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(57)【要約】
細胞培養におけるポリペプチドの大規模産生のための改良されたシステムが提供される。
本発明によれば、目的のポリペプチドを発現する細胞は、銅、グルタミン酸塩または両方
を含む培地において増殖される。このようなシステムの使用によって、ミスフォールディ
ングおよび／または凝集が低下されており、かつ総グリコシル化が増大されているポリペ
プチドの産生が可能になる。本発明によって発現されるポリペプチドは、薬学的組成物、
農業的組成物または他の市販の組成物の調製において有利に用いられ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞培養においてポリペプチドを産生する方法であって：
　目的のポリペプチドの発現を可能にする条件下で、かつ十分な時間、約０．５μＭと５
μＭとの間の銅と、約１．７ｍＭと３３ｍＭとの間のグルタミン酸塩とを含む細胞培養培
地において該目的のポリペプチドをコードする遺伝子を含む哺乳動物細胞を培養する工程
を包含し、ここで、産生された該総ポリペプチドに対する、ミスフォールディングされた
ポリペプチドおよび／または凝集されたポリペプチドの画分が、銅およびグルタミン酸塩
を欠く以外は同一の培地において、それ以外は同一の条件下で観察されるミスフォールデ
ィングされたポリペプチドおよび／または凝集されたポリペプチドの画分に比較して減少
されている方法。
【請求項２】
　細胞培養においてポリペプチドを産生する方法であって：
　約０．５μＭと５μＭとの間の銅と、約１．７ｍＭと３３ｍＭとの間のグルタミン酸塩
とを含む細胞培養培地において目的のポリペプチドをコードする遺伝子を含む哺乳動物細
胞を培養する工程と；
　該培養物を第一の温度範囲で維持する工程であって、該第一の温度範囲で維持される場
合、最大可能な生存細胞密度の約２０％～８０％の範囲内という生存可能な細胞の密度ま
で該細胞を再生可能であるのに十分な第一の期間維持する工程と；
　該培養物を第二の温度範囲にシフトさせる工程であって、該第二の温度範囲の少なくと
も１つの温度が、該第一の温度範囲の最低の温度よりも低い工程と；
　該培養物を、第二の期間、該ポリペプチドの発現を可能にするのに十分な条件下かつ時
間、維持する工程であって、該産生された総ポリペプチドに対する、ミスフォールディン
グされるかおよび／または凝集されたポリペプチドの画分が、銅およびグルタミン酸塩を
欠く以外は同一の培地において、それ以外は同一の条件下で観察されるミスフォールディ
ングされたポリペプチドおよび／または凝集されたポリペプチドの画分に比較して減少さ
れている工程と、
を包含する方法。
【請求項３】
　前記第一の温度範囲が、約３０℃～約４２℃である温度範囲を含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第二の温度範囲が約２５℃～約４１℃である温度範囲を含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項５】
　請求項２に記載の方法であって、前記第一のシフト工程に続く第二のシフト工程を包含
し、該工程が前記培養物を第三の温度または温度範囲にシフトする工程を包含し、該第三
の温度範囲の少なくとも１つの温度が、該第二の温度範囲の最低の温度よりも低い、方法
。
【請求項６】
　前記第三の温度範囲が、約２５℃～４０℃である温度範囲を含む、請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　前記細胞培養培地の最初のグルタミン濃度が約４ｍＭ以下である、請求項１または２に
記載の方法。
【請求項８】
　前記細胞培養物がグルコース１リットルあたり約２グラムをさらに補充されている、請
求項１または２に記載の方法。
【請求項９】
　前記細胞培養物が補充成分をさらに補充されている、請求項１または２に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記補充成分が、フィード培地において提供される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記補充成分が多数の間隔で提供される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記細胞培養培地が定義されている、先行する請求項のうちの１つ以上に記載の方法。
【請求項１３】
　前記定義された細胞培養培地が添加された血清も加水分解産物も含まない、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記定義された細胞培養培地がタンパク質を含まない、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記細胞培養培地が、約０．７μＭと約１．５μＭとの間の銅を含む、請求項１～１４
のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記細胞培養培地が約１μＭの銅を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記細胞培養培地が、約３ｍＭと約７ｍＭとの間のグルタミン酸塩を含む、請求項１～
１６のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記細胞培養培地が約５ｍＭのグルタミン酸塩を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　約０．５μＭと約５μＭとの間の銅、および約１．７ｍＭと約３３ｍＭとの間のグルタ
ミン酸塩を含む、細胞培養培地。
【請求項２０】
　前記細胞培養培地の最初のグルタミン濃度が約４ｍＭ以下である、請求項１９に記載の
細胞培養培地。
【請求項２１】
　１リットルあたり約２グラムのグルコースをさらに含む、請求項１９または２０に記載
の細胞培養培地。
【請求項２２】
　前記細胞培養培地が定義される、請求項１９～２１のいずれか１項に記載の細胞培養培
地。
【請求項２３】
　前記定義された細胞培養培地が添加された血清も加水分解産物も含まない、請求項２２
に記載の細胞培養培地。
【請求項２４】
　前記定義された細胞培養培地がタンパク質を含まない、請求項２２に記載の細胞培養培
地。
【請求項２５】
　前記細胞培養培地が、約０．７μＭと約１．５μＭとの間の銅を含む、請求項１９～２
４のいずれか１項に記載の細胞培養培地。
【請求項２６】
　前記細胞培養培地が約１μＭの銅を含む、請求項２５に記載の細胞培養培地。
【請求項２７】
　前記細胞培養培地が、約３ｍＭと約７ｍＭとの間のグルタミン酸塩を含む、請求項１９
～２４のうちいずれか１項に記載の細胞培養培地。
【請求項２８】
　前記細胞培養培地が約５ｍＭのグルタミン酸塩を含む、請求項２７に記載の細胞培養培
地。
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【請求項２９】
　細胞培養においてポリペプチドを産生する方法であって：
　約０．５μＭと約５μＭとの間の銅、および約１．７ｍＭと約３３ｍＭとの間のグルタ
ミン酸塩を含む細胞培養培地において、目的のポリペプチドの発現を可能にするのに十分
な条件下、かつ時間で、該目的のポリペプチドをコードする遺伝子を含む哺乳動物細胞を
培養する工程を包含し、ここで、発現された該ポリペプチドのグリコシル化パターンが、
銅およびグルタミン酸塩を欠く以外は同一である培地において、それ以外は同一の条件下
で発現された該ポリペプチドに対して観察されるグリコシル化パターンに対して増大され
ている方法。
【請求項３０】
　細胞培養においてポリペプチドを産生する方法であって：
　約０．５μＭと約５μＭとの間の銅、および約１．７ｍＭと約３３ｍＭとの間のグルタ
ミン酸塩を含む細胞培養培地において、目的のポリペプチドをコードする遺伝子を含む哺
乳動物細胞を培養する工程と；
　該培養物を第一の温度範囲で維持する工程であって、該第一の温度範囲で該培養物が維
持される場合、最大の可能な生存細胞密度の約２０％～８０％の範囲内という生存可能な
細胞の密度まで該細胞を再生可能であるのに十分な第一の期間維持する工程と；
　該培養物を第二の温度範囲にシフトさせる工程であって、該第二の温度範囲の少なくと
も１つの温度が、該第一の温度範囲の最低の温度よりも低い工程と；
　該培養物を、第二の期間、該ポリペプチドの発現を可能にするのに十分な条件下でかつ
時間、維持する工程であって、ここで該発現されたポリペプチドのグリコシル化パターン
が、銅およびグルタミン酸塩を欠く以外は同一の培地において、それ以外は同一の条件下
で発現される該ポリペプチドで観察されるグリコシル化パターンに比較して増大されてい
る方法。
【請求項３１】
　前記発現されたポリペプチドの前記増大されたグリコシル化パターンが、総シアリル化
の増大を含む、請求項２９または３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記細胞培養培地が定義されている、請求項２９または３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記定義された細胞培養培地が添加された血清も加水分解産物も含まない、請求項３２
に記載の方法。
【請求項３４】
　前記定義された細胞培養培地がタンパク質を含まない、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記細胞培養培地が、約０．７μＭと約１．５μＭとの間の銅を含む、請求項２９～３
４のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記細胞培養培地が約１μＭの銅を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記細胞培養培地が、約３ｍＭと約７ｍＭとの間のグルタミン酸塩を含む、請求項２９
～３４のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記細胞培養培地が約５ｍＭのグルタミン酸塩を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ポリペプチドがＴＮＦＲ－Ｉｇである、請求項１～１８および２９～３８のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記ポリペプチドがＴＮＦＲ－Ｆｃである、請求項１～１８および２９～３８のいずれ
か１項に記載の方法。
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【請求項４１】
　前記ポリペプチドが：酵素、凝固因子、レセプター、抗体、ホルモン、調節因子、抗原
および結合剤からなる群より選択されるポリペプチドである、請求項１～１８および２９
～３８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記ポリペプチドが抗Ａβ抗体である、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記培養工程がバッチ培養物中で前記哺乳動物細胞を培養する工程を包含する、請求項
１～１８および２９～４１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ポリペプチドまたはタンパク質が単離および／または精製されている、請求項１～
１８および２９～４１のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する出願への相互参照
　本願は、２００７年３月２日に出願された米国仮特許出願第６０／８９２，７４９号と
ともに継続中であって、少なくとも一人の共通の発明者を共にし、そして米国仮特許出願
第６０／８９２，７４９号に対する優先権を主張する。米国仮特許出願第６０／８９２，
７４９号の全ての内容は、本明細書中に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　タンパク質およびポリペプチドはますます重要な治療剤となってきている。ほとんどの
場合、これらのタンパク質およびポリペプチドは細胞培養において、操作されるかおよび
／または選択されている細胞から産生されて、目的の通常高レベルの特定のタンパク質ま
たはポリペプチドが産生される。細胞培養条件の制御および最適化はタンパク質およびポ
リペプチドの首尾よい商業的生産に重要である。
【０００３】
　細胞培養において産生される多くのタンパク質およびポリペプチドは、バッチまたはフ
ィード・バッチプロセスで作製され、ここでは細胞がある期間培養され、次いでその培養
が終り、その産生されたタンパク質またはポリペプチドが単離される。あるいは、タンパ
ク質またはポリペプチドは、灌流細胞培養プロセスで産生されてもよく、ここでは培養は
終わらず、かつ新しい栄養素および他の成分がこの培養物に定期的にまたは連続して追加
され、この間に、発現されたタンパク質またはポリペプチドが定期的にまたは連続的に回
収される。産生されたタンパク質またはポリペプチドの最終的な量および質は、細胞培養
の条件によって劇的に影響され得る。例えば、伝統的なバッチおよびフィード・バッチ培
養のプロセスは多くの場合、ミスフォールディングされているか、および／または凝集型
であるタンパク質およびポリペプチドを生じる。ミスフォールディングされるか、および
／または凝集されたタンパク質またはポリペプチドのレベルの増大は、正確に畳まれるか
および／または凝集されていないタンパク質またはポリペプチドの全体的な収量を低くさ
せる傾向がある。さらに、伝統的なバッチおよびフィード・バッチ培養プロセスは多くの
場合、広範でないか、そうでなければ所望されないグリコシル化パターンを有するタンパ
ク質またはポリペプチドを生じる。
【０００４】
　正確に折り畳むか、容易には凝集しないか、またはより所望されるグリコシル化のパタ
ーンを有するタンパク質またはポリペプチドを産生するためのシステムは、力価がより大
きくかつ副作用が少ない治療用タンパク質またはポリペプチド剤を可能性として生じ得る
。さらに、このようなタンパク質またはポリペプチドは、より有効な農業上の薬剤または
他の市販の薬剤として役立ち得る。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、正確に折り畳み、あまり凝集しないか、および／またはより所望されるグリコ
シル化のパターンを有するタンパク質またはポリペプチドの産生が得られる改良されたシ
ステムおよび組成物の必要性が存在する。定義された培地において増殖される細胞培養に
おいてタンパク質またはポリペプチドを産生するための改良システムの開発という特別な
必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、細胞培養におけるタンパク質および／またはポリペプチドの大規模生産のた
めの改良されたシステムを提供する。特定の実施形態では、本発明は、銅を含む細胞培養
培地においてタンパク質またはポリペプチドを産生するシステムを提供する。特定の実施
形態では、本発明は、グルタミン酸塩を含む細胞培養培地においてタンパク質またはポリ
ペプチドを産生するためのシステムを提供する。ある実施形態では、本発明は、銅および
グルタミン酸塩の両方を含む細胞培養培地においてタンパク質またはポリペプチドを産生
するためのシステムを提供する。特定の実施形態では、本発明の細胞培養培地を用いて、
目的のタンパク質またはポリペプチドを発現する哺乳動物細胞を増殖する。
【０００７】
　特定の実施形態では、本発明は、銅および／またはグルタミン酸塩を含む培地を利用す
る商業規模（例えば、５００Ｌ以上）の培養方法を提供する。特定の実施形態では、この
培養方法は、本発明の開示に教示されるとおり、細胞培養の経過の間１つ以上の温度シフ
トを含む。本発明の特定の局面によれば、このような方法の使用は、それ以外は同一の増
殖条件下でそれ以外は同一の培地において増殖されるポリペプチドで観察されるよりも高
いレベルの正確に折り畳まれたタンパク質ポリペプチドを生じる。さらに、本発明のいく
つかの局面によれば、このような方法の使用によって、それ以外は同一の増殖条件下でそ
れ以外は同一の培地において増殖されるポリペプチドで観察されるも広範であるかそうで
なければ所望されるグリコシル化パターンを有するポリペプチドの産生が得られる。特定
の実施形態では、このような方法の使用によって、それ以外は同一の増殖条件下でそれ以
外は同一の培地において増殖されるポリペプチドで観察されるよりも総シアリル化が増大
したポリペプチドの産生が得られる。
【０００８】
　当業者は、本発明の培地処方物が定義される培地および複合培地の両方を包含すること
を理解する。特定の実施形態では、この培養培地は、培地の組成が公知でありかつ管理さ
れている定義された培地である。
【０００９】
　ある実施形態では、米国特許出願第１１／２１３，３０８、同第１１／２１３，３１７
および同第１１／２１３，６３３号（各々が２００５年８月２５日出願であって、かつ各
々がその全体が参照によって本明細書に援用されている）に記載される条件のうちの１つ
以上のもとで細胞は増殖される。いくつかの実施形態では、米国特許仮出願第６０／８３
０，６５８号（２００６年７月１３日出願、その全体が参照によって本明細書に援用され
る）に記載の状態のうち１つ以上のもとで細胞は増殖される。いくつかの実施形態では、
米国特許仮出願第６０／８５６，６１５号（２００６年１１月３日出願、その全体が参照
によって本明細書に援用される）に記載の状態のうち１つ以上のもとで細胞は増殖される
。
【００１０】
　本発明の細胞培養物は必要に応じて、栄養物および／または他の培地成分を補充されて
もよく、これには、例えば、ホルモンおよび／もしくは他の増殖因子、イオン（例えば、
ナトリウム、塩化物、カルシウム、マグネシウム、および／またはリン酸塩）、緩衝液、
ビタミン、ヌクレオシドまたはヌクレオチド、微量元素（通常は極めて低い最終濃度で存
在する無機化合物）、アミノ酸、脂質、および／もしくはグルコースまたは他のエネルギ
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ー源が挙げられる。特定の実施形態では、この培地を、ヘキサメチレン－ビス（アセトア
ミド）（「ＨＭＢＡ」）および酪酸ナトリウム（「ＮａＢ」）などの化学誘導体類（ｉｎ
ｄｕｃｔａｎｔｓ）で補充することが有益である場合がある。これらの任意の補充物は、
培養の開始に添加されてもよいし、または枯渇された栄養物を補給するため、もしくは別
の理由で後の時点で添加されてもよい。特定の実施形態では、本発明に従って補充物を最
小限にするために最初の培地組成物を選択することが所望される。
【００１１】
　特定の実施形態では、細胞培養物を得る総時間は、伝統的な培養時間を越えて有意に増
大することが可能になり、それによって細胞培養において産生される任意の所定のポリペ
プチドの収量および質が向上し、目的のポリペプチドを発現する細胞を培養する適切また
は最適の時間を決定するための融通度が実施者にとって向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】表３に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の積算生細胞密度（ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　ｖｉａｂｌｅ　ｃｅｌｌ　ｄｅｎｓｉｔｙ）（ＩＶＣＤ）を示す。
【図２】表３に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の累積産生比（ｃｕｍｕｌ
ａｔｉｖｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ）（Ｑｐ）を示す。
【図３】表３に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のグルタミン酸塩の値を示
す。
【図４】表３に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の乳酸塩の値を示す。
【図５】表３に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のミスフォールディングさ
れるかおよび／または凝集された、産生されたＴＮＦＲ－Ｉｇの１０日目の相対値、およ
び１０日目の力価を示す。
【図６】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の積算生細胞密度（ＩＶＣ
Ｄ）を示す。
【図７】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の累積産生比（Ｑｐ）を示
す。
【図８】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のグルタミン酸塩の値を示
す。
【図９】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の乳酸塩の値を示す。
【図１０】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のミスフォールディング
されるかおよび／または凝集された、産生されたＴＮＦＲ－Ｉｇの１０日目の相対値、お
よび１０日目の力価を示す。
【図１１】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の積算生細胞密度（ＩＶ
ＣＤ）を示す。
【図１２】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の累積産生比（Ｑｐ）を
示す。
【図１３】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のグルタミン酸塩の値を
示す。
【図１４】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の乳酸塩の値を示す。
【図１５】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物のミスフォールディング
されるかおよび／または凝集された、産生されたＴＮＦＲ－Ｉｇの１０日目の相対値、お
よび１０日目の力価を示す。
【図１６】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の８日および１０日での
参照ＴＮＦＲ－Ｉｇサンプルの割合として、ミスフォールディングされるかおよび／また
は凝集されたＴＮＦＲ－Ｉｇを示す。
【図１７】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の８日、１０日および１
２日での参照ＴＮＦＲ－Ｉｇサンプルの割合として、ミスフォールディングされるかおよ
び／または凝集されたＴＮＦＲ－Ｉｇを示す。
【図１８】表４に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の８日および１０日での
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参照ＴＮＦＲ－Ｉｇサンプルの割合として、発現されたＴＮＦＲ－Ｉｇのシアリル化を示
す。
【図１９】表５に記載される実験条件下で増殖される細胞培養物の８日および１０日での
参照ＴＮＦＲ－Ｉｇサンプルの割合として、発現されたＴＮＦＲ－Ｉｇのシアリル化を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　定義
　「アミノ酸」：「アミノ酸」という用語は本明細書において用いる場合、それらのアミ
ノ酸または任意の天然に存在するアミノ酸のポリペプチド、アナログまたは誘導体の形成
において正常に用いられる任意の２０個の天然に存在するアミノ酸をいう。特定の実施形
態では、本発明のアミノ酸は、細胞培養に対して培地において提供される。培地において
提供されるアミノ酸は、塩として提供されても、または水和物型で提供されてもよい。
【００１４】
　「抗体」：本明細書において用いる場合、「抗体」という用語は、免疫グロブリン分子
または免疫グロブリン分子の免疫学的に活性な部分、すなわち、ＦａｂまたはＦ（ａｂ’
）２フラグメントなどの抗原と特異的に結合する（免疫反応する）抗原結合部位を含む分
子をいう。特定の実施形態では、抗体とは、当業者に公知の代表的な天然の抗体、例えば
、４つのポリペプチド鎖（２つの重鎖および２つの軽鎖）を含んでいる糖タンパク質であ
る。特定の実施形態では、抗体とは単鎖抗体である。例えば、ある実施形態では、単鎖抗
体は、代表的な天然の抗体の改変体を含み、ここでは重鎖および／または軽鎖の２つ以上
のメンバーが、例えば、ペプチド結合を介して共有結合されている。特定の実施形態では
、単鎖抗体とは重鎖および軽鎖からなる２つのポリペプチド鎖構造を有するタンパク質で
あり、この鎖は例えば、鎖間ペプチドリンカーによって安定化され、このタンパク質は、
抗原に特異的に結合する能力を有する。特定の実施形態では、この抗体は、例えば、ラマ
およびラクダを含むラクダ科の構成員で天然に見出される重鎖などの重鎖のみから構成さ
れる抗体である（例えば、Ｃａｓｔｅｒｍａｎらの米国特許第６，７６５，０８７号、Ｃ
ａｓｔｅｒｍａｎらの同第６，０１５，６９５号、Ｃａｓｔｅｒｍａｎらの同第６，００
５，０７９号（その各々が全体が参照によって援用される）を参照のこと）。本明細書に
おいて用いる場合、「モノクローナル抗体」および「モノクローナル抗体組成物」という
用語は、唯一の種の抗原結合部位を含み、従って、単一のエピトープまたは特定の抗原と
のみ通常相互作用する抗体分子の集団を指す。従って、モノクローナル抗体組成物は代表
的には、それらが免疫反応する特定のエピトープに単一の結合親和性を示す。特定の実施
形態では、モノクローナル抗体はヒト化抗体であり、ここでは大部分のアミノ酸残基がヒ
ト抗体由来であり、従ってヒト被験体に送達されるとき、いかなる潜在的な免疫反応も最
小限にする。「ポリクローナル抗体」および「ポリクローナル抗体組成物」という用語は
、特定の抗原と相互作用する複数の種の抗原結合部位を含む抗体分子の集団を指す。
【００１５】
　「バッチ培養」：「バッチ培養」という用語は、本明細書において用いる場合、細胞を
培養する方法であって、培地（下の「培地」の定義を参照のこと）および細胞自体を含む
、その細胞を培養するのに最終的に用いられる全ての成分が培養プロセスの開始時点で提
供される方法をいう。バッチ培養は代表的には、いくつかの時点で停止されて、培地中の
細胞および／または成分が回収され必要に応じて精製される。
【００１６】
　「バイオリアクター」：「バイオリアクター」という用語は、本明細書において用いる
場合、細胞培養の増殖のために有用な任意の容器をいう。バイオリアクターは、細胞を培
養するために有用である限りどのような大きさであってもよい。特定の実施形態では、こ
のような細胞は哺乳動物細胞である。代表的には、バイオリアクターは、少なくとも１リ
ットルであり、１０、１００、２５０、５００、１，０００、２，５００、５，０００、
８，０００、１０，０００、１２，０００リットル以上、またはその間の任意の値であっ
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てもよい。限定はしないがｐＨおよび温度を含む、バイオリアクターの内部条件は培養期
間の間必要に応じて制御される。このバイオリアクターは、ガラス、プラスチックまたは
金属を含む、本発明の培養条件下で、培地中に懸濁される哺乳動物細胞培養物を保持する
ために適切な任意の物質から構成され得る。「産生バイオリアクター」という用語は、本
明細書において用いる場合、目的のポリペプチドまたは糖タンパク質の産生に用いられる
最終のバイオリアクターをいう。産生バイオリアクターの容積は代表的には、少なくとも
５００リットルであり、１，０００、２，５００、５，０００、８，０００、１０，００
０、１２，０００リットル以上、またはその間の任意の容積であってもよい。当業者は、
本発明を行うのにおける使用のための適切なバイオリアクターを承知し、かつ選択できる
。
【００１７】
　「細胞密度」：「細胞密度」という用語は本明細書において用いる場合、所定の容積の
培地中に存在する細胞の数を指す。
【００１８】
　「細胞生存度」：「細胞生存度」という用語は、本明細書において用いる場合、培養物
中の細胞が所定の設定の培養条件または実験バリエーションのもとで生存できる能力を指
す。この用語は本明細書において用いる場合、特定の時点での培養物中の細胞の総数（生
きている、死んでいる）に対するその特定の時点で生きている細胞の割合を指す。
【００１９】
　「複合培地」：「複合培地」という用語は、本明細書において用いる場合、正体もしく
は品質が未知であるかまたは管理されていない少なくとも１つの成分を含む培地を指す。
【００２０】
　「培養」、「細胞培養」：これらの用語は本明細書において用いる場合、細胞集団の生
存および／または増殖に適切な条件下で培地（下の「培地」の定義を参照のこと）中で懸
濁されている細胞集団を指す。文脈から当業者に明白であるとおり、これらの用語は本明
細書において用いる場合また、細胞集団および培地（この集団が懸濁されている）を含む
組み合わせを指す。特定の実施形態では、この細胞培養は哺乳動物細胞培養物である。
【００２１】
　「定義された培地」：「定義された培地」という用語は、本明細書において用いる場合
、その培地の組成物が公知でありかつ管理されている培地を指す。
【００２２】
　「フィード・バッチ培養」：「フィード・バッチ培養」という用語は本明細書において
用いる場合、追加の成分が培養プロセスの開始に引き続いていくつかの時点で培養物に提
供される、細胞培養の方法を指す。この提供される成分は代表的には、培養プロセスの間
に枯渇されている細胞のための栄養成分を含む。さらにまたはあるいは、このような追加
の成分は補充成分を含んでもよい（下の「補充成分」の定義を参照のこと）。特定の実施
形態では、このような追加の成分が、フィード培地において提供される（下の「フィード
培地」の定義を参照のこと）。フィードバッチ培養物は代表的には、ある時点で停止され
て、その細胞および/またはその培地中の成分が回収され、必要に応じて精製される。
【００２３】
　「フィード培地」：「フィード培地」という用語は本明細書において用いる場合、細胞
培養の開始後に追加される、増殖している哺乳動物細胞に栄養を与える栄養物を含有する
溶液をさす。フィード培地は、最初の細胞培養培地に提供される成分と同一の成分を含ん
でもよい。さらに、またはあるいは、フィード培地は、最初の細胞培養培地において提供
される成分を上回る１つ以上の追加の成分を含んでもよい。さらにまたはあるいは、フィ
ード培地は、最初の細胞培養培地に提供された１つ以上の成分を欠いてもよい。特定の実
施形態では、フィード培地の１つ以上の成分は、それらの成分が最初の細胞培養培地にお
いて提供される濃度または値と同一または同様の濃度または値で提供される。特定の実施
形態では、フィード培地の１つ以上の成分は、それらの成分が最初の細胞培養培地におい
て提供された濃度または値とは異なる濃度または値で提供される。例示的なフィード培地
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は、表２に示されるが、本発明はこれらの培地の使用には限定されない。当業者は、別の
フィード培地が用いられてもよく、および/または特定の変更が表２に列挙される例示的
なフィード培地の組成に対してなされてもよいことを理解する。特定の実施形態では、フ
ィード培地は、補充成分（下の「補充成分」の定義を参照のこと）を含む。
【００２４】
　「フラグメント」：「フラグメント」という用語は、本明細書において用いる場合、ポ
リペプチドを指しており、そのポリペプチドに固有であるか、または特徴的である所定の
ポリペプチドの任意の別個の部分として規定される。この用語は、本明細書において用い
る場合また、全長のポリペプチドの活性の少なくともある画分を保持する所定のポリペプ
チドの任意の別個の部分を指す。特定の実施形態では、保持される活性の画分は、全長ポ
リペプチドの少なくとも１０％である。特定の実施形態では、保持される活性の画分は、
全長ポリペプチドの活性の少なくとも２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％
、８０％または９０％である。特定の実施形態では、保持される活性の画分は、全長ポリ
ペプチドの活性の少なくとも９５％、９６％、９７％、９８％または９９％である。特定
の実施形態では、保持される活性の画分は、全長ポリペプチドの活性の１００％以上であ
る。あるいは、またはさらに、この用語は本明細書において用いる場合、全長ポリペプチ
ドに見出される少なくとも確立された配列エレメントを含む所定のポリペプチドの任意の
部分を指す。いくつかの実施形態では、この配列エレメントは、全長ポリペプチドの少な
くとも４～５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０以上のアミノ酸
にまたがる。
【００２５】
　「遺伝子」：「遺伝子」という用語は本明細書において用いる場合、任意のヌクレオチ
ド配列、ＤＮＡまたはＲＮＡ（その少なくともいくつかの部分が別個の最終産物（代表的
には、限定はしないがポリペプチド）をコードする）を指す。必要に応じて、この用語は
、ポリペプチドまたは他の別個の最終産物をコードするコード配列を指すだけではなく、
発現の基礎レベルを調節する領域（コード配列に先行するかおよび/または後ろに続く）
（下の「遺伝子制御エレメント」の定義を参照のこと）、並びに個々のコードセグメント
（「エキソン」）の間の介入配列（「イントロン」）も包含してもよい。
【００２６】
　「遺伝子制御エレメント」：「遺伝子制御エレメント」という用語は本明細書において
用いる場合、そのエレメントが作動可能に連結されている遺伝子の発現を調節する任意の
配列エレメントを指す。遺伝子制御エレメントは、発現レベルを増大または減少させるこ
とのいずれかによって機能してもよく、コード配列の前、中、または後に配置されてもよ
い。遺伝子制御エレメントは、例えば、転写の開始、伸長もしくは終止、ｍＲＮＡスプラ
イシング、ｍＲＮＡ編集、ｍＲＮＡ安定性、細胞内のｍＲＮＡ局在化、翻訳の開始、伸長
もしくは終止、または遺伝子発現の任意の他の段階を調節することによって遺伝子発現の
任意の段階で作用し得る。遺伝子制御エレメントは個々に、またはお互いと組み合わされ
て機能し得る。
【００２７】
　「糖タンパク質」：「糖タンパク質」という用語は、本明細書において用いる場合、１
つ以上の共有結合したオリゴ糖鎖を含むタンパク質またはポリペプチドを指す。このオリ
ゴ糖鎖は、単一の糖の残基、糖残基の単一の未分岐鎖、または１回以上分岐する糖残基の
鎖から構成されてもよい。このオリゴ糖鎖はＮ連結されてもＯ連結されてもよい。
【００２８】
　「グリコシル化パターン」：「グリコシル化パターン」という用語は、所定の糖タンパ
ク質（単数または複数）の観察されたグリコシル化を指す。そのオリゴ糖鎖（単数または
複数）の中により多くの数の共有結合された糖残基を有する糖タンパク質は、増大される
かまたはより過剰なグリコシル化パターンを有するといわれる。逆に、オリゴ糖鎖（単数
または複数）の中に共有結合した糖残基が少ない糖タンパク質は、グリコシル化パターン
が少ないかまたは広範でないと考えられる。「グリコシル化パターン」という用語は本明
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細書において用いる場合また、本発明の教示に従って発現される個々の糖タンパク質上の
いくつかの異なるグリコシル化パターンの特徴的な分布を指す。この意味では、増大した
グリコシル化パターンとは、発現された糖タンパク質のグリコシル化パターンの特徴的な
分布の増大を指す。
【００２９】
　「宿主細胞」：「宿主細胞」という用語は本明細書において用いる場合、目的のタンパ
ク質またはポリペプチドを産生するために本発明に従って培養物中で増殖される細胞を指
す。この用語はまた、糖タンパク質を生じる本発明によって操作されている細胞を指す。
特定の実施形態では、宿主細胞で産生される糖タンパク質は、本明細書に記載される方法
に従いかつ本明細書に記載される組成物中で産生されるとき、さらに広範なおよび／また
は所望されるグリコシル化パターンを示す。特定の実施形態では、この宿主細胞は哺乳動
物細胞である。
【００３０】
　「ハイブリドーマ」：「ハイブリドーマ」という用語は、本明細書において用いる場合
、不死化細胞および抗体産生細胞の融合から生じる細胞または細胞の子孫を指す。得られ
たハイブリドーマは抗体を産生する不死化細胞である。ハイブリドーマを作製するために
用いられる個々の細胞は、任意の哺乳動物由来であってもよく、この哺乳動物としては限
定はしないが、ラット、ブタ、ウサギ、ヒツジ、ヤギおよびヒトが挙げられる。この用語
はまた、トリオーマ細胞株を包含し、この細胞株は、ヘテロハイブリッド骨髄腫融合物の
子孫（ヒト細胞とマウス骨髄腫細胞株との間の融合の産物である）が形質細胞と引き続き
融合されるときに生じる。さらにこの用語は、例えば、クアドローマなどの抗体を生じる
任意の不死化ハイブリッド細胞株を含むことを意味する（例えば、Ｍｉｌｓｔｅｉｎ　ｅ
ｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ，５３７：３０５３，１９８３を参照のこと）。
【００３１】
　「積算生細胞密度（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｖｉａｂｌｅ　ｃｅｌｌ　ｄｅｎｓｉｔｙ
）」、「ＩＶＣＤ」：「積算生細胞密度」または「ＩＶＣＤ」という用語は、本明細書に
おいて用いる場合、培養の経過にまたがる生細胞の平均密度に、培養が行われた時間を掛
けたものを指す。産生されるポリペプチドおよび／またはタンパク質の量が、その培養の
経過にまたがって存在する生細胞の数に比例する場合、積算生細胞密度は、培養の経過に
またがって産生されるポリペプチドおよび／またはタンパク質の量を見積もるのに有用な
ツールである。
【００３２】
　「培地」、「細胞培養培地」、「培養培地」：これらの用語は、本明細書において用い
る場合、増殖している細胞に栄養を与える栄養物を含む溶液を指す。特定の実施形態では
、この培養培地は増殖している哺乳動物細胞に有用である。代表的には、培養培地は、最
低限の増殖および／または生存にとって細胞によって必要とされる、必須アミノ酸および
非必須アミノ酸、ビタミン、エネルギー源、脂質および微量元素を提供する。培養培地は
また、この最小速度を上回って増殖および／または生存を増強する補充成分（下の「補充
成分」の定義を参照のこと）を含んでもよく、この成分としては限定はしないが、ホルモ
ンおよび／または他の増殖因子、特定のイオン（例えば、ナトリウム、塩化物、カルシウ
ム、マグネシウム、およびリン酸塩）、緩衝液、ビタミン、ヌクレオシドまたはヌクレオ
チド、微量元素（通常極めて低濃度で存在する無機化合物）、アミノ酸、脂質、および／
またはグルコースもしくは他のエネルギー源が挙げられる。特定の実施形態では、培地は
細胞の生存および増殖に最適なｐＨおよび塩濃度に有利に処方される。例示的な培養培地
を表１に示すが、本発明はこれらの培地の使用には限定されない。当業者は、別の培養培
地が用いられてもよく、および／または特定の変更が表１に列挙される例示的な培養培地
の組成に対してなされ得ることを理解する。特定の実施形態では、この培地は、細胞培養
の開始後に追加されるフィード培地である（上記の「フィード培地」の定義を参照のこと
）。特定の実施形態では、この細胞培養培地は、開始栄養液と、細胞培養の開始後に追加
される任意のフィード培地との混合物である。
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【００３３】
　「代謝性廃棄産物」：「代謝性廃棄産物」という用語は本明細書において用いる場合、
特に所望の組み換えポリペプチドまたはタンパク質の発現または活性に関して、細胞培養
に対して有害な方法であり、正常または非正常な代謝プロセスの結果として細胞培養によ
って産生される化合物をいう。例えば、代謝性廃棄産物は、細胞培養物の増殖または生存
に対して有害であり得るか、産生される組み換えポリペプチドまたはタンパク質の量を減
少し得るか、発現されるポリペプチドまたはタンパク質の折り畳み、安定性、凝集、グリ
コシル化または他の翻訳後修飾を変更し得るか、あるいは細胞に対して、および／または
組み換えポリペプチドまたはタンパク質の発現もしくは活性に対して多数の他の方法にお
いて有害であり得る。例示的な代謝性廃棄物としては、乳酸塩（グルコース代謝の結果と
して産生される）、およびアンモニウム（グルタミン代謝の結果として産生される）が挙
げられる。細胞培養では、１つ以上の代謝性廃棄産物を生じ得る。
【００３４】
　「ポリペプチド」：「ポリペプチド」という用語は本明細書において用いる場合、ペプ
チド結合を介して一緒に結合されたアミノ酸の連鎖を指す。この用語は任意の長さのアミ
ノ酸鎖を指すために用いられるが、当業者は、この用語が長鎖に限定されないことを理解
し、この用語はペプチド結合を介して一緒に結合される２つのアミノ酸を含む最小鎖を指
してもよい。当業者に公知のとおり、ポリペプチドは、処理されるか、および／または改
変されてもよい。例えば、ポリペプチドはグリコシル化されてもよい（上記の「糖タンパ
ク質」の定義を参照のこと）。
【００３５】
　「タンパク質」：「タンパク質」という用語は本明細書において用いる場合、別個の単
位として機能する１つ以上のポリペプチドを指す。単一のポリペプチドが別個に機能する
単位であり、この別個の機能単位を形成するために他のポリペプチドとの永続的または一
時的な物理的会合が必要ない場合、「ポリペプチド」および「タンパク質」という用語は
、交換可能に用いられ得る。この別個の機能的単位がお互いと物理的に会合する複数のポ
リペプチドから構成される場合、「タンパク質」という用語は、本明細書において用いる
場合、別個の単位として物理的にカップリングされて一緒に機能する複数のポリペプチド
をいう。
【００３６】
　「組み換え発現されるポリペプチド」および「組み換えポリペプチド」：これらの用語
は本明細書において用いる場合、ポリペプチドを発現するようにヒトの手で操作されてい
る宿主細胞から発現されたポリペプチドを指す。特定の実施形態では、宿主細胞とは哺乳
動物細胞である。特定の実施形態では、この操作は、１つ以上の遺伝子改変を含んでもよ
い。例えば、宿主細胞は、発現されるべきポリペプチドをコードする１つ以上の異種遺伝
子の導入によって遺伝子操作されてもよい。異種組み換え発現されるポリペプチドは、宿
主細胞で正常に発現されるポリペプチドと同一であっても、または類似であってもよい。
異種組み換え発現されたポリペプチドはまた、宿主細胞に対して外来、例えば、宿主細胞
で正常に発現されるポリペプチドに対して異種であってもよい。特定の実施形態では、異
種組み換え発現されたポリペプチドはキメラである。例えば、ポリペプチドの一部が、宿
主細胞で正常に発現されるポリペプチドと同一または類似であるアミノ酸配列を含んでも
よく、他の部分が、宿主細胞に外来であるアミノ酸配列を含む。さらに、またはあるいは
、ポリペプチドは、宿主細胞で両方とも正常に発現される２つ以上の異なるポリペプチド
由来のアミノ酸配列を含んでもよい。さらに、ポリペプチドは、宿主細胞に対して両方と
も外来である２つ以上のポリペプチド由来のアミノ酸配列を含んでもよい。いくつかの実
施形態では、宿主細胞は一般には１つ以上の内因性遺伝子の活性化または上方制御によっ
て遺伝子的に改変される。
【００３７】
　「補充成分」：「補充成分」という用語は、本明細書において用いる場合、最小速度を
上回る増殖および／または生存を増強する成分を指し、これには限定はしないが、ホルモ
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ンおよび／または他の増殖因子、特定のイオン（例えば、ナトリウム、塩化物、カルシウ
ム、マグネシウム、およびリン酸塩）、緩衝液、ビタミン、ヌクレオシドもしくはヌクレ
オチド、微量元素（通常極めて低濃度で存在する無機化合物）、アミノ酸、脂質、および
／もしくはグルコースまたは他のエネルギー源が挙げられる。特定の実施形態では、補充
成分は、最初の細胞培養に添加される。特定の実施形態では、補充成分は、細胞培養の開
始後に追加される。
【００３８】
　「力価」：「力価」という用語は本明細書において用いる場合、所定の量の培地容積に
おいて哺乳動物細胞培養によって産生される組み換え発現されたタンパク質またはポリペ
プチドの総量をいう。力価は代表的には、培地１ミリリットルあたりのタンパク質または
ポリペプチドのミリグラムの単位で表現される。
【００３９】
　特定の実施形態の詳細な説明
　本発明は、細胞培養によるタンパク質および／またはポリペプチドの産生のための改善
されたシステムおよび培地処方物を提供する。特定の実施形態では、本発明は、ミスフォ
ールディングおよび／または凝集されたタンパク質産物を最小限にするシステムを提供す
る。ミスフォールディングされるかまたは凝集されたタンパク質またはポリペプチドが産
生される場合、そのせいで細胞培養において産生される所望のタンパク質またはポリペプ
チドの総量は減少される。特定の実施形態では、ミスフォールディングされるか、および
／または凝集されたタンパク質またはポリペプチドの減少または排除は、銅を含む細胞培
養物を提供する工程を包含する方法の使用を通じて達成される。いくつかの実施形態では
、ミスフォールディングされるか、および／または凝集されたタンパク質またはポリペプ
チドの減少または排除は、グルタミン酸塩を含む細胞培養物を提供する工程を包含する方
法の使用を通じて達成される。特定の実施形態では、ミスフォールディングされるか、お
よび／または凝集されたタンパク質またはポリペプチドの減少または排除は、銅およびグ
ルタミン酸塩の両方を含む細胞培養物を提供する工程を包含する方法の使用を通じて達成
される。
【００４０】
　本発明の特定の方法はまた、細胞培養において産生されるタンパク質またはポリペプチ
ド中でグリコシル化の総量を増大するか、そうでなければより望ましいグリコシル化パタ
ーンを生じる工程を包含する。特定の実施形態では、産生されるタンパク質またはポリペ
プチド中で、グリコシル化の総量を増大するか、そうでなければより望ましいグリコシル
化パターンを生じる工程は、銅を含む細胞培養物を提供する工程を包含する方法の使用を
通じて達成される。いくつかの実施形態では、産生されるタンパク質またはポリペプチド
中で、グリコシル化の総量を増大するか、そうでなければより望ましいグリコシル化パタ
ーンを生じる工程は、グルタミン酸塩を含む細胞培養物を提供する工程を包含する方法の
使用を通じて達成される。いくつかの実施形態では、産生されるタンパク質またはポリペ
プチド中で、グリコシル化の総量を増大するか、そうでなければより望ましいグリコシル
化パターンを生じる工程は、銅およびグルタミン酸塩の両方を含む細胞培養物を提供する
工程を包含する方法の使用を通じて達成される。特定の実施形態では、この細胞培養はバ
ッチ培養またはフィード・バッチ培養である。
【００４１】
　本発明の特定の組成物は、銅を含む細胞培養培地を包含する。本発明の特定の組成物は
、グルタミン酸塩を含む細胞培養培地を含む。本発明の特定の組成物は、銅およびグルタ
ミン酸塩の両方を含む細胞培養培地を含む。いくつかの実施形態によれば、産生される総
ポリペプチドに対して、本発明の培地の組成物中で増殖されるミスフォールディングされ
るか、および／または凝集されたポリペプチドの画分は、銅および／またはグルタミン酸
塩を欠く以外は同一の培地において細胞が増殖される場合に観察される、ミスフォールデ
ィングされるかおよび／または凝集されたポリペプチドの画分に比較して減少されている
。さらに、いくつかの実施形態では、本発明の培地組成物中で増殖される細胞によって産
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生されるポリペプチドの総シアリル化は、銅および／またはグルタミン酸塩を欠く以外は
同一の培地において増殖される細胞によって産生されるペプチドの総シアリル化に対して
増大される。
【００４２】
　特定の実施形態および局面が下に詳細に考察される。しかし、当業者はこれらの実施形
態に対する種々の改変が添付の特許請求の範囲内であるということを理解するであろう。
これは本発明の範囲を規定する特許請求の範囲およびその等価物であり、これは特定の実
施形態のこの説明に限定されず、かつこの説明によって限定されるべきでもない。
【００４３】
　細胞
　細胞培養物に対して、およびタンパク質またはポリペプチドの発現に対して感受性の任
意の宿主細胞を本発明に従って利用してもよい。特定の実施形態では、宿主細胞は哺乳動
物である。本発明に従って用いられ得る哺乳動物細胞の非限定的な例としては、ＢＡＬＢ
／ｃマウス骨髄腫株（ＮＳＯ／ｌ、ＥＣＡＣＣ　Ｎｏ：８５１１０５０３）；ヒト網膜芽
細胞腫（ＰＥＲ．Ｃ６，ＣｒｕＣｅｌｌ，Ｌｅｉｄｅｎ，Ｔｈｅ　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄ
ｓ）；ＳＶ４０によって形質転換されるサル腎臓ＣＶ１株（ＣＯＳ－７，ＡＴＣＣ　ＣＲ
Ｌ　１６５１）；ヒト胚性腎臓株（懸濁培養物中での増殖のためにサブクローニングされ
た２９３または２９３細胞、Ｇｒａｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｇｅｎ　Ｖｉｒｏｌ．，
３６：５９，１９７７）；ベビー・ハムスター腎臓細胞（ＢＨＫ，ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　１
０）；チャイニーズハムスター卵巣細胞＋／－ＤＨＦＲ（ＣＨＯ，ＵｒｌａｕｂおよびＣ
ｈａｓｉｎ，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，７７：４２１６，１９８
０）；マウス・セルトリ細胞（ＴＭ４，Ｍａｔｈｅｒ，Ｂｉｏｌ．Ｒｅｐｒｏｄ．，２３
：２４３～２５１，１９８０）；サル腎臓細胞（ＣＶ１　ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７０）；ア
フリカミドリザル腎臓細胞（ＶＥＲＯ－７６，ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１　５８７）；ヒト子
宮頸癌細胞（ＨｅＬａ，ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　２）；イヌ腎細胞（ＭＤＣＫ，ＡＴＣＣ　Ｃ
ＣＬ　３４）；バッファロー・ラット肝臓細胞（ＢＲＬ　３Ａ，ＡＴＣＣ　ＣＲＬ　１４
４２）；ヒト肺細胞（ＷＩ３８，ＡＴＣＣ　ＣＣＬ　７５）；ヒト肝臓細胞（Ｈｅｐ　Ｇ
２，ＨＢ　８０６５）；マウス乳腺腫瘍（ＭＭＴ　０６０５６２，ＡＴＣＣ　ＣＣＬ５１
）；ＴＲＩ細胞（Ｍａｔｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎａｌｓ　Ｎ．Ｙ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．，３８３：４４～６８，１９８２）；ＭＲＣ　５細胞；ＦＳ４細胞；およびヒト肝細
胞腫株（Ｈｅｐ　Ｇ２）が挙げられる。
【００４４】
　さらに、任意の多数の市販の、および市販されていないハイブリドーマ細胞株（ポリペ
プチドまたはタンパク質を発現する）を本発明に従って利用してもよい。当業者は、ハイ
ブリドーマ細胞株が最適の増殖およびポリペプチドもしくはタンパク質の発現のために異
なる栄養要件を有してもよく、ならびに／または異なる培養条件を要してもよく、必要に
応じて条件を改変できるということを理解する。
【００４５】
　上記のとおり、多くの場合に、細胞は、高レベルの目的のタンパク質またはポリペプチ
ドを生じるように選択または操作される。多くの場合、細胞は、例えば、目的のタンパク
質またはポリペプチドをコードする遺伝子の導入によって、および／または目的のタンパ
ク質もしくはポリペプチドをコードするその遺伝子（内因性であろうとまたは導入されて
いようと）の発現を調節する制御エレメントの導入によって、高レベルのタンパク質を生
じるように操作される。
【００４６】
　当業者は、異なる細胞タイプで産生されるタンパク質またはポリペプチドが、種々の得
られたグリコシル化パターンを含んでもよいということを理解する。例えば、Ｐｒｚｙｂ
ｙｌｏらは、カドヘリンのグリコシル化パターンが、非悪性上皮尿管細胞、ｖ－ｒａｆの
トランスフェクトされたＨＣＶ２９細胞および膀胱の移行細胞癌中で発現される場合、異
なっていることを実証した（Ｐｒｚｙｂｙｌｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｌｌ
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　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，２（１）：６，２００２を参照のこと）。Ｌｉｆｅｌｙ
らは、ヒト化ＩｇＧ抗体のグリコシル化パターンおよび生物学的活性が、ＣＨＯ、Ｙ０骨
髄腫およびＮＳ０骨髄腫細胞株で発現される場合、異なっているということを実証した（
Ｌｉｆｅｌｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｌｙｃｏｂｉｏｌｏｇｙ，５（８）：８１３～２２，１
９９５を参照のこと）。特定のタンパク質またはポリペプチドのグリコシル化の程度およ
びパターンを検出および測定する方法は当該分野で公知である。従って、当業者は、過度
の実験なしに、任意の所定のタンパク質またはポリペプチドの産生についてほとんどの所
望の細胞株を選択できる。どの細胞株が最終的に選択されるかにかかわらず、本発明の方
法および組成物を用いて、より広範であるか、そうでなければより望ましいグリコシル化
パターンを有するタンパク質またはポリペプチドを生じることができる。
【００４７】
　特定のポリペプチドは、細胞増殖、細胞生存、または細胞のいくつかの他の特徴に対し
て有害な影響を有し得、この影響は目的のポリペプチドまたはタンパク質の産生を、いく
つかの方法で最終的には制限する。特定のポリペプチドを発現するように操作された１つ
の特定のタイプの細胞の集団のなかでさえ、その細胞集団内での変動が存在する場合があ
り、その結果特定の個体細胞が良好に増殖し、目的のポリペプチドをさらに産生し、ミス
フォールディングおよび／または凝集を受けにくいポリペプチドが産生されるか、および
／またはさらに広範なもしくはさらに望ましいグリコシル化パターンを有するポリペプチ
ドが産生される。特定の実施形態では、この細胞株は細胞を培養するために選択される特
定の条件下での堅調な増殖のために実施者によって経験的に選択される。特定の実施形態
では、特定のポリペプチドを発現するように操作された個々の細胞を、細胞増殖、最終の
細胞密度、細胞生存パーセント、発現されるポリペプチドの力価、正確な折り畳み、望ま
しいグリコシル化パターンまたはこれらの任意の組み合わせまたは実施者によって重要と
みなされる任意の他の条件に基づいて、大規模産生のために選択する。
【００４８】
　細胞を培養する
　本発明は、ポリペプチドの発現の影響を受け易い任意の細胞培養方法またはシステムで
用いられ得る。例えば、細胞は、バッチ培養、またはフィード・バッチ培養で増殖されて
もよく、ここでは培養は、ポリペプチドの十分な発現後に終わらせ、その後に発現された
ポリペプチドを回収して必要に応じて精製する。あるいは、細胞は、灌流培養で増殖され
てもよく、ここでは培養は終わることがなく、新しい栄養物および他の成分が定期的にま
たは連続してその培養に添加され、その間、発現されるポリペプチドは定期的にまたは連
続して回収される。
【００４９】
　細胞は、実施者によって選択される任意の従来の容積で増殖され得る。例えば、細胞は
、２～３ミリリットルから数リットルの容積におよぶ小規模容器内で増殖され得る。ある
いは、この細胞は、およそ少なくとも１リットル～１０、１００、２５０、５００、１０
００、２５００、５０００、８０００、１０，０００、１２，０００リットル以上の容積
、またはその間の任意の容積におよぶ大規模の市販のバイオリアクター中で増殖され得る
。
【００５０】
　細胞培養の温度は、細胞培養物が生きたままであるか、高レベルのポリペプチドが産生
されるか、ポリペプチドのミスフォールディングおよび／もしくは凝集が減少されるか、
ポリペプチドがさらに広範であるかそうでなければ望ましいグリコシル化パターンを示す
温度範囲、またはこれらの任意の組み合わせもしくは実施者によって重要とみなされる他
の要因に主に基づいて選択される。例えば、ＣＨＯ細胞はよく増殖して、高レベルまたは
タンパク質またはポリペプチドを産生するか、および／または約３７℃で所望のグリコシ
ル化パターンを有する糖タンパク質を産生する。一般には、ほとんどの哺乳動物細胞はよ
く増殖して、高レベルまたはタンパク質またはポリペプチドを産生し得るか、および／ま
たは約２５℃～４２℃の範囲内で所望のグリコシル化パターンを有する糖タンパク質を産
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生し得るが、本発明によって教示される方法は、これらの温度に限定されない。特定の哺
乳動物細胞はよく増殖して、高レベルまたはタンパク質またはポリペプチドを産生し得る
か、および／または約３５℃～４０℃の範囲内で所望のグリコシル化パターンを有する糖
タンパク質を産生し得る。特定の実施形態では、この細胞培養物は、細胞培養プロセスの
間、１回以上、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、
３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４
４、または４５℃という温度で増殖される。当業者は、細胞の要件、および実施者の産生
の要件に依存して、細胞を増殖する適切な温度（単数または複数）を選択できる。
【００５１】
　さらに、その培養は、培養の経過の間に１つ以上の温度シフトを課されてもよい。培養
の温度をシフトする場合、その温度シフトは、比較的徐々にであってもよい。例えば、温
度変化を完了するためには数時間または数日間を要してもよい。あるいは、温度シフトは
、比較的急激であってもよい。温度は培養プロセスの間、着実に増大されても減少されて
もよい。さらに、またはあるいは、温度は、培養プロセスの間種々の時間で別個の量で増
大されても減少されてもよい。この引き続く温度（単数または複数）または温度範囲（単
数または複数）は、最初のまたは以前の温度（単数または複数）または温度範囲（単数ま
たは複数）よりも低くても高くてもよい。当業者は、多数の温度シフトが本発明に包含さ
れるということを理解する。例えば、温度は一回シフトされてもよく（高い方または低い
方の温度または温度範囲へのいずれか）、この細胞は特定の期間、この温度または温度範
囲で維持され、その後にその温度が新しい温度または温度範囲へ再度シフトされてもよく
、ここで前の温度または温度範囲よりもこの温度または温度範囲は高くても低くてもよい
。各々の別個のシフトの後の培養の温度は、一定であってもよいし、または特定の温度範
囲内で維持されてもよい。
【００５２】
　最初の温度または温度範囲内と同様に、細胞培養物の温度または温度範囲は、温度シフ
ト（単数または複数）後、一般には主に、細胞培養物が生きたままである温度（単数また
は複数）、高レベルの糖タンパク質が産生される範囲、および／または発現された糖タン
パク質が所望のグリコシル化パターンを含む範囲に基づいて選択される。一般には、ほと
んどの哺乳動物細胞は、生きたままであって、約２５℃～４２℃という範囲内の商業上適
切なレベルで所望のグリコシル化パターンを有する糖タンパク質を発現するが、本開示に
よって教示される方法は、これらの温度には限定されない。特定の実施形態では、哺乳動
物細胞は、生きたままであって、約２５℃～３５℃という範囲内の商業上適切なレベルで
所望のグリコシル化パターンを有する糖タンパク質を発現する。特定の実施形態では、こ
の細胞培養物は、温度シフト（単数または複数）の後に１回以上、２０、２１、２２、２
３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６
、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、または４５℃という温度で増殖さ
れる。当業者は、温度シフト（単数または複数）後に細胞を増殖する適切な温度（単数ま
たは複数）または温度範囲（単数または複数）を、細胞の特定の要件、および実施者の特
定の産生要件に依存して選択可能である。細胞は、実施者の必要性および細胞自体の要件
に依存して、任意の時間増殖され得る。
【００５３】
　特定の実施形態では、バッチおよび／またはフィード・バッチ細胞培養は、発現された
ポリペプチドが十分に高い力価に一旦達すれば終わらされる。非限定的な例として、細胞
培養物は、ポリペプチドの力価が１００、２００、３００、４００、５００、６００、７
００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、１５００
、２０００ｍｇ／Ｌ以上であるとき、終わらせてもよい。当業者は、バッチおよび／また
はフィード・バッチ培養物が回収され得る１つ以上の適切な力価を選択できる。さらに、
またはあるいは、特定の実施形態では、バッチおよび／またはフィード・バッチ細胞培養
は、発現された糖タンパク質が実施者の必要性で決められたような所望のグリコシル化パ
ターンを一旦示せば終わらされる。さらに、および/またはあるいは、バッチおよび／ま
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たはフィード・バッチ細胞培養は、細胞が実施者の必要性で決められるような十分に高い
密度に一旦達すれば終わらされる。例えば、培養は、細胞が最大の生細胞密度の１、５、
１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７
５、８０、８５、９０、９５または９９パーセントに一旦達すれば終わらされてもよい。
さらに、またはあるいは、バッチおよび／またはフィード・バッチ反応は、例えば、乳酸
塩およびアンモニウムなどの代謝性廃棄産物の過剰な蓄積の前に終わらされてもよい。
【００５４】
　特定の実施形態では、バッチおよび／またはフィード・バッチ細胞培養は、ミスフォー
ルディングされるかおよび／または凝集されたポリペプチドの望ましくない蓄積を予防す
るために終わらされる。例えば、細胞培養はミスフォールディングされるかおよび／また
は凝集されたポリペプチドの相対画分が、適切に折り畳まれるかおよび／または凝集され
ていないポリペプチドの３０、２９、２８、２７、２６、２５、２４、２３、２２、２１
、２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４、１３、１２、１１、１０、９、８、７、
６、５、４、３、２、１パーセントであるとき、終わらされてもよい。特定の実施形態で
は、ミスフォールディングされるかおよび／または凝集されたポリペプチドの相対画分が
、適切に折り畳まれるかおよび／または凝集されていないポリペプチドの１パーセント未
満であるとき、細胞培養は終わらされる。特定の実施形態では、このような終止は、十分
に高い力価が達成される十分前に起こり、その後に細胞が十分に高密度に達するか、およ
び／またはその後に代謝性廃棄産物が過剰なレベルまで蓄積する。特定の実施形態では、
本発明の方法および組成物に従って増殖される細胞培養物は、伝統的な培養方法を用いて
可能であるよりも長時間増殖可能である。なぜなら産生されたポリペプチドのミスフォー
ルディングおよび／または凝集が低下するからである。例えば、本発明の方法および組成
物に従って増殖される細胞培養物は、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、
２５、２６、２７、２８、２９、３０以上の日数、増殖されてもよい。当業者は、ミスフ
ォールディングされるかおよび／または凝集されたポリペプチドの量を減らしながら、長
期間、細胞培養物を増殖することを可能にすることで、正確に折り畳まれた凝集していな
い産生されたポリペプチドの量の増大が生じるということを理解する。従って、本発明の
特定の方法および組成物によって、目的のポリペプチドを発現する細胞を培養するために
適切な時間または最適な時間を決定することに実施者の融通性が加わる。
【００５５】
　特定の場合、細胞によって枯渇されるかまたは代謝されている栄養物または他の培地成
分を用いて、引き続く産生の相の間に細胞培養を補充することが有益であるかまたは必須
であり得る。非限定的な例として、ホルモンおよび／または他の増殖因子、特定のイオン
（例えば、ナトリウム、塩化物、カルシウム、マグネシウム、およびリン酸塩）、緩衝液
、ビタミン、ヌクレオシドまたはヌクレオチド、微量元素（通常は極めて低い最終濃度で
存在する無機化合物）、アミノ酸、脂質、またはグルコースもしくは他のエネルギー源を
用いて細胞培養を補充することが有益または必要である場合がある。これらの補充成分は
全てが細胞培養物に一度に添加されてもよいし、または一連の付加で細胞培養物に提供さ
れてもよい。
【００５６】
　特定の実施形態では、細胞は米国特許出願第１１／２１３，３０８号、同第１１／２１
３，３１７号、および同第１１／２１３，６３３号（各々、２００５年、８月２５日出願
であって、その各々がその全体が参照によって本明細書に援用される）に記載される任意
の細胞培養方法に従って増殖される。例えば、特定の実施形態では、累積アミノ酸濃度が
約７０ｍＭより大きい培養培地において細胞を増殖する。特定の実施形態では、モルの累
積のグルタミン対累積のアスパラギンの比が約２未満である培養培地において細胞を増殖
する。特定の実施形態では、モルの累積のグルタミン対累積の総アミノ酸の比が約０．２
未満である培養培地において細胞を増殖する。特定の実施形態では、モルの累積の無機イ
オン対累積の総アミノ酸の比が約０．４から１である培養培地において細胞を増殖する。
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特定の実施形態では、合わせた累積のグルタミンおよび累積のアスパラギン濃度が約１６
～３６ｍＭである培養培地において細胞を増殖する。特定の実施形態では、先行する培地
の条件のうち２つ、３つ、４つ、または５つ全てを含む培養培地において細胞を増殖する
。特定の実施形態では、細胞培養培地中のグルタミンの濃度は、約１３ｍＭ未満に制限さ
れる。特定の実施形態では、細胞培養培地中のグルタミンの濃度は、約４ｍＭ未満に制限
される。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、細胞は米国仮特許出願第６０／８３０，６５８号（２００６
年７月１３日出願であって、その全体が参照によって本明細書に援用される）に記載の条
件のうち１つ以上のもとで増殖される。例えば、いくつかの実施形態では、約１０～６０
０ｎＭの濃度でマンガンを含む培養培地において細胞を増殖する。いくつかの実施形態で
は、細胞は、約２０～１００ｎＭの濃度のマンガンを含む培養培地において増殖される。
いくつかの実施形態では、細胞は、約４０ｎＭの濃度のマンガンを含む培養培地において
増殖される。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、細胞は米国仮特許出願第６０／８５６，６１５号（２００６
年１１月３日出願であって、その全体が参照によって本明細書に援用される）に記載の条
件のうち１つ以上のもとで増殖される。いくつかの実施形態では、細胞は、グルコースの
アナログである２－デオキシグルコースを含む培地において増殖される。特定の実施形態
では、細胞培養物は、２－デオキシグルコースを含む培地（ここではグルタミンが約１３
ｍＭ未満の濃度で存在する）中で増殖される。特定の実施形態では、細胞培養物は、２－
デオキシグルコースを含む培地（ここではグルタミンが約４ｍＭ未満の濃度で存在する）
中で増殖される。特定の実施形態では、細胞培養物は、ジ（２－エチルヘキシル）リン酸
塩、トリブチルリン酸塩、ドデシルリン酸塩、（ジフェニルメチル）－リン酸の２－ジメ
チルアミノエチルエステル、［２－ジフェニルホスフィニルオキシ）エチル］トリメチル
ヨウ化アンモニウム、ヨード酢酸および／またはフルオロアセテートを含む培地において
増殖され、必要に応じてここにはグルタミンが約１３ｍＭまたは４ｍＭ未満の濃度で存在
する。
【００５９】
　当業者は、細胞培養の特定の特徴を最適化するために特定の細胞培養条件を仕立てるこ
とが可能で、この条件としては、限定はしないが、増殖速度、細胞生存度、細胞培養物の
最終細胞密度、乳酸塩およびアンモニウムなどの有害な代謝性副産物の最終濃度、発現さ
れるポリペプチドの最終力価、発現されるポリペプチドのミスフォールディングおよび／
または凝集の減少、発現されるポリペプチドのさらに広範であるか、そうでなければさら
に望ましいグリコシル化パターン、またはそれらの任意の組み合わせ、または実施者によ
って重要とみなされる他の条件が挙げられる。
【００６０】
　培地組成
　本発明に従って、任意の広範な種々の増殖培地を用いてもよい。特定の実施形態では、
細胞は、任意の種々の化学的に定義された培地（培地の成分が公知であってかつ管理され
ている）中で増殖される。いくつかの実施形態では、細胞は任意の種々の複合培地（培地
の全ての成分が公知ではないか、および／または管理される）中で増殖される。
【００６１】
　細胞培養のための化学的に定義される増殖培地は、ここ数十年にわたって広く開発およ
び公開されており、これには哺乳動物細胞培養のための化学的に定義された増殖培地が挙
げられる。定義される培地の全ての成分が十分に特徴付けられており、そのような定義さ
れる培地は、血清または加水分解産物などの複雑な添加物を含まない。初期の培地処方物
は、タンパク質産生または質についての懸念が少ないかまたは全くなしに、細胞増殖およ
び生存度の維持を可能にするように開発された。さらに最近では、高度に生産的な細胞培
養を支持する発現目的で培地処方物が開発されている。しかし、品質がより高いタンパク
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質またはポリペプチド、例えば、正確に折り畳み、凝集が少ないか、および／または広範
であるかもしくはさらに所望されるグリコシル化パターンを有するタンパク質またはポリ
ペプチドを生じる培地処方物を開発するためにはかなりの労力が残っている。
【００６２】
　定義される培地は代表的には、水中で既知の濃度のほぼ５０の化合物からなる。ほとん
どの定義される培地はまた、１つ以上の十分特徴づけられたタンパク質、例えば、インス
リン、ＩＧＦ－１、トランスフェリンまたはＢＳＡを含むが、他に必要なタンパク質成分
はなく、そのためタンパク質なしの定義された培地と呼ばれる。定義された培地の化学成
分は一般に、以下の５つの広範なカテゴリーにおさまる：アミノ酸、ビタミン、無機塩、
微量元素、および整理された分類を定義する雑多なカテゴリー。
【００６３】
　全ての培地（定義された培地または複合培地）は、細胞を増殖させるエネルギー源を含
む。しばしば、このエネルギー源は、化学式Ｃ６Ｈ１２Ｏ６を有する単純な単糖であるグ
ルコースである。伝統的な培地処方物（市販の培地、例えば、Ｈａｍ’ｓ　Ｆ１０（Ｓｉ
ｇｍａ）、最小基本培地（Ｍｉｎｉｍａｌ　Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍｅｄｉｕｍ）（［Ｍ
ＥＭ］，Ｓｉｇｍａ）、ＲＰＭＩ－１６４０（Ｓｉｇｍａ）、およびダルベッコの改変イ
ーグル培地（［ＤＭＥＭ］，Ｓｉｇｍａ）を含む）は、比較的高レベルのグルコースを含
んでいた。グルコースは伝統的には、豊富に要求されると考えられる。なぜなら、細胞の
主な代謝エネルギー源であるからである。しかし、グルコースの急速な消費は、乳酸塩の
蓄積をもたらす。乳酸塩は、有害な代謝性廃棄産物であって、細胞培養における細胞増殖
および再生の公知のインヒビターであるからである（Ｇｏｒｆｉｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｏ
ｐｔｉｍｉｚｅｄ　Ｎｕｔｒｉｅｎｔ　Ａｄｄｉｔｉｖｅｓ　ｆｏｒ　Ｆｅｄ－Ｂａｔｃ
ｈ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ，Ｂｉｏｐｈａｒｍ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ａｐｒｉｌ　
２００３；Ｌａｏ　ａｎｄ　Ｔｏｔｈ，Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ａｎｄ
　ｌａｃｔａｔｅ　ｏｎ　ｇｒｏｗｔｈ　ａｎｄ　ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　ｏｆ　ａ　ｒ
ｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｈａｍｓｔｅｒ　Ｏｖａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕ
ｌｔｕｒｅ，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｐｒｏｇ．１３（５）：６８８－６９１，１
９９７を参照のこと）。
【００６４】
　本発明は、本明細書に開示される特定の方法および組成物を用いて定義された培地にお
いて増殖される細胞培養物によって産生されるタンパク質またはポリペプチドが、例えば
上記のような伝統的な培地で細胞が増殖される場合よりも、ポリペプチドのミスフォール
ディングの低下、凝集の低下、および／またはより広範であるかそうでなければより望ま
しいグリコシル化パターンを示すという知見を包含する。特定の実施形態では、銅を含む
培地処方物が、産生されたポリペプチドのミスフォールディングおよび／もしくは凝集を
低減するのに、またはより広範であるかそうでなければより望ましいグリコシル化パター
ンを有するポリペプチドを産生するのに有用である。例えば、本発明の培地処方物は、０
．１、０．２、０．３、０．４、０．５、０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、１
．１、１．２、１．３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２、３、４
、５、６、７、８、９、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５
、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、または１００μＭという濃度で銅
を含んでもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、グルタミン酸塩を含む培地処方物は、産生されたポリペプチ
ドのミスフォールディングおよび／もしくは凝集を低減するのに、またはより広範である
かそうでなければより望ましいグリコシル化パターンを有するポリペプチドを産生するの
に有用である。例えば、本発明の培地処方物は、１．０、１．１、１．２、１．３、１．
４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．３、２．
４、２．５、２．６、２．７、２．８、２．９、３．０、３．１、３．２、３．３、３．
４、３．５、３．６、３．７、３．８、３．９、４．０、４．１、４．２、４．３、４．
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４、４．５、４．６、４．７、４．８、４．９、５．０、６、７、８、９、１０、１１、
１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２
５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、または３５ｍＭという濃
度でグルタミン酸塩を含んでもよい。
【００６６】
　当業者は、細胞培養培地中の銅および／またはグルタミン酸塩の前述の濃度が、バッチ
培養、フィード・バッチ培養、または灌流培養を用いて達成され得るということを理解す
る。
【００６７】
　特定の実施形態では、銅およびグルタミン酸塩の両方を含む培地処方物は、産生された
ポリペプチドのミスフォールディングおよび／もしくは凝集を低減するのに、またはより
広範であるかそうでなければより望ましいグリコシル化パターンを有するポリペプチドを
産生するのに有用である。
【００６８】
　本明細書に開示される本発明の培地処方物は必要に応じて、ホルモンおよび／または他
の増殖因子、特定のイオン（例えば、ナトリウム、塩化物、カルシウム、マグネシウム、
およびリン酸塩）、緩衝液、ビタミン、ヌクレオシドまたはヌクレオチド、微量元素（通
常は極めて低い最終濃度で存在する無機化合物）、アミノ酸、脂質、タンパク質加水分解
産物、またはグルコースもしくは他のエネルギー源によって必要に応じてまたは所望の場
合補充されてもよい。本発明の特定の実施形態では、化学誘導体、例えば、ヘキサメチレ
ン－ビス（アセトアミド）（「ＨＭＢＡ」）および／または酪酸ナトリウム（「ＮａＢ」
）で培地を補充することが有益である場合がある。これらの任意の補充物は、培養の開始
時に添加されてもよいし、または枯渇された栄養物を補給するため、もしくは別の理由で
後の時点で添加されてもよい。当業者は、本発明の培地処方物に含まれてもよい任意の所
望のまたは必須の補充物を承知し、かつどの特定の補充物が添加されるかをその実験およ
び／または他の必要性に基づいて選択できるであろう。
【００６９】
　ポリペプチド
　宿主細胞で発現可能な任意のポリペプチドは、本発明に従って生成され得る。このポリ
ペプチドは、宿主細胞に内因性である遺伝子から発現されても、または宿主細胞に導入さ
れる異種遺伝子から発現されてもよい。ポリペプチドは、天然に存在するものであっても
よいし、あるいはヒトの手によって操作または選択される配列を有してもよい。本発明に
従って産生されるべきポリペプチドは、天然に個々に生じるポリペプチドフラグメントか
らアセンブルされてもよい。さらに、またはあるいは、この操作されたポリペプチドは、
天然には存在しない１つ以上のフラグメントを含んでもよい。
【００７０】
　本発明に従って望ましくは発現され得るポリペプチドは、目的または有用な生物学的も
しくは化学的活性に基づいて選択される場合が多い。例えば、本発明は任意の薬学的、ま
たは市販の関連の酵素、凝固因子、レセプター、抗体、ホルモン、調節因子、抗原、結合
剤などを発現するために使用され得る。ポリペプチドの以下の列挙（本発明に従って産生
され得る）は、実際は単に例示であって、限定する言及ではない。当業者は、任意のポリ
ペプチドが本発明に従って発現され得、彼らの特定の必要性に基づいて産生されるべき特
定のポリペプチドを選択できるということを理解する。
【００７１】
　抗体
　抗体とは特定の抗原に特異的に結合する能力を有するタンパク質である。薬剤または他
の市販の剤として現在用いられているかまたは検討中である多数の抗体を考慮すれば、本
発明による抗体の産生は特に目的である。例えば、本発明は、産生される抗体のミスフォ
ールディングおよび／または凝集が低減される細胞培養中で抗体を産生するために用いら
れ得る。
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【００７２】
　さらに、またはあるいは、本発明は、産生された抗体がより広範であるかそうでなけれ
ばより望ましいグリコシル化パターンを有する細胞培養中で抗体を産生するために用いら
れ得る。種々のグリコシル化パターンを有する抗体は、それらが投与される個体で免疫応
答を開始する可能性が低い場合があり、これによってさらに有効な治療レジメンが得られ
る。さらにまたはあるいは、種々のグリコシル化パターンを有する抗体は、その一定の領
域で、改良された薬物動態学的または薬力学的エフェクター機能を示し得る。さらにまた
はあるいは、種々のグリコシル化パターンを有する抗体は、それらが産生される細胞培養
条件において、例えば、細胞培養中のプロテアーゼまたは他の成分に対してさらに耐性で
あることによってさらに安定であり得、その結果さらに高い最終力価の抗体が産生される
。
【００７３】
　宿主細胞で発現され得る任意の抗体が、本発明に従って用いられ得る。いくつかの実施
形態では、発現されるべき抗体は、モノクローナル抗体である。特定の実施形態では、モ
ノクローナル抗体はキメラ抗体である。当該分野で公知のとおり、キメラ抗体は、２つ以
上の生物体由来のアミノ酸フラグメントを含む。キメラ抗体分子は、例えば、ヒト定常領
域を有する、マウス、ラットまたは他の種の抗体由来の抗原結合ドメインを含んでもよい
。キメラ抗体を作製するための種々のアプローチが記載されている。例えば、Ｍｏｒｒｉ
ｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８１：６
８５１，１９８５；Ｔａｋｅｄａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　３１４：４５２，１９
８５，Ｃａｂｉｌｌｙ　ｅｔ　ａｌ．，米国特許第４，８１６，５６７号；Ｂｏｓｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．米国特許第４，８１６，３９７号；Ｔａｎａｇｕｃｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，欧州
特許出願公開第１７１４９６号；欧州特許出願公開第０１７３４９４号、英国特許第２１
７７０９６号Ｂ（その各々がその全体が参照によって本明細書に援用される）を参照のこ
と。
【００７４】
　特定の実施形態では、モノクローナル抗体はヒト化抗体である。ヒト化抗体は、アミノ
酸残基の大部分がヒト抗体由来であるキメラ抗体であって、従ってヒト被験体に送達され
た場合任意の可能な免疫反応を最小にする。ヒト化抗体では、超可変領域のアミノ酸残基
は、所望の抗原特異性または親和性を付与する非ヒト種由来の残基で置換されている。特
定の実施形態では、ヒト化抗体は、ヒト抗体に対して少なくとも８０、８５、９０、９１
、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９パーセント以上同一であるアミノ酸
配列を有する。特定の実施形態では、ヒト化抗体は、保存的置換、コンセンサス配列置換
、生殖系列置換および／または復帰突然変異（ｂａｃｋｍｕｔａｔｉｏｎｓ）の導入によ
って最適化される。このような変更された免疫グロブリン分子は、当該分野で公知の任意
のいくつかの技術によって作製されてもよく（例えば、Ｔｅｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏ
ｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．，８０：７３０８～７３１２，１９８３
；Ｋｏｚｂｏｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｔｏｄａｙ，４：７２７９，１
９８３；Ｏｌｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．，９２：３～１６，
１９８２）、ＰＣＴ国際公開第９２／０６１９３号または欧州特許第０２３９４００号（
その各々がその全体が参照によって本明細書に援用される）の教示に従って作製されても
よい。
【００７５】
　特定の実施形態では、本開示の教示に従って産生される抗体は、改良されたグリコシル
化パターンを示す免疫グロブリン定常領域またはＦｃ領域を含む。例えば、本明細書の教
示に従って産生される抗体は、補体および／またはＦｃレセプターなどのエフェクター分
子に対してより強力にまたは高い特異性で結合し得、これが抗体のいくつかの免疫機能、
例えば、エフェクター細胞活性、溶解、補体媒介性活性、抗体クリアランスおよび抗体半
減期を制御し得る。抗体（例えば、ＩｇＧ抗体）のＦｃ領域に結合する代表的なＦｃレセ
プターとしては限定はしないが、ＦｃγＲＩ、ＦｃγＲＩＩおよびＦｃγＲＩＩＩならび
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にＦｃＲｎサブクラスのレセプターが挙げられ、これは対立遺伝子改変体および代替的に
はそれらのレセプターのスプライシング形態を包含する。Ｆｃレセプターは、Ｒａｖｅｔ
ｃｈおよびＫｉｎｅｔ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ　９：４５７～９２，１９９
１；Ｃａｐｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｍｍｕｎｏｍｅｔｈｏｄｓ　４：２５～３４，１９９
４；ならびにｄｅ　Ｈａａｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｌａｂ．Ｃｌｉｎ．Ｍｅｄ．１２６：
３３０～４１，１９９５（その各々がその全体が参照によって本明細書に援用される）に
概説される。
【００７６】
　１つの非限定的な例であるが、本教示に従って産生され得る抗体は抗Ａβ抗体である。
抗Ａβ抗体は、アルツハイマー病（「ＡＤ」）の処理における特に有望な治療の潜在的な
手段である。ＡＤは、老年性認知症を生じる進行性の疾患である（一般には：Ｓｅｌｋｏ
ｅ，ＴＩＮＳ　１６：４０３，１９９３；Ｈａｒｄｙ　ｅｔ　ａｌ．，国際公開第９２／
１３０６９号；Ｓｅｌｋｏｅ，Ｊ．Ｎｅｕｒｏｐａｔｈｏｌ．Ｅｘｐ．Ｎｅｕｒｏｌ．５
３：４３８，１９９４；Ｄｕｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　３７３：４７６，１９
９５；Ｇａｍｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　３７３：５２３，１９９５（そのいく
つかが参照によって本明細書に援用される）を参照のこと）。広義にいえば、疾患は、２
つのカテゴリーにおさまる：高齢（６５歳＋）で生じる後記の発現、および老年期のかな
り前（すなわち、３５～６０歳）に生じる早期発現。両方のタイプの疾患で、病理は同じ
であるが、異常は早期年齢で開始する場合にはさらに重篤かつ広範になる傾向である。疾
患は、脳、神経原線維変化および老人斑における少なくとも２つのタイプの病変で特徴づ
けられる。神経原線維変化は、お互いに対でねじれた２つの線維からなる微小管結合τタ
ンパク質の細胞内沈着である。老人斑（すなわち、アミロイド斑）は、中心で細胞外アミ
ロイド沈着にまたがる最大１５０μｍの乱れた神経網の領域であって、これは脳組織の切
片の顕微鏡分析によって可視である。脳内のアミロイド斑の蓄積はまた、ダウン症よび他
の認識力障害に関連する。
【００７７】
　プラーク（斑）の主な構成は、Ａβまたはβアミロイドペプチドと呼ばれるペプチドで
ある。Ａβペプチドはアミロイド前駆体タンパク質（ＡＰＰ）と名付けられた、より大き
い膜貫通糖タンパク質の３９～４３アミノ酸の４ｋＤａの内部フラグメントである。異な
るセクレターゼ酵素によるＡＰＰのタンパク質分解性処理の結果として、Ａβは主に４０
アミノ酸長の短い型、および４２～４３アミノ酸長におよぶ長い型の両方で見出される。
ＡＰＰの疎水性膜貫通ドメインの一部は、Ａβのカルボキシ末端で見出され、特に長い型
の場合には、Ａβがプラークに凝集する能力を担う場合がある。脳におけるアミロイド班
の蓄積は最終的に神経細胞死滅を生じる。このタイプの神経の増悪に関連する物理的症状
がアルツハイマー病を特徴づける。
【００７８】
　ＡＰＰタンパク質内のいくつかの変異は、ＡＤの存在と相関している（例えば、その各
々が全体として参照によって本明細書に援用されるＧｏａｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕ
ｒｅ　３４９：７０４，１９９１（バリン７１７～イソロイシン）；Ｃｈａｒｔｉｅｒ　
Ｈａｒｌａｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　３５３：８４４，１９９１（バリン７１７～
グリシン）；Ｍｕｒｒｅｌｌ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５４：９７，１９９１
（バリン７１７～フェニルアラニン）；Ｍｕｌｌａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｇ
ｅｎｅｔ．１：３４５，１９９２（二重変異変化リジン５９５－メチオニン５９６～アス
パラギン５９５－ロイシン５９６）を参照のこと）。このような変異は、ＡＰＰからＡβ
という増大または変更されたプロセシング、特にＡＰＰの増大した量のＡβの長い型（す
なわち、Ａβ１－４２およびＡβ１－４３）へのプロセシングによってＡＤを生じること
が考えられる。ＰＳ１およびＰＳ２というプレセニリン遺伝子などの他の遺伝子における
変異は、ＡＰＰのプロセシングに間接的に影響して増大した量の長い型のＡβを作製する
と考えられる（その全体が参照によって本明細書に援用されるＨａｒｄｙ，ＴＩＮＳ　２
０：１５４，１９９７を参照のこと）。
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【００７９】
　マウスモデルも首尾よく用いて、ＡＤにおいてアミロイド斑が有意であることが確認さ
れている（その全体が参照によって本明細書に援用されるＧａｍｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，上
掲；Ｊｏｈｎｓｏｎ－Ｗｏｏｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ
．ＵＳＡ　９４：１５５０，１９９７）。詳細には、ＰＤＡＰＰトランスジェニックマウ
ス（変異型のヒトＡＰＰを発現し、かつアルツハイマー病を若齢で発症する）が長い型の
Ａβを注射される場合、それらは、アルツハイマーの進行の低減、およびＡβペプチドへ
の抗体力価の増大の両方を示す（その全体が参照によって本明細書に援用されるＳｃｈｅ
ｎｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　４００，１７３，１９９９）。上で考察される観察
によって、Ａβが特にその長い型で、アルツハイマー病の原因要素であることが示される
。
【００８０】
　Ａβペプチドは、溶液中に存在してもよく、ＣＮＳ（例えば、ＣＳＦ）および血漿中で
検出されてもよい。特定の条件下では、可溶性のＡβが、ＡＤを有する患者の老人斑およ
び脳血管に見出される線維状、毒性のβシート型に変換される。Ａβに対するモノクロー
ナル抗体での免疫を含む処置は検討されている。能動的免疫および受動的免疫の両方がＡ
Ｄのマウスモデルで試験されている。能動的免疫によって、ただし経鼻投与によってだけ
、脳におけるプラークの負荷にある程度の減少が生じた。ＰＤＡＰＰトランスジェニック
マウスの受動免疫も検討されている（その全体が参照によって本明細書に援用されるＢａ
ｒｄ，ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔ．Ｍｅｄ．６：９１６～１９，２０００）。Ａβのアミノ末
端および中央のドメインを認識する抗体は、Ａβ沈着の食作用を刺激するが、カルボキシ
末端ドメインに近いドメインに対する抗体は刺激しないことが見出された。
【００８１】
　受動免疫または能動免疫後のＡβのクリアランスの機構は継続して検討中である。２つ
の機構、すなわち中枢の分解および末梢の分解が有効なクリアランスについて提唱されて
いる。中枢の分解機構は、抗体が血液脳関門を横切る能力、プラークに結合する能力およ
び既存のプラークのクリアランスを誘導することができる能力に依拠する。クリアランス
はＦｃレセプター媒介性の食作用を通じて促進されることが示されている（Ｂａｒｄ，ｅ
ｔ　ａｌ．，上掲）。Ａβクリアランスの末梢分解機構は、抗体の投与の際の、脳、ＣＳ
Ｆおよび血漿の間のＡβの動的平衡の破壊に依拠し、これによって一区画から別の区画へ
のＡβの輸送がもたらされる。中枢由来のＡβは、ＣＳＦおよび血漿に輸送され、そこで
分解される。近年の研究によって、可溶性および未結合のＡβは、脳におけるアミロイド
沈着の減少がなくても、ＡＤに関連する記憶障害に関与するということが結論される。さ
らなる研究が、Ａβクリアランスのためのこれらの経路の作用および／または相互作用を
確認するために必要である（その全体が参照によって本明細書に援用されるＤｏｄｅｌ，
ｅｔ　ａｌ．，Ｔｈｅ　Ｌａｎｃｅｔ　Ｖｏｌ．２：２１５，２００３）。
【００８２】
　抗－Ａβ抗体は、ＡＤの処置の可能性として有望な経路である。なぜなら、それらは、
Ａβまたはアミロイド斑を含む他の成分に結合して、排除し得るからである。本開示の教
示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、例えば、より効果的にアミロイド斑の成分に結合
および排除することによって、ともなう重篤な副作用が２～３であるかもしくは少なくア
ミロイド斑を排除することによって、またはアミロイド斑の形成または構築を予防するこ
とによって、ＡＤまたは他の関連の疾患を良好に処置するように機能し得る。特定の実施
形態では、本教示に従って産生される抗－Ａβ抗体はモノクローナル抗体である。
【００８３】
　特定の実施形態では、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、可溶型に結合
することなく凝集型のＡβに特異的に結合する。特定の実施形態では、本発明の教示に従
って産生される抗－Ａβ抗体は、それらが凝集型には結合しない条件下で可溶型の抗－Ａ
β抗体に特異的に結合する。特定の実施形態では、本発明の教示に従って産生される抗－
Ａβ抗体は、凝集型および可溶型の両方に結合する。特定の実施形態では、本発明の教示
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に従って産生される抗－Ａβ抗体は、プラーク中のＡβに結合する。特定の実施形態では
、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、血液脳関門を通過する。特定の実施
形態では、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、被験体のアミロイド負荷を
軽減する。特定の実施形態では、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、被験
体の神経突起のジストロフィーを軽減する。特定の実施形態では、抗－Ａβ抗体は、シナ
プス構造（例えば、シナプトフィジン）を維持し得る。
【００８４】
　いくつかの実施形態によれば、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、Ａβ
の残基１３～２８内のエピトープに結合する（天然のＡβの最初のＮ末端残基を１と命名
して）。いくつかの実施形態では、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、Ａ
βの残基１９～２２内のエピトープに結合する。いくつかの実施形態では、種々の抗－Ａ
βエピトープに対する結合特異性を有する複数のモノクローナル抗体が用いられる。例え
ば、いくつかの実施形態では、Ａβの残基１９～２２内のエピトープに特異的な抗体は、
Ａβの残基１９～２２の外側のエピトープに特異的な抗体とともに同時投与される。この
ような抗体は、連続して投与されても、または同時に投与されてもよい。Ａβ以外のアミ
ロイド成分に対する抗体が用いられてもよい（例えば、投与されるかまたは同時投与され
る）。
【００８５】
　特定の実施形態では、本発明の教示に従って産生される抗－Ａβ抗体は、他で産生され
る抗－Ａβ抗体よりも強力または高い特異性でＡβエピトープに結合する。抗体のエピト
ープ特異性は、公知の技術によって、例えば、ファージディスプレイライブラリー（異な
るメンバーが異なる配列のＡβを示す）を形成することによって決定され得る。次いで、
ファージディスプレイライブラリーを、試験下の抗体に対して特異的に結合するメンバー
について選択してもよい。配列のファミリーを単離する。代表的には、このようなファミ
リーは、共通のコア配列、および種々の長さの隣接する配列を種々のメンバーに含む。抗
体に対して特異的な結合を示す最短のコア配列は代表的には、抗体によって結合されるエ
ピトープを規定する。あるいは、またはさらに、抗体は、抗体（そのエピトープ特異性は
すでに決定されている）との競合アッセイでエピトープ特異性について試験され得る、例
えば、Ａβに対する結合について１５Ｃ１１抗体と競合する抗体は、１５Ｃ１１（すなわ
ちＡβ１９～２２残基内）と同じまたは類似のエピトープに結合すると考えられる。特定
の実施形態では、エピトープ特異性について抗体をスクリーニングすることは、治療有効
性の有用な指標である。例えば、Ａβの残基１３～２８（例えば、Ａβ１９～２２）内の
エピトープに結合することが確認された抗体は、本発明の方法論に従ってアルツハイマー
病を予防および処置するのに有効であると考えられる。
【００８６】
　Ａβの他の領域に対する結合なしにＡβの好ましいセグメントに特異的に結合する抗体
は、他の領域に対するモノクローナル抗体結合に対して、またはインタクトなＡβに対す
るポリクローナル血清に対して多数の利点を有する。とりわけ、等しい質量の投薬量につ
いては、好ましいセグメントに特異的に結合する抗体の投薬量は、アミロイド斑を除去す
るのに有効な抗体のより高いモル投薬量を含む。また、好ましいセグメントに特異的に結
合する抗体は、インタクトなＡＰＰポリペプチドに対する除去反応を誘導することなくア
ミロイド沈着に対する除去反応を誘導し得、それによって可能性のある副作用を軽減する
。
【００８７】
　特定の実施形態では、上記のモノクローナル抗体、キメラ抗体またはヒト化抗体は、い
かなる種においてもいかなる抗体にも自然には存在しないアミノ酸残基を含む。これらの
外来の残基は例えば、モノクローナル抗体、キメラ抗体またはヒト化抗体に対して新規な
または改変された特異性、親和性またはエフェクター機能を付与するために利用され得る
。
【００８８】
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　凝固因子
　凝固因子は、薬剤および／または市販の剤として有効であることが示されている。血友
病Ｂは、罹患者の血液が凝固できない障害である。従って、出血を生じるなんらかの小さ
い傷が可能性としては命にかかわる事象である。血友病のような疾患の処置における組み
換え凝固因子の重要性を考慮すれば、本発明による凝固因子の産生は特に目的のものであ
る。例えば、本発明は、細胞培養において凝固因子を産生するために用いられ得、ここで
は産生される凝固因子のミスフォールディングおよび／または凝集が軽減される。さらに
またはあるいは、本発明は、細胞培養において凝固因子を産生するために用いられ得、こ
こでは産生される凝固因子がさらに広範囲かそうでなければさらに望ましいグリコシル化
パターンを有する。
【００８９】
　例えば、凝固因子ＩＸ（第ＩＸ因子または「ＦＩＸ」）は、単鎖の糖タンパク質であっ
て、それが欠乏すれば血友病Ｂが生じる。ＦＩＸは、活性化ペプチドの遊離によって２つ
の鎖のセリンプロテアーゼ（第ＩＸａ因子）へ活性化され得る単鎖酵素前駆体として合成
される。第ＩＸａ因子の触媒ドメインは、重鎖に配置される（その全体が参照によって本
明細書に援用される、Ｃｈａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．，１０
０：４，１９９７を参照のこと）。ＦＩＸは、Ｎ連結およびＯ連結の両方の炭水化物を含
む複数のグリコシル化部位を有する。セリン６１の１つの特定のＯ連結構造（Ｓｉａ－α
２，３－Ｇａｌ－β１，４－ＧｌｃＮＡｃ－β１，３－Ｆｕｃ－α１－Ｏ－Ｓｅｒ）はか
つてＦＩＸに固有であると考えられたが、その後哺乳動物およびＤｒｏｓｏｐｈｉｌａに
おけるＮｏｔｃｈタンパク質を含む２～３の他の分子で見出されている（Ｍａｌｏｎｅｙ
　ｅｔ　ａｌ，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，２７５（１３），２００
０）。細胞培養中のＣｈｉｎｅｓｅ　Ｈａｍｓｔｅｒ　Ｏｖａｒｙ（「ＣＨＯ」）細胞に
よって産生されるＦＩＸは、Ｓｅｒｉｎｅ　６１オリゴ糖鎖におけるある程度の可変性を
示す。これらの異なる糖型および他の可能性のある糖型は、ヒトもしくは動物に投与され
るとき凝固を誘導する異なる能力を有する場合があるか、および／または血液中で異なる
安定性を有する場合があり、その結果、有効な凝固が少ない。
【００９０】
　血友病Ａ（血友病Ｂから臨床的に識別不能である）は、単鎖として合成され、次いで２
つの鎖の活性型にプロセシングされる別の糖タンパク質であるヒト凝固因子ＶＩＩＩが欠
けることによって生じる。本発明はまた、第ＶＩＩＩ凝固因子のグリコシル化パターンを
制御または変更して、その凝固活性を調節するために使用されてもよい。本発明に従って
産生され得る他の凝固因子としては組織因子およびフォン・ヴィレブランド因子が挙げら
れる。
【００９１】
　酵素
　薬剤および／または市販の剤として有効であることが示されており、本発明の教示にし
たがって望ましくは産生され得る別の分類のポリペプチドとしては酵素が挙げられる。疾
患の処置および他の商業的用途および製剤学的用途における組み換え酵素の重要性を考慮
すれば、本発明による酵素の産生は特に目的のものである。例えば、本発明は、細胞培養
において酵素を産生するために用いられてもよく、ここでは産生された酵素のミスフォー
ルディングおよび／または凝集が軽減されている。
【００９２】
　酵素は糖タンパク質であってもよくそのグリコシル化パターンは、酵素活性に影響する
。従って本発明はまた、細胞培養において酵素を産生するためにも用いられ得、ここでは
産生された酵素は、さらに広範であるかそうでなければより所望されるグリコシル化パタ
ーンを有する。
【００９３】
　非限定的な一例であるが、グルコセレブロシダーゼ（ＧＣＲ）の欠損は、ゴーシェ病と
して公知の状態（特定の細胞のリソソームにおけるグルコセレブロシダーゼの蓄積によっ
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て生じる）を生じる。ゴーシェ病を有する被験体は、脾腫、肝腫脹、骨障害、血小板減少
症および貧血を含むある範囲の症状を示す。ＦｒｉｅｄｍａｎおよびＨａｙｅｓは、一次
アミノ酸配列に単一の置換を含む組み換えＧＣＲ（ｒＧＣＲ）が変更されたグリコシル化
パターン、特に天然に存在するＧＣＲに比較してフコースおよびＮ－アセチルグルコサミ
ン残基の増大を示すということを示した（その全体が参照によって本明細書に援用される
米国特許第５，５４９，８９２号を参照のこと）。
【００９４】
　ＦｒｉｅｄｍａｎおよびＨａｙｅｓはまた、天然に存在するｒＧＣＲに比較してこのｒ
ＧＣＲが改良された薬物動態学的特性を示すことを実証した。例えば、ｒＧＣＲは天然に
存在するＧＣＲの約２倍、肝臓クッパー細胞を標的した。２つのタンパク質の一次アミノ
酸配列は、単一の残基で異なるが、ＦｒｉｅｄｍａｎおよびＨａｙｅｓは、ｒＧＣＲの変
更されたグリコシル化パターンがまた、クッパー細胞に対する標的化に影響し得ると仮定
した。当業者は、変更された酵素特性、薬物動態学的特性、および／または薬力学的特性
を示す酵素の他の公知の例がそのグリコシル化パターンの変更から生じているということ
を承知するであろう。
【００９５】
　増殖因子および他のシグナル伝達分子
　薬剤および／または市販の剤として有効であることが示されており、かつ本発明の教示
に従って望ましくは産生され得る別の分類のポリペプチドとしては、増殖因子および他の
シグナル伝達分子が挙げられる。増殖因子および他のシグナル伝達分子の生物学的重要性
、ならびに可能性のある治療剤としてのそれらの重要性を考慮すれば、本発明に従うこれ
らの分子の産生は、特に関心のあるものである。例えば、本発明は細胞培養中で増殖因子
または他のシグナル伝達分子（ここではこの産生された増殖因子または他のシグナル伝達
分子のミスフォールディングおよび／または凝集が低減されている）を産生するために用
いられ得る。
【００９６】
　増殖因子は代表的には、細胞によって分泌されて、他の細胞上でレセプターに結合しか
つレセプターを活性化する糖タンパク質であって、レセプター細胞における代謝性または
発達性の変化を開始する。従って、本発明はまた、細胞培養中で増殖因子または他のシグ
ナル伝達分子を産生するために用いられ得、ここでこの産生された増殖因子または他のシ
グナル伝達分子は、さらに広範であるかそうでなければさらに望ましいグリコシル化パタ
ーンを有する。
【００９７】
　哺乳動物増殖因子および他のシグナル伝達分子の非限定的な例としては、サイトカイン
；上皮細胞成長因子（ＥＧＦ）；血小板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）；線維芽細胞成長因子
類（ＦＧＦ類）、例えば、ＦＧＦおよびｂＦＧＦ；トランスフォーミング増殖因子類（Ｔ
ＧＦ類）例えば、ＴＧＦ－αおよびＴＧＦ－β（ＴＧＦ－β１、ＴＧＦ－β２、ＴＧＦ－
β３、ＴＧＦ－β４、またはＴＧＦ－β５；インスリン様増殖因子－Ｉおよび－ＩＩ（Ｉ
ＧＦ－ＩおよびＩＧＦ－ＩＩ）；ｄｅｓ（１－３）－ＩＧＦ－Ｉ（脳ＩＧＦ－Ｉ）、イン
スリン様増殖因子結合タンパク質類；ＣＤタンパク質類、例えば、ＣＤ－３、ＣＤ－４、
ＣＤ－８、およびＣＤ－１９；エリスロポエチン；骨誘導因子類；免疫毒素類；骨形成タ
ンパク質（ＢＭＰ）；インターフェロン、例えば、インターフェロン－α、－β、および
－γ；コロニー刺激因子類（ＣＳＦ類）、例えば、Ｍ－ＣＳＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、およびＧ
－ＣＳＦ；インターロイキン類（ＴＬ類）、例えば、ＩＬ－１～ＩＬ－１０；腫瘍壊死因
子（ＴＮＦ）αおよびβ；インスリンＡ－鎖；インスリンＢ－鎖；プロインスリン；卵胞
刺激ホルモン；カルシトニン；黄体形成ホルモン；グルカゴン；凝固因子、例えば、第Ｖ
ＩＩＩＣ因子、第ＩＸ因子、組織因子、およびフォン・ヴィレブランド因子；抗－凝固因
子、例えば、プロテインＣ；心房性ナトリウム利尿因子；肺サーファクタント；プラスミ
ノーゲン活性化因子、例えば、ウロキナーゼまたはヒトの尿もしくは組織型プラスミノー
ゲン活性化因子（ｔ－ＰＡ）；ボンベシン；トロンビン、造血増殖因子；エンケファリナ
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ーゼ；ランテス（ＲＡＮＴＥＳ）（ｒｅｇｕｌａｔｅｄ　ｏｎ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　
ｎｏｒｍａｌｌｙ　Ｔ－ｃｅｌｌ　ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ　ａｎｄ　ｓｅｃｒｅｔｅｄ）；
ヒトマクロファージ炎症性タンパク質（ＭＩＰ－１－α）；ミュラー管阻害物質；レラキ
シンＡ鎖；レラキシンＢ－鎖；プロレラキシン；マウスゴナドトロピン関連ペプチド；神
経栄養因子、例えば、骨由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ）、ニューロトロフィン－３、－４
、－５もしくは－６（ＮＴ－３、ＮＴ－４、ＮＴ－５もしくはＮＴ－６）、または神経成
長因子、例えば、ＮＧＦ－βが挙げられる。当業者は、本発明の方法および組成物に従っ
て発現され得る他の増殖因子またはシグナル伝達分子を承知するであろう。
【００９８】
　増殖因子または他のシグナル伝達分子のグリコシル化パターンの特定の変更は、それら
の治療特性に劇的な影響を有することが示されている。一例として、慢性無呼吸を罹患し
ている患者の治療の一般的方法は、組み換えヒトエリスロポイエチン（ｒＨｕＥＰＯ）の
頻繁な注射をその患者に与えて、赤血球の産生をブーストすることである。ｒＨｕＥＰＯ
のアナログであるダルベポエチンα（Ａｒａｎｅｓｐ（登録商標））は、正常なｒＨｕＥ
ＰＯよりも長い作用時間を有するように開発されている。ダルベポエチンαとｒＨｕＥＰ
Ｏとの間の一次的な相違は、２つの余分なシアル酸含有Ｎ連結オリゴ糖鎖の存在である。
ダルベポイエチンαの産生はインビトロの糖鎖工学を用いて達成されている（その全体が
参照によって本明細書に援用される、Ｅｌｌｉｏｔｔら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　２１（４）：４１４～２１，２００３を参照のこと）。Ｅｌｌｉｏｔｔら
は、インビトロの突然変異誘発を用いてｒＨｕＥＰＯポリペプチド骨格へ余分のグリコシ
ル化部位を組み込み、これによってダルベポエチンαのアナログの発現を得た。余分のオ
リゴ糖鎖は、ＥＰＯレセプター結合部位に対して遠位に位置し、レセプター結合を見かけ
上は邪魔しない。しかし、ダルベポエチンαの半減期は、ｒＨｕＥＰＯよりも三倍高くな
り、これによってかなり有効な治療剤が得られる。
【００９９】
　この実施例によって、増殖因子または他のシグナル伝達分子のグリコシル化パターンに
おける変更が、治療的な糖タンパク質の安定性および／または活性に劇的な影響を有し得
ることが実証される。従って、本発明の方法および組成物による目的の増殖因子または他
のシグナル伝達分子の発現は、改良されたグリコシル化パターンおよび改良された治療特
性を有する、増殖因子またはシグナル伝達分子の発現を生じ得る。特定の実施形態では、
本発明の方法および組成物に従って発現される糖タンパク質は、増大されるかまたはさら
に望ましいシアリル化パターンのいずれかを有する。いくつかの実施形態では、本発明の
方法および組成物に従って発現される糖タンパク質のシアリル化パターンは、天然または
内因性の糖タンパク質のシアリル化パターンをさらに正確に反映し得る。いくつかの実施
形態では、本発明の方法および組成物に従って発現される糖タンパク質のシアリル化パタ
ーンは、天然または内因性の糖タンパク質のシアリル化パターンとは異なり、これによっ
てその糖タンパク質のさらに望ましい特性または活性が得られる。
【０１００】
　レセプター
　薬剤および／または市販の剤として有効であることが示されており、かつ本発明の教示
に従って望ましくは産生され得る別の分類のポリペプチドとしてはレセプターが挙げられ
る。レセプターの生物学的重要性およびそれらの可能性のある治療剤としての重要性を考
慮すれば、本発明によるこれらの分子の産生は特に関心のあるものである。例えば、本発
明は、細胞培養においてレセプターを産生するために用いられてもよく、ここでは産生さ
れたレセプターのミスフォールディングおよび／または凝集が軽減される。
【０１０１】
　レセプターは代表的には、細胞外のシグナル伝達リガンドを認識することによって機能
する膜貫通糖タンパク質である。従って、本発明はまた、細胞培養（産生されたレセプタ
ーがさらに広範であるかそうでなければ望ましいグリコシル化パターンを有する）中でレ
セプターを産生するために用いられてもよい。レセプターはリガンド認識ドメインに加え
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てタンパク質キナーゼドメインを有する場合が多い。このタンパク質キナーゼドメインは
、リガンド結合の際に標的細胞内分子をリン酸化することによってシグナル伝達経路を開
始し、これによって細胞内の発達または代謝性の変化がもたらされる。特定の実施形態で
は、膜貫通レセプターの細胞外ドメインを、本明細書に開示される方法およびシステムに
従って産生する。特定の実施形態では、膜貫通レセプターの細胞内ドメインは、本明細書
に開示される方法およびシステムに従って産生される。
【０１０２】
　特定の実施形態では、腫瘍壊死因子インヒビターは、腫瘍壊死因子αおよびβレセプタ
ーの形態で（ＴＮＦＲ－１；１９９１年３月２０日公開の欧州特許第４１７，５６３号、
ＴＮＦＲ－２，１９９１年３月２０日公開の欧州特許第４１７，０１４号、その各々がそ
の全体が参照によって本明細書に援用される）本発明のシステムおよび方法に従って発現
される（概説については、その全体が参照によって本明細書に援用されるＮａｉｓｍｉｔ
ｈおよびＳｐｒａｎｇ，Ｊ　Ｉｎｆｌａｍｍ．４７（１－２）：１－７，１９９５－９６
を参照のこと）。いくつかの実施形態によれば、腫瘍壊死因子インヒビターは、可溶性の
ＴＮＦレセプターを含む。特定の実施形態では、腫瘍壊死因子インヒビターは、可溶性の
ＴＮＦＲ－Ｉｇを含む。特定の実施形態では、本発明のＴＮＦインヒビターはＴＮＦＲＩ
およびＴＮＦＲＩＩの可溶型である。特定の実施形態では、本発明のＴＮＦインヒビター
は、可溶性のＴＮＦ結合タンパク質である。特定の実施形態では、本発明のＴＮＦインヒ
ビターは、ＴＮＦＲ－Ｉｇ融合タンパク質、例えば、ＴＮＦＲ－Ｆｃまたはエタネルセプ
ト（ｅｔａｎｅｒｃｅｐｔ）である。本明細書において用いる場合、「エタネルセプト」
とは、ｐ７５　ＴＮＦ－αレセプターの細胞外部分の２つの分子（各々の分子は、ヒトＩ
ｇＧ１の２３５アミノ酸のＦｃ部分からなる）の二量体であるＴＮＦＲ－Ｆｃを指す。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、本発明に従って産生されるべきレセプターは、レセプターチ
ロシンキナーゼ類（ＲＴＫ類）である。ＲＴＫファミリーは、種々の機能の多くの細胞タ
イプに重要であるレセプターを包含する（例えば、その各々が参照によって本明細書に援
用される、ＹａｒｄｅｎおよびＵｌｌｒｉｃｈ，Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５７
：４３３－４７８，１９８８；ＵｌｌｒｉｃｈおよびＳｃｈｌｅｓｓｉｎｇｅｒ，Ｃｅｌ
ｌ　６１：２４３－２５４，１９９０を参照のこと）。ＲＴＫｓの非限定的な例としては
、腫瘍壊死因子αおよびβのレセプター、線維芽細胞成長因子（ＦＧＦ）レセプターファ
ミリーのメンバー、上皮成長増殖因子（ＥＧＦ）レセプターファミリーのメンバー、血小
板由来増殖因子（ＰＤＧＦ）レセプター、免疫グロブリンおよびＥＧＦ相同性ドメイン－
１（ＴＩＥ－１）およびＴＩＥ－２レセプター（Ｓａｔｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ
　３７６（６５３５）：７０－７４，１９９５、その全体として参照によって本明細書に
援用される）およびｃ－Ｍｅｔレセプターを有するチロシンキナーゼが挙げられ、そのい
くつかは血管形成を直接または間接的に促進することが示唆されている（Ｍｕｓｔｏｎｅ
ｎ　ａｎｄ　Ａｌｉｔａｌｏ，Ｊ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．１２９：８９５－８９８，１９
９５）。ＲＴＫの他の非限定的な例としては、胎児肝臓キナーゼ１（ＦＬＫ－１）（キナ
ーゼ挿入ドメイン含有レセプター（ｋｉｎａｓｅ　ｉｎｓｅｒｔ　ｄｏｍａｉｎ－ｃｏｎ
ｔａｉｎｉｎｇ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ）（ＫＤＲ）（Ｔｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｎｃ
ｏｇｅｎｅ　６：１６７７－８３，１９９１）または血管内皮細胞増殖因子レセプター２
，ＶＥＧＦＲ－２と呼ばれることもある）、ｆｍｓ－様チロシンキナーゼ－１（Ｆｌｔ－
１）（ＤｅＶｒｉｅｓ　ｅｔ　ａｌ．Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５５；９８９－９９１，１９９
２；Ｓｈｉｂｕｙａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｏｎｃｏｇｅｎｅ　５：５１９－５２４，１９９０
）、（血管内皮細胞増殖因子レセプター１（ＶＥＧＦＲ－１）、ニューロピリン－１、エ
ンドグリン、エンドシアリンおよびＡｘ１呼ばれるときもある）が挙げられる。当業者は
、本発明に従って発現され得る他のレセプターを認識する。
【０１０４】
　特定の実施形態では、本発明に従って産生されるレセプターとは、Ｇタンパク質カップ
リングレセプター（ＧＰＣＲ）である。ＧＰＣＲ類は薬物の作用および開発のための主な
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標的である。実際、レセプターは、現在公知の薬物の半分以上をもたらしており（Ｄｒｅ
ｗｓ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１４：１５１６，１９９６）ＧＰＣ
Ｒ類は、ＧＰＣＲを拮抗するかまたはアゴナイズする臨床的に処方される薬物のうち３０
％で治療介入の最も重要な標的となっている（Ｍｉｌｌｉｇａｎ，Ｇ．ａｎｄ　Ｒｅｅｓ
，Ｓ．，ＴＩＰＳ，２０：１１８～１２４，１９９９）。これらのレセプターは確立され
た、治療標的として証明された歴史を有しているので、本発明によるＧＰＣＲ類の産生も
特に関心のあるものである。
【０１０５】
　ＧＰＣＲ類は、７つの膜貫通ドメインを有するタンパク質である。ＧＰＣＲに対するリ
ガンドの結合の際、シグナルが細胞内で伝えられこれが細胞の生物学的または物理学的特
性の変化を生じる。ＧＰＣＲ類は、Ｇタンパク質およびエフェクター類（Ｇタンパク質に
よって調節される細胞内酵素類およびチャネル類）とともに、細胞外インプットに対して
細胞内第二メッセンジャーの状態を接続するモジュラー・シグナル伝達システムの成分で
ある。これらの遺伝子および遺伝子産物は疾患の潜在的な原因因子である。
【０１０６】
　ＧＰＣＲタンパク質のスーパーファミリーは現在、異なる種由来の同じレセプターであ
るオルトログとは反対の、遺伝子複製（または他のプロセス）によって作製される改変体
に相当するレセプターである、パラログを２５０タイプを超えて含む。このスーパーファ
ミリーは、以下の５つのファミリーに分類され得る：第Ｉのファミリー、ロドプシンによ
って代表されるレセプターおよびβ２アドレナリン受容体であって、現在２００を超える
固有のメンバーで代表される；第ＩＩのファミリー、最近特徴付けられた副甲状腺ホルモ
ン／カルシトニン／セクレチンレセプターファミリー；第ＩＩＩのファミリー、哺乳動物
における代謝型グルタミン酸レセプターファミリー；第ＩＶファミリー、ｃＡＭＰレセプ
ターファミリー、Ｄ．ｄｉｓｃｏｉｄｅｕｍの走化性および発達に重要；ならびに第Ｖの
ファミリー、真菌交配フェロモンレセプター、例えば、ＳＴＥ２。
【０１０７】
　ＧＰＣＲ類としては、生体アミン、炎症の脂質メディエーター、ペプチドホルモンおよ
び分泌シグナルメディエーターのレセプターが挙げられる。ＧＰＣＲは、レセプターがそ
の細胞外リガンドに結合するとき活性化される。ＧＰＣＲにおける高次構造の変化（リガ
ンド－レセプター相互作用から生じる）は、ＧＰＣＲ細胞内ドメインに対するＧタンパク
質の結合親和性に影響する。これによってＧＴＰはＧタンパク質に対して増強された親和
性で結合できる。
【０１０８】
　ＧＴＰによるＧタンパク質の活性化で、Ｇタンパク質αサブユニットとアデニレートシ
クラーゼまたは他の第二のメッセンジャー分子のジェネレイターとの相互作用がもたらさ
れる。この相互作用によって、アデニレートシクラーゼの活性が、したがって第二のメッ
センジャー分子ｃＡＭＰの産生が調節される。ｃＡＭＰは他の細胞内タンパク質のリン酸
化および活性を調節する。あるいは、他の第二のメッセンジャー分子、例えば、ｃＧＭＰ
またはエイコシノイドの細胞レベルは、ＧＰＣＲ類の活性によって上方制御または下方制
御され得る。Ｇタンパク質サブユニットは、ＧＴＰａｓｅによるＧＴＰの加水分解によっ
て無力化され、α、βおよびγサブユニットが再会合する。次いでヘテロ三量体Ｇタンパ
ク質が、アデニレートシクラーゼまたは他の第二のメッセンジャー分子ジェネレイターか
ら解離する。ＧＰＣＲの活性はまた、細胞内および細胞外のドメインまたはループのリン
酸化によって調節され得る。
【０１０９】
　グルタミン酸レセプターは神経伝達に重要であるＧＰＣＲ類の群を形成する。グルタミ
ン酸塩はＣＮＳにおける主な神経伝達物質であって、神経の可塑性、認知、記憶、学習お
よびいくつかの神経学的障害、例えば、てんかん、脳卒中および神経変性に重要な役割を
有すると考えられている（Ｗａｔｓｏｎ，Ｓ．およびＳ．Ａｒｋｉｎｓｔａｌｌ，Ｔｈｅ
　Ｇ－Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｌｉｎｋｅｄ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒ　Ｆａｃｔｓ　Ｂｏｏｋ，Ａｃ
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ａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ　ＣＡ，ｐｐ．１３０～１３２，１９９
４）。血管作動性の腸ポリペプチド（ＶＩＰ）ファミリーは、関連のポリペプチド（その
作用がまたＧＰＣＲによって媒介される）の群である。このファミリーの重要なメンバー
は、ＶＩＰ自体、セクレチン、および成長ホルモン放出因子（ＧＲＦ）である。ＶＩＰは
、平滑筋の弛緩、種々の組織における分泌の刺激または阻害、種々の免疫細胞活性の調節
、ならびにＣＮＳにおける種々の興奮活性および阻害活性を含む広範なプロフィールの生
理学的作用を有する。セクレチンは、膵臓および腸で酵素およびイオンの分泌を刺激して
、また脳には少量存在する。
【０１１０】
　一般には、本発明の実施者は、目的の彼らのタンパク質またはポリペプチドを選択し、
その正確なアミノ酸配列を知るであろう。本発明に従って発現されるべき任意の所定のポ
リペプチドは、それ自体の特定の特徴を有し、かつ培養された細胞の細胞密度または生存
度に影響し得、そして同一の培養条件下で増殖される別のポリペプチドまたはタンパク質
よりも低レベルで発現されてもよい。当業者は、本明細書に記載の本発明の培地および方
法を適切に改変して、所定の発現されたポリペプチドまたはタンパク質の細胞増殖、力価
、グリコシル化、折り畳みまたは任意の他の特性を最適化することができるであろう。
【０１１１】
　宿主細胞中へのポリペプチドの発現のための遺伝子の導入
　特定の実施形態では、細胞へ導入された核酸分子は、本発明に従って発現されることが
望ましいポリペプチドをコードする。特定の実施形態では、核酸分子は、細胞による所望
のポリペプチドの発現を誘導する遺伝子産物をコードしてもよい。例えば、導入された遺
伝子物質は、内因性または異種のポリペプチドの転写を活性化する転写因子をコードして
もよい。あるいはまたはさらに、導入された核酸分子は、細胞によって発現されるポリペ
プチドの翻訳または安定性を増大してもよい。
【０１１２】
　哺乳動物宿主細胞へ目的のポリペプチドの発現を達成するのに十分な核酸を導入するた
めに適切な方法は、当該分野で公知である。例えば、Ｇｅｔｈｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎ
ａｔｕｒｅ，２９３：６２０～６２５，１９８１；Ｍａｎｔｅｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔ
ｕｒｅ，２８１：４０～４６，１９７９；Ｌｅｖｉｎｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．欧州特許第１
１７，０６０号；および欧州特許第１１７，０５８号（各々が参照によって本明細書に援
用される）を参照のこと。哺乳動物細胞については、細胞へ遺伝物質を導入する一般的な
方法としては、リン酸カルシウム沈殿方法、Ｇｒａｈａｍおよびｖａｎ　ｄｅｒ　Ｅｒｂ
，Ｖｉｒｏｌｏｇｙ，５２：４５６－４５７，１９７８、またはリポフェクタミン（商標
）（Ｇｉｂｃｏ　ＢＲＬ）法（Ｈａｗｌｅｙ－Ｎｅｌｓｏｎ，Ｆｏｃｕｓ　１５：７３，
１９９３）が挙げられる。哺乳動物細胞宿主系形質転換体の一般的な局面は、１９８３年
８月１６日発行の米国特許第４，３９９，２１６号でＡｘｅｌによって記載されている。
哺乳動物細胞へ遺伝物質を導入するための種々の技術については、Ｋｅｏｗｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ，１８５：５２７～５３７，１９９
０，ａｎｄ　Ｍａｎｓｏｕｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ，３３６：３４８～３５２，
１９８８を参照のこと。
【０１１３】
　特定の実施形態では、導入されるべき核酸は、裸の核酸分子の形態である。これらの実
施形態のいくつかの局面では、細胞に導入された核酸分子は、ポリペプチドおよび必要な
遺伝子制御エレメントをコードする核酸のみからなる。これらの実施形態のいくつかの局
面では、ポリペプチドをコードする核酸（必須の調節性エレメントを含む）は、プラスミ
ドベクター内に含まれる。哺乳動物細胞におけるポリペプチドの発現のための適切なベク
ターの非限定的な代表的な例としては、ｐＣＤＮＡ１；ｐＣＤ（Ｏｋａｙａｍａ，ｅｔ　
ａｌ．，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．５：１１３６～１１４２，１９８５を参照のこと
）；ｐＭＣｌｎｅｏ　ポリ－Ａ（Ｔｈｏｍａｓ，ｅｔ　ａｌ．，Ｃｅｌｌ　５１：５０３
～５１２，１９８７を参照のこと）；バキュロウイルスベクター、例えば、ｐＡＣ　３７
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３またはｐＡＣ６１０；ＣＤＭ８（Ｓｅｅｄ，Ｂ．，Ｎａｔｕｒｅ　３２９：８４０，１
９８７）、およびｐＭＴ２ＰＣ（Ｋａｕｆｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．，ＥＭＢＯ　Ｊ．６：１
８７～１９５，１９８７）が挙げられる。特定の実施形態では、細胞に導入されるべき核
酸分子は、ウイルスベクター内に含まれる。例えば、ポリペプチドをコードする核酸は、
ウイルスゲノム（または部分的なウイルスゲノム）に挿入されてもよい。ポリペプチドの
発現を指向する調節性エレメントは、ウイルスゲノムに挿入される核酸とともに含まれて
もよいし（すなわち、ウイルスゲノムに挿入される遺伝子に対して連結される）、または
ウイルスゲノム自体によって提供されてもよい。
【０１１４】
　ＤＮＡおよびリン酸カルシウムを含む沈殿物を形成することによって裸のＤＮＡを細胞
に導入し得る。さらにまたはあるいは、ＤＮＡおよびＤＥＡＥデキストランの混合物を形
成すること、ならびにこの混合物と細胞との混合物をインキュベートすること、または細
胞とＤＮＡとを一緒に適切な緩衝液中でインキュベートすることおよびこの細胞を高電圧
の電気的パルスに供すること（すなわち、エレクトロポレーション）によって、裸のＤＮ
Ａを細胞に導入してもよい。ある実施形態では、ＤＮＡと陽イオン性脂質を含むリポソー
ム懸濁液とを混合することによって裸のＤＮＡを細胞に導入する。次いでＤＮＡ／リポソ
ーム複合体を細胞とともにインキュベートする。裸のＤＮＡはまた、例えば、マイクロイ
ンジェクションによって細胞に直接注射してもよい。
【０１１５】
　さらにまたはあるいは、ＤＮＡをポリリジンのような陽イオン（細胞表面レセプターに
ついてのリガンドに結合される）と複合することによって、裸のＤＮＡを細胞に導入して
もよい（例えば、Ｗｕ，Ｇ．およびＷｕ，Ｃ．Ｈ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６３：
１４６２１，１９８８；Ｗｉｌｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６７
：９６３～９６７，１９９２；および　米国特許第５，１６６，３２０号を参照のこと）
。レセプターに対するＤＮＡ－リガンド複合体の結合によって、レセプター媒介性食作用
によるＤＮＡの取り込みが容易になる。
【０１１６】
　特定の核酸配列、例えば、ポリペプチドをコードするｃＤＮＡを含むウイルスベクター
の使用は、細胞へ核酸配列を導入するための一般的アプローチである。ウイルスベクター
を細胞に注射することは、細胞の大部分が核酸を受け取るという利点を有し、これによっ
て核酸を受け取っている細胞の選択の必要性を無くすることができる。さらに、ウイルス
ベクター内にコードされる（例えば、ウイルスベクターに含まれるｃＤＮＡによる）分子
は一般に、ウイルスベクター核酸を取り込んでいる細胞で効率的に発現される。
【０１１７】
　欠損レトロウイルスは遺伝子治療目的のための遺伝子移入における使用について十分特
徴づけられている（概説については、Ｍｉｌｌｅｒ，Ａ．Ｄ．，Ｂｌｏｏｄ　７６：２７
１，１９９０を参照のこと）。組み換えレトロウイルスは、レトロウイルスゲノムに挿入
された目的のポリペプチドをコードする核酸を有して構築されてもよい。さらに、レトロ
ウイルスゲノムの一部を除いて、レトロウイルスを複製欠損にさせてもよい。次いで複製
欠損レトロウイルスをビリオンにパッケージングし、これを用いて、標準的な技術による
ヘルパーウイルスの使用を通じて標的細胞を感染させてもよい。
【０１１８】
　アデノウイルスのゲノムが目的のポリペプチドをコードしかつ発現するが、正常な溶解
性のウイルスのライフサイクルで複製する能力に関しては不活性であるように、そのアデ
ノウイルスゲノムを操作してもよい。例えば、Ｂｅｒｋｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＢｉｏＴ
ｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　６：６１６，１９８８；Ｒｏｓｅｎｆｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ　２５２：４３１～４３４，１９９１；およびＲｏｓｅｎｆｅｌｄ　ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｃｅｌｌ　６８：１４３～１５５，１９９２を参照のこと。アデノウイルス株Ａｄ
５型ｄｌ３２４または他の株のアデノウイルス（例えば、Ａｄ２、Ａｄ３、Ａｄ７など）
から誘導された適切なアデノウイルスベクターは、当該分野で公知である。組み換えアデ
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ノウイルスは、それらが有効な遺伝子送達ビヒクルであるために細胞分裂の必要がなく、
かつ気道上皮（Ｒｏｓｅｎｆｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．，１９９２，上述）、内皮細胞（Ｌｅ
ｍａｒｃｈａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８
９：６４８２～６４８６，１９９２）、肝細胞（Ｈｅｒｚ　ａｎｄ　Ｇｅｒａｒｄ，Ｐｒ
ｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０：２８１２～２８１６，１９９３）お
よび筋細胞（Ｑｕａｎｔｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
ＵＳＡ　８９：２５８１～２５８４，１９９２）を含む広範な種々の細胞タイプに感染す
るために用いられ得るという点で有利である。さらに、導入されたアデノウイルスＤＮＡ
（およびその中に含まれる外来のＤＮＡ）は、宿主細胞のゲノムに組み込まれないが、エ
ピソームを保持しており、それによって、導入されたＤＮＡが宿主ゲノム（例えば、レト
ロウイルスＤＮＡ）に組み込まれる状況では挿入突然変異の結果として生じ得る潜在的な
問題を回避する。さらに、外来ＤＮＡについてのアデノウイルスゲノムの保持能力は、他
の遺伝子送達ベクターに対して大きい（最大８キロベース）（Ｂｅｒｋｎｅｒ　ｅｔ　ａ
ｌ．，上述；Ｈａｊ－ＡｈｍａｎｄおよびＧｒａｈａｍ，Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．５７：２６７
，１９８６）。現在使用されるほとんどの複製欠損アデノウイルスベクターは、ウイルス
のＥ１およびＥ３遺伝子の全てまたは一部を欠失するが、アデノウイルス遺伝子物質の８
０％程度の大きさを保持する。
【０１１９】
　アデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）は天然に存在する欠損ウイルスであって、別のウイルス
、例えば、アデノウイルスまたはヘルパーウイルスを、効率的な複製および生産的ライフ
サイクルのためのヘルパーウイルスとして要する（概説については、Ｍｕｚｙｃｚｋａ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｃｕｒｒ．Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｍｉｃｒｏ．ａｎｄ　Ｉｍｍｕｎｏｌ．
１５８：９７～１２９，１９９２を参照のこと）。このウイルスはまた、そのＤＮＡを分
裂していない細胞に組み込み得る２～３のウイルスのうちの１つであって、高い頻度の安
定な組み込みを示す（例えば、Ｆｌｏｔｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｓｐｉｒ．
Ｃｅｌｌ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．７：３４９～３５６，１９９２；Ｓａｍｕｌｓｋｉ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．６３：３８２２～３８２８，１９８９；およびＭｃＬａｕｇ
ｈｌｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．６２：１９６３～１９７３，１９８９を参照
のこと）。３００塩基対程度の小さいＡＡＶを含むベクターは、パッケージング可能でか
つ、組み込み可能である。外因性のＤＮＡのスペースは、約４．５ｋｂに限られる。Ｔｒ
ａｔｓｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，（Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．５：３２５１～３２６
０，１９８５）に記載されるようなＡＡＶベクターは、ＤＮＡを細胞に導入するために用
いられ得る。ＡＡＶベクターを用いて種々の核酸が種々の細胞タイプに導入されている（
例えば、Ｈｅｒｍｏｎａｔ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ
ＳＡ　８１：６４６６～６４７０，１９８４；Ｔｒａｔｓｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏ
ｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏｌ．４：２０７２～２０８１，１９８５；Ｗｏｎｄｉｓｆｏｒｄ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｍｏｌ．Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．２：３２～３９，１９８８；Ｔｒａｔｓ
ｃｈｉｎ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．５１：６１１～６１９，１９８４；およびＦｌ
ｏｔｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２６８：３７８１～３７９０，１９
９３を参照のこと）。
【０１２０】
　細胞の集団へ核酸分子を導入するために用いられる方法が、細胞の大部分の改変、およ
び細胞によるポリペプチドの効果的な発現を生じるとき、この細胞の改変された集団を、
集団内の個々の細胞のさらなる単離またはサブクローニングなしに用いてもよい。すなわ
ち、この細胞の集団によるポリペプチドの十分な産生があり得、その結果、さらなる細胞
の単離は必要なく、その集団は細胞培養を播種してポリペプチドを産生するために直ちに
用いられ得る。ある実施形態では、ポリペプチドを効率的に産生する、単一の細胞から均
質な集団の細胞を単離および増殖することが所望され得る。
【０１２１】
　目的のポリペプチドをコードする細胞に核酸分子を導入する代わりに、導入された核酸



(33) JP 2010-519909 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

は、別のポリペプチド、タンパク質または調節エレメント（細胞によって内因性に産生さ
れるタンパク質またはポリペプチドの発現を誘導するかそのレベルを増大する）をコード
してもよい。例えば、細胞は特定のポリペプチドを発現可能である場合もあるが、細胞の
さらなる処理なしには発現できない場合もある。同様に、細胞は所望の目的のために不十
分な量のポリペプチドを発現する場合もある。従って、目的のポリペプチドの発現を刺激
する因子は、細胞によるそのポリペプチドの誘導またはその発現の増大のために用いられ
得る。例えば、導入された核酸分子は、目的のポリペプチドの転写を活性化または上方制
御する転写因子をコードし得る。このような転写因子の発現が次に、目的のポリペプチド
の発現、またはさらに堅調な発現をもたらす。同様に、この導入された核酸分子は、目的
のポリペプチドの調節性領域から１つ以上の転写リプレッサーを判定する１つ以上の調節
エレメントを含んでもよい。
【０１２２】
　特定の実施形態では、ポリペプチドの発現を指向する核酸は、宿主細胞に安定に導入さ
れる。特定の実施形態では、ポリペプチドの発現を指向する核酸は、宿主細胞に一過性に
導入される。当業者は、彼らの実験の必要性に基づいて細胞に核酸を安定に導入するか、
または一過性に導入するかを選択可能であろう。
【０１２３】
　目的のポリペプチドをコードする遺伝子は、１つ以上の調節性遺伝子制御エレメントに
対して必要に応じて連結されてもよい。いくつかの実施形態では、遺伝子制御エレメント
は、ポリペプチドの構成的発現を指向する。いくつかの実施形態では、目的のポリペプチ
ドをコードする遺伝子の誘導性発現を提供する遺伝子制御エレメントを用いてもよい。誘
導性の遺伝子制御エレメント（例えば、誘導性プロモーター）の使用によって、細胞での
ポリペプチドの産生の調節が可能になる。真核生物細胞での使用のための潜在的に有用な
誘導性の遺伝子制御エレメントの非限定的な例としては、ホルモン調節性エレメント（例
えば、Ｍａｄｅｒ，Ｓ．およびＷｈｉｔｅ，Ｊ．Ｈ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．
Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０：５６０３～５６０７，１９９３を参照のこと）、合成のリガンド
調節性エレメント（例えば、Ｓｐｅｎｃｅｒ，Ｄ．Ｍ．ｅｔ　ａｌ．，Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２６２：１０１９～１０２４，１９９３）および電離放射線－調節性エレメント（例えば
、Ｍａｎｏｍｅ，Ｙ．ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３２：１０６０７～１
０６１３，１９９３；Ｄａｔｔａ，Ｒ．ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．
Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８９：１０１４９～１０１５３，１９９２を参照のこと）が挙げられる
。当該分野で公知のさらなる細胞特異的または他の調節性のシステムは、本明細書に記載
の方法および組成物に従って用いられ得る。
【０１２４】
　当業者は、本発明の教示に従って細胞に目的のポリペプチドを発現させる遺伝子を導入
する方法を選択し、および必要に応じて適切に改変することが可能であろう。
【０１２５】
　発現されたポリペプチドの単離
　特定の実施形態では、本発明に従って発現されるタンパク質またはポリペプチドを単離
および／または精製することが所望される。特定の実施形態では、発現されたポリペプチ
ドまたはタンパク質は、培地中に分泌され、従って細胞および他の固体は、例えば、精製
プロセスの最初の工程として、遠心分離または濾過などによって、除去され得る。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、発現されたポリペプチドまたはタンパク質は、宿主細胞の表
面に結合される。このような実施形態では、培地を取り出して、ポリペプチドまたはタン
パク質を発現する宿主細胞を精製プロセスの最初の工程として溶解する。哺乳動物宿主細
胞の溶解は、ガラスビーズによる物理的な破壊、および高いｐＨ条件への暴露を含む、当
業者に公知の多数の手段によって達成され得る。
【０１２７】
　ポリペプチドまたはタンパク質は、限定はしないが、クロマトグラフィー（例えば、イ



(34) JP 2010-519909 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

オン交換、アフィニティー、サイズ排除、およびヒドロキシアパタイトクロマトグラフィ
ー）、ゲル濾過、遠心分離、または溶解度差、エタノール沈殿を含む標準的な方法によっ
て、またはタンパク質の精製のための任意の他の利用可能な技術によって単離および精製
され得る（例えば、その各々がその全体として参照によって本明細書に援用されるＳｃｏ
ｐｅｓ，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　
Ｐｒａｃｔｉｃｅ　第２版，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９
８７；Ｈｉｇｇｉｎｓ，Ｓ．Ｊ．およびＨａｍｅｓ，Ｂ．Ｄ．（編），Ｐｒｏｔｅｉｎ　
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕ
ｎｉｖ　Ｐｒｅｓｓ，１９９９；ならびにＤｅｕｔｓｃｈｅｒ，Ｍ．Ｐ．，Ｓｉｍｏｎ，
Ｍ．Ｉ．，Ａｂｅｌｓｏｎ，Ｊ．Ｎ．（編），Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕ
ｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ（Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　Ｓｅｒｉｅｓ，Ｖｏｌ　１８２），Ａｃａｄｅｍｉｃ　
Ｐｒｅｓｓ，１９９７を参照のこと）。詳細にはイムノアフィニティークロマトグラフィ
ーについては、タンパク質に対して惹起されており、静止した支持体に固定された抗体を
含むアフィニティーカラムに対して、そのタンパク質を結合することによって、そのタン
パク質を単離してもよい。アフィニティータグ、例えば、インフルエンザコート配列、ポ
リ－ヒスチジン、またはグルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼを、標準的な組み換え技
術によってタンパク質に結合させて、適切なアフィニティーカラムにまたがって通過する
ことによって容易な精製を可能にすることができる。プロテアーゼインヒビター、例えば
、フェニルメチルスルホニルフルオライド（ＰＭＳＦ）、ロイペプチン、ペプスタチンま
たはアプロチニンを、精製プロセスの間にポリペプチドまたはタンパク質の変性を低減ま
たは排除するために任意のまたは全ての段階で添加してもよい。プロテアーゼインヒビタ
ーは、発現されたポリペプチドまたはタンパク質を単離および精製するために細胞を溶解
しなければならない場合、特に有利である。
【０１２８】
　本発明の特定の方法に従って発現されるタンパク質またはポリペプチドは、発明的でな
い細胞培養条件下で増殖される場合、よりも広範な、および／または改変されたグリコシ
ル化パターンを有し得る。従って、精製工程で開拓され得る本発明の１つの実際的な利点
とは、特定の本発明の方法および／または組成物に従って増殖される糖タンパク質に存在
する追加のおよび／または修飾された糖残基が、そのタンパク質に対して別個の生化学的
特性（その糖タンパク質を、発明ではない方法および／または組成物に従って増殖された
糖タンパク質で可能であるよりも簡易に、またはより大きい純度まで精製するために実施
者によって用いられ得る）を付与し得るということである。
【０１２９】
　当業者は、正確な精製技術は、精製されるべきポリペプチドまたはタンパク質の特徴、
そのポリペプチドまたはタンパク質が発現される細胞の特徴、および／または細胞が増殖
される培地の組成物に依存して変化し得るということを理解するであろう。
【０１３０】
　免疫原性組成物
　本開示の教示に従って産生されるタンパク質またはポリペプチドはまた、例えば、ワク
チンなどの免疫原性組成物中でもちいられてもよい。特定の実施形態では、産生されたタ
ンパク質またはポリペプチドのミスフォールディングおよび／または凝集の軽減によって
、より有効な免疫原性組成物が生じる。
【０１３１】
　特定の実施形態では、本発明の特定の方法および／または組成物に従って糖タンパク質
を産生することによって得られる、改良された糖タンパク質のパターンによって、より有
効な免疫原性組成物が生じる。例えば、産生された糖タンパク質を含む免疫原性組成物は
、より有効な免疫応答を誘発し得、ここでは被験体の免疫系が糖タンパク質に対する多数
の抗体を産生するか、および／または免疫原性糖タンパク質により大きい特異性を示す抗
体を産生する。さらにまたはあるいは、この糖タンパク質は、副作用が少ないか、および
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／または重篤度の低い免疫応答を誘発し得る。特定の実施形態では、本発明の免疫原性組
成物は、１つ以上の糖タンパク質を含む。さらにまたはあるいは、本発明の免疫原性組成
物は、１つ以上の生理学的に受容可能な担体を包含し得る。
【０１３２】
　一般には、本発明の免疫原性組成物（単数または複数）の成分の適切な「有効量」また
は投薬量の選択は代表的には、限定はしないが使用される免疫原性組成物中の選択される
ポリペプチド（単数または複数）の特定、ポリペプチド（単数または複数）のグリコシル
化パターン、および被験体の身体条件（最も詳細には免疫される被験体の全身的健康状態
、年齢および体重を含む）を含む種々の要因に依存する。当該分野で公知のとおり、投与
の特定の方法および経路、ならびに免疫原性組成物中の追加の成分の存在がまた、ＤＮＡ
プラスミド組成物の投薬量および量に影響し得る。有効用量のこのような選択および上向
きまたは下向きの調節は、当該分野の技術の範囲内である。免疫応答（限定はしないが防
御反応を含む）を誘導するために、または重大な有害な副作用なしに患者で外因性の効果
を生じるのに必要である免疫原性組成物の量は、これらの要因に依存して変化する。適切
な投薬量は、当業者によって容易に決定される。
【０１３３】
　本発明の特定の免疫原性組成物は、アジュバントを含んでもよい。アジュバントとは、
免疫原または抗原とともに投与されるとき免疫応答を増強する物質である。多数のサイト
カインまたはリンホカインが免疫調節活性を有することが示されており、従って、アジュ
バントとして用いられ得、これには限定はしないが、インターロイキン１－α，１－β，
２，４，５，６，７，８，１０，１２（例えば、その全体として参照によって本明細書に
援用される米国特許第５，７２３，１２７号を参照のこと），１３，１４，１５，１６，
１７および１８（およびその変異型）、インターフェロン－α、βおよびγ、顆粒球マク
ロファージコロニー刺激因子（例えば、その全体として参照によって本明細書に援用され
る米国特許第５，０７８，９９６号を参照のこと）、マクロファージコロニー刺激因子、
顆粒球コロニー刺激因子、ＧＳＦ、および腫瘍壊死因子αおよびβが挙げられる。本発明
において有用なさらに別のアジュバントとしては、ケモカインが挙げられ、これには限定
はしないが、ＭＣＰ－１、ＭＩＰ－１α、ＭＩＰ－１β、およびＲＡＮＴＥＳが挙げられ
る。アドヘシン分子、例えば、セレクチン、例えば、Ｌ－セレクチン、Ｐ－セレクチンお
よびＥ－セレクチンはまた、アジュバントとして有用であり得る。さらに他の有用なアジ
ュバントとしては限定はしないが、ムチン様分子、例えば、ＣＤ３４、ＧｌｙＣＡＭ－１
およびＭａｄＣＡＭ－１、インテグリンファミリーのメンバー、例えば、ＬＦＡ－１、Ｖ
ＬＡ－１、Ｍａｃ－１およびｐ１５０．９５、免疫グロブリンスーパーファミリーのメン
バー、例えば、ＰＥＣＡＭ、ＩＣＡＭ類、例えば、ＩＣＡＭ－１、ＩＣＡＭ－２およびＩ
ＣＡＭ－３、ＣＤ２およびＬＦＡ－３、同時刺激分子、例えば、ＣＤ４０およびＣＤ４０
Ｌ、増殖因子類（これには、血管増殖因子、神経増殖因子、線維芽細胞増殖因子、上皮増
殖因子、Ｂ７．２、ＰＤＧＦ、ＢＬ－１、および血管内皮増殖因子が含まれる）、レセプ
ター分子類（これにはＦａｓ、ＴＮＦレセプター、Ｆｌｔ、Ａｐｏ－１、ｐ５５、ＷＳＬ
－１、ＤＲ３、ＴＲＡＭＰ、Ａｐｏ－３、ＡＩＲ、ＬＡＲＤ、ＮＧＲＦ、ＤＲ４、ＤＲ５
、ＫＩＬＬＥＲ、ＴＲＡＩＬ－Ｒ２、ＴＲＩＣＫ２、およびＤＲ６が含まれる）が挙げら
れる。さらに別のアジュバント分子としては、カスパーゼ（ＩＣＥ）が挙げられる。また
、その各々がその全体として参照によって本明細書に援用される国際公開第９８／１７７
９９号およびＷＯ９９／４３８３９号も参照のこと。
【０１３４】
　またアジュバントとして有用なのはコレラ毒素（ＣＴ）およびその変異体であって、こ
れには公開された国際公開第００／１８４３４号（ここではグルタミン酸がアミノ酸２９
位置で別のアミノ酸（アスパラギン酸以外、例えば、ヒスチジン）によって置換されてい
る）に記載されるものを含む。類似のＣＴ類または変異体類は、公開された国際公開第０
２／０９８３６８号（ここではイソロイシンがアミノ酸１６位置で別のアミノ酸によって
、単独で、またはアミノ酸位置６８のセリンの別のアミノ酸での置換と組み合わせてのい
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ずれかで置換されているか；および／またはアミノ酸位置７２のバリンが別のアミノ酸で
置換されている）に記載されている。他のＣＴ毒素類は、公開された国際公開第０２／０
９８３６９号（ここではアルギニンがアミノ酸２５位置で別のアミノ酸によって置換され
ているか；および／またはあるアミノ酸がアミノ酸位置４９に挿入されているか；および
／または２つのアミノ酸がアミノ酸位置３５および３６に挿入されている）に記載されて
いる。これらの引用文献の各々はその全体が本明細書に援用される。
【０１３５】
　特定の実施形態では、本発明の免疫原性組成物は、ヒトにまたは非ヒト脊椎動物に対し
て、限定はしないが、鼻腔内、口腔、膣、直腸、非経口、皮内、経皮（例えば、その全体
が参照によって本明細書に援用される国際公開第９８／２０７３４号を参照のこと）、筋
肉内、腹腔内、皮下、静脈内および動脈内を含む種々の経路によって投与される。適切な
経路は、用いられる免疫原性組成物の性質、患者の年齢、体重、性別および一般的全身健
康状態、ならびに免疫原性組成物に存在する抗原、ならびに／または当業者に公知の他の
因子に依存して選択され得る。
【０１３６】
　特定の実施形態では、免疫原性組成物は、複数回投与される。免疫原性組成物の投与の
順序および個々の投与の間の期間は、物理学的特徴および方法の適用に対する宿主の正確
な応答を含むがこれらに限定されない、当業者に公知の関連の因子に基づいて当業者によ
って選択され得る。
【０１３７】
　薬学的処方物
　特定の実施形態では、産生されるポリペプチドまたはタンパク質は、薬理学的活性を有
し、かつ製剤の調製に有用である。上記の本発明の組成物は、被験体に投与されてもよい
し、または最初に、非経口、静脈内、筋肉内、皮内、皮下、経口、口腔、舌下、経鼻、気
管支、眼、経皮（局所）、経粘膜、直腸および膣内経路を含むがこれらに限定されない任
意の利用可能な経路による送達のために処方されてもよい。本発明の薬学的組成物は代表
的には、哺乳動物細胞株から発現される精製されたポリペプチドまたはタンパク質、送達
因子（すなわち、上記のようなカチオン性ポリマー、ペプチド分子輸送体、サーファクタ
ントなど）を、薬学的に受容可能な担体と組み合わせて含む。本明細書において用いる場
合、「薬学的に受容可能な担体」という言葉は、薬学的な投与に適合する、溶媒、分散媒
体、コーティング、抗菌剤および抗真菌剤、等張剤および吸収遅延剤などを包含する。補
充的に活性な化合物も、本発明の組成物に組み込まれてもよい。例えば、本発明に従って
産生されるタンパク質またはポリペプチドは、全身の薬物療法のための薬物、例えば、毒
素、低分子量細胞傷害薬、生物学的応答調節剤、および放射性核種にコンジュゲートされ
てもよい（例えば、Ｋｕｎｚ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃａｌｉｃｈｅａｍｉｃｉｎ　ｄｅｒｉｖ
ａｔｉｖｅ－ｃａｒｒｉｅｒ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ，米国特許出願公開第２００４００
８２７６４号Ａ１を参照のこと）。本発明に従う薬学的組成物を調製するのに有用な追加
の成分としては例えば、香味料、潤滑剤、可溶化剤、懸濁剤、充填剤、流動促進剤、圧縮
補助剤、結合剤、錠剤崩壊剤、カプセル化物質、乳化剤、緩衝液、防腐剤、甘味料、増粘
剤、着色剤、粘性調節剤、安定剤もしくは浸透圧調節剤、またはそれらの組み合わせが挙
げられる。
【０１３８】
　あるいは、またはさらに、本発明に従って産生されるタンパク質またはポリペプチドは
、１つ以上の追加の薬学的に活性な剤と組み合わせて（同時にまたは連続して）投与され
てもよい。これらの薬学的に活性な剤の例示的な列挙は、その全体が参照によって本明細
書に援用されるＰｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，第５５版、Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．，Ｍｏｎｔｖａｌｅ，Ｎ．Ｊ．，
２００１公開、において見出され得る。これらの列挙された剤の多くについて、薬学的に
有効な投薬量およびレジメンが当該分野で公知であり；多くがＰｈｙｓｉｃｉａｎｓ’　
Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ自体に提示されている。
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【０１３９】
　固体の薬学的組成物は、１つ以上の固体の担体、および必要に応じて１つ以上の他の添
加物、例えば、香味料、潤滑剤、可溶化剤、懸濁剤、充填剤、流動促進剤、圧縮補助剤、
結合剤、もしくは錠剤崩壊剤、またはカプセル化物質を含んでもよい。適切な固体担体と
しては例えば、リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、滑石、糖、ラクトース、
デキストリン、デンプン、ゼラチン、セルロース、メチルセルロース、カルボキシルメチ
ル・セルロース・ナトリウム、ポリビニルピロリドン、低融点ワックス、もしくはイオン
交換樹脂、またはそれらの組み合わせが挙げられる。粉末の薬学的組成物では、担体は、
微細に粉砕された固体であってもよく、これが微細に粉砕された活性成分と混合される。
錠剤では、活性成分は一般には、適切な割合で必須の圧縮特性を有する担体と、および必
要に応じて他の添加物と混合されて、所望の形状および大きさに圧縮される。
【０１４０】
　液体の薬学的組成物は、本発明に従って発現されたポリペプチドまたはタンパク質、お
よび溶液、懸濁液、エマルジョン、シロップ、エリキシル、または圧縮組成物を形成する
１つ以上の液体担体を含んでもよい。薬学的に受容可能な液体担体としては、例えば、水
、有機溶媒、薬学的に受容可能なオイルもしくは脂肪、またはそれらの組み合わせが挙げ
られる。その液体担体は、他の適切な薬学的な添加物、例えば、可溶化剤、乳化剤、緩衝
液、防腐剤、甘味料、香味料、懸濁剤、増粘剤、着色剤、粘性調節剤、安定剤もしくは浸
透圧調節剤、またはそれらの組み合わせを含んでもよい。液体処方物が小児の使用を意図
する場合、アルコールの包含を回避すること、またはアルコールの量を制限することが一
般に所望される。
【０１４１】
　経口投与または非経口投与に適切な液体担体の例としては、水（カルボキシルメチル・
セルロース・ナトリウムなどのセルロース誘導体などの添加物を必要に応じて含む）、ア
ルコールまたはその誘導体（一価アルコールまたは多価アルコール、例えば、グリコール
を含む）、またはオイル（例えば、ヤシ油およびラッカセイ油）が挙げられる。非経口投
与のためには、この担体はまた、オレイン酸エチルおよびミリスチン酸イソプロピルなど
の油状エステルであってもよい。加圧された組成物にための液体担体は、ハロゲン化炭化
水素であっても、または他の薬学的に受容可能な噴霧剤であってもよい。
【０１４２】
　滅菌溶液または懸濁液である液体の薬学的組成物は、非経口的に、例えば、筋肉内、腹
腔内、硬膜外、クモ膜下腔内、静脈内または皮下の注射によって投与されてもよい。経口
または経粘膜投与のための薬学的組成物は、液体型であっても、または固体組成物型であ
ってもよい。
【０１４３】
　特定の実施形態では、薬学的組成物は、その意図される投与経路と適合するように処方
される。非経口、皮内、または皮下の適用のために用いられる溶液または懸濁液は、以下
の成分を含んでもよい：滅菌希釈剤、例えば、注射用水、生理食塩水、固定油、ポリエチ
レングリコール、グリセリン、プロピレングリコールまたは他の合成溶媒；抗菌剤、例え
ば、ベンジルアルコールまたはメチルパラベン；抗酸化剤、例えば、アスコルビン酸、ま
たは亜硫酸水素ナトリウム；キレート剤、例えば、エチレンジアミン四酢酸；緩衝液、例
えば、酢酸塩、クエン酸塩、またはリン酸塩、および張度の調節剤、例えば塩化ナトリウ
ムまたはデキストロース。ｐＨは、酸または塩基、例えば、塩酸または水酸化ナトリウム
で調節してもよい。非経口調製物は、ガラスまたはプラスチック製のアンプル、使い捨て
シリンジ、または複数回投与のバイアルに入れられてもよい。
【０１４４】
　注射の用途に適切な薬学的組成物としては代表的には、滅菌水溶液（ここでは水溶性）
、または分散液および滅菌粉末（無菌の注射用溶液または分散液の即時調製のため）が挙
げられる。静脈内投与のためには、適切な担体としては、生理食塩水、静菌水、Ｃｒｅｍ
ｏｐｈｏｒ　ＥＬ（商標）（ＢＡＳＦ，Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ，ＮＪ）またはリン酸緩衝
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化生理食塩水（ＰＢＳ）が挙げられる。全ての場合に、この組成物は、無菌でなければな
らず、かつ容易な注射針通過が可能な程度まで液体であるべきである。有利には、特定の
薬学的処方物が、製造および貯蔵の条件下で安定であって、かつ細菌および真菌などの微
生物の混入作用を防がなければならない。一般には、関連の担体とは、例えば、水、エタ
ノール、ポリオール（例えば、グリセロール、プロピレングリコールおよび液体のポリエ
チレングリコールなど）を含む溶媒または分散培地、およびそれらの適切な混合物であっ
てもよい。適切な流動性は、例えば、レシチンなどのコーティングの使用によって、分散
の場合には必要な粒子サイズの維持によって、およびサーファクタントの使用によって、
維持され得る。微生物の作用の予防は、種々の抗菌剤および抗真菌剤、例えば、パラベン
、クロロブタノール、フェノール、アスコルビン酸、チメロサールなどによって達成され
得る。特定の場合には、等張剤、例えば、糖、ポリアルコール、例えば、マンニトール、
ソルビトール、または塩化ナトリウムを組成物中に含むことが有用である。注射用組成物
の長期の吸収は、その組成物中に、吸収を遅らせる薬剤、例えば、モノステアリン酸アル
ミニウムおよびゼラチンを含むことによってもたらされ得る。
【０１４５】
　滅菌注射液は、精製されたポリペプチドまたはタンパク質を、必要な量で、適切な溶媒
中で、上記の成分とまたはその組み合わせとともに組み込むことによって、必要に応じて
、続いて濾過滅菌によって調製され得る。一般には、分散液は、滅菌ビヒクル（基本の分
散培地および上述のものから必要な他の成分を含む）中に哺乳動物細胞株から発現された
精製されたポリペプチドまたはタンパク質を組み込むことによって調製される。滅菌注射
液の調製のための液体粉末の場合には、調製の有利な方法は、真空乾燥および凍結乾燥で
あって、これによって活性成分の粉末に加えて任意の追加の所望される成分を、以前に無
菌濾過されたその溶液から得る。
【０１４６】
　経口組成物は一般に、不活性希釈剤または食用の担体を含む。経口治療投与の目的で、
精製されたポリペプチドまたはタンパク質は、賦形剤と組み合わされて、錠剤、トローチ
またはカプセル、例えば、ゼラチンカプセルの形態で用いられてもよい。経口組成物はま
た、例えば、うがい薬としての用途で、液体担体を用いて調製してもよい。薬学的に適合
する結合剤および／または補助剤は、組成物の一部として含まれてもよい。錠剤、丸剤、
カプセル、トローチなどは、任意の以下の成分、または類似の性質の化合物：結合剤、例
えば、微結晶性セルロース、トガガカント・ゴムまたはゼラチン；賦形剤、例えば、デン
プンまたはラクトース、崩壊剤、例えば、アルギン酸、プリモゲル（Ｐｒｉｍｏｇｅｌ）
、またはコーン・スターチ；潤滑剤、例えば、ステアリン酸マグネシウムまたはステロー
ト（Ｓｔｅｒｏｔｅｓ）；流動促進剤、例えば、コロイド状二酸化ケイ素；甘味料、例え
ば、スクロースまたはサッカリン；あるいは香味料、例えば、ペパーミント、メチルサリ
チル酸、またはオレンジ香料を含んでもよい。このような調製物は、例えば、小児へ、錠
剤を飲み込む能力が損なわれた個体へ、または動物への投与を容易にするため、必要に応
じて、チュアブル（噛み砕ける）または液体の処方物、または食物もしくは液体と混合さ
れてもよい。経口送達のための処方物は有利には、胃腸管内の安定性を改善するか、およ
び／または吸収を増強するための因子を組み込んでもよい。
【０１４７】
　吸入による投与のためには、哺乳動物細胞株から発現された精製されたポリペプチドま
たはタンパク質および送達因子を含む本発明の組成物はまた、鼻腔内にまたは吸入によっ
て投与されてもよく、乾燥粉末吸入器、または加圧容器、ポンプ、スプレー、噴霧器もし
くはネブライザーからのエアロゾルスプレー提供の形態で、適切な噴霧剤、例えば、ジク
ロロジフルオロメタン、トリクロロフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、ヒ
ドロフルオロアルカン、例えば、１，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＡ　１３
４Ａ（商標））または１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオロプロパン（ＨＦＡ２
２７ＥＡ（商標））、二酸化炭素または他の適切なガスの使用の有無とともに都合よく送
達される。加圧エアロゾルの場合には、この投薬単位は、一定量、例えば、治療有効量を
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送達するバルブを設けることによって決定され得る。本発明は詳細には、経鼻スプレー、
吸入器、または他の上気道および／または下部気道への直接送達を用いる本発明の組成物
の送達を特に考慮する。インフルエンザウイルスに対するＤＮＡワクチンの鼻腔内投与は
、ＣＤ８Ｔ細胞の応答を誘発することが示されており、これは、気道の少なくともいくつ
かの細胞が、この経路に送達されるときＤＮＡを取り込み得ること、および本発明の送達
因子が細胞取り込みを増強することを示している。特定の実施形態によれば、哺乳動物細
胞株から発現される精製されたポリペプチドおよび送達因子を含む組成物は、エアロゾル
投与のための大型の多孔性粒子として処方される。
【０１４８】
　改変された放出および脈動性の放出の経口剤形は、放出速度調整剤として作用する賦形
剤を含んでもよく、これらはデバイスの本体でコーティングされているか、および／また
は含まれている。放出速度調整剤としては排他的に限定はしないが、ヒドロキシプロピル
メチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシルメチル・セルロース・ナトリウム、
エチルセルロース、酢酸セルロース、ポリエチレン・オキシド、キサンタン・ゴム、カル
ボマー（Ｃａｒｂｏｍｅｒ）、アンモニオメタクリラートコポリマー、水素化キャスター
オイル、カルナバ・ワックス、パラフィンろう、酢酸フタル酸セルロース、フタル酸ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、メタクリル酸コポリマーおよびそれらの混合物が挙げ
られる。改変された放出および脈動性の放出経口剤形は、放出速度調節賦形剤の１つまた
は組み合わせを含んでもよい。放出速度改変賦形剤は、その剤形内に、すなわちマトリッ
クス内に、および／またはその剤形上に、すなわち、表面もしくはコーティング上に存在
してもよい。
【０１４９】
　全身投与はまた、経粘膜的な方法または経皮的な方法によってもよい。経粘膜的な方法
または経皮的な方法については、浸透されるべき障壁に適切な浸透剤を処方物に用いる。
このような浸透剤は一般には当該分野で公知であって、これには例えば、経粘膜投与につ
いては、界面活性剤、胆汁酸塩およびフシジン酸の誘導体が挙げられる。経粘膜投与は、
経鼻スプレーまたは坐剤の使用によって達成されてもよい。経粘膜投与については、精製
されたポリペプチドまたはタンパク質および送達剤を、以下のうちの１つ以上との例えば
混合物中に懸濁または溶解された活性化合物を含む適切な軟膏として処方してもよい：鉱
油、流動ワセリン、白色ワセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキ
シプロピレン化合物、乳化ろうおよび水。あるいは、それらを適切なローションもしくは
クリームとして処方してもよいし、以下のうちの１つ以上の例えば混合物中に懸濁または
溶解してもよい：鉱油、モノステアリン酸ソルビタン、ポリエチレングリコール、流動パ
ラフィン、ポリソルベート６０、セチルエステルワックス、セテアリルアルコール、２－
オクチルドデカノール、ベンジルアルコール、および水。
【０１５０】
　あるいは、この化合物は、坐剤もしくはペッサリーの形態で投与されてもよく、または
それらは、ゲル、ヒドロゲル、ローションもしくは他のグリセリド、溶液、クリーム、軟
膏または散粒粉末（ｄｕｓｔｉｎｇ　ｐｏｗｄｅｒ）の形態で局所的に与えられてもよい
。
【０１５１】
　ある実施形態では、組成物は、インプラントおよびマイクロカプセル化された送達シス
テムを含む、制御された徐放性の処方物などの、このポリペプチドまたはタンパク質が身
体から急速に排除されることを防ぐ担体とともに調製される。一般には、本発明の組成物
は、即時送達、遅延送達、変更された送達、徐放性送達、パルス的送達または制御された
徐放性送達のために処方され得る。生分解性ポリマー、生物適合性ポリマー、例えば、エ
チレンビニルアセテート、ポリアンヒドリド、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオル
トエステル、およびポリ乳酸が用いられてもよい。このような処方物の調製のための方法
は、当業者に明らかである。適切な物質は、Ａｌｚａ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎおよびＮ
ｏｖａ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ.から購入することもできる。リポソ
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ーム懸濁液（ウイルス抗原に対するモノクローナル抗体を用いて感染された細胞に対して
標的されたリポソームを含む）もまた、薬学的に受容可能な担体として用いられ得る。こ
れらは、例えば、米国特許第４，５２２，８１１号に記載されているとおり当業者に公知
の方法に従って調製され得る。
【０１５２】
　本発明に従って作製されたタンパク質およびポリペプチドはまた、シクロデキストリン
と組み合わせて用いてもよい。シクロデキストリンは特定の分子と包接錯体および非包接
錯体を形成することが公知である。シクロデキストリン錯体の形成によって、タンパク質
またはポリペプチドの溶解度、溶出速度、バイオアベイラビリティおよび／または安定性
の特性を変更できる。シクロデキストリン錯体は一般には、ほとんどの剤形および投与経
路で有用である。タンパク質またはポリペプチドと直接の錯体形成の代わりに、シクロデ
キストリンは補助的な添加物として、例えば、担体、希釈剤または可溶化剤として用いて
もよい。αシクロデキストリン、βシクロデキストリン、およびγシクロデキストリンが
最も一般的に用いられ、適切な例は、国際特許出願である国際公開第９１／１１１７２号
、国際公開第９４／０２５１８号および国際公開第９８／５５１４８号に記載される。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物は、単位剤形、例えば、錠剤またはカ
プセルで与えられる。各々の投与の容易さおよび投薬の均一性のために単位剤形に経口組
成物または非経口組成物を処方することが有利であり得る。このような形態では、この組
成物は、適切な量のポリペプチドまたはタンパク質を含む単位用量に小分割される。この
単位剤形は、パッケージされた組成物、例えば、パッケージされた粉末、バイアル、アン
プル、プレフィルドシリンジまたは子袋（ｓａｃｈｅｔｓ）（液体を含む）であってもよ
い。この単位剤形は、例えば、カプセルもしくは錠剤自体であってもよいし、またはパッ
ケージされた形態の適切な数の任意のこのような組成物であってもよい。当業者が理解す
るとおり、治療上有効な単位投薬量は、例えば、投与方法、ポリペプチドもしくはタンパ
ク質の力価、ならびに／またはレシピエントの体重、およびこの薬学的組成物中の他の成
分の同一性を含むいくつかの要因に依存するであろう。
【０１５４】
　本発明に従って発現されるポリペプチドまたはタンパク質は、必要に応じて種々の間隔
で、かつ種々の期間にわたって、例えば、約１～１０週、２～８週、約３～７週、約４、
５または６週などの間、１週に１回、投与されてもよい。当業者は、特定の要因が疾患ま
たは障害の重篤度、以前の処置、被験体の全身健康状態および／または年齢、ならびに既
存の他の疾患を含むがこれに限定されない、被験体を有効に処置するために必要な投薬量
およびタイミングに影響し得ることを理解するであろう。本明細書に記載されるようなポ
リペプチドまたはタンパク質での被験体の処置は、単一の処置を含んでもまたは一連の処
置を含んでもよい。適切な用量は、ポリペプチドまたはタンパク質の力価に依存し得、必
要に応じて、例えば、所定の所望の応答が得られるまで漸増用量を投与することによって
、特定のレシピエントに対して仕立てられてもよいことがさらに理解される。任意の特定
の動物被験体への特定の投与レベルは、使用される特定のポリペプチドまたはタンパク質
の活性、被験体の年齢、体重、全身健康状態、性別および食餌、投与時間、投与経路、排
出速度、任意の薬物併用、ならびに調節されるべき発現または活性の程度を含む種々の要
因に依存し得ることが理解される。
【０１５５】
　本発明は、非ヒト動物の処置のための本発明の組成物の使用を包含する。従って、投与
の用量および方法は、獣医の薬理学および医薬の公知の原理に従って選択され得る。指導
に関しては、例えば、Ａｄａｍｓ，Ｒ．（編），Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，第８版，Ｉｏｗａ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ；ＩＳＢＮ：０８１３８１７４３９；２００１に見ること
ができる。
【０１５６】
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　本発明の薬学的組成物は、容器、パックまたはディスペンサーの中に、投与のための装
置とともに入れられてもよい。
【実施例】
【０１５７】
　（実施例１）
　媒体の処方
　本発明は、１つ以上の本発明の濃度で銅および／またはグルタミン酸塩を含有する培養
培地において増殖された細胞の培養によって産生されたポリペプチドが、その細胞を伝統
的な培地において増殖させた場合よりも低レベルのミスフォールディングおよび／または
凝集のレベルを示すという知見を包含する。本発明はまた、１つ以上の本発明の濃度で銅
および／またはグルタミン酸塩を含有する培養培地において増殖された細胞の培養によっ
て産生されたポリペプチドが、その細胞を伝統的な培地において増殖される場合に観察さ
れるよりも総グリコシル化の増大を示すという知見を包含する。銅および／またはグルタ
ミン酸塩は、細胞増殖を支持することが可能な任意の培養培地に加えられてもよい。銅お
よび／またはグルタミン酸塩が任意の本発明の濃度内で添加されてもよい例示的な培養培
地は表１に列挙するが、本発明は、これらの培養培地の利用に限定されない。当業者によ
って理解されるとおり、他の培養培地が細胞を増殖するのに利用されてもよいし、および
／または表１に列挙される例示的な培養培地の組成に対して特定の変更を行ってもよい。
【０１５８】
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【０１５９】
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【表１－２】

　特定の実施形態では、最初の培地が１回以上のフィード培地で開始された後、細胞を１
回以上補充する。例示的なフィード培地は表２に列挙するが、本発明はこれらのフィード
培地の利用に限定されない。当業者によって理解されるとおり、他のフィード培地が細胞
を増殖するのに利用されてもよいし、および／または表２に列挙される例示的なフィード
培地の組成に対して特定の変更を行ってもよい。例えば、このようなフィード培地の１つ
以上の成分の濃度が、このような成分の所望の濃度を達成するために増大されても減少さ
れてもよい。特定の実施形態では、各々のフィード培地成分の濃度は、同じ要因によって
増大または減少される。例えば、各々のフィード培地成分の濃度は、１×、２×、３×、
４×、５×、６×、７×、８×、９×、１０×、１１×、１２×、１３×、１４×、１５
×、１６×、１７×、１８×、１９×、２０×、２５×、３０×、３５×、４０×、４５
×、５０×またはそれ以上増大されても減少されてもよい。
【０１６０】
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【０１６１】
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【０１６２】
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　（実施例２）
　定義された増殖培地に対する銅およびグルタミン酸塩の添加の効果
　序：細胞培養中でのタンパク質またはポリペプチドの発現における１つの課題は、発現
されたタンパク質またはポリペプチドのミスフォールディング型または凝集型を最小限に
することである。この問題に対するいくつかの解決法が提案されており、これにはこの細
胞培養物のｐＨおよび／または温度を低下すること、ならびにＨＭＢＡなどの誘導剤の添
加が挙げられる。
【０１６３】
　細胞培養物のレドックス環境がミスフォールディングおよび凝集されたポリペプチドの
蓄積において役割を果たすか否かを確認するために、以下の実験を行った。より酸化的な
環境を達成するために、銅およびグルタミン酸塩を、レドックス状態に影響するその公知
の細胞内機構に基づいて細胞培養培地に添加した。銅は、システイン（還元型）からシス
チン（酸化型）への細胞外の酸化を触媒する。細胞培養培地に対して銅を添加することは
、シスチンの蓄積を容易にして、さらに酸化的な環境を生み出すという仮説がなされた。
グルタミン酸塩は細胞がシスチンを取り込んでそれをシステインに還元する能力を妨げる
ことが示されている。細胞がシスチンを取り込んで引き続きそれをシステインに変換する
能力をブロックするためにグルタミン酸塩を用いることによって、さらに酸化的な環境が
生じるということが考えられた。
【０１６４】
　材料および方法：以下の実験の全てに関して、標準的な灌流方法に従って、ＴＮＦＲ－
Ｉｇを１Ｌの産生バイオリアクター中で増殖させた。特定のセットの実験についての各々
の細胞培養物（表３、４、および５に示される）を同じ接種源から播種した。ｐＨおよび
温度の設定のポイントは、実験の間でわずかに調節し、その詳細は表３、４および５に示
す。銅およびグルタミン酸塩は、産生の施行の０日目に最初の細胞培養物に投与した。誘
導剤ＨＭＢＡおよびＮａＢを、表３、４および５に示される時点で細胞培養物に添加した
。
【０１６５】
　各々の細胞培養物を最初に第一の温度で増殖し、次いで１日目にそれより低い温度にシ
フトした。各々の実験の終わりには、無細胞順化（馴化）培地は－８０℃で保管した。タ
ンパク質調製物は、標準的なプロトコールに従って解凍した物質で行った。産生物の質の
分析は、各々の試験された細胞培養条件から得られたカラム溶出液を用いて行った。
【０１６６】



(47) JP 2010-519909 A 2010.6.10

10

20

30

40

【表３】

【０１６７】
【表４－１】

【０１６８】
【表４－２】

【０１６９】
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【表５】

　結果：図１～５、６～１０および１１～１５は、それぞれ表３、４および５に記載する
実験からの結果を示す。図１、６および１１は、３つの実験の各々で試験した細胞培養物
の各々についての積算生細胞密度（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｖｉａｂｌｅ　ｃｅｌｌ　ｄ
ｅｎｓｉｔｙ）（ＩＶＣＤ）を示す。図２、７および１２は、３つの実験の各々で試験し
た細胞培養物の各々についての累積産生比（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ）（Ｑｐ）を示す。図３、８および１３は、３つの実験の各々
において試験した細胞培養物の各々についてのグルタミン酸塩の値を示す。図４、９およ
び１４は、３つの実験の各々において試験した細胞培養物の各々についての乳酸塩の値を
示す。図５、１０および１５は、細胞培養の１０日目のミスフォールディングされたＴＮ
ＦＲ－Ｉｇの割合を産生された総ＴＮＦＲ－Ｉｇの割合として、および３つの実験の各々
において試験した細胞培養の各々について１０日目の力価を示す。表６は、表３、４およ
び５に記載される細胞培養物の各々についての質の結果（ミスフォールディング／凝集の
ＴＮＦＲ－Ｉｇの割合）の編集である。さらに、表６は、ＴＮＦＲ－Ｉｇの参照サンプル
の総シアリル化の割合として表現したＴＮＦＲ－Ｉｇの総シアリル化を示す。
【０１７０】
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【表６】

　図１６および１７は、それぞれ表４および５に記載した実験について試験した細胞培養
の各々について８および１０日目のミスフォールディング／凝集されたＴＮＦＲ－Ｉｇの
割合を示す。図１８および１９は、それぞれ表４および５に記載した実験について、８、
１０および１２日目の発現されたＴＮＦＲ－Ｉｇの総シアリル化を、ＴＮＦＲ－Ｉｇの参
照サンプルの総シアリル化の割合として示す。
【０１７１】
　細胞培養能力：銅、グルタミン酸塩または２つの組み合わせの添加は、各々の実験内の
コントロールの条件に比較した場合、培養能力に有意に影響しなかった。培養細胞密度は
、図１、６および１１に示されるように、添加によって負に影響されることはなかった。
図
図２、７および１２に示されるとおり、全ての添加のうち１つの均一の影響は、コントロ
ールに比較して産生性の比わずかな低下であって、全ての３つの実験で一貫して観察され
た相違であった。ほとんどの条件下で、回収の力価は、産生比の率における小さい相違を
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考慮して予想されるとおりコントロールのプロセスよりもわずかに低かった。
【０１７２】
　グルタミン酸の蓄積は、各々の産生の施行の経過にわたって測定した。図３、８および
１３に示されるとおり、グルタミン酸塩が前払いで投与される条件（グルタミン酸塩のみ
および併用条件）は、全体的に低いグルタミン酸塩産生率を有した。産生比の率は低かっ
たが、これらのグルタミン酸塩添加のなかの１つの均一な効果は、最後のグルタミン酸塩
濃度がコントロールよりも一貫して約１．５ｍＭ高かったということであった。銅のみを
投与した条件は、グルタミン酸産生プロフィールに関してコントロール条件と同一であっ
た（図３、８および１３を参照のこと）。これによって、銅のみの添加は、グルタミン酸
塩蓄積の正常な機構に影響しなかったことが示唆される。
【０１７３】
　乳酸塩消費の減少が、銅、グルタミン酸塩または２つの組み合わせが添加された全ての
条件について観察された（図４、９および１４を参照のこと）。従って、これらの条件は
コントロールに比較して高い乳酸塩蓄積で回収された。いかなる特定の理論によっても束
縛されることは望まないが、本発明者らは、銅および／またはグルタミン酸塩の添加と乳
酸塩の消費との間で観察される逆の傾向がレドックス状態と細胞の乳酸塩消費速度との間
の関係の指標であり得るということを提唱する。
【０１７４】
　産物の質の影響：これらの実験の主な評価項目は、銅、グルタミン酸塩または２つの組
み合わせが細胞培養物に添加されたとき、産生されたポリペプチドの質に対する影響を評
価することであった。特に、これらの実験は、銅、グルタミン酸塩またはその両方の添加
が細胞培養能力に負に影響することなく、産生されたポリペプチドのミスフォールディン
グおよび／または凝集の総量を低くし得るか否かを確認することに関する。表６から理解
できるとおり、銅、グルタミン酸塩またはその２つの組み合わせの添加が産生されるポリ
ペプチドの質を実際に改善した。３つの全ての実験において、ミスフォールディングおよ
び／または凝集されたポリペプチドの総量は銅および／またはグルタミン酸塩を含む条件
で低下した。
【０１７５】
　興味深いことに、実験２および３の培養条件からの時間経過データによって、ミスフォ
ールディングおよび／または凝集されたポリペプチドの総量は、銅および／またはグルタ
ミン酸塩を含有する条件について経時的に安定化していたことが示された（それぞれ図１
６および図１７、ならびに表６を参照のこと）。コントロール条件によって、ミスフォー
ルディングおよび／または凝集されたポリペプチドの値の明確な増大が経時的に示された
。この影響は、ミスフォールディングされた「温度シフトなし」プロセスでは観察されず
（図１７、実験３ａコントロール対実験３ａ併用を参照のこと）、このことは特定の実験
条件下で、温度シフトがミスフォールディングおよび／または凝集されたポリペプチドの
量を低下するのに有用であるということを示している。全体として、ミスフォールディン
グおよび／または凝集されたポリペプチドの総量が、コントロールのプロセスに比較して
銅および／またはグルタミン酸塩の条件について所定の収集日（８、１０または１２）に
低下されたということが３つの実験全てで実証された。検討された全ての条件のうち、グ
ルタミン酸塩および銅の併用は一貫して、ミスフォールディングおよび／または凝集され
たポリペプチドの量を回収時に低下させた。
【０１７６】
　１つの予期されなかったが有望な結果は、総シアリル化に対するこれらの種々の添加の
影響であった。表６に示されるとおり、実験１の結果によって、銅およびグルタミン酸塩
の両方の条件は、コントロールの条件よりも高い総シアリル化を有したことが示された。
さらに、表４および表５に記載される実験からの時間経過データによって、銅および／ま
たはグルタミン酸塩を含有する条件について経時的に総シアリル化の安定化またはわずか
な増大が示された（図１８および１９を参照のこと）。これらの実験におけるコントロー
ル条件によって、経時的に総シアリル化の低下が示された。さらに、総シアリル化の増大
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は、低ｐＨ培養条件（表６および図１８を参照のこと）および温度シフトなしの培養条件
（表６および図１９を参照のこと）で観察され、このことはこの機構がプロセスのｐＨお
よび温度のストラテジーとは独立し得るということを示唆している。
【０１７７】
　前述の説明は、例示でしかないと理解されるべきであって、限定ではないものとする。
本発明およびまたさらなる適用を実行するための代替的な方法および物質は、当業者に明
確であって、以下の特許請求の範囲内に包含されるものとする。

【図１】
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