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(57)【要約】
配列番号：１４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドが、リポソームの表面に結合
しているペプチド結合リポソームである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号：１４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドが、リポソームの表面に結合
していることを特徴とするペプチド結合リポソーム。
【請求項２】
リポソームが、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合
を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質と、リポソーム
の安定化剤とを含む請求項１に記載のペプチド結合リポソーム。
【請求項３】
リン脂質が、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基を有するリン脂質で
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ある請求項２に記載のペプチド結合リポソーム。
【請求項４】
アシル基が、オレイル基である請求項２から３のいずれかに記載のペプチド結合リポソ
ーム。
【請求項５】
リン脂質が、ジアシルホスファチジルセリン、ジアシルホスファチジルグリセロール、
ジアシルホスファチジン酸、ジアシルホスファチジルコリン、ジアシルホスファチジルエ
タノールアミン、サクシンイミジル−ジアシルホスファチジルエタノールアミン、及びマ
レイミド−ジアシルホスファチジルエタノールアミンから選ばれる少なくとも１つである
請求項２から４のいずれかに記載のペプチド結合リポソーム。
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【請求項６】
リポソームの安定化剤が、コレステロールである請求項２から５のいずれかに記載のペ
プチド結合リポソーム。
【請求項７】
ペプチドが、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を
１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質に結合している請
求項２から６のいずれかに記載のペプチド結合リポソーム。
【請求項８】
請求項１から７のいずれかに記載のペプチド結合リポソームを含有することを特徴とす
る細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤。
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【請求項９】
更に、アジュバントを含有する請求項８に記載の細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤。
【請求項１０】
請求項１から７のいずれかに記載のペプチド結合リポソームを含有することを特徴とす
る抗腫瘍ワクチン。
【請求項１１】
更に、アジュバントを含有する請求項１０に記載の抗腫瘍ワクチン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び抗腫瘍ワクチンとして好適なペプチド
結合リポソーム、並びに前記ペプチド結合リポソームを利用した細胞傷害性Ｔリンパ球活
性化剤、及び抗腫瘍ワクチンに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、腫瘍抗原に対して細胞傷害性Ｔリンパ球（以下、「ＣＴＬ」と称することがある
）反応を誘導し、活性化したＣＴＬが腫瘍細胞を排除することを期待した免疫療法の開発
研究が盛んに行われている。
前記免疫療法としては、腫瘍抗原ペプチドによるＣＴＬ誘導型ワクチンが開発の中心と
なっている。
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【０００３】
これまでに、Ｔｅｌｏｍｅｒｅ

Ｒｅｖｅｒｓｅ

Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔａｓｅ（以下

、「ＴＥＲＴ」と称することがある）を標的抗原とした腫瘍抗原ペプチドが提案されてい
る（例えば、特許文献１及び２参照）。
前記ＴＥＲＴは、様々な種類の臨床腫瘍の約９割で発現が認められる汎腫瘍抗原である
。そのため、ＴＥＲＴ由来抗原に対して強力な免疫反応を引き起こすワクチンは、汎用性
の高い万能抗腫瘍ワクチンとなり得ると期待されている。
【０００４】
一般に、ワクチン抗原の候補エピトープの探索では、抗原タンパク質のアミノ酸配列を
コンピュータアルゴリズムにより解析し、ＨＬＡとの予測アフィニティが高いものを選定
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することが多い（例えば、非特許文献１参照）。
前記ＴＥＲＴ由来抗原を利用したペプチドワクチンにおいても、現在臨床試験が行われ
ている抗原ペプチド５４０−５４８は、前記ＴＥＲＴの天然配列の中でＨＬＡ−Ａ２に対
する予測アフィニティが最も高い配列である（例えば、非特許文献２参照）。
【０００５】
しかしながら、これまでに十分に満足できる抗腫瘍ワクチンは提供されていない。
これは、腫瘍患者の末梢血中から検出される腫瘍抗原特異的細胞傷害性Ｔリンパ球は、
抗原刺激に対して無反応な状態に陥っているためと考えられる。その原因は、腫瘍の生育
過程において、ＨＬＡと高いアフィニティを有し、宿主免疫系に認識されやすいエピトー
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プが腫瘍細胞からＣＴＬに提示され、免疫寛容が誘導されるためと考えられる。
また、前記腫瘍抗原ペプチドは、体細胞のＭＨＣクラスＩにも結合するため、副刺激を
欠いた不適切な形でＴ細胞に抗原提示されることになり、投与抗原特異的な免疫寛容を引
き起こす可能性があるということも考えられる。
【０００６】
そのため、自己抗原由来であるＴＥＲＴタンパク質の高アフィニティエピトープは、腫
瘍の生育過程で腫瘍細胞からＴリンパ球に抗原提示され、その結果、免疫寛容が誘導され
てしまうという問題が考えられる。抗原特異的な免疫寛容が誘導された場合、抗原特異的
Ｔリンパ球は活性化刺激に不応答な状態に陥り、十分な抗腫瘍効果を発揮する細胞傷害性
Ｔリンパ球を抗腫瘍ワクチンにより誘導することが難しくなると予想される。
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【０００７】
一方、これまでに、不飽和脂肪酸からなるリポソームの表面に抗原ペプチドを結合させ
ることにより、プロフェッショナル抗原提示細胞（以下、「ｐＡＰＣ」と称することがあ
る）に特異的に取り込まれ、ＭＨＣクラスＩにクロスプレゼンテーションされ、副刺激を
備えた適切な形で抗原提示されることが知られている（例えば、非特許文献３参照）。
【０００８】
しかしながら、免疫寛容を誘導することなく、細胞性免疫反応を引き起こすことが可能
な、抗腫瘍ワクチンは未だ開発されておらず、その速やかな提供が強く求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開２０１０−２５２８１０号公報
【特許文献２】特表２００２−５２０２９３号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｓｔｅｆａｎ
ｉｇｅｎｅ
ｓｔ

ＤＮＡ
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１０４−１１４，
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ａｌ．，
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Ｓｕｒｖｉｖｉｎ

Ｉｎｔ．

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ
Ｊ．

ｍｉｎ

Ｃａｎｃｅｒ，

ａｇａｉｎ
１２５，
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【非特許文献２】Ｊｕｎ−Ｐｉｎｇ
ｎ

ｅｔ

Ｌｉｕ

ｅｔ

ｉｍｍｕｎｏｔｈｅｒａｐｙ．，

ａｌ．，

Ｔｅｌｏｍｅｒｅｓ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａ

ｅｔ

ｉ
Ｂ

50

(4)
ｉｏｐｈｙｓｉｃａ

Ａｃｔａ，

１８０５，

【非特許文献３】Ｔａｎａｋａ
ｅｄ

Ａｎｔｉｇｅｎｓ

Ｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇ
５（１２）

Ｙ．

Ａｒｅ

ｅｔ

３５−４２，
ａｌ．，

ｔｏ

ｖｉａ
ＣＤ８＋

ｅ１５２２５，

２０１０

Ｌｉｐｏｓｏｍｅ−Ｃｏｕｐｌ

Ｉｎｔｅｒｎａｌｉｚｅｄ

Ｃｅｌｌｓ

ｓｓ−Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ

JP WO2016/047509 A1 2016.3.31

ｂｙ

Ａｎｔｉｇｅｎ−
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Ｔ

Ｃｅｌｌｓ．，
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Ｃｒｏ
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２０１０

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
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。即ち、本発明は、免疫寛容を誘導することなく、細胞性免疫反応を引き起こすことが可
能なペプチド結合リポソーム、並びに前記ペプチド結合リポソームを利用した細胞傷害性
Ｔリンパ球活性化剤、及び抗腫瘍ワクチンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。即ち、
＜１＞

配列番号：１４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドが、リポソームの表

面に結合していることを特徴とするペプチド結合リポソームである。
＜２＞

前記＜１＞に記載のペプチド結合リポソームを含有することを特徴とする細胞

傷害性Ｔリンパ球活性化剤である。
＜３＞
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前記＜１＞に記載のペプチド結合リポソームを含有することを特徴とする抗腫

瘍ワクチンである。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
免疫寛容を誘導することなく、細胞性免疫反応を引き起こすことが可能なペプチド結合リ
ポソーム、並びに前記ペプチド結合リポソームを利用した細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤
、及び抗腫瘍ワクチンを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１Ａ】図１Ａは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、試験例２におけるエピトープペプチド＃２で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、試験例２におけるエピトープペプチド＃３で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、試験例２におけるエピトープペプチド＃４で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｅ】図１Ｅは、試験例２におけるエピトープペプチド＃５で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
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【図１Ｆ】図１Ｆは、試験例２におけるエピトープペプチド＃６で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｇ】図１Ｇは、試験例２におけるエピトープペプチド＃７で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｈ】図１Ｈは、試験例２におけるエピトープペプチド＃８で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｉ】図１Ｉは、試験例２におけるエピトープペプチド＃９で抗原刺激した場合の結
果を示す図である。
【図１Ｊ】図１Ｊは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１０で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。

50

(5)

JP WO2016/047509 A1 2016.3.31

【図１Ｋ】図１Ｋは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１１で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｌ】図１Ｌは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１２で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｍ】図１Ｍは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１３で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｎ】図１Ｎは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１４で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｏ】図１Ｏは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１５で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
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【図１Ｐ】図１Ｐは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１６で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｑ】図１Ｑは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１７で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｒ】図１Ｒは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１８で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｓ】図１Ｓは、試験例２におけるエピトープペプチド＃１９で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
【図１Ｔ】図１Ｔは、試験例２におけるエピトープペプチド＃２０で抗原刺激した場合の
結果を示す図である。
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【図２Ａ】図２Ａは、試験例３において、免疫に用いたエピトープペプチドに対応するエ
ピトープペプチドで抗原刺激を行った結果を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、試験例３において、免疫に用いたエピトープペプチドに対応するエ
ピトープペプチドの天然エピトープペプチドで抗原刺激を行った結果を示す図である。
【図３】図３は、試験例４の結果を示す図である。
【図４】図４は、試験例５の結果を示す図である。
【図５】図５は、試験例６における移植後２４日目の腫瘍の面積を測定した結果を示す図
である。
【図６】図６は、試験例６におけるマウスの生存期間の検討を行った結果を示す図である
30

。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（ペプチド結合リポソーム）
本発明のペプチド結合リポソームは、配列番号：１４で表されるアミノ酸配列からなる
ペプチドが、リポソームの表面に結合してなり、必要に応じて更にその他の成分を含む。
【００１６】
＜ペプチド＞
前記ペプチド結合リポソームにおけるペプチドは、下記配列番号：１４で表されるアミ
ノ酸配列からなる。
ＬＱＡＹＲＦＨＡＶ（配列番号：１４）
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前記配列番号：１４で表されるアミノ酸配列は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９４４番目から
９５２番目に該当するアミノ酸配列において、９５２番目のアミノ酸をＶに置換したもの
である。
【００１７】
前記ペプチドは、リポソームの表面に結合した状態で用いることにより、プロフェッシ
ョナル抗原提示細胞に特異的に取り込まれ、主要組織適合抗原複合体（ＭＨＣ）クラスＩ
にクロスプレゼンテーションされ、副刺激を備えた適切な形で抗原提示される。
【００１８】
前記ペプチド（以下、「抗原」、「エピトープペプチド」と称することもある）は、Ｈ
ＬＡ−Ａ２（「ＨＬＡ−Ａ＊０２０１」と称することもある）に拘束された細胞障害性Ｔ
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リンパ球、及びＨＬＡ−Ａ２４（「ＨＬＡ−Ａ＊２４０２」と称することもある）に拘束
された細胞傷害性Ｔリンパ球の少なくともいずれかを誘導し得る。
前記「細胞傷害性Ｔリンパ球を誘導する」とは、哺乳動物を抗原で免疫した場合に、前
記哺乳動物の生体内において、前記抗原を特異的に認識する細胞傷害性Ｔリンパ球の数及
び活性の少なくともいずれかが上昇することを意味する。
前記哺乳動物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ヒト、マウスなどが挙げられる。
前記細胞傷害性Ｔリンパ球の活性としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、細胞傷害活性などが挙げられる。
前記ペプチドは、細胞傷害性Ｔリンパ球を誘導し、細胞性免疫を活性化することができ
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る。
【００１９】
前記ペプチドは、細胞内でプロテアソームなどの作用により切断されて生じるように設
計されたものであってもよい。
また、前記ペプチドは、細胞内でＭＨＣ上に提示される際に、ＭＨＣの個人差（多型性
）による提示抗原の選別を克服できるような残基を付加配列として有していてもよい。
【００２０】
前記ペプチドの製造方法としては、特に制限はなく、公知の方法を適宜選択することが
でき、例えば、化学合成により製造する方法、生合成により製造する方法などが挙げられ
る。
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前記化学合成により製造する方法としては、例えば、液相合成、固相合成などが挙げら
れる。
前記生合成による製造方法としては、例えば、前記ペプチドを発現し得る発現ベクター
を導入した形質転換体を培養し、その培養物からアフィニティカラムなどの周知の精製技
術により前記ペプチドを単離する方法などが挙げられる。
前記発現ベクターの構築方法としては、特に制限はなく、公知の方法を適宜選択するこ
とができ、例えば、前記ペプチドをコードするポリヌクレオチドを適切な発現ベクター中
のプロモーターの下流に連結することにより構築することができる。
前記形質転換体としては、特に制限はなく、公知のものを適宜選択することができ、例
えば、大腸菌などが挙げられる。
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【００２１】
＜リポソーム＞
前記ペプチド結合リポソームにおけるリポソームとしては、本発明の効果を損なわない
限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、特開２０１４−
５２０５号公報、国際公開第２０１２／０３３１４２号に記載のものなどが挙げられる。
前記リポソームを構成するリン脂質膜は、両親媒性界面活性剤であるリン脂質が、極性
基を水相側に向けて界面を形成し、疎水基が界面の反対側に向く構造を有する。
前記リポソームとは、閉鎖空間を有するリン脂質二重膜のことをいう。
【００２２】
−リン脂質膜−

40

前記リポソームを構成するリン脂質膜は、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の
アシル基、及び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有す
るリン脂質と、リポソームの安定化剤とを含み、必要に応じて更にその他の成分を含む態
様が好ましい。
【００２３】
−−不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有する
炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質−−
前記リン脂質は、前記不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基を有するリ
ン脂質からなるものであってもよいし、前記不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の
炭化水素基を有するリン脂質からなるものであってもよいし、両者からなるものであって
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もよい。これらの中でも、細胞傷害性Ｔリンパ球（ＣＤ８＋Ｔ細胞、ＣＴＬ）をより効率
良く特異的に増強することができる点で、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のア
シル基を有するリン脂質からなることが好ましい。
【００２４】
前記リン脂質が有するグリセリン残基の１−位、及び２−位に結合する不飽和のアシル
基又は不飽和の炭化水素基は、同一であってもよいし、異なっていてもよいが、工業的な
生産性の観点から、同一であることが好ましい。
【００２５】
−−−アシル基−−−
前記アシル基の炭素数としては、１４〜２４であれば、特に制限はなく、目的に応じて

10

適宜選択することができるが、１６〜２２が好ましく、１８〜２２がより好ましく、１８
が特に好ましい。前記アシル基の炭素数が１３未満であると、リポソームの安定性が悪く
なったり、またＣＴＬ活性増強効果が不十分になったりする場合があり、前記アシル基の
炭素数が２４を超えると、リポソームの安定性が悪くなる場合がある。
前記アシル基の具体例としては、パルミトオレオイル基、オレオイル基、エルコイル基
などが挙げられる。これらの中でも、オレイル基が好ましい。
【００２６】
−−−炭化水素基−−−
前記炭化水素基の炭素数としては、１４〜２４であれば、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができるが、１６〜２２が好ましく、１８〜２２がより好ましく、１
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８が特に好ましい。
前記炭化水素基の具体例としては、テトラデセニル基、ヘキサデセニル基、オクタデセ
ニル基、Ｃ２０モノエン基、Ｃ２２モノエン基、Ｃ２４モノエン基などが挙げられる。
【００２７】
−−リン脂質−−
前記リン脂質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、酸性リン脂質、中性リン脂質、前記ペプチドを結合することのできる官能基を有する
反応性リン脂質などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を
併用してもよい。
前記リン脂質の種類、その割合としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
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ことができる。
【００２８】
前記酸性リン脂質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ホスファチジルセリン、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジン酸、ホス
ファチジルイノシトールなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２
種以上を併用してもよい。
前記酸性リン脂質の中でも、ＣＴＬ活性を実用上十分なレベルに増強することができる
点、及び工業的な供給性、医薬品として用いるための品質等の点で、不飽和結合を１個有
する炭素数１４〜２４のアシル基を有する、ジアシルホスファチジルセリン、ジアシルホ
スファチジルグリセロール、ジアシルホスファチジン酸、ジアシルホスファチジルイノシ
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トールが好ましい。
前記酸性リン脂質の使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができる。
前記酸性リン脂質は、リポソームの表面にアニオン性電離基を与えるので、リポソーム
表面にマイナスのゼータ電位を付与する。このためリポソームは、電荷的な反発力を得、
水性溶媒中で安定な製剤として存在できる。このように、前記酸性リン脂質は、前記ペプ
チド結合リポソームが水性溶媒中にある際のリポソームの安定性を確保する点で重要であ
る。
【００２９】
前記中性リン脂質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
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例えば、ホスファチジルコリンなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよい
し、２種以上を併用してもよい。
前記中性リン脂質の中でも、ジオレオイルホスファチジルコリンが好ましい。
前記中性リン脂質の使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、前記酸性リン脂質、前記反応性リン脂質、及び前記リポソームの安定化
剤の含有量を確保した上で、決定することができる。
前記中性リン脂質は、前記酸性リン脂質及び前記ペプチドを結合したリン脂質に比べ、
リポソームを安定化する機能が高く、膜の安定性を向上させ得る。そのため、前記リン脂
質膜は、中性リン脂質を含有することが好ましい。
【００３０】
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前記反応性リン脂質は、前記ペプチドが結合することのできる官能基を有するリン脂質
である。
前記反応性リン脂質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有す
る炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質が好ましい。これらは、１
種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
前記反応性リン脂質の使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができる。
【００３１】
前記反応性リン脂質の具体例としては、ホスファチジルエタノールアミン又はその末端
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変性体、ホスファチジルグリセロール又はその末端変性体、ホスファチジルセリン又はそ
の末端変性体、ホスファチジン酸又はその末端変性体、ホスファチジルイノシトール又は
その末端変性体などが挙げられる。
前記反応性リン脂質の中でも、工業的な入手性、前記ペプチドとの結合工程の簡便性、
収率などの点で、ホスファチジルエタノールアミン又はその末端変性体が好ましい。前記
ホスファチジルエタノールアミンは、その末端に前記ペプチドを結合することのできるア
ミノ基を有する。
また、前記反応性リン脂質の中でも、ＣＴＬ活性を実用上十分なレベルに増強すること
ができる点、リポソームでの安定性、及び工業的な供給性、医薬品として用いるための品
質などの点で、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基を有するジアシルホ
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スファチジルエタノールアミン又はその末端変性体が特に好ましい。
【００３２】
前記ジアシルホスファチジルエタノールアミンの製造方法としては、特に制限はなく、
公知の方法を適宜選択することができ、例えば、ジアシルホスファチジルコリンを原料に
、ホスホリパーゼＤを用いてコリンとエタノールアミンとを塩基交換反応させることで製
造することができる。
具体的には、ジアシルホスファチジルコリンを溶解したクロロホルム溶液と、ホスホリ
パーゼＤ及びエタノールアミンを溶解した水とを任意の比率で混合し、粗反応物を得るこ
とができる。前記粗反応物を、クロロホルム／メタノール／水系溶媒を用いてシリカゲル
カラムで精製し、目的のジアシルホスファチジルエタノールアミンを得ることができる。
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前記溶媒の組成比などのカラム精製条件としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができる。
【００３３】
前記ジアシルホスファチジルエタノールアミンの末端変性体としては、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ジアシルホスファチジルエタノールア
ミンのアミノ基に２価反応性化合物の一方の末端を結合させたジアシルホスファチジルエ
タノールアミン末端変性体などが挙げられる。
【００３４】
前記２価反応性化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、ジアシルホスファチジルエタノールアミンのアミノ基と反応することができ
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るアルデヒド基又はコハク酸イミド基を少なくとも片方の末端に有する化合物などが挙げ
られる。
前記アルデヒド基を有する２価反応性化合物の具体例としては、グリオキサール、グル
タルアルデヒド、サクシンジアルデヒド、テレフタルアルデヒドなどが挙げられる。これ
らの中でも、グルタルアルデヒドが好ましい。
前記コハク酸イミド基を有する２価反応性化合物の具体例としては、ジチオビス（サク
シンイミジルプロピオネート）、エチレングリコール−ビス（サクシンイミジルサクシネ
ート）、ジサクシンイミジルサクシネート、ジサクシンイミジルスベレート、ジサクシン
イミジルグルタレートなどが挙げられる。
【００３５】
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また、一方の末端にサクシンイミド基、他方の片末端にマレイミド基を有する２価反応
性化合物として、例えば、Ｎ−サクシンイミジル４−（ｐ−マレイミドフェニル）ブチレ
ート、スルホサクシンイミジル−４−（ｐ−マレイミドフェニル）ブチレート、Ｎ−サク
シンイミジル−４−（ｐ−マレイミドフェニル）アセテート、Ｎ−サクシンイミジル−４
−（ｐ−マレイミドフェニル）プロピオネート、サクシンイミジル−４−（Ｎ−マレイミ
ドエチル）−シクロヘキサン−１−カルボキシレート、スルホサクシンイミジル−４−（
Ｎ−マレイミドエチル）−シクロヘキサン−１−カルボキシレート、Ｎ−（γ−マレイミ
ドブチリルオキシ）サクシンイミド、Ｎ−（ε−マレイミドカプロイルオキシ）サクシン
イミドなどが挙げられる。このような２価反応性化合物を用いると、官能基としてマレイ
ミド基を有するジアシルホスファチジルエタノールアミン末端変性体が得られる。
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【００３６】
以上のような２価反応性化合物の一方の末端の官能基をジアシルホスファチジルエタノ
ールアミンのアミノ基に結合することにより、ジアシルホスファチジルエタノールアミン
の末端変性体を得ることができる。
【００３７】
前記リン脂質膜は、前記不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不
飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質を１種
含むことが好ましく、２種以上含むことがより好ましく、３種以上含むことが特に好まし
い。
【００３８】
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前記リン脂質としては、ジアシルホスファチジルセリン、ジアシルホスファチジルグリ
セロール、ジアシルホスファチジン酸、ジアシルホスファチジルコリン、ジアシルホスフ
ァチジルエタノールアミン、サクシンイミジル−ジアシルホスファチジルエタノールアミ
ン、及びマレイミド−ジアシルホスファチジルエタノールアミンから選ばれる少なくとも
１つの、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有
する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質を含有することが好まし
い。前記リン脂質の種類は、２種以上がより好ましく、３種以上が特に好ましい。
【００３９】
また、前記リン脂質膜は、（１）不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基
、及び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する酸性リ
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ン脂質、（２）不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を
１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する中性リン脂質、及び（３）
不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有する炭素
数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する反応性リン脂質を、それぞれ、少なくとも
１種含有することが好ましい。
【００４０】
前記リン脂質膜は、前記ペプチドが有する官能基を介して、前記ペプチドを安定にリポ
ソームに結合させることができる点で、アミノ基、サクシンイミド基、マレイミド基、チ
オール基、カルボキシル基、水酸基、ジスルフィド基、メチレン鎖を有する炭化水素基（
アルキル基等）からなる疎水基などの官能基を有することが好ましい。
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前記官能基の中でも、アミノ基、サクシンイミド基、マレイミド基がより好ましい。
【００４１】
−−リポソームの安定化剤−−
前記リポソームの安定化剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、ステロール類、トコフェロール類などが挙げられる。これらは、１種単
独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
前記ステロール類の具体例としては、コレステロール、シトステロール、カンペステロ
ール、スチグマステロール、ブラシカステロールなどが挙げられる。これらの中でも、入
手性などの点で、コレステロールが好ましい。
前記トコフェロール類の具体例としては、α−トコフェロールなどが挙げられる。これ

10

らの中でも、入手性などの点で、α−トコフェロールが好ましい。
【００４２】
−−その他の成分−−
前記その他の成分としては、リポソームを構成することができる限り、特に制限はなく
、公知の構成成分を適宜選択することができる。
【００４３】
前記リン脂質膜の組成の一例としては、例えば、以下を挙げることができる。
（Ａ）

不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有

する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質

・・・

１モル％〜９
20

９．８モル％、
（Ｂ）

リポソームの安定化剤

・・・

０．２モル％〜７５モル％

なお、各成分の含有量は、ペプチド結合リポソームのリポソーム部分を構成するリン脂
質膜の全構成成分に対するモル％である。
前記成分（Ａ）の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、リポソームの安定性の観点から、１０モル％〜９０モル％が好ましく、３０モ
ル％〜８０モル％がより好ましく、５０モル％〜７０モル％が特に好ましい。
前記成分（Ｂ）の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、リポソームの安定性の観点から、５モル％〜７０モル％が好ましく、１０モル
％〜６０モル％がより好ましく、２０モル％〜５０モル％が特に好ましい。前記成分（Ｂ
）の含有量が７５モル％を超えると、リポソームの安定性が損なわれることがある。
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【００４４】
前記成分（Ａ）には、以下が含まれる。
（ａ）

ペプチドが結合していない、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル

基、及び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン
脂質、及び
（ｂ）

ペプチドが結合した、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及

び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質。
前記成分（ａ）の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．０１モル％〜８５モル％が好ましく、０．１モル％〜８０モル％がより好
ましく、０．１モル％〜６０モル％が更に好ましく、０．１モル％〜５０モル％が特に好
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ましい。
前記成分（ｂ）の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．２モル％〜８０モル％が好ましく、０．３モル％〜６０モル％がより好ま
しく、０．４モル％〜５０モル％が更に好ましく、０．５モル％〜２５モル％が特に好ま
しい。前記成分（ｂ）の含有量が、０．２モル％未満であると、前記ペプチドの量が低下
するため、実用上十分なレベルに細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化することが困難となるこ
とがあり、８０モル％を超えると、リポソームの安定性が低下することがある。
【００４５】
前記成分（ａ）のリン脂質には、前記酸性リン脂質、前記中性リン脂質が含まれる。
前記成分（ｂ）のリン脂質には、前記反応性リン脂質が含まれる。
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【００４６】
前記酸性リン脂質の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、１モル％〜８５モル％が好ましく、２モル％〜８０モル％がより好ましく、
４モル％〜６０モル％が更に好ましく、５モル％〜４０モル％が特に好ましい。前記酸性
リン脂質の含有量が１モル％未満であると、ゼータ電位が小さくなりリポソームの安定性
が低くなり、また、実用上十分なレベルに細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化することが困難
となることがある。一方、前記酸性リン脂質の含有量が８５モル％を超えると、結果とし
て、リポソームのペプチドが結合したリン脂質の含有量が低下し、実用上十分なレベルに
細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化することが困難となることがある。
10

【００４７】
前記中性リン脂質の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができるが、０．０１モル％〜８０モル％が好ましく、０．１モル％〜７０モル％がより
好ましく、０．１モル％〜６０モル％が更に好ましく、０．１モル％〜５０モル％が特に
好ましい。前記中性リン脂質の含有量が８０モル％を超えると、リポソームに含まれる酸
性リン脂質、ペプチドが結合したリン脂質及びリポソームの安定化剤の含有量が低下し、
実用上十分なレベルに細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化することが困難となることがある。
【００４８】
前記ペプチドが結合したリン脂質は、前記反応性リン脂質にペプチドが結合して得られ
るものである。
前記反応性リン脂質が前記ペプチドと結合する割合としては、本発明の効果を損なわな

20

い限り、特に制限はなく、結合に用いる官能基の種類、結合処理条件などにより適宜選択
することができる。
例えば、ジアシルホスファチジルエタノールアミンの末端アミノ基に２価反応性化合物
であるジサクシンイミジルサクシネートの片末端を結合して得たジアシルホスファチジル
エタノールアミンの末端変性体を反応性リン脂質として用いる場合、結合処理条件の選択
によって反応性リン脂質の１０％〜９９％をペプチドと結合することができる。この場合
、ペプチドと結合していない反応性リン脂質は、酸性リン脂質となってリポソームに含有
される。
【００４９】
30

前記リン脂質膜の好ましい態様としては、例えば、以下の組成が挙げられる。
（Ｉ）

不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有

する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する酸性リン脂質

・・・

１モル％

〜８５モル％、
（ＩＩ）

不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個

有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する中性リン脂質

・・・

０．０

１モル％〜８０モル％、
（ＩＩＩ）

ペプチドが結合した、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基

、及び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂
質

・・・

（ＩＶ）

０．２モル％〜８０モル％、
リポソームの安定化剤

・・・

０．２モル％〜７５モル％。

40

（合計１００モル％）
【００５０】
前記リン脂質膜のより好ましい態様としては、例えば、以下の組成が挙げられる。
前記成分（Ｉ）

・・・

前記成分（ＩＩ）

２モル％〜８０モル％、

前記成分（ＩＩＩ）

・・・

前記成分（ＩＶ）

・・・

０．１モル％〜７０モル％、

・・・

０．３モル％〜６０モル％、
１０モル％〜７０モル％。

（合計１００モル％）
【００５１】
前記リン脂質膜の更に好ましい態様としては、例えば、以下の組成が挙げられる。
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前記成分（Ｉ）

・・・

前記成分（ＩＩ）

４モル％〜６０モル％、

・・・

前記成分（ＩＩＩ）

０．１モル％〜６０モル％、

・・・

前記成分（ＩＶ）
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・・・

０．４モル％〜５０モル％、
２０モル％〜６０モル％。

（合計１００モル％）
【００５２】
前記リン脂質膜の特に好ましい態様としては、例えば、以下の組成が挙げられる。
前記成分（Ｉ）

・・・

前記成分（ＩＩ）

５モル％〜４０モル％、

前記成分（ＩＩＩ）

・・・

前記成分（ＩＶ）

・・・

０．１モル％〜５０モル％、

・・・

０．５モル％〜２５モル％、

10

２５モル％〜５５モル％。

（合計１００モル％）
【００５３】
前記リン脂質膜は、本発明の効果を損なわない限り、炭素数が１４未満又は２４を超え
る不飽和アシル基、及び不飽和炭化水素基のいずれかを含むリン脂質を含んでいてもよい
。
【００５４】
前記リン脂質膜中のリン脂質に含まれる全ての不飽和アシル基又は不飽和炭化水素基の
合計数に対する、炭素数が１４〜２４である不飽和アシル基又は不飽和炭化水素基の数の
割合としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、５０％以上

20

が好ましく、６０％以上がより好ましく、７５％以上が更に好ましく、９０％以上が特に
好ましく、９７％以上（例えば実質的に１００％）が最も好ましい。
【００５５】
前記リン脂質膜は、本発明の効果を損なわない限り、炭素数が１４〜２４のアシル基又
は炭化水素基を有する、リン脂質以外の脂質を含んでいてもよい。
前記炭素数が１４〜２４のアシル基又は炭化水素基を有する、リン脂質以外の脂質の含
有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、４０モル％
以下が好ましく、２０モル％以下がより好ましく、１０モル％以下が更に好ましく、５モ
ル％以下（例えば実質的に０モル％）が特に好ましい。
【００５６】

30

前記リポソームの製造方法としては、特に制限はなく、公知の方法を適宜選択すること
ができる。
例えば、エクスツルージョン法、ボルテックスミキサー法、超音波法、界面活性剤除去
法、逆相蒸発法、エタノール注入法、プレベシクル法、フレンチプレス法、Ｗ／Ｏ／Ｗエ
マルジョン法、アニーリング法、凍結融解法などが挙げられる。
【００５７】
前記リポソームの形態としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、多重層リポソーム、小さな一枚膜リポソーム、大きな一枚膜リポソームなど
が挙げられる。
前記形態のリポソームは、前記リポソームの製造方法を適宜選択することにより、製造

40

することができる。
【００５８】
前記リポソームの粒径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、保存安定性などの点で、２０ｎｍ〜６００ｎｍが好ましく、３０ｎｍ〜５００ｎ
ｍがより好ましく、４０ｎｍ〜４００ｎｍが更に好ましく、５０ｎｍ〜３００ｎｍが特に
好ましく、７０ｎｍ〜２３０ｎｍが最も好ましい。
前記リポソームの粒径は、動的光散乱法により測定することができる。
【００５９】
前記リポソームは、その物理化学的安定性を向上させるために、リポソーム調製過程又
は調製後に、リポソームの内水相及び外水相の少なくともいずれかに、糖類又は多価アル
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コール類を添加乃至溶解してもよい。
長期保存、或いは製剤化途中での保管が必要な場合には、リポソームの保護剤として、
糖類又は多価アルコールを添加乃至溶解し、凍結乾燥により水分を除いてリン脂質組成物
の凍結乾燥物とすることが好ましい。
【００６０】
前記糖類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
グルコース、ガラクトース、マンノース、フルクトース、イノシトール、リボース、キシ
ロース等の単糖類；サッカロース、ラクトース、セロビオース、トレハロース、マルトー
ス等の二糖類；ラフィノース、メレジトース等の三糖類；シクロデキストリン等のオリゴ
糖；デキストリン等の多糖類；キシリトール、ソルビトール、マンニトール、マルチトー

10

ル等の糖アルコールなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以
上を併用してもよい。
前記糖類の中でも、単糖類、二糖類が好ましく、入手性等の点で、グルコース、サッカ
ロースがより好ましい。
【００６１】
前記多価アルコール類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、テトラグリセリン、ペンタグ
リセリン、ヘキサグリセリン、ヘプタグリセリン、オクタグリセリン、ノナグリセリン、
デカグリセリン、ポリグリセリン等のグリセリン系化合物；ソルビトール、マンニトール
等の糖アルコール系化合物；エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレン

20

グリコール、テトラエチレングリコール、ペンタエチレングリコール、ヘキサエチレング
リコール、ヘプタエチレングリコール、オクタエチレングリコール、ノナエチレングリコ
ールなどが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用しても
よい。
前記多価アルコール類の中でも、入手性の点で、グリセリン、ジグリセリン、トリグリ
セリン、ソルビトール、マンニトール、分子量４００〜１０，０００のポリエチレングリ
コールが好ましい。
【００６２】
前記リポソームの内水相及び外水相の少なくともいずれかに含ませる、前記糖類又は多
価アルコール類の濃度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ

30

るが、リポソーム液に対する質量濃度で、１質量％〜２０質量％が好ましく、２質量％〜
１０質量％がより好ましい。
【００６３】
＜結合＞
前記ペプチド結合リポソームは、前記リポソームの表面に前記ペプチドが結合している
。
前記結合の態様としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、前記ペプチドが、前記不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽
和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質に結合し
ている態様が好ましい。

40

【００６４】
前記ペプチドは、前記ペプチドが有する官能基を介して前記リポソームの表面に結合す
ることができる。
前記リポソームの表面への結合に用いられる前記ペプチド中の官能基としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アミノ基、チオール基、カル
ボキシル基、水酸基、ジスルフィド基、メチレン鎖を有する炭化水素基（アルキル基等）
からなる疎水基などが挙げられる。
前記アミノ基、チオール基、カルボキシル基、水酸基、及びジスルフィド基は、共有結
合により、前記ペプチドを前記リポソームの表面に結合することができる。
前記アミノ基、及びカルボキシル基は、イオン結合により、前記ペプチドを前記リポソ
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ームの表面に結合することができる。
前記疎水基は、疎水基同士の疎水結合により、前記ペプチドを前記リポソームの表面に
結合することができる。
これらの中でも、アミノ基、カルボキシル基、又はチオール基を介してリポソームの表
面に結合する態様が好ましい。
【００６５】
前記イオン結合、及び前記疎水結合は、リポソームへのペプチドの結合手順が簡便であ
り、ペプチド結合リポソームの調製容易性の点で、好ましい。
前記共有結合は、リポソーム表面におけるペプチドの結合安定性の点、ペプチド結合リ
ポソームを実用する際の保存安定性の点で、好ましい。

10

前記ペプチド結合リポソームは、その構成成分であるリポソームの表面に優れた細胞傷
害性Ｔリンパ球活性化効果を有するペプチドが結合していることを１つの特徴としている
。したがって、実用段階で、例えば注射行為によって生体内に投与された後にも、該ペプ
チドがリポソームの表面に安定に結合していることが、本発明の効果をより高める点で好
ましい。このような観点から、前記ペプチドと、前記リポソームとの結合としては、共有
結合が好ましい。
【００６６】
前記ペプチドが有する官能基と、前記リポソームを構成するリン脂質膜が有する官能基
との組合せとしては、本発明の効果を損なわない限り、特に制限はなく、目的に応じて適
宜選択することができるが、それぞれ、アミノ基とアルデヒド基、アミノ基とアミノ基、
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アミノ基とサクシンイミド基、チオール基とマレイミド基が好ましい。
【００６７】
前記リポソームの表面に前記ペプチドを結合する方法としては、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択することができ、例えば、前記反応性リン脂質を含有するリポソームを
調製し、次に前記ペプチドを加えてリポソームの反応性リン脂質にペプチドを結合する方
法などが挙げられる。
また、予めペプチドを反応性リン脂質に結合しておき、次に、得られたペプチドが結合
した反応性リン脂質を、反応性リン脂質以外のリン脂質及びリポソームの安定化剤と混合
することによっても、ペプチドを表面に結合したリポソームを得ることができる。
前記反応性リン脂質への前記ペプチドの結合方法としては、特に制限はなく、公知の方

30

法を適宜選択することができる。
【００６８】
前記ペプチド結合リポソームは、ペプチドを結合させる前のリポソームを作製した後、
ペプチドを結合させることにより簡便に製造することができる。
【００６９】
例えば、前記リン脂質、前記リポソームの安定化剤、及び膜表面にペプチドを結合する
ための前記反応性リン脂質を含有したリポソームの懸濁液を調製し、その外水相に前記糖
類の１つであるスクロースを２質量％〜１０質量％程度加えて溶解する。前記糖類添加物
を１０ｍＬガラス製バイヤルに移して棚段式凍結乾燥機内に置き、−４０℃などに冷却し
て凍結した後、常法により、リポソームの凍結乾燥物を得ることができる。

40

【００７０】
前記リポソームの凍結乾燥物は、水分が取り除かれているため長期間の保存が可能であ
り、必要時に特定のペプチドを加えて後の工程を実施することにより、前記ペプチド結合
リポソームを簡便かつ迅速に得ることができる。前記ペプチドと、前記リポソームとの相
互作用が強く不安定性が強い場合などは、このようにリポソームの凍結乾燥物の段階で保
存し、必要な際にペプチドを結合して用いると非常に簡便である。
【００７１】
前記ペプチド結合リポソームのリポソーム部分を構成するリン脂質膜は、ペプチドが結
合したリン脂質を有し得る。
前記ペプチドが結合したリン脂質を含有するリポソームを製造する方法としては、特に
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制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、下記（ｉ）、（ｉｉ）の方
法などが挙げられる。
（ｉ）

前記リン脂質、前記反応性リン脂質、前記リポソームの安定化剤を含有するリポ

ソームを調製し、これに前記ペプチド及び前記２価反応性化合物を添加し、リポソーム中
に含有される反応性リン脂質の官能基と、該ペプチドの官能基とを、２価反応性化合物を
介して連結する方法。
（ｉｉ）リン脂質、反応性リン脂質、リポソームの安定化剤を含有するリポソームを調製
し、これにペプチドを添加し、リポソームに含まれる反応性リン脂質の官能基と、該ペプ
チドの官能基を連結して結合させる方法。
【００７２】

10

前記（ｉ）の方法で用いることができる２価反応性化合物は、前記反応性リン脂質の末
端変性体の調製において用いたものを同様に用いることができる。
具体的には、アルデヒド基を有する２価反応性化合物として、グリオキサール、グルタ
ルアルデヒド、サクシンジアルデヒド、テレフタルアルデヒドなどが挙げられる。これら
の中でも、グルタルアルデヒドが好ましい。
更に、コハク酸イミド基を有する２価反応性化合物として、ジチオビス（サクシンイミ
ジルプロピオネート）、エチレングリコール−ビス（サクシンイミジルサクシネート）、
ジサクシンイミジルサクシネート、ジサクシンイミジルスベレート、ジサクシンイミジル
グルタレートなどが挙げられる。
また、片末端にサクシンイミド基、もう一方の片末端にマレイミド基を有する２価反応

20

性化合物として、Ｎ−サクシンイミジル−４−（ｐ−マレイミドフェニル）ブチレート、
スルホサクシンイミジル−４−（ｐ−マレイミドフェニル）ブチレート、Ｎ−サクシンイ
ミジル−４−（ｐ−マレイミドフェニル）アセテート、Ｎ−サクシンイミジル−４−（ｐ
−マレイミドフェニル）プロピオネート、サクシンイミジル−４−（Ｎ−マレイミドエチ
ル）−シクロヘキサン−１−カルボキシレート、スルホサクシンイミジル−４−（Ｎ−マ
レイミドエチル）−シクロヘキサン−１−カルボキシレート、Ｎ−（γ−マレイミドブチ
リルオキシ）サクシンイミド、Ｎ−（ε−マレイミドカプロイルオキシ）サクシンイミド
などが挙げられる。これらの２価反応性化合物を使用すると、官能基としてマレイミド基
を有する反応性リン脂質（例えばホスファチジルエタノールアミン）の末端変性体が得ら
れる。
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【００７３】
前記（ｉ）及び（ｉｉ）における結合の種類としては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができ、例えば、イオン結合、疎水結合、共有結合などが挙げられる。
これらの中でも、共有結合が好ましい。
前記共有結合の具体例としては、シッフ塩基結合、アミド結合、チオエーテル結合、エ
ステル結合などが挙げられる。
【００７４】
前記（ｉ）、（ｉｉ）の方法では、リポソームを構成するリン脂質膜に含まれる反応性
リン脂質にペプチドを結合することができ、ペプチドが結合したリポソームが形成される
40

。
【００７５】
前記（ｉ）の方法において、原料となるリポソームとペプチドとを２価反応性化合物を
介して結合させる方法の具体例としては、例えば、シッフ塩基結合を利用する方法が挙げ
られる。
前記シッフ塩基結合を介してリポソームとペプチドとを結合する方法としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アミノ基を表面に有するリポ
ソームを調製し、ペプチドを該リポソームの懸濁液に添加し、次に、２価反応性化合物と
してジアルデヒドを加え、リポソーム表面のアミノ基と該ペプチド中のアミノ基とをシッ
フ塩基を介して結合する方法などが挙げられる。
【００７６】
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前記シッフ塩基結合を介してリポソームとペプチドとを結合する方法の具体例としては
、以下の方法が挙げられる。
（ｉ−１）

アミノ基を表面に有するリポソームを得るために、不飽和結合を１個有する

炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素
基のいずれかを有する反応性リン脂質（例えば、ホスファチジルエタノールアミン）をリ
ポソーム原料脂質（リン脂質、リポソームの安定化剤など）中に混合して、アミノ基がリ
ポソーム表面に所定量存在するリポソームを作製する。
（ｉ−２）前記リポソームの懸濁液に、ペプチドを添加する。
（ｉ−３）次に、２価反応性化合物としてグルタルアルデヒドを加えて、所定の時間反応
させてリポソームとペプチドとの間にシッフ塩基結合を形成する。

10

（ｉ−４）その後、余剰のグルタルアルデヒドの反応性を失活させるため、アミノ基含有
水溶性化合物としてグリシンをリポソーム懸濁液に加えて反応させる。
（ｉ−５）ゲルろ過、透析、限外ろ過、遠心分離などの方法により、リポソームに未結合
のペプチド、グルタルアルデヒドとグリシンとの反応産物、及び余剰のグリシンを除去し
て、ペプチド結合リポソームの懸濁液を得る。
【００７７】
前記（ｉｉ）の方法の具体例としては、アミド結合、チオエーテル結合、シッフ塩基結
合、エステル結合などを形成することのできる官能基を有する反応性リン脂質を、リポソ
ームを構成するリン脂質膜に導入する方法などが挙げられる。
前記官能基の具体例としては、サクシンイミド基、マレイミド基、アミノ基、イミノ基

20

、カルボキシル基、水酸基、チオール基などが挙げられる。
【００７８】
前記リポソームを構成するリン脂質膜に導入する反応性リン脂質の具体例としては、前
記不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽和結合を１個有する炭
素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有する反応性リン脂質（例えば、ホスファチジ
ルエタノールアミン）のアミノ基末端の末端変性物などが挙げられる。
【００７９】
前記（ｉｉ）の方法の結合手順の具体例として、ジアシルホスファチジルエタノールア
ミンを用いた場合を例として、以下に説明する。
（ｉｉ−１）不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基を有するジアシルホス
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ファチジルエタノールアミンと、ジサクシンイミジルサクシネートとを公知の方法で片末
端のみ反応させて、官能基としてサクシンイミド基を末端に有するジサクシンイミジルサ
クシネート結合ジアシルホスファチジルエタノールアミンを得る。
（ｉｉ−２）前記ジサクシンイミジルサクシネート結合ジアシルホスファチジルエタノー
ルアミンと、他のリポソーム構成成分（リン脂質、リポソームの安定化剤など）とを公知
の方法で混合し、表面に官能基としてサクシンイミド基を有するリポソームを作製する。
（ｉｉ−３）前記リポソームの懸濁液に、ペプチドを加え、該ペプチド中のアミノ基と、
リポソーム表面のサクシンイミド基とを反応させる。
（ｉｉ−４）未反応のペプチド、反応副生物などを、ゲルろ過、透析、限外ろ過、遠心分
離などの方法により除去して、ペプチド結合リン脂質を含有するリポソームの懸濁液を得

40

る。
【００８０】
前記リポソームと、前記ペプチドとを結合する場合、官能基として含有されることが多
いアミノ基又はチオール基を対象とすることが実用上好ましい。アミノ基を対象とする場
合には、サクシンイミド基と反応させることによりシッフ塩基結合を形成させることがで
きる。チオール基を対象とする場合には、マレイミド基と反応させることによりチオエー
テル結合を形成させることができる。
【００８１】
本発明のペプチド結合リポソームにおけるペプチドは、後述する試験例で示すようにＢ
ＩＭＡＳスコアが低く、生体内では免疫系に認識されない低免疫原性抗原と考えられる。
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そのため、本発明のペプチド結合リポソームは、免疫寛容を誘導することなく、細胞性免
疫反応を引き起こすことができるので、後述する本発明の細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤
、及び抗腫瘍ワクチンとして、好適に利用することができる。
【００８２】
（細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、抗腫瘍ワクチン）
本発明の細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤は、本発明のペプチド結合リポソームを少なく
とも含み、必要に応じて更にその他の成分を含む。
本発明の抗腫瘍ワクチンは、本発明のペプチド結合リポソームを少なくとも含み、必要
に応じて更にその他の成分を含む。
10

【００８３】
＜ペプチド結合リポソーム＞
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンにおけるペプチド結合リ
ポソームは、上述した本発明のペプチド結合リポソームである。
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンにおける前記ペプチド結
合リポソームの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、前記ペプチド結合リポソーム又はそのペプチドの含有量として、０．１質量％〜１
００質量％が好ましく、１質量％〜９９質量％がより好ましく、１０質量％〜９０質量％
が特に好ましい。
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、前記ペプチド結合リ
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ポソームからなるものであってもよい。
【００８４】
＜その他の成分＞
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンにおけるその他の成分と
しては、本発明の効果を損なわない限り、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、アジュバントを含むことが好ましい。
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンにおける前記その他の成
分の含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００８５】
−アジュバント−
前記アジュバントとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
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例えば、水酸化アルミニウムゲル、完全フロイントアジュバント、不完全フロイントアジ
ュバント、百日咳菌アジュバント、ポリ（Ｉ，Ｃ）、ＣｐＧ−ＤＮＡなどが挙げられる。
これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。前記アジュバント
の中でも、ＣｐＧ−ＤＮＡが好ましい。
前記ＣｐＧ−ＤＮＡは、細菌の非メチル化ＣｐＧモチーフを含むＤＮＡであり、特定の
受容体（Ｔｏｌｌ−ｌｉｋｅ

ｒｅｃｅｐｔｏｒ

９）のリガンドとして働くことが知ら

れている（Ｂｉｏｃｈｉｍ．

Ｂｉｏｐｈｙｓ．

Ａｃｔａ

６

（１９９９）、

４７７

Ｃｕｒｒ．

Ｏｐｉｎ．

１４８９，

Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．

１０７−１１
６，

４７２−

（２００３）参照）。前記ＣｐＧ−ＤＮＡは、樹状細胞（ＤＣ）を活性化するこ

とにより、前記ペプチド結合リポソームによる細胞傷害性Ｔリンパ球の誘導を増強するこ

40

とができる。
【００８６】
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンにおける前記アジュバン
トの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、０．
０１質量％〜１０質量％が好ましく、０．１質量％〜５質量％がより好ましい。
【００８７】
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、その有効成分である
前記ペプチド結合リポソーム自体を投与してもよいし、又は適当な医薬組成物として投与
してもよい。
前記医薬組成物は、前記ペプチド結合リポソームと、薬理学的に許容され得る担体、希
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釈剤又は賦形剤とを含むものであってもよい。前記医薬組成物は、経口又は非経口投与に
適する剤形として提供される。
【００８８】
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、他の成分を有効成分
とする医薬組成物と併せた態様で使用されてもよい。
また、前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、他の成分を有
効成分とする医薬中に、配合された状態で使用されてもよい。
【００８９】
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、常法に従って製剤化
することができる。

10

前記ペプチド結合リポソームは低毒性であり、そのまま液剤として、又は適当な剤形の
医薬組成物として、経口的又は非経口的（例えば、血管内投与、皮下投与等）に投与する
ことができるが、非経口的に投与されることが好ましい。
【００９０】
非経口投与のための医薬組成物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、注射剤、坐剤などが挙げられる。
【００９１】
前記注射剤は、静脈注射剤、皮下注射剤、皮内注射剤、筋肉注射剤、点滴注射剤などの
剤形を包含する。前記注射剤は、公知の方法に従って調製できる。前記注射剤の調製方法
としては、例えば、前記ペプチド結合リポソームを通常注射剤に用いられる無菌の水系溶
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媒に溶解又は懸濁するなどが挙げられる。
前記水系溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、蒸留水；生理的食塩水；リン酸緩衝液、炭酸緩衝液、トリス緩衝液、酢酸緩衝液等の
緩衝液などが挙げられる。前記水系溶媒のｐＨとしては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができるが、５〜１０が好ましく、６〜８がより好ましい。
調製された注射液は、適当なアンプルに充填されることが好ましい。
【００９２】
また、前記ペプチド結合リポソームの懸濁液を、真空乾燥、凍結乾燥等の処理に付すこ
とにより、前記ペプチド結合リポソームの粉末製剤を調製することもできる。前記ペプチ
ド結合リポソームを粉末状態で保存し、使用時に該粉末を注射用の水系溶媒で分散するこ

30

とにより、使用に供することができる。
【００９３】
前記細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンの投与量、投与時期、投
与間隔、及び投与対象としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
る。
【００９４】
前記投与量としては、投与する対象、投与方法、投与形態等を考慮して適宜選択するこ
とができる。
例えば、皮下投与、又は経鼻投与により生体内の細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化する場
合には、通常成人１人（体重６０ｋｇ）あたり、前記ペプチド結合リポソームにおけるペ
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プチドとして、１回あたり、１μｇ〜１，０００μｇが好ましく、２０μｇ〜１００μｇ
がより好ましい。
また、例えば、皮下投与により腫瘍を予防又は治療する場合には、通常成人１人（体重
６０ｋｇ）あたり、前記ペプチド結合リポソームにおけるペプチドとして、１回あたり、
１μｇ〜１，０００μｇが好ましく、２０μｇ〜１００μｇがより好ましい。
【００９５】
前記投与時期、及び投与間隔としては、例えば、皮下投与、又は経鼻投与により生体内
の細胞傷害性Ｔリンパ球を活性化する場合には、４週間から１８ヶ月間に亘って、２回か
ら３回投与するなどが挙げられる。
また、例えば、皮下投与により腫瘍を予防又は治療する場合には、４週間から１８ヶ月
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間に亘って、２回から３回投与するなどが挙げられる。
【００９６】
前記投与対象としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ヒト、非ヒト哺乳動物、鳥類などが挙げられる。
前記非ヒト哺乳動物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サル、マウスなどが挙げ
られる。
前記鳥類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
ニワトリ、ガチョウ、アヒル、ダチョウ、ウズラなどが挙げられる。
前記投与対象の中でも、ヒト、マウスが好ましく、ＨＬＡ−Ａ２を発現するヒト、ＨＬ
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Ａ−Ａ２４を発現するヒトがより好ましく、ＨＬＡ−Ａ２を発現するヒトが特に好ましい
。
【００９７】
前記抗腫瘍ワクチンが対象とする腫瘍としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択することができる。前記抗腫瘍ワクチンは、汎腫瘍抗原であるＴＥＲＴを標的としたワ
クチンであるため、様々な腫瘍に適応可能であると考えられる。
後述する試験例に示すように、本発明のペプチド結合リポソームは、内因性の低アフィ
ニティ抗原（配列番号：１３）に交差反応する細胞傷害性Ｔリンパ球免疫を強力に誘導す
ることができる。したがって、従来の高アフィニティ抗原を利用した抗腫瘍ワクチンが無
20

効な担癌患者に対しても優れた抗腫瘍効果が得られると考えられる。
【００９８】
（腫瘍を予防又は治療するための方法）
前記ペプチド結合リポソームは、細胞傷害性Ｔリンパ球免疫を強力に誘導することがで
き優れた抗腫瘍効果を有する。そのため、前記ペプチド結合リポソームを含有する、前記
細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンは、個体に投与することにより
、個体における腫瘍の発生を予防したり、腫瘍が発生した個体を治療したりすることがで
きる。
したがって、本発明は、腫瘍を予防又は治療するための方法であって、個体に、前記細
胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記抗腫瘍ワクチンの少なくともいずれかを投与する

30

ことを特徴とする、腫瘍の予防又は治療方法にも関する。
【実施例】
【００９９】
以下、試験例などを挙げて、本発明を説明するが、本発明は、以下の試験例などに何ら
限定されるものではない。
【０１００】
（試験例１：候補エピトープの選定）
＜試験例１−１：天然エピトープの選定＞
ヒトＴＥＲＴ（ＧｅｎＢａｎｋアクセッション番号：ＮＰ＿００１１８０３０５）のア
ミノ酸配列、及びマウスＴＥＲＴ（ＧｅｎＢａｎｋアクセッション番号：ＮＰ＿０３３３
８０）のアミノ酸配列について、コンピュータアルゴリズムであるＢＩＭＡＳ（Ｂｉｏｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ
ｎ、

ａｎｄ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｉｎｇ

Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ
Ｌａｂ，、Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

ｉｅｎｃｅ、

Ｃｅｎｔｅｒ

、Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ

ｆｏｒ

ｏｆ

ａｎｄ

Ｓｅｃｔｉｏ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒ

Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ

ｏｆ

40

Ｂｉｏｓｃ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｈｅａｌｔｈ）を用いて、ヒトＭＨ

ＣクラスＩの１つであるＨＬＡ−Ａ２に結合するＨＬＡ−Ａ２結合ペプチドモチーフを解
析し、９個のアミノ酸からなるＨＬＡ−Ａ２拘束性のＣＴＬエピトープを予測し、前記Ｃ
ＴＬエピトープの中から、ヒトＴＥＲＴと、マウスＴＥＲＴとで共通のアミノ酸配列を有
するエピトープであって、ＢＩＭＡＳスコアの高いものから順に１０種類の候補エピトー
プ（以下、「天然エピトープ」と称することがある）を選定した。
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【０１０１】
−天然エピトープ−
・

ＩＬＡＫＦＬＨＷＬ（配列番号：１、以下、「＃１」と称することがある）

前記＃１は、ヒトＴＥＲＴ配列中、５４０番目から５４８番目に該当する。
・

ＲＬＦＦＹＲＫＳＶ（配列番号：３、以下、「＃３」と称することがある）

前記＃３は、ヒトＴＥＲＴ配列中、５７２番目から５８０番目に該当する。
・

ＬＬＱＡＹＲＦＨＡ（配列番号：５、以下、「＃５」と称することがある）

前記＃５は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９４３番目から９５１番目に該当する。
・

ＬＱＶＮＳＬＱＴＶ（配列番号：７、以下、「＃７」と称することがある）

前記＃７は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９２６番目から９３４番目に該当する。
・

10

ＳＶＷＳＫＬＱＳＩ（配列番号：９、以下、「＃９」と称することがある）

前記＃９は、ヒトＴＥＲＴ配列中、５７９番目から５８７番目に該当する。
・

ＱＡＹＲＦＨＡＣＶ（配列番号：１１、以下、「＃１１」と称することがある）

前記＃１１は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９４５番目から９５３番目に該当する。
・

ＬＱＡＹＲＦＨＡＣ（配列番号：１３、以下、「＃１３」と称することがある）

前記＃１３は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９４４番目から９５２番目に該当する。
・

ＰＬＡＴＦＶＲＲＬ（配列番号：１５、以下、「＃１５」と称することがある）

前記＃１５は、ヒトＴＥＲＴ配列中、２３番目から３１番目に該当する。
・

ＧＤＭＥＮＫＬＦＡ（配列番号：１７、以下、「＃１７」と称することがある）

前記＃１７は、ヒトＴＥＲＴ配列中、８４７番目から８５５番目に該当する。
・

20

ＤＬＱＶＮＳＬＱＴ（配列番号：１９、以下、「＃１９」と称することがある）

前記＃１９は、ヒトＴＥＲＴ配列中、９２５番目から９３３番目に該当する。
【０１０２】
＜試験例１−２：改変エピトープの選定＞
前記＃１、＃３、＃５、＃７、＃９、＃１１、＃１３、＃１５、＃１７、及び＃１９の
それぞれの天然エピトープについて、以下の３種のアミノ酸置換を行った改変アミノ酸配
列を作成し、ＨＬＡ−Ａ２に対するアフィニティをＢＩＭＡＳで予測した。それぞれの天
然エピトープにおける改変アミノ酸配列の中から、最もＢＩＭＡＳスコアの高いものを候
補エピトープ（以下、「改変エピトープ」と称することがある）として選定した。
−アミノ酸置換−
（１）

前記候補天然エピトープの１番目のアミノ酸をチロシン（Ｙ）に置換。

（２）

前記候補天然エピトープの２番目のアミノ酸をロイシン（Ｌ）に置換。

（３）

前記候補天然エピトープの９番目のアミノ酸をバリン（Ｖ）に置換。
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【０１０３】
−改変エピトープ−
・

ＩＬＡＫＦＬＨＷＶ（配列番号：２、以下、「＃２」と称することがある）

前記＃２は、前記＃１における９番目のアミノ酸をＶに置換したものである。
・

ＹＬＦＦＹＲＫＳＶ（配列番号：４、以下、「＃４」と称することがある）

前記＃４は、前記＃３における１番目のアミノ酸をＹに置換したものである。
・

ＬＬＱＡＹＲＦＨＶ（配列番号：６、以下、「＃６」と称することがある）

40

前記＃６は、前記＃５における９番目のアミノ酸をＶに置換したものである。
・

ＬＬＶＮＳＬＱＴＶ（配列番号：８、以下、「＃８」と称することがある）

前記＃８は、前記＃７における２番目のアミノ酸をＬに置換したものである。
・

ＳＬＷＳＫＬＱＳＩ（配列番号：１０、以下、「＃１０」と称することがある）

前記＃１０は、前記＃９における２番目のアミノ酸をＬに置換したものである。
・

ＱＬＹＲＦＨＡＣＶ（配列番号：１２、以下、「＃１２」と称することがある）

前記＃１２は、前記＃１１における２番目のアミノ酸をＬに置換したものである。
・

ＬＱＡＹＲＦＨＡＶ（配列番号：１４、以下、「＃１４」と称することがある）

前記＃１４は、前記＃１３における９番目のアミノ酸をＶに置換したものである。
・

ＹＬＡＴＦＶＲＲＬ（配列番号：１６、以下、「＃１６」と称することがある）
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前記＃１６は、前記＃１５における１番目のアミノ酸をＹに置換したものである。
・

ＧＬＭＥＮＫＬＦＡ（配列番号：１８、以下、「＃１８」と称することがある）

前記＃１８は、前記＃１７における２番目のアミノ酸をＬに置換したものである。
・

ＹＬＱＶＮＳＬＱＴ（配列番号：２０、以下、「＃２０」と称することがある）

前記＃２０は、前記＃１９における１番目のアミノ酸をＹに置換したものである。
【０１０４】
前記天然エピトープ、及び前記改変エピトープのＢＩＭＡＳスコアを表１に示す。
【０１０５】
【表１】
10

20

30

【０１０６】
（試験製造例１：ペプチドの製造）
前記試験例１で選定した＃１〜＃２０の天然エピトープ、及び改変エピトープのペプチ
ドを人工合成した（ユーロフィンジェノミクス株式会社製）。
【０１０７】

40

（試験製造例２：リポソームの製造）
＜反応性リン脂質の調製＞
−末端変性ホスファチジルエタノールアミンからなる反応性リン脂質（サクシンイミジル
−ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン）の合成−
ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン
μＬをクロロホルム

２ｇ、及びトリエチルアミン

１８０

５０ｍＬに添加及び溶解し、３００ｍＬ容の４つ口フラスコに入れ

た。このフラスコをマグネットスタラーで、室温で攪拌しつつ、別に調製した２価反応性
化合物であるジサクシンイミジルスベレート

３ｇをクロロホルム

８０ｍＬに溶解した

溶液を、常法に従って４時間に亘って滴下し、ジオレオイルホスファチジルエタノールア
ミンのアミノ基にジサクシンイミジルスベレートの片末端を反応させた。この粗反応溶液
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をナス型フラスコに移し、エバポレータによって溶媒を留去した。
次に、このフラスコに粗反応物を溶解できるだけのクロロホルムを少量加えて高濃度粗
反応物溶液を得、クロロホルム／メタノール／水（６５／２５／１、体積比）で平衡化し
たシリカゲルを用いて常法に従ってカラムクロマトグラフィーを行い、目的のジオレオイ
ルホスファチジルエタノールアミンのアミノ基にジサクシンイミジルスベレートの片末端
が結合した画分のみを回収し、溶媒を留去して目的の反応性リン脂質であるサクシンイミ
ド基−ジオレオイルホスファチジルエタノールアミンを得た。
【０１０８】
＜脂質混合粉末の調製＞
ジオレオイルホスファチジルコリン

１．３３５４ｇ（１．６９８７ｍｍｏｌ）、前記

サクシンイミド基−ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン
．２８３１ｍｍｏｌ）、コレステロール

10

０．２８８６ｇ（０

０．７６６３ｇ（１．９８１８ｍｍｏｌ）、及

びジオレオイルホスファチジルグリセロールのナトリウム塩

０．４５１３ｇ（０．５６

６２ｍｍｏｌ）をナス型フラスコに取り、クロロホルム／メタノール／水（６５／２５／
４、容量比）混合溶剤

５０ｍＬを入れ、４０℃にて溶解した。

次に、ロータリーエバポレーターを使用して減圧下で溶剤を留去し、脂質の薄膜を作っ
た。
更に、注射用蒸留水を３０ｍＬ添加し、攪拌して均一のスラリーを得た。このスラリー
を凍結させ、凍結乾燥機にて２４時間乾燥させ脂質混合粉末を得た。
20

【０１０９】
＜リポソームの調製＞
緩衝液（１．０ｍＭ
Ｈ７．４）

Ｎａ２ＨＰＯ４／ＫＨ２ＰＯ４、０．２５Ｍ

サッカロース、ｐ

６０ｍＬを前記脂質混合粉末の入ったナス型フラスコ内に入れ、４０℃にて

攪拌しながら脂質を水和させ、リポソームを得た。
次に、エクストルーダーを用いてリポソームの粒径を調整した。
まず、８μｍのポリカーボネートフィルターを通過させ、続いて５μｍ、３μｍ、１μ
ｍ、０．６５μｍ、０．４μｍ及び０．２μｍの順にフィルターを通過させ、平均粒径２
０６ｎｍ（動的光散乱法による測定）のリポソーム粒子を得た。
【０１１０】
30

（試験例２：免疫原性を有するエピトープペプチドの選定−１）
＜ペプチド結合リポソームの製造＞
前記人工合成した＃１〜＃２０のペプチドを５種類ずつ４つのグループにプールした（
プール１：＃１〜＃５、プール２：＃６〜＃１０、プール３：＃１１〜＃１５、プール４
：＃１６〜＃２０）。
前記各プールを用い、ペプチド結合リポソームを以下ようにして調製した。
前記試験製造例２で製造したリポソーム

１．５ｍＬを試験管に採取し、別に調製した

３ｍＬの各ペプチドプール溶液を加えた後、５℃で４８時間穏やかに攪拌し反応させた。
この反応液を、緩衝液で平衡化したＳｅｐｈａｒｏｓｅＣＬ−４Ｂを用いて常法に従って
ゲル濾過した。なお、リポソーム画分は白濁しているので、目的画分は容易に確認できる
40

が、ＵＶ検出器等で確認してもよい。
得られたリポソーム懸濁液中のリン濃度を測定し（リン脂質Ｃ−テストワコー（和光純
薬工業株式会社製）を用いて測定）、リン脂質由来のリン濃度を２ｍＭになるように濃度
を緩衝液で希釈調整し、ペプチド結合リポソームの懸濁液を４種類得た。
【０１１１】
＜マウスの免疫＞
−マウス−
マウスとして、マウス固有のＭＨＣクラスＩ遺伝子であるＨ−２Ｄ、及びマウスβ２−
ｍｉｃｒｏｇｌｏｂｕｌｉｎ遺伝子がノックアウトされ、ヒトのＨＬＡ−Ａ２、及びヒト
β２−ｍｉｃｒｏｇｌｏｂｕｌｉｎ遺伝子が導入され、発現しているＨＨＤマウス（Ｐａ
ｓｃｏｌｏ

Ｓ，

Ｂｅｒｖａｓ

Ｎ，

Ｕｒｅ

ＪＭ，

Ｓｍｉｔｈ

ＡＧ，

Ｌｅｍ
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ＦＡ，

Ｐｅｒａｒｎａｕ

Ｂ．

Ｔｈｅ

ｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ

Ｍｅｄｉｃｉｎｅ

１９９７；

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｅｘ

１８５（１２）：２０４３−２

０５１）を使用した。
【０１１２】
−初回免疫−
前記ペプチド結合リポソームの懸濁液
システムサイエンス株式会社製）

２００μＬ／匹をＣｐＧアジュバント（北海道

５μｇ／匹と共にＨＨＤマウスに皮下注射した。

【０１１３】
−追加免疫−
前記初回免疫の７日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。

10

【０１１４】
＜ＴＥＲＴ抗原特異的抗腫瘍ＣＴＬの誘導の確認＞
前記追加免疫の５日間後に、マウスの脾臓中のリンパ球を分離した。
前記リンパ球を、ＦＩＴＣ標識抗ＣＤ１０７ａ抗体（ＢＤ社製）存在下で、対応するエ
ピトープペプチド（１０μｇ／ｍＬ）で５時間、抗原刺激した。
前記抗原刺激された細胞を回収し、前記細胞表面をＰｅｒＣＰ標識抗ＣＤ８抗体（Ｂｉ
ｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、細胞を固定、細胞膜の透過処理を行った後、細胞内部を
ＰＥ標識抗ＩＦＮ−γ抗体（Ｂｉｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、それぞれのエピトープ
ペプチドに特異的に反応し活性化した、ＣＤ８陽性リンパ球におけるＣＤ１０７ａ陽性、
かつＩＦＮ−γ陽性リンパ球（以下、「ＣＤ１０７ａ＋ＩＦＮ−γ＋ＣＤ８＋リンパ球」

20

と称することがある）の割合をフローサイトメトリーにより測定した。結果を図１Ａ〜図
１Ｔ、及び表２に示す。
【０１１５】
【表２】
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【０１１６】
図１Ａ〜図１Ｔは、それぞれエピトープペプチド＃１〜＃２０を用いた場合の結果を示
す。
図１Ａ〜図１Ｔ、及び表２の結果から、＃７、＃１１、＃１３、＃２、＃６、＃８、＃
１０、＃１４、＃１６、及び＃１８で、抗腫瘍ＣＴＬの誘導が確認された。これらの中で
も、改変エピトープである＃８、＃１０、及び＃１４が、ＣＤ１０７ａ＋ＩＦＮ−γ＋Ｃ
Ｄ８＋リンパ球の割合が高かった。
【０１１７】
（試験例３：免疫原性を有するエピトープペプチドの選定−２）
＜ペプチド結合リポソームの製造＞

10

前記試験例２において、プールしたペプチドを用いていた点を、改変エピトープペプチ
ドである＃８、＃１０、又は＃１４を単独で用いた以外は試験例２と同様にして、ペプチ
ド結合リポソームを調製した。
【０１１８】
＜マウスの免疫＞
−マウス−
前記試験例２と同様に、ＨＨＤマウスを使用した。
【０１１９】
−初回免疫−
前記試験例２において、ペプチド結合リポソームの懸濁液を２００μＬ／匹としていた

20

点を、５０μＬ／匹とした以外は試験例２と同様にして、初回免疫を行った。
【０１２０】
−追加免疫−
前記初回免疫の７日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。
【０１２１】
＜ＴＥＲＴ抗原特異的抗腫瘍ＣＴＬの誘導の確認＞
前記追加免疫の５日間後に、マウスの脾臓中のリンパ球を分離した。
前記リンパ球を、ＦＩＴＣ標識抗ＣＤ１０７ａ抗体（ＢＤ社製）存在下で、（１）対応
するエピトープペプチド（１０μｇ／ｍＬ）、又は（２）対応するエピトープペプチドの
天然エピトープペプチド（対応するエピトープペプチドが＃８の場合の天然エピトープペ

30

プチドは＃７、対応するエピトープペプチドが＃１０の場合の天然エピトープペプチドは
＃９、対応するエピトープペプチドが＃１４の場合の天然エピトープペプチドは＃１３）
で５時間、抗原刺激した。
前記抗原刺激された細胞を回収し、前記細胞表面をＰｅｒＣＰ標識抗ＣＤ８抗体（Ｂｉ
ｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、細胞を固定、細胞膜の透過処理を行った後、細胞内部を
ＰＥ標識抗ＩＦＮ−γ抗体（Ｂｉｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、それぞれのエピトープ
ペプチドに特異的に反応し活性化した、ＣＤ１０７ａ＋ＩＦＮ−γ＋ＣＤ８＋リンパ球の
割合をフローサイトメトリーにより測定した。結果を図２Ａ〜図２Ｂに示す。
【０１２２】
図２Ａは、前記抗原刺激を対応するエピトープペプチドで行った結果を示し、図２Ｂは

40

、前記抗原刺激を対応するエピトープペプチドの天然エピトープペプチドで行った結果を
示す。
図２Ａ〜図２Ｂの結果から、全ての改変エピトープのペプチドで、天然エピトープペプ
チドに対する交差反応が認められた。中でも、＃１４で強い反応が認められた。前記＃１
４を用いたペプチド結合リポソームが誘導した免疫反応は、＃１４の天然配列である＃１
３が引き起こす免疫反応と比較して非常に強い反応であった。
【０１２３】
（試験例４：免疫原性を有するエピトープペプチドの選定−３）
＜ペプチド結合リポソームの製造＞
前記試験例３において、ペプチドを＃１、＃１３、又は＃１４とした以外は同様にして
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、ペプチド結合リポソームを調製した。
前記＃１は、ＴＥＲＴドミナントエピトープであり、最もＢＩＭＡＳスコアの高い配列
であり、対照として用いた。
【０１２４】
＜マウスの免疫＞
−マウス−
前記試験例３と同様に、ＨＨＤマウスを使用した。
【０１２５】
−初回免疫−
ペプチド結合リポソームを本試験例４のペプチド結合リポソームとした以外は、前記試

10

験例３と同様にして、初回免疫を行った。
【０１２６】
−追加免疫−
前記初回免疫の７日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。
【０１２７】
＜ＴＥＲＴ抗原特異的抗腫瘍ＣＴＬの誘導の確認＞
前記追加免疫の５日間後に、マウスの脾臓中のリンパ球を分離した。
前記リンパ球を、ＦＩＴＣ標識抗ＣＤ１０７ａ抗体（ＢＤ社製）存在下で、（１）前記
免疫に用いたエピトープペプチド、又は（２）前記免疫に用いたエピトープペプチドの天
然エピトープペプチドで５時間、抗原刺激した。

20

前記抗原刺激された細胞を回収し、前記細胞表面をＰｅｒＣＰ標識抗ＣＤ８抗体（Ｂｉ
ｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、細胞を固定、細胞膜の透過処理を行った後、細胞内部を
ＰＥ標識抗ＩＦＮ−γ抗体（Ｂｉｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、それぞれのエピトープ
ペプチドに特異的に反応し活性化した、ＣＤ１０７ａ＋ＩＦＮ−γ＋ＣＤ８＋リンパ球の
割合をフローサイトメトリーにより測定した。結果を図３に示す。
【０１２８】
図３の結果から、エピトープペプチドとして＃１４を用いたペプチド結合リポソームで
免疫したマウスでは、ＣＤ１０７ａ＋ＩＦＮ−γ＋ＣＤ８＋リンパ球の割合が、エピトー
プペプチドとして＃１を用いたペプチド結合リポソームで免疫したマウスと比較して、非
常に高かった。

30

【０１２９】
（試験例５：ＴＥＲＴ陽性腫瘍細胞に対する免疫誘導の確認）
＜ペプチド結合リポソームの製造＞
前記試験例４と同様にして、ペプチドを＃１、＃１３、又は＃１４としたペプチド結合
リポソームを調製した。
【０１３０】
＜マウスの免疫＞
−マウス−
前記試験例４と同様に、ＨＨＤマウスを使用した。
【０１３１】

40

−初回免疫−
前記試験例４と同様にして、初回免疫を行った。
【０１３２】
−追加免疫−
前記初回免疫の７日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。
【０１３３】
＜ＴＥＲＴ陽性腫瘍細胞に対する免疫誘導の確認＞
前記追加免疫の５日間後に、マウスの脾臓中のリンパ球を分離した。
分離した前記リンパ球を、前記免疫に用いたエピトープペプチドの存在下で６日間培養
した。
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その後、ＴＥＲＴ陽性ＨＬＡ−Ａ２陽性マウス腫瘍細胞ＲＭＡＨＨＤ（パスツール研究
所（フランス）のＬｅｍｍｏｎｎｉｅｒ博士より入手）で５時間、前記リンパ球を刺激し
た。
次いで、細胞表面をＰｅｒＣＰ標識抗ＣＤ８抗体（Ｂｉｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し
、細胞を固定、細胞膜の透過処理を行った後、細胞内部をＰＥ標識抗ＩＦＮ−γ抗体（Ｂ
ｉｏｌｅｇｅｎｄ社製）で染色し、腫瘍細胞に反応し活性化した、ＣＤ８陽性リンパ球に
おけるＩＦＮ−γ陽性リンパ球（以下、「ＩＦＮ−γ＋ＣＤ８＋リンパ球」と称すること
がある）の割合をフローサイトメトリーにより測定した。結果を図４に示す。
【０１３４】
図４の結果から、エピトープペプチドとして＃１３、又は＃１４を用いたペプチド結合

10

リポソームで免疫したマウスでは、腫瘍細胞に反応して活性化するリンパ球の割合が、エ
ピトープペプチドとして＃１を用いたペプチド結合リポソームで免疫したマウスと比較し
て、非常に高かった。
このことより、エピトープペプチドとして＃１４を用いたペプチド結合リポソームが、
ＴＥＲＴ陽性腫瘍細胞に対する抗腫瘍免疫反応を誘導する効果を有することが明らかとな
った。
【０１３５】
（試験例６：抗腫瘍効果の検討）
＜ペプチド結合リポソームの製造＞
前記試験例３において、ペプチドを＃１３、＃１４、又は下記配列番号：２１で表され

20

るアミノ酸配列からなるペプチドとした以外は同様にして、ペプチド結合リポソームを調
製した。
・

ＤＬＭＧＹＩＰＬＶ（配列番号：２１）

前記配列番号：２１で表されるアミノ酸配列からなるペプチド（以下、「コントロール
エピトープ」と称することがある）は、後述するマウスに移植した腫瘍とは無関係である
Ｃ型肝炎ウイルスコアタンパク質由来のエピトープペプチドであり、対照として用いた。
【０１３６】
＜マウスの免疫＞
−マウス−
前記試験例３と同様に、ＨＨＤマウスを使用した。なお、マウスは、１群５匹〜６匹使

30

用した。
【０１３７】
−初回免疫−
ペプチド結合リポソームを本試験例６のペプチド結合リポソームとした以外は、前記試
験例３と同様にして、初回免疫を行った。
【０１３８】
−追加免疫−１−
前記初回免疫の７日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。
【０１３９】
−追加免疫−２−
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前記追加免疫−１の５日間後に、前記初回免疫と同様にして、追加免疫を行った。
【０１４０】
＜腫瘍細胞の移植＞
前記追加免疫−２の際に、マウスの大腿皮下に、ＴＥＲＴ陽性ＨＬＡ−Ａ２陽性マウス
腫瘍細胞ＲＭＡＨＨＤ（パスツール研究所（フランス）のＬｅｍｍｏｎｎｉｅｒ博士より
入手）を移植した。
【０１４１】
−腫瘍面積の測定−
前記腫瘍細胞を移植した後、３日間〜４日間ごとに腫瘍の面積を、ノギスを用いて計測
し、腫瘍組織の成長について検討した。前記移植後２４日目の腫瘍の面積を測定した結果
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を図５に示す。
なお、腫瘍の面積が１，０００ｍｍ２以上に達した場合、腫瘍組織に明らかな自壊や感
染を認めた場合、及びマウスの全身状態の明らかな低下を認めた場合は、マウスを安楽死
処分した。
【０１４２】
コントロールエピトープを結合させたペプチド結合リポソームで免疫したマウスでは、
前記移植の２４日間後に、全てのマウスで、腫瘍の面積が１，０００ｍｍ２を超え、安楽
死処分を行った。
＃１３を結合させたペプチド結合リポソームで免疫したマウスでは、前記移植後２４日
間目の時点で、前記コントロールエピトープを結合させたペプチド結合リポソームで免疫

10

したマウスと比較して腫瘍面積は小さかったが、統計学的な有意差は得られなかった。
一方、＃１４を結合させたペプチド結合リポソームで免疫したマウスでは、前記移植後
２４日目の時点で、前記コントロールエピトープを結合させたペプチド結合リポソームで
免疫したマウスと比較して明らかに腫瘍面積は小さく、統計学的な有意差を認めた（Ｍａ
ｎ−Ｗｈｉｔｎｅｙ

Ｕ

ｔｅｓｔ、

ｐ＜０．０１）。

【０１４３】
−生存期間−
生存期間の検討は、カプランメイヤー法により行った。結果を図６に示す。
図６の結果から、生存日数においても＃１４を結合させたペプチド結合リポソームで免
疫したマウスは、コントロールエピトープを結合させたペプチド結合リポソームで免疫し

20

たマウスと比較して明らかに長期間生存していた。
したがって、＃１４を結合させたペプチド結合リポソームは、腫瘍の増大を抑制し、延
命効果をもたらす抗腫瘍効果を有することが明らかとなった。
【０１４４】
前記＃１４は、今まで免疫誘導の報告の無い新規の低免疫原性ヒトＴＥＲＴ由来抗原で
ある＃１３を改変したものであり、低免疫原性腫瘍抗原であると考えられるものである。
また、前記＃１４を結合させたペプチド結合リポソームは、抗腫瘍免疫誘導能と、腫瘍
生育抑制効果と、生存期間の延長効果とを有することが確認された。
【０１４５】
また、本発明のペプチド結合リポソームを含有する本発明の抗腫瘍ワクチンは、現在の

30

抗腫瘍ワクチンの主流であるペプチドワクチンや細胞ワクチンと比較して、免疫誘導効果
、品質の安定性の面で優れている。
【０１４６】
以上のことから、本発明の抗腫瘍ワクチンは、Ｔ細胞に対する適切な抗原提示を可能に
するとともに、低免疫原性腫瘍抗原に対する細胞性免疫応答を引き起こすことができ、腫
瘍抗原に対する免疫寛容を回避し、高アフィニティ抗原を利用した抗腫瘍ワクチンが無効
な担癌患者に対しても抗腫瘍効果をもたらし得る従来にない特徴を有する抗腫瘍ワクチン
製剤であり、優れた腫瘍治療用ワクチンとなることが期待できる。
また、本発明の抗腫瘍ワクチンは、汎腫瘍抗原であるＴＥＲＴを標的としたワクチンで
あり、様々な腫瘍性疾患に適応可能であると考えられる。

40

【０１４７】
本発明の態様としては、例えば、以下のものなどが挙げられる。
＜１＞

配列番号：１４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドが、リポソームの表

面に結合していることを特徴とするペプチド結合リポソームである。
＜２＞

リポソームが、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不

飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質と、リ
ポソームの安定化剤とを含む前記＜１＞に記載のペプチド結合リポソームである。
＜３＞

リン脂質が、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基を有するリ

ン脂質である前記＜２＞に記載のペプチド結合リポソームである。
＜４＞

アシル基が、オレイル基である前記＜２＞から＜３＞のいずれかに記載のペプ
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チド結合リポソームである。
＜５＞

リン脂質が、ジアシルホスファチジルセリン、ジアシルホスファチジルグリセ

ロール、ジアシルホスファチジン酸、ジアシルホスファチジルコリン、ジアシルホスファ
チジルエタノールアミン、サクシンイミジル−ジアシルホスファチジルエタノールアミン
、及びマレイミド−ジアシルホスファチジルエタノールアミンから選ばれる少なくとも１
つである前記＜２＞から＜４＞のいずれかに記載のペプチド結合リポソームである。
＜６＞

リポソームの安定化剤が、コレステロールである前記＜２＞から＜５＞のいず

れかに記載のペプチド結合リポソームである。
＜７＞

ペプチドが、不飽和結合を１個有する炭素数１４〜２４のアシル基、及び不飽

和結合を１個有する炭素数１４〜２４の炭化水素基のいずれかを有するリン脂質に結合し

10

ている前記＜２＞から＜６＞のいずれかに記載のペプチド結合リポソームである。
＜８＞

前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載のペプチド結合リポソームを含有する

ことを特徴とする細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤である。
＜９＞

更に、アジュバントを含有する前記＜８＞に記載の細胞傷害性Ｔリンパ球活性

化剤である。
＜１０＞

前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載のペプチド結合リポソームを含有す

ることを特徴とする抗腫瘍ワクチンである。
＜１１＞

更に、アジュバントを含有する前記＜１０＞に記載の抗腫瘍ワクチンである

。
＜１２＞

腫瘍を予防又は治療するための方法であって、個体に、前記＜８＞から＜９

＞のいずれかに記載の細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤、及び前記＜１０＞から＜１１＞の
いずれかに記載の抗腫瘍ワクチンの少なくともいずれかを投与することを特徴とする方法
である。
＜１３＞

腫瘍の予防又は治療のための前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載のペプ

チド結合リポソームの使用である。
＜１４＞

細胞傷害性Ｔリンパ球活性化剤を製造するための前記＜１＞から＜７＞のい

ずれかに記載のペプチド結合リポソームの使用である。
＜１５＞

抗腫瘍ワクチンを製造するための前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の

ペプチド結合リポソームの使用である。
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