび結合体を含む「アッセイプレート」の調製手順は以下のとおりで
あった：０．３％ＢＳＡを含む細胞外緩衝液（０．９ｍＭ　Ｃａ２＋および０．５ｍＭ　
Ｍｇ２＋含有ＰＢＳ）ですべてのアナログを溶解し、９６ウェルポリプロピレンプレート
のＨ列にカラム１～カラム１０に濃度１００ｎＭで分配した。カラム１１および１２を陰
性および陽性対照のために保留してから、１：３比で連続希釈してＡ列で分配した。Ｉｏ
ｎＷｏｒｋｓ　Ｑｕａｔｔｒｏ（ＩＷＱ）電気生理学的手法およびデータ分析を以下のと
おり成し遂げた：再懸濁した細胞（細胞外緩衝液中）、アッセイプレート、Ｐｏｐｕｌａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｔｃｈ　Ｃｌａｍｐ（ＰＰＣ）パッチプレートならびに適切な細胞内（９
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０ｍＭグルコン酸カリウム、２０ｍＭ　ＫＦ、２ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、
１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．３５）および細胞外緩衝液をＩｏ
ｎＷｏｒｋｓ　Ｑｕａｔｔｒｏ上に位置した。アナログをパッチプレートに添加した場合
、アッセイプレートから０．１％ＢＳＡでさらに３倍希釈して３３．３ｎＭ～１５ｐＭの
範囲の最終試験濃度に達した。アンホテリシンベースの穿孔パッチクランプ手順を用いて
ＣＨＯ－Ｋｖ１．３およびＨＥＫ－Ｋｖ１．１細胞の電気生理記録を取った。ＩｏｎＷｏ
ｒｋｓ　Ｑｕａｔｔｒｏの電圧クランプ回路構成を用いて、細胞を膜電位－８０ｍＶで保
持し、膜電位を４００ミリ秒間＋３０ｍＶに進めることにより電圧活性化Ｋ＋電流を引き
起こした。対照条件下すなわち実験開始時に阻害剤の非存在下、１０分インキュベーショ
ン後にアナログおよび対照の存在下でＫ＋電流を引き起こした。４３０～４４０ミリ秒の
平均Ｋ＋電流振幅を測定し、データをＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社のエクセルシートにエクスポ
ートした。各濃度のアナログおよび対照の存在下におけるＫ＋電流振幅を同じウェル中の
前化合物の電流振幅のＫ＋電流率として表した。これらの対照値％を濃度関数としてプロ
ット時、各化合物のＩＣ５０値は以下の方程式を用いるエクセル適合プログラムにおいて
用量反応適合モデル２０１を用いて算出し得る：
【０４９３】
【数１】

　式中、ｙｍｉｎは曲線のｙ最小値であり、ｙｍａｘは曲線のｙ最大値であり、ｃｏｎｃ
は試験濃度であり、ｎは曲線の傾斜値である。
【実施例７】
【０４９４】
　ヒト全血中の生体活性の測定
　ＩＬ－２およびＩＦＮ－ｇ分泌に与える毒素ペプチドアナログＫｖ１．３阻害剤の影響
を評価するためのＥｘ　ｖｉｖｏアッセイ。既に記載されているエクスビボアッセイ（そ
の全体が参照により本明細書に組み込まれるＷＯ２００８／０８８４２２Ａ２号の実施例
４６を参照されたい）を用いて、ＳｈＫアナログおよび結合体がヒト全血中のＴ細胞炎症
をブロックする効能を評価した。簡単に述べると、５０％ヒト全血液をタプシガルジンで
刺激してストア枯渇、カルシウム可動化およびサイトカイン分泌を誘発する。Ｔ細胞サイ
トカイン分泌のブロックにおける分子の効能を評価するため、タプシガルジン刺激を加え
る３０～６０分前に各種濃度のＫｖ１．３ブロックペプチドおよびペプチド結合体をヒト
全血液試料でプレインキュベートした。４８時間後、３７℃、５％ＣＯ２で、条件培地を
収集し、ＭｅｓｏＳｃａｌｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙから４点電気化学発光免疫アッセイを
用いてサイトカイン分泌レベルを決定した。タプシガルジン刺激を用いて、複数ドナーか
ら単離した血液からロバスト的にサイトカインＩＬ－２およびＩＦＮ－ｇを分泌した。タ
プシガルジン刺激後にヒト全血中に産生されたＩＬ－２およびＩＦＮ－ｇを、細胞内サイ
トカイン染色および蛍光標示式細胞分取器（ＦＡＣＳ）分析により明らかにしたようにＴ
細胞から産生した。
【０４９５】
　Ｋｖ１．３は、Ｔ細胞上に存在する大電位依存性カリウムチャネルである。Ｋｖ１．３
はＫ＋を流出させ、有効なＴ細胞活性化およびサイトカイン分泌のために必要な細胞内カ
ルシウムの持続的増加のために必要である持続的Ｃａ２＋流入の駆動力を提供する。Ｋｖ
１．３阻害剤はＴＣＲ結紮により誘発されたこのカルシウム流動を抑制することが既に示
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されている（Ｇ．Ｃ．　Ｋｏｏ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９９，　Ｃｅｌｌ．　Ｉｍｍｕｎ
ｏｌ．　１９７，　９９－１０７）。タプシガルジン誘発性のストア枯渇およびＴＣＲ結
紮は、単離されたＴ細胞においてＣａ２＋可動化の類似パターンを引き出すが（Ｅ．　Ｄ
ｏｎｎａｄｉｅｕ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９１，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６
７，　２５８６４－２５８７２）、タプシガルジンは全血中でより大きいロバスト反応を
与えることを我々は見出した。したがって、我々は、Ｋｖ１．３阻害剤のヒト全血中のＴ
細胞からのタプシガルジン誘発サイトカイン分泌のブロック能を評価することにより生体
活性を評価するバイオアッセイを開発した。全血液は高タンパク質レベルを含む複合流体
であるため、この全血液アッセイにおけるペプチドおよびペプチド結合体の活性は生物学
的に関連した流体中の４８時間にわたる分子安定性の評価においてさらなる利点を有する
。全血液アッセイにより、電気生理学的手法（ｅＰｈｙｓ）により決定した分子のＫｖ１
．３効能の重要な再確認が行われる。なぜなら、ｅＰｈｙｓアッセイは一般に短時間（１
～２時間未満）であり、タンパク質を含まない生理食塩水を用いるためである。長時間の
全血液アッセイでは、短時間のｅＰｈｙｓ検査と比較してより効果的な平衡結合反応速度
の決定が可能であり得る。
【実施例８】
【０４９６】
　イオンチャネルのカウンタースクリーン
　Ｋｖ１．１、Ｋｖ１．２、Ｋｖ１．３、Ｋｖ１．４、Ｋｖ１．６およびＫｖ１．７、Ｐ
ａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）、平面パッチクランプ電気生理学的手法。上記の実施例６
に記載の方法および細胞を用いるＭＤＣのＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）７０００Ａ電
気生理系を用いて、イオンチャネル電流を室温で記録できる。各チャネルの電圧プロトコ
ールを下表７Ｍに示す。
【０４９７】
【表１７】

【０４９８】
　心イオンチャネルカウンタースクリーン（ｈＥＲＧ、ｈＫｖＬＱｔ１／ｈｍｉｎＫ、ｈ
Ｎａｖ１．５、ｈＫｖ１．５、ｈＣａｖ１．２、ｈＫｖ４．３）。
【０４９９】
　細胞系。ｈＫｖＬＱＴ１／ｈｍｉｎＫおよびｈＥＲＧで安定的にトランスフェクトした
ＨＥＫ２９３細胞をＡｍｇｅｎまたはＣｙｔｏｍｙｘ，　Ｉｎｃから得た。ヒトｈＮａｖ
１．５で安定的にトランスフェクトしたＨＥＫ２９３細胞をＣｙｔｏｍｙｘ，　Ｉｎｃか
ら購入した。ｈＫｖ４．３を安定的に発現しているＨＥＫ２９３細胞およびｈＫｖ１．５
を安定的に発現しているＣＨＯ細胞をＣｈａｎＴｅｓｔから得た。ヒトＬ型カルシウムチ
ャネルｈＣａｖ１．２を安定的に発現しているＣＨＯ細胞をＣｈａｎＴｅｓｔから得て、
ｈＣａｖ１．２をコードするヒトＣＡＣＮＡ１Ｃ遺伝子を含み、ヒトＣＡＣＮＢ２により
コードしたβ２サブユニットおよびＣＡＣＮＡ２Ｄ１遺伝子によりコードしたα２δ１を
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共発現した。
【０５００】
　ＦＡＳＴＰａｔｃｈ（商標）試験をＣｈａｎＴｅｓｔで実施して、ＰａｔｃｈＸｐｒｅ
ｓｓ（Ｍｏｄｅｌ　７０００Ａ，　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，　Ｕｎｉｏｎ
　Ｃｉｔｙ，　ＣＡ）電気生理学的手法に関与するクローン化ヒトＬ型カルシウムチャネ
ルｈＣａｖ１．２、クローン化ｈＫｖ４．３およびクローン化ｈＫｖ１．５に与えるペプ
チドおよび結合体の影響を室温で評価した。細胞外記録溶液（ＨＢ－ＰＳ）は、１３７ｍ
Ｍ　ＮａＣｌ、４ｍＭ　ＫＣｌ、１．８ｍＭ　ＣａＣｌ２、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍ
Ｍ　ＨＥＰＥＳおよび１０ｍＭグルコースを含有し、ＮａＯＨでｐＨ７．４０に調整した
。ｈＫｖ４．３およびｈＫｖ１．５のための細胞内記録溶液は、１３０ｍＭアスパラギン
酸カリウム、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、５ｍＭ　ＥＧＴＡ、４ｍＭ　ＡＴＰおよび１０ｍＭ　
ＨＥＰＥＳを含有し、ＫＯＨでｐＨ７．２に調整した。ｈＣａｖ１．２のための細胞内溶
液は、１３０ｍＭアスパラギン酸セシウム、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、５ｍＭ　ＥＧＴＡ、４
ｍＭ　ＡＴＰ、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、１ｍＭ　ＣａＣｌ２、０．１ｍＭ　ＧＴＰおよび１０
ｍＭ　ＨＥＰＥＳを含有し、Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミンでｐＨ７．２に調整した。記録
調製において、細胞内溶液は、Ｓｅａｌチップ１６平面電極の細胞内区画中に負荷する。
細胞懸濁液は、Ｓｅａｌチップ１６平面電極の細胞外区画内にピペットした。完全細胞配
置を確立後、ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）系における二重チャネルパッチクランプ増
幅器を用いて膜電流を記録する。デジタル化前、電流は５分の１のサンプリング頻度で低
域ろ波した。１％ＢＳＡでＨＢ－ＰＳに希釈した３つの濃度のペプチド結合体（試験物質
）を５分間隔で天然細胞に適用する。溶液交換を４回行い、各試験物質濃度への曝露時間
を５分とした。ビヒクル対照は天然細胞にも適用し、溶液交換後、陽性対照を適用してイ
オンチャネルブロックに対する感受性を検証する。すべての陽性対照を０．３％ＤＭＳＯ
でＨＢ－ＰＳに希釈した。チャネルブロックの陽性対照は、ｈＣａｖ１．２電流を約７５
％ブロックするニフェジピン（０．０１μＭ）、ｈＫｖ４．３電流を約７５％阻害するフ
レカイニド（０．１ｍＭ）、ｈＫｖ１．５電流を約８０％ブロックする４－アミノピリジ
ン（２ｍＭ）などであった。有効な完全細胞記録は以下の基準：（１）膜耐性（Ｒｍ）≧
２００ＭΩ、（２）漏電≦チャネル電流の２５％、を満たさなければならない。ｈＣａｖ
１．２、ｈＫｖ４．３およびｈＫｖ１．５の試験手段は以下のとおりとした。
【０５０１】
　ａ．）ｈＣａｖ１．２試験手段。保持電位－４０ｍＶから１０秒間隔で行う脱分極試験
パルス（時間、２００ミリ秒；振幅、１０ｍＶ）からなる刺激電圧パターンを用いてｈＣ
ａｖ１．２／β２／α２δチャネルの発現および定常状態ブロックを測定した。試験物質
濃度は、適用間で洗浄せずに昇順に累積的に適用してよい。１０ｍＶへ進む間にピーク電
流を測定した。ｈＣａｖ１．２電流をブロックするため、各実験最後に飽和濃度のニフェ
ジピン（１０μＭ）を追加する。漏電を記録した総膜電流からデジタル方式で減じた。
【０５０２】
　ｂ．）ｈＫｖ４．３試験手段。固定振幅（脱分極：０ｍＶ、３００ミリ秒間）で保持電
位－８０ｍＶから１０秒間隔で反復したパルスパターンを用いて、ｈＫｖ４．３電流の発
現および定常状態ブロックを測定した。０ｍＶへ進む間にピークおよび持続した試験パル
ス電流振幅を測定した。
【０５０３】
　ｃ．）ｈＫｖ１．５試験手段。固定振幅（脱分極：＋２０ｍＶ振幅、３００ミリ秒時間
）で保持電位－８０ｍＶから１０秒間隔で反復したパルスパターンを用いて、ｈＫｖ１．
５電流の発現および定常状態ブロックを測定した。＋２０ｍＶへ進む最後に電流の振幅を
測定した。
【０５０４】
　ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）系を用いたクローン化ヒトＮａｖ１．５　ナトリウム
チャネルに対するカウンタースクリーン。細胞外（ＨＢ－ＰＳ２）記録溶液は、７０ｍＭ
　ＮａＣｌ、６７ｍＭ　Ｎ－メチル－Ｄ－グルカミン、４ｍＭ　ＫＣｌ、１．８ｍＭ　Ｃ
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ａＣｌ２、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、１０ｍＭグルコースを含有し、
ＨＣｌでｐＨ７．４に調整した。内記録溶液は、１３０ｍＭ　ＣｓＦ、１０ｍＭ　ＮａＣ
ｌ、１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、２ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳを含有し、ＣｓＯ
ＨでｐＨ７．２０に調整した。参照標準または試験物質の原液を適用前にＨＢ－ＰＳ２に
希釈した。試験物質は本明細書に記載のペプチドまたはペプチド結合体のいずれかを含む
。リドカイン（１～３０μＭ）を参照標準とした。標準化工程プロトコールは、ｈＮａｖ
１．５ナトリウムチャネルを介してイオン電流を引き出すために用いる。細胞は－８０ｍ
Ｖで保持する。固定振幅（プレパルス条件：－１２０ｍＶ、５０ミリ秒；－３０ｍＶ、２
０ミリ秒に進める脱分極試験）でパルスパターンを１０秒間隔で反復して用いて、試験物
質によるｈＮａｖ１．５ナトリウム電流の発現および定常状態ブロックを測定した。エピ
ソードモードで電流を３ｋＨｚでろ波して１０ｋＨｚで得た。良好な記録を確立した場合
、細胞を２分間洗浄してから、対照ビヒクルを５分間適用した。次いで対照および各濃度
の試験物質を５分間適用した。各濃度を１分間隔で３回添加した。吸引分配速度は４０μ
Ｌ／ｓであった。ＩＣ５０を決定するため、試験物質１μＭ、３μＭ、１０μＭおよび３
０μＭを細胞（ｎ＝３細胞）に昇順に累積的に（試験物質濃度の間で洗浄せず）、各細胞
（ｎ＝細胞数の場合、ｎ＝３）に対して適用した。各濃度の試験物質を５分間適用した。
各濃度を１分間隔で３回添加した。ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ　Ｃｏｍｍａｎｄｅｒ　ｖ１
．４（Ａｘｏｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ｕｎｉｏｎ　Ｃｉｔｙ，　ＣＡ）を用いて
電気生理データを得て、分析はＤａｔａＸｐｒｅｓｓ　ｖ１．４（Ａｘｏｎ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓ，　Ｕｎｉｏｎ　Ｃｉｔｙ，　ＣＡ）を用いて行った。試験物質適応前後の
５ピーク電流を用いて各濃度の電流阻害率を算出した。良好な記録の許容基準は：（１）
シール耐性＞２００ＭΩ、（２）アクセス耐性＜１０ＭΩ、（３）ピーク尾電流＞２００
ｐＡ、（４）漏電＜ピーク尾電流の２５％、（５）対照ビヒクルにおける分析＜２．５％
／分などである。
【０５０５】
　ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）系を用いた、ヒトＩＫ（ｈＫｖＬＱＴ１＋ｈｍｉｎＫ
）カリウムチャネルに対するカウンタースクリーン。細胞外記録溶液はＨＢ－ＰＳとした
。内記録溶液は、２０ｍＭ　ＫＦ、９０ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、１０ｍＭ　
ＥＧＴＡ、５ｍＭ　Ｋ２ＡＴＰ、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳを含有し、
ＫＯＨでｐＨ７．２０に調整した。参照標準または試験物質の原液を適用前にＨＢ－ＰＳ
２に希釈した。試験物質は本明細書に記載のペプチドまたはペプチド結合体のいずれかを
含有した。Ｃｈｒｏｍａｎｏｌ　２９３Ｂ（０．３～１０μＭ）を参照標準とした。標準
化工程プロトコールを用いて、ＩＫカリウムチャネルを介してイオン電流を引き出した。
細胞を－８０ｍＶで保持した。固定振幅（＋５０ｍＶ、５秒間に進める脱分極試験）でパ
ルスパターンを１０秒間隔で反復して用いて、試験物質によるＩＫカリウム電流の発現お
よび定常状態ブロックを測定した。エピソードモードで電流を３ｋＨｚでろ波して１０ｋ
Ｈｚで得た。良好な記録を確立した場合、細胞を２分間洗浄してから、対照ビヒクルを５
分間適用した。次いで対照および各濃度の試験物質を５分間適用した。各濃度を１分間隔
で３回添加した。吸引分配速度は４０μＬ／ｓであった。１μＭ、３μＭ、１０μＭおよ
び３０μＭの試験物質を細胞（ｎ＝３細胞）に昇順に累積的に（試験物質濃度の間で洗浄
せずに）各細胞（ｎ＝細胞数の場合、ｎ＝３）に適用した。各濃度の試験物質を５分間適
用した。各濃度を１分間隔で３回添加した。ＰａｔｃｈＸｐｒｅｓｓ（商標）Ｃｏｍｍａ
ｎｄｅｒ　ｖ１．４（Ａｘｏｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ｕｎｉｏｎ　Ｃｉｔｙ，　
ＣＡ）を用いて電気生理データを得て、分析はＤａｔａＸｐｒｅｓｓ　ｖ１．４（Ａｘｏ
ｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，　Ｕｎｉｏｎ　Ｃｉｔｙ，　ＣＡ）を用いて行った。試験
物質適応前後の５ピーク電流を用いて、各濃度の電流阻害率を算出した。良好な記録の許
容基準は：（１）シール耐性＞２００ＭΩ、（２）アクセス耐性＜１０ＭΩ、（３）ピー
ク尾電流＞２００ｐＡ、（４）漏電＜ピーク電流の２５％、（５）対照ビヒクルにおける
分析＜２．５％／分、などである。
【０５０６】
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　従来の完全細胞パッチクランプ電気生理学的手法によるヒトＩＫｒ（ｈＥＲＧまたはｈ
Ｋｖ１１．１）カリウムチャネルに対するカウンタースクリーン。電気生理実験前に一晩
インキュベーションのため、３５ｍｍポリ－ｄ－リジンでコーティングしたカバーグラス
上に細胞懸濁液を１～２滴添加した。パッチクランプ技術の強固なＧΩシール配置を用い
て、単一細胞から完全細胞電流を記録した。培養基をすすいで、細胞外記録緩衝液（１３
５ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭ　ＫＣｌ、１．８ｍＭ　ＣａＣｌ２、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、
および５ｍＭグルコース含有、ｐＨを７．４０にＮａＯＨで調整し、浸透圧を３００ｍＯ
ｓｍで設定した）で置換後、３５ｍｍカバーグラスを記録段階に移した。平行して配置し
、記録する細胞上面にガラスキャピラリーを直接乗せる運動性化ロッドに結合したガラス
キャピラリーの１つを介して細胞外記録緩衝液で細胞を連続的に灌流した。ｈＥＲＧプロ
ファイリングにおいて、記録ピペット溶液は、１３０ｍＭ　ＫＦ、２ｍＭ　ＭｇＣｌ２、
１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、および１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳを含有し、ＫＯＨでｐＨ７．４０に調
整して、浸透圧を２８０ｍＯｓｍで設定した。室温で実験を実施し、ＭｕｌｔｉＣｌａｍ
ｐ　７００Ａ増幅器（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃ．）を用いて記録し
た。ピペット耐性は典型的には２～３ＭΩであった。細胞を電位－８０ｍＶで保持した。
ピーク外向き尾電流のベースラインまたは基準点を得るために、－５０ｍＶ、５００ミリ
秒間への工程を用いた。この後、＋２０ｍＶ、２秒間の脱分極性工程を行い、チャネルを
不活性状態へ促進した。－５０ｍＶ、２秒間に戻す工程は、不活性化させて緩和し、ピー
クｈＥＲＧ電流を測定した。パルスを１０秒ごとに反復した。総ｈＥＲＧ電流を、－５０
ｍＶ工程で再分極時のピーク電流と－５０ｍＶのベースライン電流間の差として測定した
。試験物質（最大１０μＭ）（本明細書に記載のペプチドおよびペプチド結合体を含む）
を細胞外記録緩衝液（０．１％ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）含有）中に混合し、続いて
ガラス灌流容器に移した。電子ピンチ弁は容器から記録する細胞上への試験物質の流出を
制御した。ＩＣ５０値および曲線適合は、ＸＬｆｉｔソフトウェアの４変数ロジスティッ
ク適合を用いて推測した。ｈＥＲＧチャネル阻害剤、シサプリドを用いてアッセイを有効
化した。
【０５０７】
　従来の完全細胞パッチクランプ電気生理学的手法によるカルシウム活性化カリウムチャ
ネルヒトＩＫＣａ１およびＢＫＣａに対するカウンタースクリーン。ＣＨＯ　ＩＫＣａお
よびＢＫＣ細胞系をＢｉｏＦｏｃｕｓ　ＤＰＩ（Ａ　Ｇａｌａｐａｇｏｓ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ）から得た。電気生理実験前に一晩インキュベーションのため、３５ｍｍポリ－ｄ－リ
ジンでコーティングしたカバーグラス上に細胞懸濁液を１～２滴添加した。パッチクラン
プ技術の強固なＧΩシール配置を用いて、単一細胞から完全細胞電流を記録した。培養基
をすすいで、細胞外記録緩衝液（１３５ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭ　ＫＣｌ、１．８ｍＭ　
ＣａＣｌ２、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、および５ｍＭグルコース含有、ｐＨを７．４０にＮ
ａＯＨで調整し、浸透圧を３００ｍＯｓｍで設定した）で置換後、３５ｍｍカバーグラス
を記録段階に移した。平行して配置し、記録する細胞上面にガラスキャピラリーを直接乗
せる運動性化ロッドに結合したガラスキャピラリーの１つを介して細胞外記録緩衝液で細
胞を連続的に灌流した。ｈＥＲＧプロファイリングにおいて、記録ピペット溶液は、１３
０ｍＭアスパラギン酸カリウム、１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１．２６ｍＭ　ＣａＣｌ２、２ｍ
Ｍ　ＥＧＴＡ、２ｍＭ　Ｍｇ－ＡＴＰおよび１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳを含有し、ＫＯＨでｐ
Ｈ７．４０に調整して、浸透圧を２８０ｍＯｓｍで設定した。室温で実験を実施し、Ｍｕ
ｌｔｉＣｌａｍｐ　７００Ａ増幅器（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃ．）
を用いて記録した。細胞を電位－８０ｍＶで保持した。ＢＫ電流とＩＫ電流の両方を、記
録ピペット溶液から細胞内に拡散したカルシウムイオンとして活性化した。カルシウム拡
散によるカルシウム依存性の外向きのカリウム電流の活性化は一般に完全な活性化のため
に３～５分かかる。薬剤曝露前および曝露中、外向きの電流を保持電位＋５０ｍＶで持続
的にモニタリングした。あるいは、４００ミリ秒電圧ランプ－１２０～＋６０ｍＶを１０
秒ごとに反復して、薬剤の曝露前と曝露中の両チャネルの電流電圧関係を特性化した。試
験物質（最大１０μＭ）（本明細書に記載のペプチドおよびペプチド結合体を含む）を細
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胞外記録緩衝液（０．１％ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）含有）中に混合し、続いてガラ
ス灌流容器に移した。電子ピンチ弁は容器から記録する細胞上への試験物質の流出を制御
した。ピペット抵抗は通常２－３ＭΩであった。ＩＣ５０値および曲線適合は、ＸＬｆｉ
ｔソフトウェアの４変数ロジスティック適合を用いて推測した。ＩＫＣａおよびＢＫ阻害
ペプチド、カリブドトキシン（１００ｎＭ）をアッセイの薬理学的検証に用いるアッセイ
手段の終了時に適用した。
【実施例９】
【０５０８】
　ＡＭＰ５－aＫＬＨ融合物
　ＡＭＰ５　ＴＰＯ模倣ペプチドを全４つの可能な末端融合配置（図１Ｆ～１Ｋ；図４５
に図解）で本発明の抗ＫＬＨ抗体に遺伝的に融合した、すなわち、両免疫グロブリン軽鎖
単量体および両免疫グロブリン重鎖単量体にＮ末端融合およびＣ末端融合し、哺乳類（Ｃ
ＨＯ）細胞内で発現させた。次いで融合物をタンパク質Ａクロマトグラフィー（ＧＥ　Ｌ
ｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）により２価陽イオンを含まないダルベッコのＰＢＳ　１０カ
ラム容量を洗浄緩衝液として、および１００ｍＭ酢酸を溶出緩衝液として７℃で用いて精
製した。クロマトグラムに基づき溶出ピークをプールして、２Ｍトリス塩基を用いてｐＨ
を約５．０に増大した。次いでプールを少なくとも４容量の水で希釈してからＳＰ－ＨＰ
セファロースカラム（ＧＥ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）上に負荷し、１０カラム容量
のＳ緩衝液Ａ（２０ｍＭ酢酸、ｐＨ５．０）で洗浄した後、６０％Ｓ緩衝液Ｂ勾配（２０
ｍＭ酢酸、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．０）の２０カラム容量を用いて７℃で溶出した。ク
ロマトグラムに基づきプールを作製し、１０ｋＤａ　Ｓｌｉｄｅ－Ａ－Ｌｙｚｅｒｓ（Ｐ
ｉｅｒｃｅ）を４℃で用いて物質を２０容量超の１０ｍＭ酢酸、９％ショ糖（ｐＨ５．０
）に対して透析した。次いで透析物質を０．２２μｍ酢酸セルロースフィルターを介して
ろ過し、吸光度２８０ｎｍで濃度を決定した。各抗体５０μｇを融合していない対照と共
にＰｈｅｎｏｍｅｎｅｘ　ＳＥＣ　３０００カラム（７．８×３００ｍｍ）の５０ｍＭ　
ＮａＨ２ＰＯ４、ｐＨ６．５、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液に注入し、１ｍＬ／分で展開し
て吸光度２８０ｎｍで観察した（図３９）。各抗体の分析を、２２０Ｖで展開した１．０
ｍｍトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）を用いて、還元および
非還元負荷緩衝液を用いて、ＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ
ｓ）により染色して行い（図４０Ａ～Ｅ）、ＬＣ－ＭＳにより質量を決定した（図４１Ａ
～Ｄ）。
【０５０９】
　様々なaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２－ＡＭＰ５、ＡＭＰ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２
、aＫＬＨ１２０．６ｈＩｇＧ１（Ｎ２９７Ｑ）－ＡＭＰ５－Ｆｃ（ＣＨ３）ループ融合
、およびＡＭＰ５－aＫＬＨ１２０．６κの成分の実施形態は、以下のポリペプチド単量
体を含む：
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（上記の配列番号２８）；
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）；
　（ｃ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１　ＨＣ（上記の配列番号３４）；
　（ｃ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ａｍｐ５：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶ
ＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭ
ＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
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ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＱＧＣＳＳＧＧＰＴ
ＬＲＥＷＱＱＣＲＲＡＱＨＳ／／（配列番号３２４）；
　（ｄ）以下のアミノ酸配列を有するＡｍｐ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配
列番号３３２）：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣＲＲ
ＡＱＨＳＧＧＧＧＧＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧ
ＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴ
ＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱ
ＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹ
ＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰ
ＳＳＳＬＧＴＱＴＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣ
ＰＡＰＥＬＬＧＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥ
ＤＰＥＶＫＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＱＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬ

ＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹ
ＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮ
ＮＹＫＴＴＰＰＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨ
ＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番号３３２）。
　（ｅ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ｈＩｇＧ１　Ｎ２９７Ｑ－Ａｍ
ｐ５　Ｆｃ（ＣＨ３）ループ：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳ
ＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＳＬＧＴＱＴＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥ
ＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰＣＰＡＰＥＬＬＧＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴ
ＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＫＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹ
ＱＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶＬＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩ
ＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＧＧＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣ
ＲＲＡＱＨＳＧＧＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮ
ＹＫＴＴＰＰＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥ
ＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番号３４１）；
　（ｆ）以下のアミノ酸配列を有するＡｍｐ５－aＫＬＨ１２０．６κＬＣポリペプチド
融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣＲＲ
ＡＱＨＳＧＧＧＧＧＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮ
ＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦ
ＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡ
ＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤ
ＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶ
ＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／（配列番号３４２）。
【０５１０】
　aＫＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２重鎖（ＨＣ）－ＡＭＰ５哺乳類発現。所望のaＫＬＨ１２
０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ－ＡＭＰ５生成物は、１本の重鎖のＣ末端に融合したＡＭＰ５
ペプチドを有する完全抗体であり、図１Ｆの図解を企図し、ＰＦＵ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｄｅ
ｌｉｔｙ　Ｕｌｔｒａ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ製）を用いてポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣ
Ｒ）の２つの別々のラウンドにより会合した。第一ラウンドのＰＣＲにより２つの断片：
ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ　ＤｅｓＫ－Ｇ５およびＧ５－ＡＭＰ５
断片が産生された。これらの断片を産生するために用いたオリゴおよびＰＣＲ鋳型は以下
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の配列番号３２５および３２６であった。ポリメラーゼ連鎖反応１（ＰＣＲ１）によりＶ
Ｋ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ　ＤｅｓＫ－Ｇ５断片が産生され、ＶＫ１
ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣペプチドのためにコードした既存の
ＤＮＡを鋳型として用いた。
【０５１１】
　順行プライマー配列は：
　ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＣ
　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＴＣ　ＣＴＧ　ＧＧＧ　ＣＴ／
／（配列番号３２５）であり；および
　逆行プライマー配列は：
　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＧＣＣ　ＣＴＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＴＣＣ
　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＣＧＧ　ＡＧＡ　ＣＡＧ　ＧＧＡ　ＧＡＧ／／（配列番号３２６）で
あった。
【０５１２】
　ＰＣＲ１から産生したＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６　ＩｇＧ２　ＨＣ　ＤｅｓＫ－
Ｇ５断片によりコードされたアミノ酸配列は：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＱＧＣ／／（配列番
号３２７）であった。
【０５１３】
　ポリメラーゼ連鎖反応２（ＰＣＲ２）によりＧ５－ＡＭＰ５断片（配列番号３３０）が
産生され、ＡＭＰ５ポリペプチドをコードする既存のＤＮＡを以下のプライマー配列と共
に鋳型として用いた。
【０５１４】
　順行プライマー配列は
　ＣＴＣ　ＴＣＣ　ＣＴＧ　ＴＣＴ　ＣＣＧ　ＧＧＴ　ＧＧＴ　ＧＧＡ　ＧＧＴ　ＧＧＴ
　ＧＧＴ　ＣＡＧ　ＧＧＣ　ＴＧＣ　ＡＧＣ　ＡＧＣ　ＧＧＣ／／（配列番号３２８）で
あり；および
　逆行プライマー配列は：
　ＣＴＡ　ＣＴＡ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＴＡ　ＴＧＣ　ＴＧＡ　ＧＣＧ
　ＣＧＧ　ＣＧ／／（配列番号３２９）であった。ＰＣＲ２から産生した断片によりコー
ドされたアミノ酸配列は：
　ＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣＲＲＡＱＨＳ／／（配列番
号３３０）であった。
【０５１５】
　生成物を１％アガロースゲル上に流した。バンドにアガロースプラグ用の穴を開けてプ
ラグを新しいＰＣＲ反応管に入れた。次いで外プライマー配列番号３２５および配列番号
３２９を用いてＰＣＲ３によりアガロースプラグを増幅した。最終ＰＣＲ生成物を１％ア
ガロースゲル上に流した。正確なサイズの生成物を切断してから、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ
　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．
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６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ－Ｇ５－ＡＭＰ５の精製したゲル断片を制限酵素ＳａｌＩお
よびＮｏｔＩで消化してから、消化した生成物をＱｉａｇｅｎのＰＣＲ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎキットにより精製した。同時に、ｐＴＴ５ベクター（ＣＭＶプロモーターおよ
びＰｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌを含むＡｍｇｅｎベクター）をＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより
切断した。ｐＴＴ５ベクターを１％アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、Ｑｉ
ａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－
aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ－Ｇ５－ＡＭＰ５生成物を大型ベクター断
片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ（商標）Ｔｏｐ１０細菌性細胞に形質転換した。形質転換
細菌コロニーからＤＮＡを単離し、配列分析のために提出した。１つの正確なクローンを
大規模プラスミド精製用に選択した。
【０５１６】
　最終ｐＴＴ５：ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ－Ｇ５－
ＡＭＰ５構築物は以下のＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ－ＡＭＰ５ポリペプチドをコードする
：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＱＧＣＳＳＧＧＰＴ
ＬＲＥＷＱＱＣＲＲＡＱＨＳ／／（配列番号３３１）。
【０５１７】
　ＡＭＰ５－aＫＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２重鎖（ＨＣ）哺乳類発現。
　単量体を含む所望のＡＭＰ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ生成物（
上記の配列番号３３２）は、１本の重鎖のＮ末端に融合するＡＭＰ５ペプチドを有する完
全抗体であり、図１Ｉの図解を企図し、ＰＦＵ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ　Ｕｌｔｒ
ａ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ製）を用いてＰＣＲの２つの別々のラウンドにより会合した。
第一ラウンドのＰＣＲにより３つの断片：ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５、ＡＭＰ５－Ｇ５、およ
びＧ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ断片が産生された。これらの断片
を産生するために用いたオリゴおよびＰＣＲ鋳型を以下に列挙する。ポリメラーゼ連鎖反
応１（ＰＣＲ１）によりＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５が産生され、ＶＫ１ｓｐをコードする既存
のＤＮＡを鋳型として用いた。この断片も、ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－aＫＬＨ１２
０．６κ　ＬＣ構築において用いた点に留意されたい。
【０５１８】
　順行プライマー配列は：
　ＡＡＧ　ＣＴＣ　ＧＡＧ　ＧＴＣ　ＧＡＣ　ＴＡＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＴＧ　ＧＡＣ
　ＡＴＧ　ＡＧＧ　ＧＴＧ　ＣＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＴＣ　ＣＴＧ　ＧＧＧ　ＣＴ／
／（配列番号３２５）であり；および
　逆行プライマー配列は：
　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＧＣＴ　ＧＣＡ　ＧＣＣ　ＣＴＧ　ＡＣＡ　ＴＣＴ　ＧＧＣ　ＡＣＣ
　ＴＣＴ　ＣＡＡ　ＣＣ／／（配列番号３３３）であった。ＰＣＲ１から産生した断片に
よりコードされたアミノ酸配列は：
　ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＧＣＳＳＧ／／（配列番号３３４）
であった。
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【０５１９】
　ＰＣＲ２によりＡＭＰ５－Ｇ５を産生し、ＡＭＰ５ペプチドをコードする既存のＤＮＡ
を鋳型として用いた。
【０５２０】
　順行プライマー配列は：
　ＧＧＴ　ＴＧＡ　ＧＡＧ　ＧＴＧ　ＣＣＡ　ＧＡＴ　ＧＴＣ　ＡＧＧ　ＧＣＴ　ＧＣＡ
　ＧＣＡ　ＧＣＧ　ＧＣ／／（配列番号３３５）であり；および
　逆行プライマー配列は：
　ＣＡＧ　ＣＴＧ　ＣＡＣ　ＣＴＧ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＴＣＣ　ＡＣＣ　ＧＣＴ
　ＡＴＧ　ＣＴＧ　ＡＧＣ　ＧＣＧ／／（配列番号３３６）であった。
【０５２１】
　ＰＣＲ２から産生した断片によりコードされたアミノ酸配列は：
ＷＬＲＧＡＲＣＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣＲＲＡＱＨＳＧＧＧＧＧＱＶＱＬＶ／
／（配列番号３３７）であった。
【０５２２】
　ＰＣＲ３によりＧ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣを産生し、aＫＬＨ
１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）単量体をコードする既存のＤＮＡを鋳型とし
て用いた。
【０５２３】
　順行プライマー配列は：
　ＣＧＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＡＴ　ＡＧＣ　ＧＧＴ　ＧＧＡ　ＧＧＴ　ＧＧＴ　ＧＧＴ
　ＣＡＧ　ＧＴＧ　ＣＡＧ　ＣＴＧ／／（配列番号３３８）であり；および
　逆行プライマー配列は：
　ＣＴＡ　ＣＴＡ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＣＣ　ＧＧＡ　ＧＡＣ　ＡＧＧ
　ＧＡＧ　Ａ／／（配列番号３３９）であった。
【０５２４】
　ＰＣＲ３から産生した断片によりコードされたアミノ酸配列は：
ＲＡＱＨＳＧＧＧＧＧＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴ
ＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭ
ＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧ
ＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＳＳＫＳＴＳＧＧＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤ
ＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶ
ＰＳＳＳＬＧＴＱＴＹＩＣＮＶＮＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＲＶＥＰＫＳＣＤＫＴＨＴＣＰＰ
ＣＰＡＰＥＬＬＧＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨ
ＥＤＰＥＶＫＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＹＱＳＴＹＲＶＶＳＶＬＴＶ

ＬＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＡＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＡＫＧＱＰＲＥＰＱＶ
ＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥ
ＮＮＹＫＴＴＰＰＶＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭ
ＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番号３４０）であった。
【０５２５】
　生成物を１％アガロースゲル上に流した。バンドにアガロースプラグ用の穴を開けてプ
ラグを新しいＰＣＲ反応管に入れた。次いで外プライマー配列番号３２５および配列番号
３３９を用いてＰＣＲ４によりアガロースプラグを増幅した。最終ＰＣＲ生成物を１％ア
ガロースゲル上に流した。正確なサイズの生成物を切断してから、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ
　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－
aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣの精製したゲル断片を制限酵素ＳａｌＩお
よびＮｏｔＩで消化してから、消化した生成物をＱｉａｇｅｎのＰＣＲ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎキットにより精製した。同時に、ｐＴＴ５ベクター（ＣＭＶプロモーターおよ
びＰｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌを含むＡｍｇｅｎベクター）をＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより
切断した。ｐＴＴ５ベクターを１％アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、Ｑｉ
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ａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－
ＡＭＰ５－Ｇ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ生成物を大型ベクター断
片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ（商標）Ｔｏｐ１０細菌性細胞に形質転換した。形質転換
細菌コロニーからＤＮＡを単離し、配列分析のために提出した。１つの正確なクローンを
大規模プラスミド精製用に選択した。最終ｐＴＴ５：ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－aＫ
ＬＨ１２０．６－ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ構築物はＡＭＰ５－ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　Ｈ
Ｃポリペプチド（上記の配列番号３３２）をコードした。
【０５２６】
　aＫＬＨ１２０．６グリコシル化ｈＩｇＧ１－ＡＭＰ５　Ｆｃ（ＣＨ３）ループ重鎖（
ＨＣ）哺乳類発現。ＨＣ融合単量体配列番号３４１（上記）を含む所望のaＫＬＨ１２０
．６ＩｇＧ１グリコシル化（Ｎ２９７Ｑ）－ＡＭＰ５－Ｆｃ　ＨＣ生成物は、ＩｇＧ１（
Ｎ２９７Ｑ）Ｆｃ　ＤｅｓＫ重鎖のＣＨ３ドメイン内に挿入されたＡｍｐ５ペプチドを有
する完全抗体であり、図１Ｍの図解を企図する。ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ
１（Ｎ２９７Ｑ）－ＡＭＰ５－Ｆｃ　ＤｅｓＫ　ＨＣ生成物を合成遺伝子会社であるＢｌ
ｕｅ　Ｈｅｒｏｎから注文した。ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１（Ｎ２９７Ｑ
）－ＡＭＰ５－Ｆｃ　ＤｅｓＫ　ＨＣを対応する制限酵素ＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより
消化して最終生成物を生成した。消化した生成物を１％アガロースゲル上に流した。断片
を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した
。同時に、ｐＴＴ５ベクター（ＣＭＶプロモーターおよびＰｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌを含む
Ａｍｇｅｎベクター）をＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより切断した。ｐＴＴ５ベクターを１
％アガロースゲル上に流して大型断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１（Ｎ２９７Ｑ）－Ａ
ＭＰ５－Ｆｃ　ＤｅｓＫ　ＨＣの精製したゲル断片を大型ベクター断片と結紮して、Ｏｎ
ｅＳｈｏｔ（商標）Ｔｏｐ１０細菌性細胞に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤ
ＮＡを単離し、配列分析のために提出した。１つの正確なクローンを大規模プラスミド精
製用に選択した。最終ｐＴＴ５：ＶＫ１ｓｐ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１（Ｎ２９７Ｑ
）－ＡＭＰ５－Ｆｃ　ＤｅｓＫ　ＨＣ構築物はaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ１（Ｎ２９７Ｑ
）－ＡＭＰ５－ＤｅｓＫポリペプチド融合単量体（上記の配列番号３４１）をコードする
。
【０５２７】
　ＡＭＰ５－Ｇ５－aＫＬＨ１２０．６－κ軽鎖（ＬＣ）哺乳類発現。所望のＡＭＰ５－a
ＫＬＨ１２０．６κ　ＬＣ生成物は、１本の軽鎖融合単量体のＮ末端に融合したＡＭＰ５
ペプチドを有する完全抗体であり（上記の配列番号３４２）、図１Ｈの図解を企図し、Ｐ
ＦＵ　Ｈｉｇｈ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ　Ｕｌｔｒａ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ製）を用いてポ
リメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）の２つの別々のラウンドにより会合した。第一ラウンドの
ＰＣＲにより３つの断片（ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５、ＡＭＰ５－Ｇ５、およびＧ５－aＫＬ
Ｈ１２０．６κ　ＬＣを含む）が産生された。これらの断片を産生するためにＰＣＲ反応
のために用いたオリゴおよび鋳型を以下に列挙する。ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５を産生した断
片は、ＡＭＰ５－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＤｅｓＫ　ＨＣ構築物に用いて当該項目
に記載した断片と同じ断片である。ポリメラーゼ連鎖反応２（ＰＣＲ２）によりＡＭＰ５
－Ｇ５断片が産生され、ＡＭＰ５ペプチドをコードする既存のＤＮＡを鋳型として用いた
。順行プライマー配列は（上記の配列番号３３５）であり、逆行プライマー配列はＣＴＧ
　ＧＧＴ　ＣＡＴ　ＣＴＧ　ＧＡＴ　ＧＴＣ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＡＣＣ　ＴＣＣ　ＡＣＣ
　ＧＣＴ　ＡＴＧ　ＣＴＧ　ＡＧＣ　ＧＣＧ／／（配列番号３４４）であった。ＰＣＲ２
から産生した断片によりコードされたアミノ酸配列は
ＷＬＲＧＡＲＣＱＧＣＳＳＧＧＰＴＬＲＥＷＱＱＣＲＲＡＱＨＳＧＧＧＧＧＤＩＱＭＴＱ
／／（配列番号３４５）であった。
【０５２８】
　ＰＣＲ３によりＧ５－aＫＬＨ１２０．６－κ　ＬＣ断片を産生し、aＫＬＨ１２０．６
κ　ＬＣ（配列番号２８）をコードする既存のＤＮＡを鋳型として用いた。
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【０５２９】
　順行プライマー配列は：
　ＣＧＣ　ＧＣＴ　ＣＡＧ　ＣＡＴ　ＡＧＣ　ＧＧＴ　ＧＧＡ　ＧＧＴ　ＧＧＴ　ＧＧＴ
　ＧＡＣ　ＡＴＣ　ＣＡＧ　ＡＴＧ　ＡＣＣ　ＣＡＧ／／配列番号３４６）であり；およ
び
　逆行プライマー配列は：
　ＡＡＣ　ＣＧＴ　ＴＴＡ　ＡＡＣ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＡＣ　ＴＣＴ
　ＣＣＣ　ＣＴＧ　ＴＴＧ　ＡＡ／／（配列番号３４７）であった。ＰＣＲ３から産生し
た断片のペプチド配列は：
ＲＡＱＨＳＧＧＧＧＧＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲ
ＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥ
ＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶ
ＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶ
ＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤＳＴＹＳＬＳＳＴＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫ
ＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮＲＧＥＣ／／（配列番号３４８）であった。
【０５３０】
　生成物を１％アガロースゲル上に流した。バンドにアガロースプラグ用の穴を開けてプ
ラグを新しいＰＣＲ反応管に入れた。次いで外プライマー配列番号３２５および配列番号
３４７を用いてＰＣＲ４によりアガロースプラグを増幅した。最終ＰＣＲ生成物を１％ア
ガロースゲル上に流した。正確なサイズの生成物を切断してから、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ
　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－
aＫＬＨ１２０．６κ　ＬＣの精製したゲル断片を制限酵素ＳａｌＩおよびＮｏｔＩで消
化してから、消化した生成物をＱｉａｇｅｎのＰＣＲ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキット
により精製した。同時に、ｐＴＴ５ベクター（ＣＭＶプロモーターおよびＰｏｌｙ　Ａ　
ｔａｉｌを含むＡｍｇｅｎベクター）をＳａｌＩおよびＮｏｔＩにより切断した。ｐＴＴ
５ベクターを１％アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ
　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－
aＫＬＨ１２０．６κ　ＬＣ生成物を大型ベクター断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ（商
標）Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。形質転換細菌コロニーからＤＮＡを単離し、配列分
析のために提出した。１つの正確なクローンを大規模プラスミド精製用に選択した。最終
ｐＴＴ５：ＶＫ１ｓｐ－ＡＭＰ５－Ｇ５－aＫＬＨ１２０．６－κ　ＬＣ構築物はＡＭＰ
５－κ　ＬＣポリペプチド融合単量体（上記の配列番号３４２）をコードした。
【０５３１】
　２９３－６Ｅ細胞（ＮＲＣＣ）内でＰＥＩ（ポリエチレンイミン、線状、２５ｋＤａ、
１ｍｇ／ｍＬの滅菌原液、ｐＨ７．０、Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅｓ）を用いて一過性トラ
ンスフェクションを実施した。トランスフェクション前の２９３－６Ｅ細胞密度は１．１
×１０６であり、次いでＤＮＡ５００マイクログラム（重鎖および軽鎖ＤＮＡ、１：１比
）／リットルのトランスフェクトした細胞を用いた。ＤＮＡを５０ｍＬの２９３　Ｆｒｅ
ｅＳｔｙｌｅ培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に添加し、１．５ｍＬのＰＥＩ溶液と組み合
わせ、軽くボルテックスしてから、室温で１５分インキュベートした。完全ＰＥＩ－ＤＮ
Ａ混合物を培養に添加することにより細胞をトランスフェクトした。次いで細胞を振盪機
（１２０ｒｐｍ、５％ＣＯ２含有）上で３７℃で２４時間インキュベートした。次いでＴ
ｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１（ＴｅｋｎｉＳｃｉｅｎｃｅ　Ｉｎｃ、２０％のＦｒｅｅＳｔｙｌ
ｅ培地）を添加して最終濃度０．５％とし、インキュベーションを５日間継続した。５日
目に条件培地を回収し、遠心分離４０００ｒｐｍにより、続いて０．４５μｍフィルター
（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃ．）を介してろ過した。
【０５３２】
　次いで融合物をタンパク質Ａクロマトグラフィー（ＧＥ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
）により２価陽イオンを含まないダルベッコのＰＢＳ　１０カラム容量を洗浄緩衝液とし
て、および１００ｍＭ酢酸を溶出緩衝液として７℃で用いて精製した。クロマトグラムに
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基づき溶出ピークをプールして、２Ｍトリス塩基を用いてｐＨを約５．０に増大した。次
いでプールを少なくとも４容量の水で希釈してからＳＰ－ＨＰセファロースカラム（ＧＥ
　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）上に負荷し、１０カラム容量のＳ緩衝液Ａ（２０ｍＭ酢
酸、ｐＨ５．０）で洗浄した後、６０％Ｓ緩衝液Ｂ勾配（２０ｍＭ酢酸、１Ｍ　ＮａＣｌ
、ｐＨ５．０）の２０カラム容量を用いて７℃で溶出した。プールをクロマトグラムに基
づき作製し、１０ｋＤａ　Ｓｌｉｄｅ－Ａ－Ｌｙｚｅｒｓ（Ｐｉｅｒｃｅ）を４℃で用い
て物質を２０容量超の１０ｍＭ酢酸、９％ショ糖（ｐＨ５．０）に対して透析した。次い
で透析物質を０．２２μｍ酢酸セルロースフィルターを介してろ過し、吸光度２８０ｎｍ
で濃度を決定した。各抗体５０μｇを融合していない対照と共に、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ
　ＳＥＣ３０００カラム（７．８×３００ｍｍ）の　５０ｍＭ　ＮａＨ２ＰＯ４、ｐＨ６
．５、２５０ｍＭ　ＮａＣｌに注入して１ｍＬ／分で展開し、吸光度２８０ｎｍで検出し
た（図３９）。全５個の抗体がそれらのサイズの分子において予期した保持時間を示し、
会合体はほとんど存在しなかったことが示された。各抗体の分析を、２２０Ｖで展開した
１．０ｍｍトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏｖｅｘ）を用いて、還元
および非還元負荷緩衝液を用いて、ＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉ
ｃａｌｓ）により染色して行い（図４０Ａ～Ｅ）、ＬＣ－ＭＳにより質量を決定した（図
４１Ａ～Ｄ）。典型的な実験では、１０μｇの試料を２５μＬの８Ｍ　ＧｄＨＣｌ　５０
ｍＭトリス（ｐＨ８．５）に３０分間５５℃で還元してから、還元物質をＷａｔｅｒｓ社
製Ｍａｓｓｐｒｅｐマイクロ脱塩カラム（２．１×５ｍｍ）を介してＡｃｑｕｉｔｙ　Ｕ
ＰＬＣ　ｓｙｓｔｅｍを用いてクロマトグラフ化した（溶媒Ａは０．１％ギ酸水溶液、お
よび溶媒Ｂは０．１％ギ酸のアセトニトリル溶液とした）。５％溶媒Ｂ、流速０．２ｍＬ
／分、８０℃でカラムを平衡させ、試料導入時にカラムを５％Ｂで１分間洗浄した後、直
線勾配５～４０％Ｂを１０分かけて用いてタンパク質を溶出した。質量測定のために、Ｗ
ａｔｅｒｓ社製飛行時間型ＬＣＴ　ｐｒｅｍｉｅｒ質量分析計にカラム流出を誘発した。
ＣｓＩイオン（３ｍｇ　ＣｓＩ／ｍＬの５０％イソプロパノール溶液）を基準物質として
用いた。機器に付随するＭａｘＥｎｔ１ソフトウェアを用いて質量スペクトルを逆重畳し
た。ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析により、予期された第四構造がすべて形成されたことが示され
、質量スペクトル分析により、精製した分子に予期された融合物が存在したことが示され
た。まとめると、これらのデータにより、融合物はaＫＬＨ１２０．６抗体単量体の任意
の４つの可能なＮ末端またはＣ末端融合配置ならびにＦｃドメイン内部ループ挿入物で作
製され得ることが示される（図１Ｆ～１Ｎおよび図４５の図解を参照されたい）。
【実施例１０】
【０５３３】
　Ｅｘ４－aＫＬＨ　Ａｂ融合物
　エキセンディン－４ペプチド（ＨＧＥＧＴＦＴＳＤＬ　ＳＫＱＭＥＥＥＡＶＲ　ＬＦＩ
ＥＷＬＫＮＧＧ　ＰＳＳＧＡＰＰＰＳ／／配列番号３４９）を１ｋＧリンカーを介して抗
ＫＬＨ１２０．６抗体の軽鎖のＮ末端に遺伝的に融合し（「Ｅｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ
１２０．６－Ａｂ」と命名）、哺乳類細胞内で発現させた。図４２は、エキセンディン－
４（「Ｅｘ４」）－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６ＬＣ融合構築物の図式マップである。
【０５３４】
　Ｅｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６－Ａｂ融合物の成分は以下の単量体を含有した
。
　（ａ）以下のアミノ酸配列を有するＥｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ：
　ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＨＧＥＧＴＦＴＳＤＬ　ＳＫＱＭＥＥ
ＥＡＶＲ　ＬＦＩＥＷＬＫＮＧＧ　ＰＳＳＧＡＰＰＰＳＧ　ＳＧＳＡＴＧＧＳＧＳＧＡＳ
ＳＧＳＧＳＡＴ　ＧＳＤＩＱＭＴＱＳＰ　ＳＳＬＳＡＳＶＧＤＲ　ＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧ
　ＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩ　ＹＡＡＳＳＬＱＳＧＶ　ＰＳＲＦＳＧＳ
ＧＳＧ　ＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬ　ＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱＨＮＳＹＰＬＴＦ　ＧＧＧＴ
ＫＶＥＩＫＲ　ＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦ　ＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧ　ＴＡＳＶＶＣＬＬＮＮＦ
ＹＰＲＥＡＫＶＱＷ　ＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮ　ＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳ　ＫＤＳＴＹＳＬＳ
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ＳＴ　ＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨ　ＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳ　ＦＮＲＧＥ
Ｃ／／（配列番号３５５）；および
　（ｂ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（上記の配列番号２９）。
【０５３５】
　所望のＥｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６－Ａｂ生成物は両軽鎖のＮ末端に融合し
たＥｘ－４ペプチドで構成される完全抗体であった（図１Ｋの図解を参照されたい）。Ｅ
ｘ－４－軽鎖：重鎖の比率は１：１であった。aＫＬＨ１２０．６モノクローナル抗体１
２０．６重鎖および軽鎖を発現するＸｅｎｏＭｏｕｓｅ（商標）ハイブリドーマをコード
する遺伝子の単離およびクローニングについては、上記の実施例１および実施例４に記載
されている。その天然シグナルペプチドは、上記のとおりＶＫ１／Ｏ１２ペプチド（ＭＤ
ＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣ／／配列番号１０３）により置換されている
。aＫＬＨ１２０．６ＬＣ（配列番号２８）およびaＫＬＨ１２０．６ＨＣ　ＩｇＧ２（配
列番号２９）単量体をコードするＤＮＡ断片を哺乳類発現ベクターｐＴＴ５（ＣＭＶプロ
モーターおよびＰｏｌｙ　Ａ　ｔａｉｌを含むＡｍｇｅｎベクター）中に個別にクローン
化し、それぞれｐＴＴ５：aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－κ軽鎖（ＬＣ）構築物およ
びｐＴＴ５：aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－ＩｇＧ２重鎖（ＨＣ）構築物を産生した
。
【０５３６】
　Ｋｏｚａｋ配列を含むＳａｌＩ（５’）およびＢａｍＨＩ（３’）に挟まれたＤＮＡ断
片（以下の配列番号３５１）ならびにＶＫ１／Ｏ１２シグナルペプチド（配列番号１０３
）、Ｅｘ－４（１－３９）ペプチド（配列番号３４９）、および１ｋＧリンカーペプチド
を含むＯＲＦの第一部分を合成し、標準的な遺伝子合成技術に従いＧｅｎＳｃｒｉｐｔ（
Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、ＮＪ）によりクローン化した。
ＳａｌＩ
～～～～～～
ＧＴＣＧＡＣＴＡＧＡＣＣＡＣＣＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＣＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣ
ＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣＴＡＴＴＧＴＧＧＴＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＣＡＧＡＴＧ
ＴＣＡＴＧＧＧＧＡＧＧＧＡＡＣＡＴＴＴＡＣＡＡＧＣＧＡＴＣＴＧＡＧＣＡＡＡＣＡＡ
ＡＴＧＧＡＧＧＡＡＧＡＧＧＣＡＧＴＴＡＧＡＣＴＧＴＴＣＡＴＴＧＡＡＴＧＧＣＴＣＡ
ＡＧＡＡＣＧＧＣＧＧＡＣＣＧＡＧＴＡＧＴＧＧＴＧＣＴＣＣＧＣＣＴＣＣＣＡＧＣＧＧ
ＡＴＣＴＧＧＣＡＧＣＧＣＴＡＣＴＧＧＴＧ
ＧＡＴＣＴＧＧＡＴＣＧＧＧＴＧＣＡＴＣＣＴＣＴＧＧＡＴＣＴＧＧＡＡＧＣＧＣＴＡＣ
ＣＧＧＡＴＣＣ／／（配列番号３５１）
　～～～～～～
　ＢａｍＨＩ
【０５３７】
　成熟aＫＬＨ１２０．６－Ａｂ　ＬＣからなるＯＲＦの後部を網羅するＢａｍＨＩ（５
’）～ＮｏｔＩ（３’）断片（以下の配列番号３６８）を、標準的なＰＣＲ技術に従い、
オリゴプライマーの組：
　ＡＡＴ　ＧＧＡ　ＴＣＣ　ＧＡＣ　ＡＴＣ　ＣＡＧ　ＡＴＧ　ＡＣＣ　ＣＡＧ　ＴＣ／
（配列番号３５２）；およびＡＡＴ　ＧＣＧ　ＧＣＣ　ＧＣＴ　ＣＡＡ　ＣＡＣ　ＴＣＴ
　ＣＣ／／（配列番号３５３）と上記（ｐＴＴ５－aＫＬＨ１２０．６－ＶＫ１ＳＰ－κ
軽鎖（ＬＣ）構築物）のaＫＬＨ１２０．６－Ａｂ　ＬＣ　ＤＮＡ鋳型から増幅した。
ＢａｍＨＩ
～～～～～～
ＧＧＡＴＣＣＧＡＣＡＴＣＣＡＧＡＴＧＡＣＣＣＡＧＴＣＴＣＣＡＴＣＣＴＣＣＣＴＧＴ
ＣＴＧＣＡＴＣＴＧＴＡＧＧＡＧＡＣＡＧＡＧＴＣＡＣＣＡＴＣＡＣＴＴＧＣＣＧＧＧＣ
ＡＡＧＴＣＡＧＧＧＣＡＴＴＡＧＡＡＡＴＧＡＴＴＴＡＧＧＣＴＧＧＴＡＴＣＡＧＣＡＧ
ＡＡＡＣＣＡＧＧＧＡＡＡＧＣＣＣＣＴＡＡＡＣＧＣＣＴＧＡＴＣＴＡＴＧＣＴＧＣＡＴ
ＣＣＡＧＴＴＴＧＣＡＡＡＧＴＧＧＧＧＴＣＣＣＡＴＣＡＡＧＧＴＴＣＡＧＣＧＧＣＡＧ
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ＴＧＧＡＴＣＴＧＧＧＡＣＡＧＡＡＴＴＣＡＣＴＣＴＣＡＣＡＡＴＣＡＧＣＡＧＣＣＴＧ
ＣＡＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＴＴＴＧＣＡＡＣＴＴＡＴＴＡＣＴＧＴＣＴＡＣＡＧＣＡＴＡ
ＡＴＡＧＴＴＡＣＣＣＧＣＴＣＡＣＴＴＴＣＧＧＣＧＧＡＧＧＧＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡ
ＧＡＴＣＡＡＡＣＧＡＡＣＴＧＴＧＧＣＴＧＣＡＣＣＡＴＣＴＧＴＣＴＴＣＡＴＣＴＴＣ
ＣＣＧＣＣＡＴＣＴＧＡＴＧＡＧＣＡＧＴＴＧＡＡＡＴＣＴＧＧＡＡＣＴＧＣＣＴＣＴＧ
ＴＴＧＴＧＴＧＣＣＴＧＣＴＧＡＡＴＡＡＣＴＴＣＴＡＴＣＣＣＡＧＡＧＡＧＧＣＣＡＡ
ＡＧＴＡＣＡＧＴＧＧＡＡＧＧＴＧＧＡＴＡＡＣＧＣＣＣＴＣＣＡＡＴＣＧＧＧＴＡＡＣ
ＴＣＣＣＡＧＧＡＧＡＧＴＧＴＣＡＣＡＧＡＧＣＡＧＧＡＣＡＧＣＡＡＧＧＡＣＡＧＣＡ
ＣＣＴＡＣＡＧＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＡＣＣＣＴＧＡＣＧＣＴＧＡＧＣＡＡＡＧＣＡＧＡ
ＣＴＡＣＧＡＧＡＡＡＣＡＣＡＡＡＧＴＣＴＡＣＧＣＣＴＧＣＧＡＡＧＴＣＡＣＣＣＡＴ
ＣＡＧＧＧＣＣＴＧＡＧＣＴＣＧＣＣＣＧＴＣＡＣＡＡＡＧＡＧＣＴＴＣＡＡＣＡＧＧＧ
ＧＡＧＡＧＴＧＴＴＧＡＧＣＧＧＣＣＧＣ／／（配列番号３６８）
　～～～～～～
　ＮｏｔＩ
【０５３８】
　合成ＳａｌＩ－ＢａｍＨＩ断片およびＰＣＲ増幅したＢａｍＨＩ－ＮｏｔＩ断片を、標
準的な分子クローニング技術（および上記実施例４のaＫＬＨ１２０．６－ＨＣ－［Ｌｙ
ｓ１６］ＳｈＫ　Ａｂ）に従い、対応する制限酵素により消化し、アガロースゲルから単
離し、ｐＴＴ５哺乳類一過性発現ベクターのＳａｌＩおよびＮｏｔＩクローニング部位に
結紮し、Ｅｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６ＬＣ単量体（Ｎ末端ＶＫ１／Ｏ１２シグ
ナルペプチドを有する）アミノ酸配列（配列番号３５５）をコードするクローンを含む発
現ベクターｐＴＴ５：Ｅｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６ＬＣ（配列番号３５４））
を生成した。
ＳａｌＩ
～～～～～～
ＧＴＣＧＡＣＴＡＧＡＣＣＡＣＣＡＴＧＧＡＣＡＴＧＡＧＧＧＴＣＣＣＣＧＣＴＣＡＧＣ
ＴＣＣＴＧＧＧＧＣＴＣＣＴＧＣＴＡＴＴＧＴＧＧＴＴＧＡＧＡＧＧＴＧＣＣＡＧＡＴＧ
ＴＣＡＴＧＧＧＧＡＧＧＧＡＡＣＡＴＴＴＡＣＡＡＧＣＧＡＴＣＴＧＡＧＣＡＡＡＣＡＡ
ＡＴＧＧＡＧＧＡＡＧＡＧＧＣＡＧＴＴＡＧＡＣＴＧＴＴＣＡＴＴＧＡＡＴＧＧＣＴＣＡ
ＡＧＡＡＣＧＧＣＧＧＡＣＣＧＡＧＴＡＧＴＧＧＴＧＣＴＣＣＧＣＣＴＣＣＣＡＧＣＧＧ
ＡＴＣＴＧＧＣＡＧＣＧＣＴＡＣＴＧＧＴＧ　ＧＡＴＣＴＧＧＡＴＣＧＧＧＴＧＣＡＴＣ
ＣＴＣＴＧＧＡＴＣＴＧＧＡＡＧＣＧＣＴＡＣＣＧＧＡＴＣＣＧＡＣＡＴＣＣＡＧＡＴＧ
ＡＣＣＣＡＧＴＣＴＣＣＡＴＣＣＴＣＣＣＴＧＴＣＴＧＣＡＴＣＴＧＴＡＧＧＡＧＡＣＡ
ＧＡＧＴＣＡＣＣＡＴＣＡＣＴＴＧＣＣＧＧＧＣＡＡＧＴＣＡＧＧＧＣＡＴＴＡＧＡＡＡ
ＴＧＡＴＴＴＡＧＧＣＴＧＧＴＡＴＣＡＧＣＡＧＡＡＡＣＣＡＧＧＧＡＡＡＧＣＣＣＣＴ
ＡＡＡＣＧＣＣＴＧＡＴＣＴＡＴＧＣＴＧＣＡＴＣＣＡＧＴＴＴＧＣＡＡＡＧＴＧＧＧＧ
ＴＣＣＣＡＴＣＡＡＧＧＴＴＣＡＧＣＧＧＣＡＧＴＧＧＡＴＣＴＧＧＧＡＣＡＧＡＡＴＴ
ＣＡＣＴＣＴＣＡＣＡＡＴＣＡＧＣＡＧＣＣＴＧＣＡＧＣＣＴＧＡＡＧＡＴＴＴＴＧＣＡ
ＡＣＴＴＡＴＴＡＣＴＧＴＣＴＡＣＡＧＣＡＴＡＡＴＡＧＴＴＡＣＣＣＧＣＴＣＡＣＴＴ
ＴＣＧＧＣＧＧＡＧＧＧＡＣＣＡＡＧＧＴＧＧＡＧＡＴＣＡＡＡＣＧＡＡＣＴＧＴＧＧＣ
ＴＧＣＡＣＣＡＴＣＴＧＴＣＴＴＣＡＴＣＴＴＣＣＣＧＣＣＡＴＣＴＧＡＴＧＡＧＣＡＧ
ＴＴＧＡＡＡＴＣＴＧＧＡＡＣＴＧＣＣＴＣＴＧＴＴＧＴＧＴＧＣＣＴＧＣＴＧＡＡＴＡ
ＡＣＴＴＣＴＡＴＣＣＣＡＧＡＧＡＧＧＣＣＡＡＡＧＴＡＣＡＧＴＧＧＡＡＧＧＴＧＧＡ
ＴＡＡＣＧＣＣＣＴＣＣＡＡＴＣＧＧＧＴＡＡＣＴＣＣＣＡＧＧＡＧＡＧＴＧＴＣＡＣＡ
ＧＡＧＣＡＧＧＡＣＡＧＣＡＡＧＧＡＣＡＧＣＡＣＣＴＡＣＡＧＣＣＴＣＡＧＣＡＧＣＡ
ＣＣＣＴＧＡＣＧＣＴＧＡＧＣＡＡＡＧＣＡＧＡＣＴＡＣＧＡＧＡＡＡＣＡＣＡＡＡＧＴ
ＣＴＡＣＧＣＣＴＧＣＧＡＡＧＴＣＡＣＣＣＡＴＣＡＧＧＧＣＣＴＧＡＧＣＴＣＧＣＣＣ
ＧＴＣＡＣＡＡＡＧＡＧＣＴＴＣＡＡＣＡＧＧＧＧＡＧＡＧＴＧＴＴＧＡＧＣＧＧＣＣＧ
Ｃ／／（配列番号３５４）
　～～～～～～
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　ＮｏｔＩ
【０５３９】
　Ｅｘ４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６－Ａｂ融合物の精製のための条件培地を産生する
ため、発現ベクター（ｐＴＴ５：Ｅｘ－４－１ｋＧ－aＫＬＨ１２０．６ＬＣおよびｐＴ
Ｔ５：aＫＬＨ１２０．６ＨＣ）のこれらの対で一過性発現を行った。エプスタインバー
ウイルス核抗原－１を安定的に発現しているヒト胚腎臓２９３細胞系（２９３－６Ｅ細胞
）を国家研究会議（Ｍｏｎｔｒｅａｌ，　Ｃａｎａｄａ）から得た。６ｍＭ　Ｌ－グルタ
ミン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）、１．１％Ｆ－６８　Ｐｌ
ｕｒｏｎｉｃ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）および２５０μｇ
／μｌのＧｅｎｅｔｉｃｉｎ（Ｉｎｖｉｔｒｉｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）で
補充したＦ１７培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）を用いて、
血清を含まない懸濁培養として細胞を維持した。懸濁細胞培養を撹拌三角フラスコ培養内
で維持した。培養フラスコを３７℃、加湿した５％ＣＯ２雰囲気で６５ｒｐｍで撹拌した
。２５ｋＤａ線状ＰＥＩ（Ｐｏｌｙｓｃｉｅｎｃｅｓ，　Ｗａｒｒｉｎｇｔｏｎ，　ＰＡ
）の原液（１ｍｇ／ｍＬ）を水中で調製し、溶解するまでＨＣｌでｐＨ２．０に酸性化し
てから、ＮａＯＨで中性化して、滅菌ろ過し（０．２μｍ）、アリコートし、使用時まで
－２０℃で保存した。Ｔｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１をＯｒｇａｎｏＴｅｃｈｎｉ　Ｓ．Ａ．（
ＴｅｋｎｉＳｃｉｅｎｃｅ，　ＱＣ，　Ｃａｎａｄａ）から得た。原液（２０％、ｗ／ｖ
）をＦｒｅｅＳｔｙｌｅ培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｍ，　Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）内
で調製し、０．２μｍフィルターを介して滅菌ろ過し、使用時まで４℃で保存した。典型
的には、トランスフェクションを１Ｌ尺度で実施した。細胞（２９３－６Ｅ）を生存細胞
密度１．１×１０６細胞／ｍＬまで増殖してから、トランスフェクション複合体を１／１
０容量の最終培養容量内で調製した。１Ｌトランスフェクション培養において、トランス
フェクション複合体を１００ｍＬのＦ１７基礎培地で調製し、５００μｇプラスミドＤＮ
Ａ（重鎖および軽鎖ＤＮＡ、１：１比）をまず１００ｍＬのＦ１７培地で希釈した。室温
で５分インキュベーション後、１．５ｍＬのＰＥＩ溶液を添加した。複合体を軽くボルテ
ックスしてから、室温で１５分間インキュベートした。撹拌フラスコ培養内でトランスフ
ェクション複合混合物を細胞に添加することにより細胞をトランスフェクトした。２４時
間トランスフェクション後、Ｔｒｙｐｔｏｎｅ　Ｎ１をトランスフェクトした培養に添加
して最終濃度０．５％とし、トランスフェクトした培養を振盪機上、３７℃、加湿した５
％ＣＯ２雰囲気で６５ｒｐｍでさらに５日間維持してから、回収した。条件培地を４００
０ｒｐｍの遠心分離により回収してから、０．２μｍフィルター（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎ
ｃ．）を介して滅菌ろ過した。
【０５４０】
　次いで融合物をタンパク質Ａクロマトグラフィー（ＧＥ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
）により２価陽イオンを含まないダルベッコのＰＢＳ　１０カラム容量を洗浄緩衝液とし
て、および１００ｍＭ酢酸（ｐＨ３．５）を溶出緩衝液として７℃で用いて精製した。留
分のｐＨはフラクションコレクター管中に０．０２５容量の２Ｍトリス塩基を残すことに
より増大した。クロマトグラムに基づき溶出ピークをプールしてから、１０ｋＤａ　Ｓｌ
ｉｄｅ－Ａ－Ｌｙｚｅｒｓ（Ｐｉｅｒｃｅ）を用いて室温で３時間、２０容量超の１０ｍ
Ｍ酢酸、９％ショ糖（ｐＨ５．０）に対して透析した。次いで透析物質を０．２２μｍ酢
酸セルロースフィルターを介してろ過し、吸光度２８０ｎｍで濃度を決定した。Ｐｈｅｎ
ｏｍｅｎｅｘ　ＳＥＣ　３０００カラム（７．８×３００ｍｍ）の５０ｍＭ　ＮａＨ２Ｐ
Ｏ４、ｐＨ６．５、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ溶液に抗体融合物２５μｇ試料を注入し、１ｍ
Ｌ／分で展開して吸光度２８０ｎｍで観察した（図４３）。予期したサイズのタンパク質
において予期した保持時間で溶出した融合タンパク質から、タンパク質が過剰に凝集せず
に予期した複合体を形成できたことが示される。Ｅｘ４－aＫＬＨ１２０．６抗体の分析
を、２２０Ｖで展開した１．０ｍｍトリス－グリシン４～２０％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（Ｎｏ
ｖｅｘ）を用いて、還元および非還元負荷緩衝液を用いて、ＱｕｉｃｋＢｌｕｅ（Ｂｏｓ
ｔｏｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｓ）による染色により行った（図４４）。非還元ＳＤＳ－
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ＰＡＧＥは、融合タンパク質の予期した第四級複合体を形成し、エキセンディン－４ペプ
チドのaＫＬＨ１２０．６抗体との融合により、予期した構造の生成物に至ることを示す
。
【実施例１１】
【０５４１】
　アビマー－aＫＬＨ融合
　Ｃ６８１ポリペプチドは、いわゆるアビマー構造のＩＬ－６結合ポリペプチドである。
（例えば、Ｋｏｌｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｏｖｅｌ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｗｉｔｈ
　Ｔａｒｇｅｔｅｄ　Ｂｉｎｄｉｎｇ、米国特許第２００５／００８９９３２号；Ｂａｋ
ｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　ＩＬ－６　Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ、米国特許第２０
０８／０２８１０７６号；Ｓｔｅｍｍｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃａｆ
ｆｏｌｄｓ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ、米国特許第２００６／０２２３１１４
号および米国特許第２００６／０２３４２９９号を参照されたい）。
【０５４２】
　Ｃ６８１－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ融合物の成分は以下の単量体を含有した
。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；および
　（ｂ）以下のアミノ酸配列を有する（ＶＫ－１ＳＰ）－Ｃ６８１－（Ｇ５）－aＫＬＨ
１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＳＧＧＳＣＬＰＤＱＦＲＣＧＮＧＱＣＩ
ＰＬＤＷＶＣＤＧＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦＱＣＧＳＧＹＣＩＳ
ＱＲＷＶＣＤＧＥＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥＦＲＣＲＮＧＲＣＩ
ＰＲＡＷＲＣＤＧＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴＧＧＧＧＧＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥ
ＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷ
ＩＮＰＮＳＧＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤ
ＴＡＶＹＹＣＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬ
ＡＰＣＳＲＳＴＳＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨ
ＴＦＰＡＶＬＱＳＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮ
ＴＫＶＤＫＴＶＥＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭ
ＩＳＲＴＰＥＶＴＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲ
ＥＥＱＦＮＳＴＦＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩ
ＥＫＴＩＳＫＴＫＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦ
ＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶ
ＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧ／／（配列番
号３５６）。
【０５４３】
　所望のＣ６８１－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ生成物は、両重鎖のＮ末端に融合
したアビマーを有する完全抗体であった。Ｃ６８１－重鎖：軽鎖の比率は１：１であった
。予期したＣ６８１－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ融合タンパク質を本明細書に記
載のイオン交換クロマトグラフィーを用いて単離した。
【０５４４】
　Ｃ６８１－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２可変ＨＣ融合物を、以下のアミノ酸配列をコー
ドする合成遺伝子としてＢｌｕｅ　Ｈｅｒｏｎから注文した：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＳＧＧＳＣＬＰＤＱＦＲＣＧＮＧＱＣＩ
ＰＬＤＷＶＣＤＧＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦＱＣＧＳＧＹＣＩＳ
ＱＲＷＶＣＤＧＥＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥＦＲＣＲＮＧＲＣＩ
ＰＲＡＷＲＣＤＧＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴＧＧＧＧＧＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥ
ＶＫＫＰＧＡＳＶＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷ
ＩＮＰＮＳＧＧＴＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤ
ＴＡＶＹＹＣＡＲＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫ／／（配列番号
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３５０）。
【０５４５】
　断片をＳａｌＩおよびＢｓｍｂＩで消化し、１％アガロースゲル上に流して、対応する
断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットにより精製した
。同時に、ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ　ＤＮＡ鋳型を同
様に消化して精製し、定常ＨＣ領域を有するｐＴＴ５ベクター骨格を得た。アビマー断片
をｐＴＴ５－ＩｇＧ２　ＨＣ定常領域と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ（商標）Ｔｏｐ１０細
菌に形質転換した。ＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクローン配列分析におい
て上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択した
。最終ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ－Ｃ６８１－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ構築物はＣ
６８１－（Ｇ５）－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ融合ポリペプチド（配列番号３５
６）をコードした。
【０５４６】
　aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１融合物の成分は以下の単量体を含有した
。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６κＬＣ（配列番号２８）；および
　（ｂ）以下のアミノ酸配列を有するaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１融合
物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＱＶＱＬＶＱＳＧＡＥＶＫＫＰＧＡＳＶ
ＫＶＳＣＫＡＳＧＹＴＦＴＧＹＨＭＨＷＶＲＱＡＰＧＱＧＬＥＷＭＧＷＩＮＰＮＳＧＧＴ
ＮＹＡＱＫＦＱＧＲＶＴＭＴＲＤＴＳＩＳＴＡＹＭＥＬＳＲＬＲＳＤＤＴＡＶＹＹＣＡＲ
ＤＲＧＳＹＹＷＦＤＰＷＧＱＧＴＬＶＴＶＳＳＡＳＴＫＧＰＳＶＦＰＬＡＰＣＳＲＳＴＳ
ＥＳＴＡＡＬＧＣＬＶＫＤＹＦＰＥＰＶＴＶＳＷＮＳＧＡＬＴＳＧＶＨＴＦＰＡＶＬＱＳ
ＳＧＬＹＳＬＳＳＶＶＴＶＰＳＳＮＦＧＴＱＴＹＴＣＮＶＤＨＫＰＳＮＴＫＶＤＫＴＶＥ
ＲＫＣＣＶＥＣＰＰＣＰＡＰＰＶＡＧＰＳＶＦＬＦＰＰＫＰＫＤＴＬＭＩＳＲＴＰＥＶＴ
ＣＶＶＶＤＶＳＨＥＤＰＥＶＱＦＮＷＹＶＤＧＶＥＶＨＮＡＫＴＫＰＲＥＥＱＦＮＳＴＦ
ＲＶＶＳＶＬＴＶＶＨＱＤＷＬＮＧＫＥＹＫＣＫＶＳＮＫＧＬＰＡＰＩＥＫＴＩＳＫＴＫ
ＧＱＰＲＥＰＱＶＹＴＬＰＰＳＲＥＥＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥ
ＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧ
ＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＳＧＧＳＣＬＰＤＱ
ＦＲＣＧＮＧＱＣＩＰＬＤＷＶＣＤＧＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦ
ＱＣＧＳＧＹＣＩＳＱＲＷＶＣＤＧＥＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥ
ＦＲＣＲＮＧＲＣＩＰＲＡＷＲＣＤＧＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴ／／（配列番
号３５７）。
【０５４７】
　所望のaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１生成物は両重鎖のＣ末端に融合し
たアビマーを有する完全抗体であった（図１Ｇに図解）。重鎖－Ｃ６８１：軽鎖の比率は
１：１であった。予期したaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６８１融合タンパク質
を本明細書に記載のイオン交換クロマトグラフィーを用いて単離した。
【０５４８】
　側面ＳｅｘＡＩおよびＮｏｔＩ制限部位を有するＣ６８１断片を、以下のアミノ酸配列
をコードする合成遺伝子としてＢｌｕｅ　Ｈｅｒｏｎから注文した：
ＭＴＫＮＱＶＳＬＴＣＬＶＫＧＦＹＰＳＤＩＡＶＥＷＥＳＮＧＱＰＥＮＮＹＫＴＴＰＰＭ
ＬＤＳＤＧＳＦＦＬＹＳＫＬＴＶＤＫＳＲＷＱＱＧＮＶＦＳＣＳＶＭＨＥＡＬＨＮＨＹＴ
ＱＫＳＬＳＬＳＰＧＧＧＧＧＧＳＧＧＳＣＬＰＤＱＦＲＣＧＮＧＱＣＩＰＬＤＷＶＣＤＧ
ＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦＱＣＧＳＧＹＣＩＳＱＲＷＶＣＤＧＥ
ＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥＦＲＣＲＮＧＲＣＩＰＲＡＷＲＣＤＧ
ＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴ／／（配列番号３５８）。
【０５４９】
　断片をＳｅｘＡＩおよびＮｏｔＩで消化し、１％アガロースゲル上に流して、対応する
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断片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットにより精製した
。同時に、ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ　ＤＮＡ鋳型をＳ
ａｌＩおよびＳｅｘＡＩで同様に消化して精製し、aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ単
量体（配列番号２９）のためのＤＮＡコード配列を産生した。ｐＴＴ５ベクターをＳａｌ
ＩおよびＮｏｔＩにより切断し、１％アガロースゲル上に流して、大型断片を切断し、Ｑ
ｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットによりゲル精製した。アビマーお
よびaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ断片をｐＴＴ５断片と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ
　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。ＤＮＡを配列決定用に提出した。いくつかのクローン
配列分析において上記配列と１００％適合したが、１クローンのみを大規模プラスミド精
製用に選択した。最終ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ－aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－Ｃ６
８１構築物はaＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ－（Ｇ５）－Ｃ６８１融合ポリペプチド
（配列番号３５７）をコードした。
【０５５０】
　Ｃ６８１－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ融合物の成分は以下の単量体を含有した。
　（ａ）aＫＬＨ１２０．６ＩｇＧ２　ＨＣ（配列番号２９）；および
　（ｂ）以下のアミノ酸配列を有するＣ６８１－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ融合物：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＳＧＧＳＣＬＰＤＱＦＲＣＧＮＧＱＣＩ
ＰＬＤＷＶＣＤＧＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦＱＣＧＳＧＹＣＩＳ
ＱＲＷＶＣＤＧＥＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥＦＲＣＲＮＧＲＣＩ
ＰＲＡＷＲＣＤＧＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴＧＧＧＧＧＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳ
ＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡ
ＡＳＳＬＱＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱ
ＨＮＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡＡＰＳＶＦＩＦＰＰＳＤＥＱＬＫＳＧＴＡ
ＳＶＶＣＬＬＮＮＦＹＰＲＥＡＫＶＱＷＫＶＤＮＡＬＱＳＧＮＳＱＥＳＶＴＥＱＤＳＫＤ
ＳＴＹＳＬＳＳＴＬＴＬＳＫＡＤＹＥＫＨＫＶＹＡＣＥＶＴＨＱＧＬＳＳＰＶＴＫＳＦＮ
ＲＧＥＣ／／（配列番号３５９）。
【０５５１】
　所望のＣ６８１－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ生成物は、両軽鎖のＮ末端に融合したアビ
マーを有する完全抗体であった。Ｃ６８１－軽鎖：重鎖の比率は１：１であった。予期し
たＣ６８１－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ融合タンパク質を本明細書に記載のイオン交換ク
ロマトグラフィーを用いて単離した。
【０５５２】
　側面ＳａｌＩ　ＢｓｉＷＩ制限部位を有する（ＶＫ－１ＳＰ）－Ｃ６８１－（Ｇ５）－
aＫＬＨ１２０．６κ可変ＬＣ融合物を、以下のアミノ酸配列をコードする合成遺伝子と
してＢｌｕｅ　Ｈｅｒｏｎから注文した：
ＭＤＭＲＶＰＡＱＬＬＧＬＬＬＬＷＬＲＧＡＲＣＳＧＧＳＣＬＰＤＱＦＲＣＧＮＧＱＣＩ
ＰＬＤＷＶＣＤＧＶＮＤＣＰＤＤＳＤＥＥＧＣＰＰＲＴＣＡＰＳＱＦＱＣＧＳＧＹＣＩＳ
ＱＲＷＶＣＤＧＥＮＤＣＥＤＧＳＤＥＡＮＣＡＧＳＶＰＴＣＰＳＤＥＦＲＣＲＮＧＲＣＩ
ＰＲＡＷＲＣＤＧＶＮＤＣＡＤＮＳＤＥＥＤＣＴＥＨＴＧＧＧＧＧＤＩＱＭＴＱＳＰＳＳ
ＬＳＡＳＶＧＤＲＶＴＩＴＣＲＡＳＱＧＩＲＮＤＬＧＷＹＱＱＫＰＧＫＡＰＫＲＬＩＹＡ
ＡＳＳＬＱＳＧＶＰＳＲＦＳＧＳＧＳＧＴＥＦＴＬＴＩＳＳＬＱＰＥＤＦＡＴＹＹＣＬＱ
ＨＮＳＹＰＬＴＦＧＧＧＴＫＶＥＩＫＲＴＶＡ／／（配列番号３６０）
【０５５３】
　断片をＳａｌＩおよびＢｓｉＷＩで消化し、１％アガロースゲル上に流し、対応する断
片を切断し、ＱｉａｇｅｎのＧｅｌ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎキットにより精製した。
同時に、ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ　ＤＮＡ鋳型を同様に消化し
て精製し、定常ＬＣ領域でｐＴＴ５ベクター骨格を生成した。アビマー断片をｐＴＴ５－
κＬＣ定常領域と結紮して、ＯｎｅＳｈｏｔ　Ｔｏｐ１０細菌に形質転換した。ＤＮＡを
配列決定用に提出した。いくつかのクローン配列分析において上記配列と１００％適合し
たが、１クローンのみを大規模プラスミド精製用に選択した。最終ｐＴＴ５－ＶＫ１ＳＰ
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－Ｃ６８１－aＫＬＨ１２０．６κＬＣ構築物はＣ６８１－（Ｇ５）－aＫＬＨ１２０．６
κＬＣ融合ポリペプチド（配列番号３５９）をコードした。
【０５５４】
　アビマー－免疫グロビン融合物の単離方法。
タンパク質Ａセファロース（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用いたＦｃ領域の親和性高
速タンパク質液体クロマトグラフィー（ＦＰＬＣ）捕獲、続いてトリス緩衝生理食塩水、
１ｍＭ　ＣａＣｌ２（Ｔｅｋｎｏｖａ）によるカラム洗浄および１００ｍＭ酢酸、１ｍＭ
　ＣａＣｌ２（ｐＨ３．５）を２．５ｃｍ／分で流した溶出工程により条件培地の初回精
製を行った。タンパク質を含む留分をプールし、１０Ｎ　ＮａＯＨを用いてｐＨを８．０
に調整し、５容量の水でさらに希釈した。物質を０．４５μｍ酢酸セルロースフィルター
（Ｃｏｒｎｉｎｇ）を介してろ過し、陽イオン交換ＦＰＬＣ（ＳＰ　Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ
　Ｈｉｇｈ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ；　ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）によりさらに精
製した。試料を１００％緩衝液Ａ（２０ｍＭトリス、１ｍＭ、ｐＨ８．０）で平衡させた
カラム上に負荷し、勾配０～８０％緩衝液Ｂ（２０ｍＭトリス、１Ｍ　ＮａＣｌ、１ｍＭ
　ＣａＣｌ２、ｐＨ８．０）３０カラム容量、流速１．５ｃｍ／分で溶出した。ピークを
含む標的種をプールして、１０ｍＭトリス、１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＣａＣｌ２

（ｐＨ８．０）中に製剤化した。Ｎ末端ＨＣおよびＮ末端ＬＣならびにＣ末端ＨＣ融合タ
ンパク質の精製例を図３６～３８に示す。非還元ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析（図３６）により
、完全に組み立てられた抗体が形成され得ることが示され、還元ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に
より所望の成分が存在することが示される。サイズ排除クロマトグラム（図３７）により
、精製した生成物の大部分が所望の非凝集状態にあることが示される。最終的に、質量ス
ペクトル分析（図３８）により、所望の融合生成物が存在することが示される。まとめる
と、これらの例により、aＫＬＨ１２０．６抗体は、所望の生成物を形成するアビマーと
の融合物を受容できることが示される。
【実施例１２】
【０５５５】
　ａＤＮＰおよびaＫＬＨ抗体のＢＩＡｃｏｒｅ（商標）結合アッセイ
　物質。ハイブリドーマ（３Ａ１、３Ｃ２、３Ａ４および３Ｂ１）または組換えＣＨＯ（
３Ａ４－Ｆ－Ｇ２および３Ｂ１－Ｇ２）のいずれか由来の精製した抗ＤＮＰ抗体の発現を
試験した。抗ヒトＩｇＧ、Ｆｃγ－特異性抗体はＪａｃｋｓｏｎ　ＩｍｍｕｎｏＲｅｓｅ
ａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　Ｉｎｃ．　（Ｗｅｓｔ　Ｇｒｏｖｅ，　ＰＡ）
から得た。ＤＮＰ－ＢＳＡ（ウシ血清アルブミンに結合される２，４－ジニトロフェノー
ル）はＢｉｏｓｅａｒｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，　Ｉｎｃ．（Ｎｏｖａｔｏ，　
ＣＡ）から得た。ＢＩＡＣｏｒｅ　２０００，　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｇｒａｄｅセンサー
チップＣＭ５、界面活性剤Ｐ－２０（ポリオキシエチレンソルビタン）、ＨＢＳ－ＥＰ（
１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、０．１５Ｍ　ＮａＣｌ、３．４ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．００５％Ｐ
－２０、ｐＨ７．４）、アミンカップリング試薬、１０ｍＭ酢酸塩（ｐＨ４．０）および
１０ｍＭグリシン（ｐＨ１．５）はＢＩＡＣｏｒｅ，　Ｉｎｃ．（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ
，　ＮＪ）から得た。リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ、１×、塩化カルシウム非含有、塩
化マグネシウム非含有）はＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）から得た
。ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ、分留Ｖ、ＩｇＧ非含有）はＳｉｇｍａ　（Ｓｔ．　Ｌｏ
ｕｉｓ，　ＭＯ）から得た。
【０５５６】
　ハイブリドーマから発現し、精製した抗ＫＬＨ抗体（ヒトＩｇＧ１、クローン１２０．
６．１）を試験した。多量体の高分子量キーホールリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）は
Ｐｉｅｒｃｅ　（Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，　ＩＬ）から得た。抗ヒトＩｇＧ、Ｆｃγ－特異性
抗体はＪａｃｋｓｏｎ　ＩｍｍｕｎｏＲｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，　
Ｉｎｃ．　（Ｗｅｓｔ　Ｇｒｏｖｅ，　ＰＡ）から得た。ＢＩＡＣｏｒｅ　２０００，　
ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｇｒａｄｅセンサーチップＣＭ５、界面活性剤Ｐ－２０（ポリオキシ
エチレンソルビタン）、ＨＢＳ－ＥＰ（１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、０．１５Ｍ　ＮａＣｌ、
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３．４ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．００５％Ｐ－２０、ｐＨ７．４）、アミンカップリング試薬
、１０ｍＭ酢酸塩（ｐＨ４．５）および１０ｍＭグリシン（ｐＨ１．５）はＢＩＡＣｏｒ
ｅ，　Ｉｎｃ．（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ、ＮＪ）から得た。リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢ
Ｓ、１×、塩化カルシウム非含有、塩化マグネシウム非含有）はＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（
Ｃａｒｌｓｂａｄ，　ＣＡ）から得た。ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ、分留Ｖ、ＩｇＧ非
含有）はＳｉｇｍａ　（Ｓｔ．　Ｌｏｕｉｓ，　ＭＯ）から得た。
【０５５７】
　方法。ＢＩＡｃｏｒｅ（商標）分析を以下のとおり実行した。抗ヒトＩｇＧ、Ｆｃγ－
特異性抗体のＣＭ５センサーチップ表面に対する固定化を、連続フローの１０ｍＭ　ＨＥ
ＰＥＳ、０．１５Ｍ　ＮａＣｌ、３．４ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．００５％Ｐ－２０、ｐＨ７
．４（ＨＢＳ－ＥＰ緩衝液）を製造業者の説明書に従いつつ用いて実施した。簡単に述べ
ると、センサーチップ表面上のカルボキシル基を、０．２Ｍ　１－エチル－３－［３－ジ
メチルアミノプロピル］塩酸カルボジイミド（ＥＤＣ）および０．０５Ｍ　Ｎ－ヒドロキ
シコハク酸イミド（ＮＨＳ）を含む混合物６０μＬを注入することにより活性化した。１
０ｍＭ酢酸緩衝液で希釈した（aＫＬＨ抗体アッセイにおいて：ｐＨ４．５、濃度３０μ
ｇ／ｍＬ；ａＤＮＰ抗体アッセイにおいて：ｐＨ４．０、濃度６０μｇ／ｍＬ）抗ヒトＩ
ｇＧ、Ｆｃγ－特異性抗体１８０μＬを注入することにより特異的表面を得た。表面上の
過剰反応基を６０μＬの１Ｍエタノールアミンを注入することにより脱活性化した。最終
固定化レベルは（aＫＬＨ抗体アッセイにおいて）約９，０００または（ａＤＮＰ抗体ア
ッセイにおいて）約１０，０００共鳴単位（ＲＵ）であった。ブランク、偽結合した参照
表面もセンサーチップ上で調製した。抗体および抗原をＰＢＳ＋０．００５％Ｐ－２０＋
０．１ｍｇ／ｍＬ　ＢＳＡからなる試料緩衝液で希釈した。
【０５５８】
　抗ＤＮＰ抗体を個々のフローセル上で捕獲後、試料緩衝液またはＤＮＰ－ＢＳＡのいず
れかを、濃度０．７８～１００ｎＭの範囲で注入した。２つの異なるＤＮＰ－ＢＳＡ試料
の抗ＤＮＰ抗体に対する親和性について試験した。ＤＮＰ－ＢＳＡ試料は、ＢＳＡの各分
子に結合するＤＮＰ部分数が異なり、一方の試料はＢＳＡ当たり３個のＤＮＰ部分を含み
、他方の試料はＢＳＡ当たり３１個のＤＮＰ部分を含む。組換え抗ＤＮＰ抗体に対する親
和性については、ＤＮＰ（３１）－ＢＳＡ（濃度０．３９～５０ｎＭ）のみ試験した。各
サイクルにおいて、３つの個々の抗体をフローセル２、３および４上で捕獲し、フローセ
ル１はブランクのまま残して参照表面とした。試料緩衝液または抗原を注入後、１０ｍＭ
グリシン（ｐＨ１．５）を２回注入して各表面を再生し、固定化した抗ヒトＦｃ表面から
捕獲抗体を解離させた。ＢＩＡｅｖａｌｕａｔｉｏｎソフトウェアを用いて、捕獲した抗
ＤＮＰ抗体に対するＤＮＰ－ＢＳＡ結合の明らかな反応速度変数を決定した。
【０５５９】
　抗ＫＬＨ抗体を個々のフローセル上で捕獲後、試料緩衝液またはaＫＬＨのいずれかを
、濃度０．１９～１００ｎＭの範囲で注入した。多量体の高分子量aＫＬＨの希釈物を調
製するため、平均分子量５，０００，０００ダルトンを用いた。試料緩衝液または抗原を
注入後、１０ｍＭグリシン（ｐＨ１．５）を２回注入して各表面を再生し、固定化した抗
ヒトＦｃ表面から捕獲抗体を解離させた。ＢＩＡｅｖａｌｕａｔｉｏｎソフトウェアを用
いて、捕獲した抗ＫＬＨ抗体に対するaＫＬＨ結合の明らかな反応速度変数を決定した。
【０５６０】
　ＢＩＡｃｏｒｅ（商標）結合アッセイ結果。ＤＮＰ－ＢＳＡに対する抗ＤＮＰ抗体結合
の結合分析において得られた明らかな会合（ｋａ）および解離（ｋｄ）速度定数、ならび
に解離平衡定数（ＫＤ）を下表８Ａに要約する。表８Ａのデータは、ＤＮＰに特異的に結
合する抗ＤＮＰ抗体、および予期されたように低密度ＤＮＰ（３）－ＢＳＡよりも高密度
ＤＮＰ（３１）－ＢＳＡに対して密接に結合することを示す。ＤＮＰ（３１）－ＢＳＡに
対する明らかな結合親和性はすべて一桁ナノモル以上である。
【０５６１】
　ＫＬＨに対する抗ＫＬＨ１２０．６．１抗体結合の結合分析において得られた明らかな
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会合（ｋａ）および解離（ｋｄ）速度定数、ならびに解離平衡定数（ＫＤ）を下表８Ｂに
要約する。表８Ｂのデータは、このハイブリドーマ産生抗ＫＬＨ抗体は明らかなサブナノ
モルの結合親和性で多量体ＫＬＨに対して特異的に結合することを示す。
【０５６２】
【表１８】

【０５６３】
【表１９】

【０５６４】
　略語
　本明細書を通して使用する略語は、特定の状況で別段の指定のない限り、以下のとおり
定義する。
Ａｃ　アセチル（以前はアセチル化残基を指していた）
ＡｃＢｐａ　アセチル化ｐ－ベンジル－Ｌ－フェニルアラニン
ＡＣＮ　アセトニトリル
ＡｃＯＨ　酢酸
ＡＤＣＣ　抗体依存性細胞傷害
Ａｉｂ　アミノイソ酪酸
ｂＡ　β－アラニン
Ｂｐａ　ｐ－ベンゾイル－Ｌ－フェニルアラニン
ＢｒＡｃ　ブロモアセチル（ＢｒＣＨ２Ｃ（Ｏ）
ＢＳＡ　ウシ血清アルブミン
Ｂｚｌ　ベンジル
Ｃａｐ　カプロン酸
ＣＢＣ　全血球計算値
ＣＯＰＤ　慢性閉塞性肺疾患
ＣＴＬ　細胞傷害性Ｔリンパ球
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ＤＣＣ　ジシクロヘキシルカルボジイミド
Ｄｄｅ　１－（４，４－ジメチル－２，６－ジオキソ－シクロヘキシリデン）エチル
ＤＮＰ　２，４－ジニトロフェノール
ＤＯＰＣ　１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
ＤＯＰＥ　１，２－ジオレオイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン
ＤＰＰＣ　１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
ＤＳＰＣ　１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
ＤＴＴ　ジチオスレイトール
ＥＡＥ　実験的自己免疫性脳脊髄炎
ＥＣＬ　電気化学発光
ＥＳＩ－ＭＳ　エレクトロスプレーイオン化質量分析
ＦＡＣＳ　蛍光標示式細胞分取器
Ｆｍｏｃ　フルオレニルメトキシカルボニル
ＨＯＢｔ　１－ヒドロキシベンゾトリアゾール
ＨＰＬＣ　高速液体クロマトグラフィー
ＨＳＬ　ホモセリンラクトン
ＩＢ　封入体
ＫＣａ　カルシウム活性化カリウムチャネル（ＩＫＣａ、ＢＫＣａ、ＳＫＣａ含有）
ＫＬＨ　キーホールリンペットヘモシアニン
Ｋｖ　電位依存性カリウムチャネル
Ｌａｕ　ラウリン酸
ＬＰＳ　リポ多糖類
ＬＹＭＰＨ　リンパ液
ＭＡＬＤＩ－ＭＳ　マトリックス支援レーザー脱離イオン化法質量分析
Ｍｅ　メチル
ＭｅＯ　メトキシ
ＭｅＯＨ　メタノール
ＭＨＣ　主要組織適合複合体
ＭＭＰ　マトリックスメタロプロテイナーゼ
ＭＷ　分子量
ＭＷＣＯ　分子量カットオフ
１－Ｎａｐ　１－ナフチルアラニン
ＮＥＵＴ　好中球
Ｎｌｅ　ノルロイシン
ＮＭＰ　Ｎ－メチル－２－ピロリジノン
ＯＡｃ　酢酸塩
ＰＡＧＥ　ポリアクリルアミドゲル電気泳動
ＰＢＭＣ　末梢血液単核細胞
ＰＢＳ　リン酸緩衝生理食塩水
Ｐｂｆ　２，２，４，６，７－ペンダメチルジヒドロベンゾフラン－５－スルホニル
ＰＣＲ　ポリメラーゼ連鎖反応
ＰＤ　薬力学
Ｐｅｃ　ピペコリン酸
ＰＥＧ　ポリ（エチレングリコール）
ｐＧｌｕ　ピログルタミン酸
Ｐｉｃ　ピコリン酸
ＰＫ　薬物動態
ｐＹ　ホスホチロシン
ＲＢＳ　リボソーム結合部位
ＲＴ　室温（約２５℃）



(195) JP 2018-139609 A 2018.9.13

Ｓａｒ　サルコシン
ＳＤＳ　ドデシル硫酸ナトリウム
ＳＴＫ　セリン－トレオニンキナーゼ
ｔ－Ｂｏｃ　ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル
ｔＢｕ　ｔｅｒｔ－ブチル
ＴＣＲ　Ｔ細胞受容体
ＴＦＡ　トリフルオロ酢酸
ＴＨＦ　胸腺液性因子
Ｔｒｔ　トリチル
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【配列表】
2018139609000001.app
【手続補正書】
【提出日】平成30年6月20日(2018.6.20)
【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】
　免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域を含み、前記重鎖可変
領域がＣＤＲＨ１、ＣＤＲＨ２およびＣＤＲＨ３と命名された３つの相補性決定領域（Ｃ
ＤＲ）を含み、前記軽鎖可変領域がＣＤＲＬｌ、ＣＤＲＬ２およびＣＤＲＬ３と命名され
た３つのＣＤＲを含み、
（ａ）ＣＤＲＨ１は配列番号２１５で表されるアミノ酸配列を含み、
（ｂ）ＣＤＲＨ２は配列番号２１８で表されるアミノ酸配列を含み、
（ｃ）ＣＤＲＨ３は配列番号２２１で表されるアミノ酸配列を含み、
（ｄ）ＣＤＲＬｌは配列番号２０４で表されるアミノ酸配列を含み、
（ｅ）ＣＤＲＬ２は配列番号２０６で表されるアミノ酸配列を含み、および
（ｆ）ＣＤＲＬ３は配列番号２３０で表されるアミノ酸配列を含む、
　キーホールリンペットヘモシアニン（ＫＬＨ）に特異的に結合する単離された抗原結合
タンパク質。
【請求項２】
　重鎖可変領域が、配列番号２６６で表される配列と少なくとも９５％同一であるアミノ
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酸配列を含む、請求項１に記載の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項３】
　軽鎖可変領域が、配列番号２４８で表される配列と少なくとも９５％同一であるアミノ
酸配列を含む、請求項１に記載の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項４】
　重鎖可変領域が、配列番号２６６で表されるアミノ酸配列を含み、軽鎖可変領域が、配
列番号２４８で表されるアミノ酸配列を含む、請求項１に記載の単離された抗原結合タン
パク質。
【請求項５】
　抗体または抗体断片である、請求項１乃至請求項４のうちのいずれかの単離された抗原
結合タンパク質。
【請求項６】
　抗体が、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３またはＩｇＧ４抗体である、請求項５の単離さ
れた抗原結合タンパク質。
【請求項７】
　抗体がモノクローナル抗体である、請求項５の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項８】
　キメラまたはヒト化抗体である、請求項７の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項９】
　抗体がヒト抗体である、請求項７の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１０】
　（ａ）配列番号１４３で表される成熟ポリペプチドのアミノ酸配列を含むか、または該
アミノ酸配列のＮ末端かＣ末端、もしくは両端から、１個、２個、３個、４個もしくは５
個のアミノ酸残基が欠けている免疫グロブリン重鎖；
　（ｂ）配列番号１４１で表される成熟ポリペプチドのアミノ酸配列を含むか、または該
アミノ酸配列のＮ末端かＣ末端、もしくは両端から、１個、２個、３個、４個もしくは５
個のアミノ酸残基が欠けている免疫グロブリン軽鎖；または
　（ｃ）（ａ）の免疫グロブリン重鎖および（ｂ）の免疫グロブリン軽鎖
を含む請求項５の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１１】
　少なくとも１つの、結合された薬理学的に活性な化学部分をさらに含む、請求項１乃至
請求項１０のうちのいずれかの単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１２】
　薬理学的に活性な化学部分が薬理学的に活性なポリペプチドである、請求項１１の単離
された抗原結合タンパク質。
【請求項１３】
　抗原結合タンパク質が組換え産生される、請求項１２の単離された抗原結合タンパク質
。
【請求項１４】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖の一次アミノ酸配列において
免疫グロブリン重鎖Ｆｃドメイン内部ループ内に薬理学的に活性なポリペプチドが挿入さ
れている、請求項１３の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１５】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン重鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項１２の単離された抗原結合タンパク
質。
【請求項１６】
　抗原結合タンパク質が少なくとも１本の免疫グロブリン重鎖および少なくとも１本の免
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疫グロブリン軽鎖を含み、ならびに前記免疫グロブリン軽鎖のＮ末端またはＣ末端に薬理
学的に活性なポリペプチドが結合されている、請求項１２の単離された抗原結合タンパク
質。
【請求項１７】
　非ペプチジルもしくはペプチジルリンカーを介して、薬理学的に活性なポリペプチドが
抗原結合タンパク質に結合されている、請求項１２、１３、１５または１６のうちのいず
れかの単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１８】
　ペプチジルリンカーが、グリシン、セリン、アラニンまたはこれらの組み合わせを含む
、請求項１７の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項１９】
　非ペプチジルリンカーが、ポリエチレングリコールリンカーである、請求項１７の単離
された抗原結合タンパク質。
【請求項２０】
　薬理学的に活性なポリペプチドが毒素ペプチドもしくはそのペプチドアナログ、ＩＬ－
６結合ペプチド、ＣＧＲＰペプチドアンタゴニスト、ブラジキニンＢ１受容体ペプチドア
ンタゴニスト、ＰＴＨアゴニストペプチド、ＰＴＨアンタゴニストペプチド、ａｎｇ－１
結合ペプチド、ａｎｇ－２結合ペプチド、ミオスタチン結合ペプチド、ＥＰＯ模倣ペプチ
ド、ＴＰＯ模倣ペプチド、ＮＧＦ結合ペプチド、ＢＡＦＦアンタゴニストペプチド、ＧＬ
Ｐ－１もしくはそのペプチド模倣物、またはＧＬＰ－２もしくはそのペプチド模倣物であ
る、請求項１２乃至請求項１９のうちのいずれかの単離された抗原結合タンパク質。
【請求項２１】
　毒素ペプチドまたはそのペプチドアナログが、ＳｈＫまたはＳｈＫペプチドアナログで
ある、請求項２０の単離された抗原結合タンパク質。
【請求項２２】
　請求項１乃至請求項２１のうちのいずれかの抗原結合タンパク質、ならびに医薬上許容
可能な希釈液、賦形剤もしくは担体、を含む医薬組成物。
【請求項２３】
　請求項１の免疫グロブリン重鎖可変領域および免疫グロブリン軽鎖可変領域をコードす
る単離された核酸。
【請求項２４】
　請求項２３の核酸を含む発現ベクター。
【請求項２５】
　請求項２４の発現ベクターを含む単離された宿主細胞。
【請求項２６】
　（ａ）発現ベクターによりコードされた抗原結合タンパク質を発現させる条件下の培地
で請求項２５の宿主細胞を培養すること；および
　（ｂ）培地から抗原結合タンパク質を回収すること、
を含む抗原結合タンパク質を製造する方法。
【請求項２７】
　請求項１乃至請求項１０のうちのいずれかの抗原結合タンパク質をポリペプチドに結合
させることを含む、薬理学的に活性なポリペプチドの薬物動態特性を高める方法。
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