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(54)【発明の 名称】肝細胞成 長因子変異体
( 57 ) 【 要 約 】
【課 題】 ｈｕ ＨＧＦ 中に アミ ノ酸変 化を 有し 、且つ 対応 する 野生型 ＨＧ Ｆの 実質上 完全 な
レセ プタ ー結 合親和 性を 保持 してい る、 野生 型ヒト ＨＧ Ｆ（ ｗｔ− ｈｕ ＨＧ Ｆ）の 肝細 胞
成長 因子 （Ｈ ＧＦ） 変異 体を 提供す るこ と。
【解 決手 段】 ｈｕＨ ＧＦ のア ミノ酸 ５３ ４、 ６７３ およ び／ または ６９ ２位 にアミ ノ酸 変
化を 有す る、 野生型 ヒト ＨＧ Ｆ（ｗ ｔ− ｈｕ ＨＧＦ ）の 肝細 胞成長 因子 （Ｈ ＧＦ） 変異 体
。
【選 択図 】な し
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(54)【発明の 名称】腫瘍治療 用血管形成アン タゴニストのア デノウイルスに よる腫瘍内送達
(57)【要約】
本発明は腫瘍 を治療するため の遺伝子治療に 関する。本
発明はより詳 細には、抗血管 形成因子をコー ドする遺伝
子を例えば欠 損アデノウイル スベクターによ り腫瘍の細
胞に導入し、 腫瘍の増殖もし くは転移又はそ の両者を抑
制することに 関する。特定態 様では、ウロキ ナーゼのア
ミノ末端フラ グメント（ＡＴ Ｆ）を発現する 欠損アデノ
ウイルスを送 達して腫瘍の増 殖及び転移を抑 制した。こ
れらの効果は 注入部位の内側 及びそのすぐ近 傍における
血管新生の顕 著な阻害と相関 していた。アン ギオスタチ
ンのクリング ル１〜３を発現 する欠損アデノ ウイルスベ
クターを送達 すると、腫瘍増 殖と腫瘍形成を 抑制し、腫
瘍細胞のアポ トーシスを誘導 した。本発明は 更に本発明
の方法で使用 するウイルスベ クターも提供す る。
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(54)【発明の 名称】アンギオ スタチンのリジ ン結合フラグメ ント
(57)【要約】
本発明は、癌 、糖尿病性網膜 症、リウマチ様 関節炎、乾
癬、アテロー ム硬化型プラー ク形成および血 管形成誘導
に関与する疾 患プロセスの治 療のための抗− 血管形成誘
導剤として用 いられ得る、ア ンギオスタチン のリジン−
結合部位を含 むアンギオスタ チンのペプチド フラグメン
トに関する。 リジン結合フラ グメントは、プ ラスミノー
ゲンのクリン グル１、２およ び／または４か ら誘導され
る。
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(54)【発明の 名称】プラスミ ノーゲンの脱グ リコシル化クリ ングル１〜５領 域フラグメント 及びこれらの使 用方法
(57)【要約】
プラスミノー ゲンのクリング ル１〜５領域の 脱グリコシ
ル化フラグメ ント、脱グリコ シル化クリング ル１〜５領
域タンパク質 をコードしてい るヌクレオチド 及び脱グリ
コシル化クリ ングル１〜５領 域タンパク質に 特異的な抗
体を開示する 。本発明の組成 物は以前に単離 されたクリ
ングル１〜５ 領域タンパク質 と比較したとき 、高い抗血
管新生活性を 有している。本 発明には、本明 細書に記載
した組成物を 使用して癌のよ うな血管新生関 連疾病及び
状態を治療す る方法も含まれ る。
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(54)【発明の 名称】内皮細胞 増殖阻害物質に 関する材料と方 法
( 57 ) 【 要 約 】
タン パク 質分 解酵素 は内 在性 血管新 生阻 害物 質の生 成に 関与 してお り、 また ウロキ ナー ゼ
活性 化プ ラス ミンは プラ スミ ノーゲ ンを プロ セッシ ング して 血管新 生阻 害物 質Ｋ１ 〜５ （
プロ テア ーゼ 活性化 クリ ング ル１〜 ５） を放 出させ るこ とが 既に立 証さ れて いる。 しか し
、こ のタ ンパ ク質分 解性 タン パク質 （タ ンパ ク質分 解性 クリ ングル １〜 ５） は細胞 から 分
泌（ 輸出 ）さ れる仕 組み を欠 くため 、治 療薬 として の用 途が 限られ る。 本発 明者は 、適 正
な折 りた たみ 能を有 し発 現後 に細胞 から 分泌 されう るよ うな プラス ミノ ーゲ ン由来 の組 換
えタ ンパ ク質 を作り 出し た。 本発明 者は 意外 にも、 該組 換え タンパ ク質 は適 正な折 りた た
み能 を有 し分 泌され うる ため には、 プラ スミ ノーゲ ンに 由来 する分 泌シ グナ ルペプ チド と
予備 活性 化ペ プチド とを 含ま なけれ ばな らな いこと を発 見し た。

