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(57)【要約】
【課題】可溶性リンホトキシンβレセプターによる脱髄
障害の処置の提供。
【解決手段】本発明は、リンホトキシン経路のインヒビ
ターを使用して、脱髄障害を処置するための方法に関す
る。本発明は、ＬＴβＲの可溶性形態（例えば、ＬＴβ
Ｒ－Ｆｃ）が被験体における再髄鞘形成を効率的に促進
し得るという発見に一部基づく。従って、本発明は、被
験体における脱髄障害（ｄｅｍｙｅｌｉｎａｔｉｎｇ　
ｄｉｓｏｒｄｅｒ）（例えば、多発性硬化症）を処置す
るために、および上記被験体における再髄鞘形成をモニ
ターするために有用な方法、組成物（例えば、可溶性Ｌ
ＴβＲ融合タンパク質（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ））、
デバイス、およびキットを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒトにおける脱髄障害を処置するための組成物であって、該組成物は、
　再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲを含み、該可溶性ＬＴβＲは、Ｉｇ
のＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～２２５として記載されたヒトＬＴβ
Ｒの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただし該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に
記載のアミノ酸配列を有するものではない、組成物。
【請求項２】
前記組成物は、再髄鞘化が前記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与されることを特
徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記組成物は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多く
て１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与されることを
特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
前記組成物は１週間に１回投与されることを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
前記組成物は２週間に１回投与されることを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
前記組成物は１ヶ月に１回投与されることを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
前記組成物は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
前記組成物は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
前記組成物は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与されることを特徴と
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
前記脱髄障害は多発性硬化症である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１１】
前記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
前記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
前記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
ヒトにおける脱髄障害を処置するための組成物であって、該組成物は、一定用量の可溶性
ＬＴβＲを含み、該可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ
酸２８～２２５として記載されたヒトＬＴβＲの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含
み、ただし該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するものではなく、
ここで、単位投与量、投与頻度、および処置の持続時間は、該ヒトにおいて再髄鞘化が生
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じるように十分であることを特徴とする、組成物。
【請求項１５】
前記組成物は、再髄鞘化が前記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与されることを特
徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
前記組成物は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多く
て１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与されることを
特徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１７】
前記組成物は１週間に１回投与されることを特徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１８】
前記組成物は２週間に１回投与されることを特徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１９】
前記組成物は１ヶ月に１回投与されることを特徴とする、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２０】
前記組成物は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２１】
前記組成物は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２２】
前記組成物は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与されることを特徴と
する、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２３】
前記脱髄障害は多発性硬化症である、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２４】
前記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２５】
前記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、請求項１４に記載の組成物。
【請求項２６】
前記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、請求項２５に記載の組成物。
【請求項２７】
ヒトにおける脱髄障害を処置するための組成物であって、該組成物は、
　再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲを含み、該可溶性ＬＴβＲは、Ｉｇ
のＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～２２５として記載されたヒトＬＴβ
Ｒの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただし該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に
記載のアミノ酸配列を有するものではなく、
ここで、該ヒトは、該組成物の投与の後、再髄鞘化の予め選択されたレベルを有するとし
て分類されることを特徴とする、組成物。
【請求項２８】
前記予め選択されたレベルの再髄鞘化は、再髄鞘化なし、中間レベルの再髄鞘化、または
高レベルの再髄鞘化である、請求項２７に記載の組成物。
【請求項２９】



(4) JP 2013-227340 A 2013.11.7

10

20

30

40

50

前記組成物は、再髄鞘化が前記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与されることを特
徴とする、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３０】
前記組成物は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多く
て１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与されることを
特徴とする、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３１】
前記組成物は１週間に１回投与されることを特徴とする、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３２】
前記組成物は２週間に１回投与されることを特徴とする、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３３】
前記組成物は１ヶ月に１回投与されることを特徴とする、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３４】
前記組成物は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３５】
前記組成物は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３６】
前記組成物は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与されることを特徴と
する、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３７】
前記脱髄障害は多発性硬化症である、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３８】
前記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、請求項２７に記載の組成物。
【請求項３９】
前記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、請求項２７に記載の組成物。
【請求項４０】
前記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、請求項３９に記載の組成物。
【請求項４１】
抗ＴＮＦ治療を受けているヒトにおいて再髄鞘化を促進するための組成物であって、該組
成物は、
　該ヒトにおける再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲを含み、該可溶性Ｌ
ＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～２２５として記載さ
れたヒトＬＴβＲの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただし該可溶性ＬＴβＲ
は配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するものではない、組成物。
【請求項４２】
前記ヒトは自己免疫疾患を有する、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４３】
前記自己免疫疾患は関節リウマチである、請求項４２に記載の組成物。
【請求項４４】
前記抗ＴＮＦ治療は、アダリムマブ、エタネルセプト、またはインフリキシマブである、
請求項４１に記載の組成物。
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【請求項４５】
前記組成物は、再髄鞘化が前記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与されることを特
徴とする、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４６】
前記組成物は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多く
て１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与されることを
特徴とする、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４７】
前記組成物は１週間に１回投与されることを特徴とする、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４８】
前記組成物は２週間に１回投与されることを特徴とする、請求項４１に記載の組成物。
【請求項４９】
前記組成物は１ヶ月に１回投与されることを特徴とする、請求項４１に記載の組成物。
【請求項５０】
前記組成物は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項４１に記載の組成物。
【請求項５１】
前記組成物は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与されることを特徴と
する、請求項４１に記載の組成物。
【請求項５２】
前記組成物は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与されることを特徴と
する、請求項４１に記載の組成物。
【請求項５３】
可溶性ＬＴβＲを、脱髄障害を有するヒトへ皮下投与または筋肉内投与するために設計さ
れた送達デバイスであって、ここで該投与は、該ヒトにおいて再髄鞘化を促進するのに十
分であり、該可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８
～２２５として記載されたヒトＬＴβＲの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、た
だし該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するものではない、デバイ
ス。
【請求項５４】
前記送達デバイスは、凍結乾燥した可用性ＬＴβＲを含み、該可溶性ＬＴβＲは、Ｉｇの
Ｆｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～２２５として記載されたヒトＬＴβＲ
の細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただし該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に記
載のアミノ酸配列を有するものではない、請求項５３に記載の送達デバイス。
【請求項５５】
前記送達デバイスはシリンジである、請求項５３に記載の送達デバイス。
【請求項５６】
前記脱髄障害は多発性硬化症である、請求項５３に記載の送達デバイス。
【請求項５７】
（ｉ）脱髄障害を有するヒト被験体において再髄鞘化を促進するのに十分な、可溶性ＬＴ
βＲの１以上の単位用量と、
（ｉｉ）脱髄障害を有するヒト被験体において再髄鞘化を促進するための可溶性ＬＴβＲ
の投与のための指示書と、
（ｉｉｉ）該ヒト被験体における再髄鞘化をモニタリングするための試薬および指示書と
を含み、該可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～
２２５として記載されたヒトＬＴβＲの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただ
し該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するものではない、キット。
【請求項５８】
前記キットは、多発性硬化症を有するヒト被験体における再髄鞘化を促進するためのもの
である、請求項５７に記載のキット。
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【請求項５９】
２つの区画を含む送達デバイスであって、ここで第１の区画は、凍結乾燥した可溶性ＬＴ
βＲの単位用量を含み、該単位用量は、ヒトにおいて再髄鞘化を促進するのに十分であり
；そして第２の区画は、ヒトに投与する前に、該可溶性ＬＴβＲを再構成するための液体
を含み、該可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、配列番号２のアミノ酸２８～
２２５として記載されたヒトＬＴβＲの細胞外領域のＬＴ結合フラグメントを含み、ただ
し該可溶性ＬＴβＲは配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するものではない、送達デバ
イス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　リンホトキシンβレセプター（ＬＴβＲ）は、腫瘍壊死因子レセプター（ＴＮＦＲ）フ
ァミリーのメンバーである。上記レセプターは、大部分のリンパ器官の実質および間質に
おける細胞の表面に発現されるが、Ｔ－リンパ球およびＢ－リンパ球上には存在しない。
ＬＴα／βヘテロトリマー（ＬＴ）によるＬＴβＲを介したシグナル伝達は、リンパ発生
の間に重用である。ＬＴβＲはまた、リガンドＬＩＧＨＴ（リンホトキシンに対して相同
であり、誘導性発現を示し、そしてＨＶＥＭ（Ｔリンパ球によって発現されるレセプター
）について単純ヘルペスウイルス糖タンパク質Ｄと競合する；（ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ　
ｔｏ　ｌｙｍｐｈｏｔｏｘｉｎｓ，　ｅｘｈｉｂｉｔｓ　ｉｎｄｕｃｉｂｌｅ　ｅｘｐｒ
ｅｓｓｉｏｎ，　ａｎｄ　ｃｏｍｐｅｔｅｓ　ｗｉｔｈ　ｈｅｒｐｅｓ　ｓｉｍｐｌｅｘ
　ｖｉｒｕｓ　ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄ　ｆｏｒ　ＨＶＥＭ，　ａ　ｒｅｃｅｐｔ
ｏｒ　ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ　ｂｙ　Ｔ　ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅｓ））に結合することが公
知であり、上記リガンドＬＩＧＨＴは、Ｔ細胞駆動事象において（末梢および胸腺の両方
において）影響した。ＬＴおよびＬＩＧＨＴは、活性化リンパ球の表面上に発現される。
可溶性デコイＬＴβＲでのＬＴ経路のブロックは、種々の動物モデルにおける自己免疫疾
患を処置するために有効であることが示された。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本発明は、ＬＴβＲの可溶性形態（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）が被験体における再髄鞘
形成を効率的に促進し得るという発見に一部基づく。従って、本発明は、被験体における
脱髄障害（ｄｅｍｙｅｌｉｎａｔｉｎｇ　ｄｉｓｏｒｄｅｒ）（例えば、多発性硬化症）
を処置するために、および上記被験体における再髄鞘形成をモニターするために有用な方
法、組成物（例えば、可溶性ＬＴβＲ融合タンパク質（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ））、デ
バイス、およびキットを提供する。
【０００３】
　一局面において、本発明は、被験体における脱髄障害を処置するための方法を特徴とす
る。上記方法は、（ｉ）被験体に、再髄鞘化を促進するために十分な用量の可溶性ＬＴβ
Ｒ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合タンパク質）を投与する工程；および
必要に応じて、（ｉｉ）再髄鞘化について上記被験体をモニターする工程を包含する。必
要に応じて、上記方法はまた、被験体（例えば、ヒト（例えば、ヒト患者））を、脱髄障
害を有するまたは脱髄障害を発症させる危険性があるとして同定する工程を包含し得る。
【０００４】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、被験体が再髄鞘化を必要とするという根拠
に沿って、被験体（例えば、ヒト患者）を選択する工程を包含し得る。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、上記方法はまた、再髄鞘化が必要であるとして、上記被
験体（例えば、上記ヒト患者）を同定する工程を包含し得る。
【０００６】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、再髄鞘化の予め選択されたレベル（例えば
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、再髄鞘化なしまたは再髄鞘化のあるレベルを有する）を有するとして、上記被験体（例
えば、上記ヒト患者）を分類する工程をさらに包含し得る。好ましくは、上記患者は、再
髄鞘化を有するとして分類される。例えば、上記患者は、予め選択されたレベル（例えば
、再髄鞘化の一連の階級をつけたレベルから選択されたレベル（例えば、再髄鞘化の最小
量、中間量またはより多量））を有するとして分類される。再髄鞘化の階級をつけたレベ
ルまたは量はまた、不連続値（例えば、上昇的値のスケール（例えば、１～１０））とし
て表され得るかまたは割り当てられ得る。ここで第１のスコア（例えば、「１０」という
第１のスコア）は、第２のより低いスコア（例えば、「９」という第２のスコア）を有す
る患者よりも高い、患者における再髄鞘化を示す。上記分類は、１回または１回より多く
行われ得る。第１の予め選択された目標点（ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ）（例えば、予め選択さ
れた投与数、予め選択された処置期間、または予め選択されたレベルの、１以上の症状の
増加もしくは減少）の後に、患者を分類することが望まれ得る。分類は、必要に応じて、
第２のまたはその後の目標点（例えば、同じタイプの目標点）において、再び行われ得る
。関連する実施形態において、上記被験体の分類の記録（例えば、再髄鞘化の予め選択さ
れたレベル）が行われる（例えば、コンピューター読み取り可能な記録）。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、上記被験体は、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆ
ｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）で処置される。いくつかの実施形態において、上
記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示されるアミノ酸配列（以下を参照のこと）を有する
ＬＴβＲ－Ｆｃ融合ポリペプチドである。
【０００８】
　上記被験体は、任意の哺乳動物であり得、例えば、マウス、ウサギ、モルモット、サル
、またはヒト（例えば、ヒト患者）が挙げられる。上記被験体（例えば、ヒト患者）は、
脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる危険性がある任意の被験体であり得る。
本明細書において使用される場合、「脱髄障害」とは、ミエリン、すなわち、神経線維を
取り囲みかつ絶縁（ｉｎｓｕｌａｔｅ）している脂肪性シースの、神経からの破壊または
除去と関連する任意の疾患である。脱髄障害としては、例えば、多発性硬化症（例えば、
再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発性多発性硬化症（
Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　Ｒｅｌａｐｓｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｃｌｅｒｏｓｉｓ
）、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症）、橋中心髄鞘崩壊、急性散
在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症
性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック
病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロフィー（例えば、異染性白質ジストロフィ
ー、クラッベ病、副腎脳白質ジストロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カ
ナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴う小児失調（Ｃｈｉｌｄｈｏｏｄ　Ａｔａｘｉａ　ｗ
ｉｔｈ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｈｙｐｏｍｙｅｌｉｎａｔｉｏｎ）、アレキサンダー病、また
はレフサム病）が挙げられる。脱髄障害を有するヒト患者は、脱髄障害の１つ以上の症状
（例えば、視覚障害（ｉｍｐａｉｒｅｄ　ｖｉｓｉｏｎ）、麻痺（ｎｕｍｂｎｅｓｓ）、
四肢の衰弱（ｗｅａｋｎｅｓｓ　ｉｎ　ｅｘｔｒｅｍｉｔｉｅｓ）、振戦もしくは痙直、
熱不耐症（ｈｅａｔ　ｉｎｔｏｌｅｒａｎｃｅ）、言語障害、失禁、または固有感覚障害
（ｉｍｐａｉｒｅｄ　ｐｒｏｐｒｉｏｃｅｐｔｉｏｎ）（例えば、平衡、協調、肢位感覚
）が挙げられるが、これらに限定されない）を有し得る。脱髄障害の家族歴（例えば、脱
髄障害についての遺伝的素因）を有するか、または上記の脱髄障害の軽度もしくは希な症
状を示すヒト（例えば、ヒト患者）は、上記方法の目的に関しては、脱髄障害（例えば、
多発性硬化症）を発症させる危険性があるとみなされ得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、上記被験体における再髄鞘化を
誘導するに十分な量、頻度および／または時間で、上記被験体に投与され得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、被験体における再髄鞘化を誘導する目的に関して、上記
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可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、上記
被験体に１回投与される。他の実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβ
Ｒ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、１回より多く（例えば、３～１０日ご
とに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多くて１回；２８～３１日間ごとに
少なくとも２回および多くて１回；１週間に１回；２週間に１回；１ヶ月に１回；少なく
とも４週間の過程にわたって１週間に１回；少なくとも６週間の過程にわたって２週間に
１回；少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回；または少なくとも６ヶ月の過程
にわたって１ヶ月に１回）上記被験体に投与される。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、投与量を決定するための治験における可溶性ＬＴβＲの
適切な開始用量（例えば、被験体において再髄鞘化を誘導するに十分な量）は、上記被験
体の體重１ｋｇあたり０．００１ｍｇの可溶性ＬＴβＲである。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、適切な用量もしくは開始用量は、多くの主観的患者特異
的要因（例えば、性別、年齢、体重、肉体的健康、または本明細書に記載される任意の他
の要因が挙げられるが、これらに限定されない）によって決定される。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃのような
ＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、被験体に、静脈内にまたは非経口的に（例えば、皮下的
に、筋肉内に、鼻内に、または経口に）投与される。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃのような
ＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、単一剤療法として被験体に投与され得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃのような
ＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、別の処置（例えば、脱髄障害（例えば、本明細書に記載
される脱髄障害のうちのいずれか（例えば、多発性硬化症）のための別の処置）との併用
療法として被験体に投与され得る。例えば、上記併用療法は、上記被験体（例えば、ヒト
患者）に、脱髄障害を有するかもしくは脱髄障害を発症させる危険性がある被験体に治療
的利益を提供する１種以上のさらなる薬剤を投与する工程を包含し得る。いくつかの実施
形態において、上記可溶性ＬＴβＲおよび上記１種以上のさらなる薬剤は、同時に投与さ
れる。他の実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、最初に、ちょうどよいときに投与
され、上記１種以上のさらなる薬剤は、第２に、ちょうどよいときに投与される。いくつ
かの実施形態において、上記１種以上のさらなる薬剤は、最初に、ちょうどよいときに投
与され、上記可溶性ＬＴβＲは、第２に、ちょうどよいときに投与される。上記可溶性Ｌ
ＴβＲは、以前にもしくは現在施されている治療と置換またはそのような治療を増加し得
る。例えば、ＬＴβＲで処置する際に、１種以上のさらなる薬剤の投与は、中止または減
少させ得、例えば、低下したレベルにおいて投与され得る。他の実施形態において、以前
の治療の施与が維持される。いくつかの実施形態において、以前の治療は、ＬＴβＲのレ
ベルが治療効果を提供するに十分なレベルに達するまで維持される。上記２種の治療は、
組み合わせて施され得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）のための第１の治療
（例えば、インターフェロンβ　１ａ（Ａｖｏｎｅｘ（登録商標））、インターフェロン
β　１ｂ（Ｒｅｂｉｆ（登録商標））、酢酸グラチラマー（Ｃｏｐａｘｏｎｅ（登録商標
））、ミトキサントロン（Ｎｏｖａｎｔｒｏｎｅ（登録商標））、アザチオプリン（ａｚ
ａｔｈｉｐｒｉｎｅ）（Ｉｍｕｒａｎ（登録商標））、シクロホスファミド（Ｃｙｔｏｘ
ａｎ（登録商標）またはＮｅｏｓａｒ（登録商標））、シクロスポリン（Ｓａｎｄｉｍｍ
ｕｎｅ（登録商標））、メトトレキセート、クラドリビン（Ｌｅｕｓｔａｔｉｎ（登録商
標））、メチルプレドニゾン（Ｄｅｐｏ－Ｍｅｄｒｏｌ（登録商標）またはＳｏｌｕ－Ｍ
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ｅｄｒｏｌ（登録商標））、プレドニゾン（Ｄｅｌｔａｓｏｎｅ（登録商標））、プレド
ニゾロン（Ｄｅｌｔａ－Ｃｏｒｔｅｆ（登録商標））、デキサメタゾン（Ｍｅｄｒｏｌ（
登録商標）またはＤｅｃａｄｒｏｎ（登録商標））、副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
、またはコルチコトロピン（Ａｃｔｈａｒ（登録商標））を受けているヒトはまた、可溶
性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を投与され得る。いくつかの実施形態において、
上記ヒトに、上記可溶性ＬＴβＲを投与する場合、上記第１の治療は中止される。他の実
施形態において、上記ヒトは、第１の予め選択された結果（例えば、脱髄障害の１つ以上
の症状における改善（例えば、増大した再髄鞘化）（例えば、本明細書に記載される脱髄
障害の症状のうちのいずれか）についてモニターされる。いくつかの実施形態において、
上記第１の予め選択された結果が認められるときに、上記可溶性ＬＴβＲでの処置は、減
少されるかまたは中止される。いくつかの実施形態において、上記ヒトは、次いで、上記
可溶性ＬＴβＲでの処置が中止された後に、第２の予め選択された結果（例えば、脱髄障
害の症状の悪化）についてモニターされる。上記第２の予め選択された結果が認められる
場合、上記ヒトへの上記可溶性ＬＴβＲの投与は、元通りにされるかまたは増大され、あ
るいは、上記第１の治療の施与が元通りにされ、あるいは、上記ヒトに、可溶性ＬＴβＲ
（すなわち増大した量の可溶性ＬＴβＲ）および上記第１の治療レジメンの両方が施され
る。
【００１７】
　一実施形態において、脱髄障害（例えば、多発性硬化症または本明細書に記載される任
意の他の脱髄障害）についての第１の治療を受けており、次いで、可溶性ＬＴβＲ（例え
ば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）で処置されているヒトは、同じまたは減少した量において上記第１
の治療を受容し続ける。別の実施形態において、上記第１の治療での処置は、上記可溶性
ＬＴβＲでの処置と一定時間にわたって重複するが、上記第１の治療での処置は、その後
に中止される。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、抗ＴＮＦ治療（例えば、Ｈｕｍ
ｉｒａ（登録商標）、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）、またはＲｅｍｉｃａｄｅ（登録商標）
）を受けている被験体に投与され得る。いくつかの実施形態において、上記抗ＴＮＦ治療
を受けている上記被験体は、自己免疫障害（例えば、関節リウマチが挙げられるが、これ
らに限定されない）を有する。
【００１９】
　本明細書に記載される場合、再髄鞘化について被験体（例えば、ヒト患者）をモニター
する工程は、変化（例えば、再髄鞘化を示す１種以上のパラメーターにおける改善）につ
いて被験体を評価する工程を意味する（例えば、脱髄障害の１種以上の症状における改善
をモニターし得る）。このような症状は、本明細書に記載される脱髄障害の上記症状のう
ちのいずれかを包含する。再髄鞘化はまた、上記被験体におけるミエリンの状態の直接決
定を包含する方法によってモニターされ得る（例えば、核磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）を使
用して白質質量を測定し得るか、または核磁気共鳴分光法（ＭＲＳ）脳スキャンを使用し
てミエリン繊維の厚みを測定し得る）。いくつかの実施形態において、上記評価は、上記
可溶性ＬＴβＲの投与（好ましくは、１回目の投与）後に、少なくとも１時間で（例えば
、少なくとも２時間、４時間、６時間、８時間、１２時間、２４時間または４８時間で、
あるいは少なくとも１日間、２日間、４日間、１０日間、１３日間、２０日間以上で、あ
るいは少なくとも１週間、２週間、４週間、１０週間、１３週間、２０週間以上で）行わ
れ得る。上記被験体は、以下の期間のうちの１つ以上において評価され得る：処置の開始
前；上記処置の間；または上記処置の１種以上の要素が施された後。評価は、さらなる処
置の必要性を評価する工程（例えば、投与量、投与頻度、または処置の持続時間を変更す
るべきか否かを評価する工程）を包含し得る。選択された治療的モダリティーを追加する
かまたは低下させる必要性（例えば、本明細書に記載される脱髄障害のための処置のいず
れかを追加するかまたは低下させること）を評価する工程もまた、包含し得る。例えば、
上記可溶性ＬＴβＲの継続される投与は、必要である場合、１種以上のさらなる処置薬剤
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で行われ得る。好ましい実施形態において、上記評価の予め選択された結果が得られる場
合、さらなる工程が使用され、例えば、上記被験体は投与され、別の処置または別の評価
もしくは試験が行われる。再髄鞘化のレベルは、患者のケアに対する決定（例えば、処置
過程の選択もしくは改変または上記処置を弁償するための第３の関係者の決定）を行うた
めに使用され得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、被験体（例えば、ヒト患者）を再髄鞘化についてモニタ
ーする工程はまた、例えば、核磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）スキャン、陽電子放射断層撮影
（ＰＥＴ）スキャン、拡散強調画像法（ＤＷ－ＩまたはＤＷ－ＭＲＩ）、拡散テンソル画
像、脊髄造影法、磁化移動を使用して、炎症性病変（すなわち、硬化）の大きさまたは数
の減少についてモニターする工程を包含し得る。いくつかの実施形態において、被験体を
再髄鞘化についてモニターする工程は、脳脊髄液（腰椎穿刺（すなわち、脊髄穿刺）から
得られた流体）中で、例えば、（ｉ）異常なタンパク質（例えば、ミエリンの小さなフラ
グメント）、（ｉｉ）上昇したレベルのまたは特定のタイプのリンパ球、および／または
（ｉｉｉ）異常なレベルの免疫グロブリン（ＩｇＧ）分子の存在を検出する工程を包含し
得る。他の実施形態において、被験体を再髄鞘化についてモニターする工程は、上記被験
体の神経心理学（例えば、種々の能力（例えば、記憶力、計算能力、注意力、判断力およ
び推理力の状態）における変化の評価を包含し得る。いくつかの実施形態において、被験
体（例えば、ヒト患者）の、再髄鞘化についてのモニターは、患者の尿を、ミエリン塩基
性タンパク質様物質（ＭＢＰＬＭ）（この物質は、疾患進行の間に軸索損傷が起こるにつ
れて上昇する）のレベルの減少について試験する工程を包含し得る。いくつかの実施形態
において、上記脱髄障害が被験体の眼または視覚に影響を及ぼす場合、被験体の再髄鞘化
についてのモニターは、例えば、色盲における改善について試験する工程を包含し得る。
【００２１】
　一局面において、本開示は、被験体を評価して、例えば、被験体が脱髄障害についての
処置（例えば、可溶性ＬＴβＲを投与することのような、被験体における再髄鞘化を増大
させる治療）に応答しているか応答していないかを決定するための方法を特徴とする。上
記方法は、上記被験体におけるミエリンのレベルまたは状態の基準値（例えば、投与前値
）を提供する工程、ならびに必要に応じて、上記被験体に再髄鞘化（例えば、可溶性ＬＴ
βＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド））を増大する医薬を
投与する工程を包含する。医薬が投与される実施形態において、上記方法はまた、上記被
験体におけるミエリンのレベルまたは状態の投与後値（例えば、再髄鞘化治療の投与後の
ミエリンのレベルまたは状態）を提供する工程、ならびに上記投与後値と、上記基準値と
を比較し、それによって、上記被験体を評価する工程（例えば、上記被験体が上記治療に
応答しているか応答していないかを決定する工程）を包含する、上記投与後値（すなわち
、再髄鞘化治療後の被験体におけるミエリンの状態またはレベルに対応する値）が、例え
ば、本明細書に記載される評価法のいずれかによって決定され得る。上記基準値（すなわ
ち、再髄鞘化治療での処置の前に、被験体におけるミエリンの状態またはレベル）はまた
、例えば、本明細書に記載される評価法のいずれかによって決定され得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、上記被験体をある分類に割り当てる工程、
および必要に応じて、上記割り当てを、例えば、コンピューター読み取り可能な記録の中
に記録する工程を包含する。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、上記評価は、上記被験体が応答しているか否かを決定す
る工程を包含する。他の実施形態において、上記評価は、上記被験体が応答していないか
否かを決定する工程を包含する。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、上記評価は、上記被験体についての決定を行うことに関
する情報を提供する工程を包含する。
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【００２５】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、予め選択された処置のために上記被験体を
選択する工程をさらに包含する。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、被験体における脱髄障害（例えば、多発性
硬化症）の処置の持続時間を選択する工程をさらに包含する。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、被験体が応答しているという決定は、処置のより短い持
続時間が上記被験体に施され得る／施されるべき／施されるであろう／施される（例えば
、治療に応答していない被験体について推奨される処置より短いか、または脱髄障害のた
めの既存の治療とともに同時に使用されるより短い持続時間）こと、そして必要に応じて
、指標は、記録に入れられるということを示す。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、被験体が応答しているという決定は、処置のより短い持
続時間が上記被験体に対して逆を示し（例えば、脱髄障害のための既存の処置（例えば、
本明細書に記載される脱髄障害のための処置のいずれか）とともに同時に用いられるより
も短い持続時間）、そして必要に応じて、指標が記録に入れられるということを示す。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、上記投与後値と、基準値との比較を提供する工程は、以
下を包含する：第１の時点（例えば、ここで上記第１の時点は、上記再髄鞘化治療（例え
ば、可溶性ＬＴβＲ）の施与の開始後６日間、７日間、８日間、９日間、１０日間、１１
日間、１２日間、１３日間、１４日間以上（例えば、３週間、４週間、５週間、６週間、
８週間以上（例えば、３ヶ月、４ヶ月、６ヶ月、１２ヶ月以上））である）での被験体に
おけるミエリンの投与後レベルの決定を提供する工程；上記第１の時点より前である第２
の時点（例えば、ここで上記第２の時点は、再髄鞘化治療（例えば、可溶性ＬＴβＲ（例
えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ））の施与の開始の約１日より前か以内、約２日より前か以内、約
３日前か以内、約４日前か以内、または約５日前か以内である）での上記被験体における
ミエリンの状態またはレベルの基準値の決定を提供する工程；ならびに被験体のミエリン
の投与後レベルおよび基準値の比較を提供する工程であって、ここで上記投与後レベルと
基準値との間の被験体におけるミエリンの増大したレベル（例えば、わずか約６０％、約
５０％、約４０％、約３０％、約２０％、約１０％、約５％、約２％、または約１％異な
るレベル）は、上記被験体が応答していることを示す。
【００３０】
　別の局面において、本発明は、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）を有する患者のため
の再髄鞘化治療（例えば、可溶性ＬＴβＲおよびＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポ
リペプチド）での処置過程のための支払い（ｐａｙｍｅｎｔ）分類を選択するための方法
を特徴とする。上記方法は、上記患者が脱髄障害のための治療に応答しているか応答して
いないかの評価を提供する工程（例えば、受容する工程）；および（１）上記患者が応答
していれば（例えば、再髄鞘化が上記患者において生じていれば）、第１の支払い分類を
選択する工程、および（２）上記被験体が応答していなければ（例えば、再髄鞘化が上記
患者で生じていなければ）、第２の支払い分類を選択する工程のうちの少なくとも１つを
行う工程を包含する。上記治療は、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬ
ＴβＲ融合ポリペプチド）を包含し得る。上記治療はまた、本明細書に記載される脱髄障
害のための治療のいずれかのうちの１つ以上を包含し得る。いくつかの実施形態において
、上記治療は、患者における再髄鞘化を増大させるもの（例えば、可溶性ＬＴβＲ）であ
る。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、上記患者の割り当ては、上記第1の支払い分類に対して
であり、上記割り当ては、第１の持続時間にわたる処置過程についての支払いを認める。
いくつかの実施形態において、上記患者は、脱髄障害のための治療に対して応答しており
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、５２週間、４８週間、３６週間、２４週間、１８週間、１２週間、１０週間、８週間、
４週間、または２週間未満の処置持続時間が認められる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、上記患者の割り当ては、上記第２の思はらい分類に対し
てであり、上記割り当ては、第２の持続時間にわたる処置過程についての支払いを認める
。いくつかの実施形態において、上記患者は、脱髄障害のための治療に応答しておらず、
５２週間、４８週間、３６週間、２４週間、１８週間、１２週間、１０週間、８週間、４
週間、または２週間未満の処置持続時間が認められる。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、患者が治療に対して応答しているか否かの決定は、上記
患者を変化（例えば、再髄鞘化を示す１種以上のパラメーターにおける改善）について評
価する工程によってなされる（例えば、脱髄障害の１種以上の症状における改善をモニタ
ーし得る）。このような症状は、本明細書に記載される脱髄障害の症状のうちのいずれか
を含む。再髄鞘化はまた、上記被験体におけるミエリンの状態の直接決定を包含する方法
によってモニターされ得る（例えば、核磁気共鳴画像化法（ＭＲＩ）を使用して白質質量
を測定し得るか、核磁気共鳴分光法（ＭＲＳ）脳スキャンまたは本明細書に記載される任
意の他の直接的測定値を使用してミエリン線維の厚みを測定し得る）。
【００３４】
　別の実施形態において、患者が治療に応答しているか否かの決定はまた、本明細書に記
載される任意の他の評価または指標によって評価され得る。これらの評価または指標とし
ては、患者に存在する炎症性病変（すなわち、硬化）の大きさまたは数の減少について上
記患者をモニターする工程；患者の脳脊髄液を、例えば、（ｉ）異常なタンパク質（例え
ば、ミエリンの小さなフラグメント）、（ｉｉ）上昇したレベルのもしくは特定のタイプ
のリンパ球、および／または（ｉｉｉ）異常なレベルの免疫グロブリン（ＩｇＧ）分子の
存在または量における減少についてモニターする工程；患者を、神経心理学（例えば、種
々の能力（例えば、記憶力、計算能力、注意力、判断力および推理力）の状態）における
陽性の変化についてモニターする工程；ならびに／あるいはミエリン塩基性タンパク質様
物質（ＭＢＰＬＭ）のレベルの減少について、患者の尿をモニターする工程が挙げられる
が、これらに限定されない。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、再髄鞘化治療（例えば、被験体における再髄鞘化を誘導
する治療（例えば、可溶性ＬＴβＲのような治療））後の脱髄障害の１種以上の症状また
は他の上記の指標における少なくとも５％（例えば、少なくとも１０％、少なくとも１５
％、少なくとも２０％、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも３５％、少な
くとも４０％、少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％）の改善は、治
療に対する応答として上記患者を分類するに十分である。
【００３６】
　別の局面において、本発明は、ヒト被験体（例えば、患者）について決定を行うことに
関する情報を提供する（すなわち、そのような決定を行う）ための方法を特徴とする。上
記方法は、患者の評価を提供する工程（例えば、受容する工程）を包含し、ここで上記評
価は、本明細書に記載される方法（例えば、患者が、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害
を発症させる危険性があるか、あるいは増大した再髄鞘化の必要性があるかまたは増大し
た再髄鞘化から利益を被る可能性があるかを決定する工程；患者におけるミエリンの投与
後の状態、レベルまたは量（例えば、再髄鞘化の程度）の決定を提供する工程；それによ
って、投与後値を提供する工程；上記投与後レベルと、基準値（例えば、処置前の患者に
存在するミエリンのレベル）との比較を提供する工程；およびそれによって、患者につい
ての決定を行うための情報を提供する工程（またはこのような決定を行う工程）によって
行った。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、上記患者についての決定を行う工程を包含
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する。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、上記方法はまた、別の治療に対して上記情報を（例えば
、コンピューター、コンパクトディスク、電話、ファクシミリ、ｅメール、または手紙に
よって）伝える工程を包含する。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、上記方法は、例えば、コンピューター読み取り可能な記
録の中に、または患者のファイルの中に、上記情報を記録する工程を包含する。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、上記決定は、上記被験体が、脱髄障害のための治療（例
えば、患者における再髄鞘化を増大させる治療）に応答していれば第１の活動過程、およ
び上記患者が、脱髄障害のための治療に応答していなければ第２の活動過程のための支払
いについて患者を選択する工程、このような支払いを行うかもしくは認める工程を包含す
る。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、上記決定は、上記投与後値が基準値との第１の予め決定
された関係（例えば、上記投与後値が、上記基準値より高い）を有してれば、第１の活動
過程を選択する工程、および上記投与後値が基準値との第２の予め選択された関係（例え
ば、上記投与後値が、上記基準値より低い）を有していれば、第２の活動過程を選択する
工程を包含する。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、上記決定は、上記被験体が応答していれば第１の活動過
程を、および上記被験体が脱髄障害のための治療（例えば、患者における再髄鞘化を増大
させる治療）に応答していなければ第２の活動過程を、選択する工程を包含する。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、上記患者は応答しており、そして上記活動過程は、治療
過程の是認である。いくつかの実施形態において、上記治療過程は、応答していない別の
類似の患者に提供されるものより短い（例えば、上記治療過程は、５２週間、４８週間、
３６週間、２４週間、１８週間、１２週間、１０週間、８週間、４週間、または２週間未
満である）。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、上記患者は治療に応答しており、上記活動過程は、上記
患者を第１の分類に割り当てる工程である。いくつかの実施形態において、第１の分類へ
の割り当ては、上記患者に提供される処置のための支払い可能にする。いくつかの実施形
態において、支払いは、第２の関係者への第１の関係者によるものである。いくつかの実
施形態において、上記第１の関係者は、上記患者以外である。いくつかの実施形態におい
て、上記第１の関係者は、第３の関係者支払人、保険会社、雇用者、雇用者が保証人にな
っている健康保険プラン（ｅｍｐｌｏｙｅｒ　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｈｅａｌｔｈ　ｐｌ
ａｎ）、ＨＭＯ、または政府機関（ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ　ｅｎｔｉｔｙ）から選択
される。いくつかの実施形態において、上記第２の関係者は、上記被験体、ヘルスケア提
供者、処置している医師、ＨＭＯ、病院、政府機関、または薬物を販売もしくは供給して
いる実体から選択される。いくつかの実施形態において、上記第１の関係者は保険会社で
あり、上記第２の関係者は、上記患者、ヘルスケア提供者、処置している医師、ＨＭＯ、
病院、政府機関、または薬物を販売もしくは供給している実体から選択される。いくつか
の実施形態において、上記第１の関係者は政府機関であり、上記第２の関係者は、上記患
者、ヘルスケア提供者、処置している医師、ＨＭＯ、病院、保険会社、または薬物を販売
もしくは供給している実体から選択される。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、上記患者は応答しておらず、上記活動過程は、治療過程
の是認である。いくつかの実施形態において、上記治療過程は、脱髄障害のための治療（
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例えば、被験体における再髄鞘化を増大させる治療）に応答している別の類似の患者に提
供されるものより長い（例えば、上記治療過程は、５２週間、４８週間、３６週間、２４
週間、１８週間、１２週間、１０週間、８週間、４週間、または２週間より長い）。いく
つかの実施形態において、上記被験体は応答しておらず、上記活動過程は、上記患者を第
２の分類に割り当てる工程である。いくつかの実施形態において、上記第２の分類への割
り当ては、上記患者に提供される処置（例えば、予め選択された期間より長い（例えば、
増強された応答者のための治療期間より長い）期間にわたる処置）のための支払いを可能
にする。いくつかの実施形態において、支払いは、第２の関係者への第１の関係者による
ものである。いくつかの実施形態において、上記第１の関係者は、上記患者以外である。
いくつかの実施形態において、上記第１の関係者は、第３の関係者支払人、保険会社、雇
用者、雇用者が保証人になっている健康保険プラン、ＨＭＯ、または政府機関から選択さ
れる。いくつかの実施形態において、上記第２の関係者は、上記被験体、ヘルスケア提供
者、処置している医師、ＨＭＯ、病院、政府機関、または薬物を販売もしくは供給してい
る実体から選択される。いくつかの実施形態において、上記第１の関係者は保険会社であ
り、上記第２の関係者は、上記被験体、ヘルスケア提供者、処置している医師、ＨＭＯ、
病院、政府機関、または薬物を販売もしくは供給している実体から選択される。いくつか
の実施形態において、上記第１の関係者は政府機関であり、上記第２の関係者は、上記被
験体、ヘルスケア提供者、処置している医師、ＨＭＯ、病院、保険会社、または薬物を販
売もしくは供給している実体から選択される。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、上記患者は、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）または
本明細書に記載される任意の他の脱髄障害を有するかまたはこれらを発症させる危険性が
ある者である。
【００４７】
　別の局面において、本開示は、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる危険性
がある被験体および／あるいは増大した再髄鞘化の必要性があるかまたは増大した再髄鞘
化から利益を被る可能性がある被験体について、再髄鞘化治療での処置過程のための支払
い分類を選択するための方法を特徴とする。上記方法は、上記被験体を、上記治療に応答
するものとして同定する工程、選択された処置過程（例えば、上記被験体が治療に応答し
ないとして同定された場合より短い処置過程（例えば、５２週間、４８週間、３６週間、
２４週間、１８週間、１２週間、１０週間、８週間、４週間、または２週間未満））を承
認し、行い、是認し、受容し、伝えるか、またはそうでなければその処置過程の支払いを
許可する工程を包含する。
【００４８】
　別の局面において、本発明は、ヒトにおける脱髄障害を処置するための方法を特徴とし
、上記方法は、被験体（例えば、ヒト（例えば、ヒト患者））に、一定用量の可溶性ＬＴ
βＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）を投与する工程を包
含し、ここで上記投与は、再髄鞘化が上記ヒトにおいて生じるに十分である。上記方法は
、必要に応じて、被験体を、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる危険性があ
るとして同定する工程を包含する。上記方法はまた、必要に応じて、上記被験体を、再髄
鞘化についてモニターする工程を包含し得る。上記被験体は、本明細書に記載される任意
の被験体であり得る。上記脱髄障害は、本明細書に記載される任意の脱髄障害（例えば、
多発性硬化症）であり得る。上記可溶性ＬＴβＲは、本明細書に記載されるもののうちの
いずれかであり得る。上記可溶性ＬＴβＲの、被験体への投与は、本明細書に記載される
経路、用量、またはスケジュールのうちのいずれか（例えば、上記に記載される投与方法
のいずれかを参照のこと）を含み得る。いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβ
Ｒ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、単一剤療法として
、または上記の脱髄障害のための１種以上のさらなる治療と組み合わせて投与され得る。
いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、抗ＴＮＦ治療（例えば、Ｈｕｍｉ
ｒａ（登録商標）、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）、またはＲｅｍｉｃａｄｅ（登録商標））
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を受けている被験体に投与され得る。被験体は、本明細書に記載される方法のうちのいず
れかを用いて、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる危険性があるとして同定
され得る。被験体（例えば、ヒト患者）を再髄鞘化についてモニターする工程は、本明細
書に記載される方法のうちのいずれかを包含し得る。
【００４９】
　別の局面において、本発明は、ヒトにおける脱髄障害を処置するための方法を特徴とし
、上記方法は、（ｉ）ヒトに、再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲを投与
する工程；および（ｉｉ）上記ヒトを、再髄鞘化の予め選択されたレベルを有するとして
同定する工程を包含する。必要に応じて、上記方法は、再髄鞘化について上記ヒトをモニ
ターする工程を包含し得る。上記方法はまた、必要に応じて、脱髄障害を有するかまたは
脱髄障害を発症させる危険性があるとして、あるいは増大した再髄鞘化の必要性があるか
または増大した再髄鞘化から利益を被る可能性があるとして、ヒトを同定する工程を包含
し得る。上記脱髄障害は、本明細書に記載される任意の脱髄障害（例えば、多発性硬化症
）であり得る。上記可溶性ＬＴβＲは、本明細書に記載されるもののうちのいずれかであ
り得る。上記可溶性ＬＴβＲの、被験体への投与は、本明細書に記載される経路、用量、
またはスケジュールのうちのいずれか（例えば、上記に記載される投与方法のうちのいず
れかを参照のこと）を含み得る。いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例
えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、単一剤療法として、また
は上記に記載される脱髄障害のための１種以上のさらなる治療と組み合わせて投与され得
る。いくつかの実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、抗ＴＮＦ治療（例えば、Ｈｕ
ｍｉｒａ（登録商標）、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）、またはＲｅｍｉｃａｄｅ（登録商標
））を受けている被験体に投与され得る。被験体（例えば、ヒト患者）を再髄鞘化につい
てモニターする工程は、本明細書に記載される方法のうちのいずれかを含み得る。ヒト（
例えば、患者）における再髄鞘化を分類するための例示的方法は、上記に記載されている
。
【００５０】
　別の局面において、本発明はまた、再髄鞘化を促進するための方法を提供する。上記方
法は、（ｉ）抗ＴＮＦ治療を受けている被験体に、有効用量の可溶性ＬＴβＲ（例えば、
ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）を投与する工程、および必要に応じ
て、（ｉｉ）上記ヒトを再髄鞘化についてモニターする工程を包含する。上記方法はまた
、必要に応じて、抗ＴＮＦ治療から生じる脱髄障害を有するかまたは抗ＴＮＦ治療から生
じる脱髄障害を発症させる危険性がある被験体を同定する工程を包含し得る。上記被験体
は、本明細書に記載される任意の被験体であり得る。上記可溶性ＬＴβＲの、被験体への
投与は、本明細書に記載される経路、用量、またはスケジュールのうちのいずれか（例え
ば、上記に記載される投与方法のうちのいずれかを参照のこと）を含み得る。いくつかの
実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合
ポリペプチド）は、単一剤療法として、または上記に記載される脱髄障害のための１種以
上のさらなる治療と組み合わせて投与され得る。いくつかの実施形態において、上記被験
体が受けている上記抗ＴＮＦ治療は、例えば、Ｈｕｍｉｒａ（登録商標）、Ｅｎｂｒｅｌ
（登録商標）、またはＲｅｍｉｃａｄｅ（登録商標）である。被験体は、本明細書に記載
される方法のうちのいずれかを用いて、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる
危険性があるとして同定され得る。被験体（例えば、ヒト患者）を再髄鞘化についてモニ
ターする工程は、本明細書に記載される方法のうちのいずれか（上記の例示的方法を参照
のこと）を含み得る。
【００５１】
　別の局面において、本発明は、可溶性ＬＴβＲの投与の必要性があるかまたは可溶性Ｌ
ＴβＲの投与から利益を被り得るとして患者を選択るための方法を特徴とする。上記方法
は、患者が、再髄鞘化の必要性があるかまたは再髄鞘化から利益を被る可能性があるか否
かを決定する工程を包含する。上記方法はまた、可溶性形態のＬＴβＲで上記選択された
患者を処置する工程を包含し得る。上気管者を選択するための方法は、本明細書に例示さ
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れる方法のうちのいずれか（例えば、脱髄障害の１種以上の症状または上記の被験体にお
けるミエリンの状態の直接評価のうちのいずれかをについてモニターする工程を含む）を
包含し得る。上記可溶性ＬＴβＲは、本明細書に記載されるもののうちのいずれかであり
得る。上記用量、投与頻度（すなわち、スケジュール）、および処置の持続時間は、本明
細書に記載されるもののうちのいずれかであり得る。
【００５２】
　上記方法のいくつかの実施形態において、上記患者は、脱髄障害と診断された患者であ
る。上記方法の他の実施形態において、上記患者は、脱髄障害と関連する１種以上の症状
（例えば、本明細書に記載される症状のうちのいずれか）を示す患者である。
【００５３】
　別の局面において、本発明は、患者への可溶性ＬＴβＲの用量、投与経路、投与頻度、
および／または処置の持続時間を選択するための方法を提供する。上記方法は、（ｉ）上
記患者を、１種以上の患者特異的要因について評価する工程、および（ｉｉ）上記１種以
上の要因の評価に基づいて、用量、投与頻度、および／または処置の持続時間を選択する
工程、ならびに（ｉｉｉ）必要に応じて、適切な場合、可溶性ＬＴβＲを、工程（ｉｉ）
において決定された用量、投与頻度、および／または処置の持続時間で、上記患者へ投与
する工程を包含する。上記方法はまた、脱髄障害を有するかまたは脱髄障害を発症させる
危険性があるとして患者を選択する工程を包含し得る。従って、上記患者は、脱髄障害を
有するかまたは脱髄障害を発症させる可能性がある者であり得る。上記方法はまた、上記
処置後に再髄鞘化について上記患者をモニターする工程を包含し得る。上記可溶性ＬＴβ
Ｒは、本明細書に記載されるもののうちのいずれかであり得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、上記患者は、可溶性ＬＴβＲの投与の必要性がないまた
は可溶性ＬＴβＲの投与の利益を受ける可能性がないと決定され得る。
【００５５】
　別の局面において、本発明は、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴ
βＲ融合ポリペプチド）の、脱髄障害を有する被験体（例えば、ヒト（例えば、ヒト患者
））への静脈内投与、皮下投与または筋肉内投与のために設計された送達デバイスを提供
する。ここで上記投与は、再髄鞘化が上記被験体において生じるに十分である。上記送達
デバイスは、本明細書に記載される任意の適切な送達デバイス（例えば、シリンジが挙げ
られる）であり得る。上記脱髄障害は、本明細書に記載される任意の脱髄障害（例えば、
多発性硬化症）であり得る。上記被験体は、本明細書に記載される任意の上記被験体であ
り得る。上記可溶性ＬＴβＲは、本明細書に記載される可溶性ＬＴβＲポリペプチドのう
ちのいずれかであり得る。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、上記送達デバイスは、単位用量の可溶性ＬＴβＲ（例え
ば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を含み、ここで上記単位用量は、再髄鞘化を増大させるに十分であ
る。
【００５７】
　約０．００１ｍｇ／ｋｇの可溶性ＬＴβＲの用量が、処置用量を最適化するための適切
な開始点であると予期される。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、上記送達デバイスは、凍結乾燥された可溶性ＬＴβＲ（
例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）を含む。
【００５９】
　別の局面において、本発明は、（ｉ）可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃのよう
なＬＴβＲ融合ポリペプチド）の１つ以上の単位用量、ならびに（ｉｉ）再髄鞘化につい
てのアッセイ方法のための試薬および指示書を含むキットを特徴とする。再髄鞘化につい
てのアッセイ方法のための説明書は、本明細書に記載される再髄鞘化を評価するための方
法のうちのいずれか（上記を参照のこと）のための指示書を含み得る。
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【００６０】
　いくつかの実施形態において、上記キットは、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）の処
置のためのものである。
【００６１】
　別の局面において、本発明は、２つの区画を含む送達デバイスを特徴とし、ここで第１
の区画は、単位用量の凍結乾燥した可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬ
ＴβＲ融合ポリペプチド）を含み、上記単位用量は、再髄鞘化が被験体（例えば、ヒト（
例えば、ヒト患者））において生じるに十分であり；そして第２の区画は、上記可溶性Ｌ
ＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－ＦｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）を上記被験体へ投
与する前に再構成するための液体を含む。上記送達デバイスは、本明細書に記載される任
意の適切な送達デバイス（例えば、シリンジが挙げられる）であり得る。上記被験体は、
本明細書に記載される任意の被験体であり得る。上記可溶性ＬＴβＲは、本明細書に記載
される任意の可溶性ＬＴβＲポリペプチドであり得る。上記液体は、本明細書に記載され
る任意の薬学的に受容可能な希釈剤であり得、そして例えば、緩衝液（例えば、リン酸緩
衝化生理食塩水）または蒸留水および／または滅菌水が挙げられ得る。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、上記送達デバイスは、単位用量の可溶性ＬＴβＲ（例え
ば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を含み、その結果、再構成された可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβ
Ｒ－Ｆｃ）の、被験体への投与は、上記被験体へ、上記被験体の体重１ｋｇあたり少なく
とも約０．００１ｍｇの上記可溶性ＬＴβＲを送達する。
【００６３】
　別の局面において、本発明は、脱髄障害を有する患者を指示して、上記患者の脱髄障害
を処置するための方法を提供し、上記方法は、（ｉ）上記患者に少なくとも２単位用量の
可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を提供する工程；および（ｉｉ）上記患者を
指示して、あるときに（ａｔ　ａ　ｔｉｍｅ）１用量、上記単位用量を皮下に自己投与さ
せる工程であって、ここで上記単位用量のＬＴβＲ－Ｆｃは、患者における再髄鞘化を誘
導するに十分である、工程を包含する。必要に応じて、上記方法は、上記患者を指示して
、再髄鞘化について自己モニターさせる工程を包含し得る。上記脱髄障害は、本明細書に
記載されるもののうちのいずれか（例えば、多発性硬化症）であり得る。上記可溶性ＬＴ
βＲは、本明細書中に記載される任意の可溶性ＬＴβＲポリペプチド（例えば、配列番号
１に示されるＬＴβＲ－Ｆｃ）であり得る。可溶性ＬＴβＲの１以上の単位用量の投与（
すなわち、そのようにする方法のための指示）は、本明細書中に記載される方法のうちの
いずれか（例えば、スケジュール）を含み得る。
【００６４】
　「可溶性ＬＴβＲ」とは、本明細書中で定義される場合、ＬＴβＲの細胞外領域のリン
ホトキシン（ＬＴ）結合フラグメントを含むポリペプチドである。例えば、可溶性ＬＴβ
Ｒは、ヒトＬＴβＲの細胞外ドメインのすべてまたはフラグメント（例えば、これは、以
下の配列番号２に示されるヒトＬＴβＲの残基４０～２００、３５～２００、４０～２１
０；３５～２２０、３２～２２５、または２８～２２５を含み得る）を含み得る。
ＭＬＬＰＷＡＴＳＡＰＧＬＡＷＧＰＬＶＬＧＬＦＧＬＬＡＡＳＱＰＱＡＶＰＰＹＡＳＥＮ
ＱＴＣＲＤＱＥＫＥＹＹＥＰＱＨＲＩＣＣＳＲＣＰＰＧＴＹＶＳＡＫＣＳＲＩＲＤＴＶＣ
ＡＴＣＡＥＮＳＹＮＥＨＷＮＹＬＴＩＣＱＬＣＲＰＣＤＰＶＭＧＬＥＥＩＡＰＣＴＳＫＲ
ＫＴＱＣＲＣＱＰＧＭＦＣＡＡＷＡＬＥＣＴＨＣＥＬＬＳＤＣＰＰＧＴＥＡＥＬＫＤＥＶ
ＧＫＧＮＮＨＣＶＰＣＫＡＧＨＦＱＮＴＳＳＰＳＡＲＣＱＰＨＴＲＣＥＮＱＧＬＶＥＡＡ
ＰＧＴＡＱＳＤＴＴＣＫＮＰＬＥＰＬＰＰＥＭＳＧＴＭＬＭＬＡＶＬＬＰＬＡＦＦＬＬＬ
ＡＴＶＦＳＣＩＷＫＳＨＰＳＬＣＲＫＬＧＳＬＬＫＲＲＰＱＧＥＧＰＮＰＶＡＧＳＷＥＰ
ＰＫＡＨＰＹＦＰＤＬＶＱＰＬＬＰＩＳＧＤＶＳＰＶＳＴＧＬＰＡＡＰＶＬＥＡＧＶＰＱ
ＱＱＳＰＬＤＬＴＲＥＰＱＬＥＰＧＥＱＳＱＶＡＨＧＴＮＧＩＨＶＴＧＧＳＭＴＩＴＧＮ
ＩＹＩＹＮＧＰＶＬＧＧＰＰＧＰＧＤＬＰＡＴＰＥＰＰＹＰＩＰＥＥＧＤＰＧＰＰＧＬＳ
ＴＰＨＱＥＤＧＫＡＷＨＬＡＥＴＥＨＣＧＡＴＰＳＮＲＧＰＲＮＱＦＩＴＨＤ（配列番号
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【００６５】
　いくつかの実施形態において、可溶性ＬＴβＲは、配列番号２の残基３２～２２５（以
下の配列番号１１によって示される）によって表される、ＬＴβＲ分子の細胞外領域を含
む。
ＡＶＰＰＹＡＳＥＮＱＴＣＲＤＱＥＫＥＹＹＥＰＱＨＲＩＣＣＳＲＣＰＰＧＴＹＶＳＡＫ
ＣＳＲＩＲＤＴＶＣＡＴＣＡＥＮＳＹＮＥＨＷＮＹＬＴＩＣＱＬＣＲＰＣＤＰＶＭＧＬＥ
ＥＩＡＰＣＴＳＫＲＫＴＱＣＲＣＱＰＧＭＦＣＡＡＷＡＬＥＣＴＨＣＥＬＬＳＤＣＰＰＧ
ＴＥＡＥＬＫＤＥＶＧＫＧＮＮＨＣＶＰＣＫＡＧＨＦＱＮＴＳＳＰＳＡＲＣＱＰＨＴＲＣ
ＥＮＱＧＬＶＥＡＡＰＧＴＡＱＳＤＴＴＣＫＮＰＬＥＰＬＰＰＥＭＳＧＴＭ（配列番号１
１）。
いくつかの実施形態において、全長の未成熟ＬＴβＲポリペプチドは、配列番号２に示さ
れるヒトＬＴβＲポリペプチドのホモログを発現する任意の種（例えば、任意の哺乳動物
（例えば、マウス、ラット、またはサル）に由来する全長の未成熟ＬＴβＲポリペプチド
である。好ましい実施形態において、上記ＬＴβＲポリペプチドは、ヒトＬＴβＲである
。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、上記ＬＴβＲ部分は、それ自体可溶性である。いくつか
の実施形態において、上記ＬＴβＲは、その可溶性を増大させる異種部分（例えば、免疫
グロブリン分子のＦｃ領域）に結合される。いくつかの実施形態において、上記異種部分
は、上記ＬＴβＲ部分に共有結合され得る。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、可溶性ＬＴβＲは、第２のポリペプチド部分（例えば、
異種ポリペプチド（例えば、ＬＴβＲ融合タンパク質を作製するために）または非ポリペ
プチド部分）の共有結合によって改変され得る。いくつかの場合、このような部分は、薬
力学的パラメーターまたは薬物動態パラメーター（例えば、可溶性または半減期）を改善
し得る。ＬＴβＲ融合タンパク質は、抗体の定常領域（例えば、Ｆｃドメイン）、トラン
スフェリン、またはアルブミン（例えば、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）もしくはウシ血
清アルブミン（ＢＳＡ））のすべてまたは一部を含み得る。上記融合タンパク質は、ＬＴ
βＲ配列と非ＬＴβＲタンパク質ドメインとの間のリンカー領域を含み得る。いくつかの
実施形態において、可溶性ＬＴβＲは、ポリマー（例えば、ポリエチレングリコール（Ｐ
ＥＧ））への共有結合によって改変される。いずれの特定の理論にも機構にも制限されな
いが、このような可溶性ＬＴβＲは、ＬＴβＲ活性を低下させる（ブロックする）ための
デコイレセプターとして作用し得る。例示的可溶性ＬＴβＲは、ＬＴβＲ－Ｆｃ（例えば
、以下に示される配列番号１の配列を有するＬＴβＲ－Ｆｃ）である。
【００６８】
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【化１】

（イタリック体のアミノ酸は、シグナル配列を示し；下線を付したアミノ酸は、ＬＴβＲ
の細胞外領域に由来する配列を示し；ボールドのアミノ酸は、ＩｇＧ　Ｆｃ配列を示す。
ＬＴβＲ配列とＩｇＧ－Ｆｃ配列とを連結するバリンは、人工であり、かつ上記ＬＴβＲ
にも上記ＩｇＧ－Ｆｃ配列にも由来しない。上記の下線を付した配列は、ＬＴβＲの細胞
外ドメインの実質的部分であり、配列番号２（上記を参照のこと）のアミノ酸３２～２２
５に対応する）。
【００６９】
　「ポリペプチド」および「タンパク質」は交換可能に使用され、長さにも翻訳後修飾に
も拘わらず、任意のペプチド結合したアミノ酸鎖を意味する。本発明の方法のうちのいず
れかにおいて使用される上記ＬＴβＲ、異種ポリペプチド、またはこれらの融合タンパク
質は、ヒトタンパク質を含み得るかまたはヒトタンパク質であり得るか、あるいは多くて
５０（例えば、多くて１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１２、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、または５０）の保存的アミノ酸置換を有する改変体であり得る
。保存的置換は、代表的には、以下の群内の置換を含む：グリシンおよびアラニン；バリ
ン、イソロイシン、およびロイシン；アスパラギン酸およびグルタミン酸；アスパラギン
、グルタミン、セリンおよびスレオニン；リジン、ヒスチジンおよびアルギニン；ならび
にフェニルアラニンおよびチロシン。必要であることのすべては、（ｉ）上記可溶性ＬＴ
βＲポリペプチドのこのような改変体が、上記ＬＴβＲ－Ｆｃ融合タンパク質（配列番号
１）が被験体における再髄鞘化を誘導する能力の少なくとも２５％（例えば、少なくとも
：３０％；４０％；５０％；６０％；７０％；７５％；８０％；８５％；９０％；９５％
；９７％；９８％；９９％；９９．５％または１００％以上）を有することである。
【００７０】
　「ポリペプチドフラグメント」とは、本明細書で使用される場合、全長の未成熟ポリペ
プチドより短いポリペプチドのセグメントをいう。ポリペプチドの「機能的フラグメント
」は、上記成熟ポリペプチドの活性の少なくとも１０％（例えば、少なくとも１０％、少
なくとも１５％、少なくとも２０％、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも
３５％、少なくとも４０％、少なくとも５０％、少なくとも５５％、少なくとも６０％、
少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくと
も９８％、少なくとも９９％、少なくとも９９．５％、または１００％以上）を有する。
ポリペプチドのフラグメントは、ポリペプチドの末端欠失改変体および内部欠失改変体を
含む。欠失改変体は、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個
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、１１個、１２個、１３個、１４個、１５個、１６個、１７個、１８個、１９個または２
０個のアミノ酸セグメント（２以上のアミノ酸の）または不連続の１個のアミノ酸を欠き
得る。
【００７１】
　別段規定されない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本
発明が属する分野の当業者によって一般に理解されるものと同じ意味を有する。好ましい
方法および材料が以下に記載されるが、本明細書に記載されるものに類似または等価な方
法および材料が、本発明の実施または試験において使用され得る。本明細書で言及される
すべての刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献は、それらの全体が本明細書に参
考として援用される。本明細書に開示される材料、方法、および実施例は、例示に過ぎず
、限定することを意図しない。
【００７２】
（項目１）
ヒトにおける脱髄障害を処置するための方法であって、該方法は、
　（ｉ）再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲをヒトに投与する工程、およ
び
　（ｉｉ）上記ヒトを再髄鞘化についてモニターする工程、
を包含する、方法。
（項目２）
上記可溶性ＬＴβＲは、再髄鞘化が上記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与される
、項目１に記載の方法。
（項目３）
上記用量は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多くて
１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与される、項目１
に記載の方法。
（項目４）
上記用量は１週間に１回投与される、項目１に記載の方法。
（項目５）
上記用量は２週間に１回投与される、項目１に記載の方法。
（項目６）
上記用量は１ヶ月に１回投与される、項目１に記載の方法。
（項目７）
上記用量は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与される、項目１に記載
の方法。
（項目８）
上記用量は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与される、項目１に記載
の方法。
（項目９）
上記用量は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与される、項目１に記載
の方法。
（項目１０）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目１に
記載の方法。
（項目１１）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域のＬＴ結合フラグメントを含む、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
再髄鞘化は、核磁気共鳴画像化法、陽電子放射断層撮影法、拡散強調画像法、拡散テンソ
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ル画像化法、脊髄造影法、誘発電位試験（Ｅｖｏｋｅｄ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｔｅｓｔ
ｉｎｇ）、または磁化移動によってモニターされる、項目１に記載の方法。
（項目１４）
再髄鞘化は、脱髄障害の症状の改善によってモニターされる、項目１に記載の方法。
（項目１５）
上記症状は、視覚障害、麻痺、四肢の衰弱、振戦、熱不耐症、言語障害、失禁、または固
有感覚障害である、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
上記脱髄障害は多発性硬化症である、項目１に記載の方法。
（項目１７）
上記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、項目１に記載の方法。
（項目１８）
上記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、項目１に記載の方法。
（項目１９）
上記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
ヒトにおける脱髄障害を処置するための方法であって、該方法は、一定用量の可溶性ＬＴ
βＲをヒトに投与する工程を包含し、ここで単位投与量、投与頻度、および処置の持続時
間は、該ヒトにおいて再髄鞘化が生じるように十分である、方法。
（項目２１）
上記可溶性ＬＴβＲは、再髄鞘化が上記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与される
、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
上記用量は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多くて
１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与される、項目２
０に記載の方法。
（項目２３）
上記用量は１週間に１回投与される、項目２０に記載の方法。
（項目２４）
上記用量は２週間に１回投与される、項目２０に記載の方法。
（項目２５）
上記用量は１ヶ月に１回投与される、項目２０に記載の方法。
（項目２６）
上記用量は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与される、項目２０に記
載の方法。
（項目２７）
上記用量は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与される、項目２０に記
載の方法。
（項目２８）
上記用量は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与される、項目２０に記
載の方法。
（項目２９）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目２０
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に記載の方法。
（項目３０）
上記ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞外領域
の実質的部分を含む、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
再髄鞘化は、核磁気共鳴画像化法、陽電子放射断層撮影法、拡散強調画像法、拡散テンソ
ル画像化法、脊髄造影法、誘発電位試験（Ｅｖｏｋｅｄ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｔｅｓｔ
ｉｎｇ）、または磁化移動によってモニターされる、項目２０に記載の方法。
（項目３３）
再髄鞘化は、脱髄障害の症状の改善によってモニターされる、項目２０に記載の方法。
（項目３４）
上記症状は、視覚障害、麻痺、四肢の衰弱、振戦、熱不耐症、言語障害、失禁、または固
有感覚障害である、項目３３に記載の方法。
（項目３５）
上記脱髄障害は多発性硬化症である、項目２０に記載の方法。
（項目３６）
上記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、項目２０に記載の方法。
（項目３７）
上記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、項目２０に記載の方法。
（項目３８）
上記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、項目３７に記載の方法。
（項目３９）
ヒトにおける脱髄障害を処置するための方法であって、該方法は、
　（ｉ）ヒトに、再髄鞘化を促進するに十分な用量の可溶性ＬＴβＲを投与する工程；お
よび
　（ｉｉ）該ヒトを、再髄鞘化の予め選択されたレベルを有するとして分類する工程、
を包含する、方法。
（項目４０）
上記予め選択されたレベルの再髄鞘化は、再髄鞘化なし、中間レベルの再髄鞘化、または
高レベルの再髄鞘化である、項目３９に記載の方法。
（項目４１）
上記可溶性ＬＴβＲは、再髄鞘化が上記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与される
、項目３９に記載の方法。
（項目４２）
上記用量は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多くて
１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与される、項目３
９に記載の方法。
（項目４３）
上記用量は１週間に１回投与される、項目３９に記載の方法。
（項目４４）
上記用量は２週間に１回投与される、項目３９に記載の方法。
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（項目４５）
上記用量は１ヶ月に１回投与される、項目３９に記載の方法。
（項目４６）
上記用量は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与される、項目３９に記
載の方法。
（項目４７）
上記用量は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与される、項目３９に記
載の方法。
（項目４８）
上記用量は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与される、項目３９に記
載の方法。
（項目４９）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目３９
に記載の方法。
（項目５０）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目４９に記載の方法。
（項目５１）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目５０に記載の方法。
（項目５２）
再髄鞘化は、核磁気共鳴画像化法、陽電子放射断層撮影法、拡散強調画像法、拡散テンソ
ル画像化法、脊髄造影法、誘発電位試験（Ｅｖｏｋｅｄ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｔｅｓｔ
ｉｎｇ）、または磁化移動によってモニターされる、項目３９に記載の方法。
（項目５３）
再髄鞘化は、脱髄障害の症状の改善によってモニターされる、項目３９に記載の方法。
（項目５４）
上記症状は、視覚障害、麻痺、四肢の衰弱、振戦、熱不耐症、言語障害、失禁、または固
有感覚障害である、項目５３に記載の方法。
（項目５５）
上記脱髄障害は多発性硬化症である、項目３９に記載の方法。
（項目５６）
上記脱髄障害は、再発性／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発
性多発性硬化症、一次進行性多発性硬化症、および急性劇症多発性硬化症からなる群より
選択される、項目３９に記載の方法。
（項目５７）
上記脱髄障害は、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性
硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパシー、ギラン・バレー
症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー同心円硬化症、および白質ジストロ
フィーからなる群より選択される、項目３９に記載の方法。
（項目５８）
上記白質ジストロフィーは、異染性白質ジストロフィー、クラッベ病、副腎脳白質ジスト
ロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病、中枢低ミエリン化を伴
う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病である、項目５７に記載の方法。
（項目５９）
再髄鞘化を促進するための方法であって、該方法は、
　（ｉ）抗ＴＮＦ治療を受けているヒトに、該ヒトにおける再髄鞘化を促進するに十分な
用量の可溶性ＬＴβＲを投与する工程、および
　（ｉｉ）該ヒトを再髄鞘化についてモニターする工程、
を包含する、方法。
（項目６０）
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上記ヒトは自己免疫疾患を有する、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
上記自己免疫疾患は関節リウマチである、項目６０に記載の方法。
（項目６２）
上記抗ＴＮＦ治療は、Ｈｕｍｉｒａ、Ｅｎｂｒｅｌ、またはＲｅｍｉｃａｄｅである、項
目５９に記載の方法。
（項目６３）
上記可溶性ＬＴβＲは、再髄鞘化が上記ヒトにおいて検出されるまで該ヒトに投与される
、項目５９に記載の方法。
（項目６４）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目５９
に記載の方法。
（項目６５）
上記用量は、３～１０日間ごとに１回；５～２０日間ごとに少なくとも２回および多くて
１回；または２８～３１日間ごとに少なくとも２回および多くて１回投与される、項目５
９に記載の方法。
（項目６６）
上記用量は１週間に１回投与される、項目５９に記載の方法。
（項目６７）
上記用量は２週間に１回投与される、項目５９に記載の方法。
（項目６８）
上記用量は１ヶ月に１回投与される、項目５９に記載の方法。
（項目６９）
上記用量は、少なくとも４週間の過程にわたって１週間に１回投与される、項目５９に記
載の方法。
（項目７０）
上記用量は、少なくとも６週間の過程にわたって２週間に１回投与される、項目５９に記
載の方法。
（項目７１）
上記用量は、少なくとも３ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回投与される、項目５９に記
載の方法。
（項目７２）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目６４に記載の方法。
（項目７３）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目７２に記載の方法。
（項目７４）
再髄鞘化は、核磁気共鳴画像化法、陽電子放射断層撮影法、拡散強調画像法、拡散テンソ
ル画像化法、脊髄造影法、誘発電位試験（Ｅｖｏｋｅｄ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｔｅｓｔ
ｉｎｇ）、または磁化移動によってモニターされる、項目５９に記載の方法。
（項目７５）
再髄鞘化は、脱髄障害の症状の改善によってモニターされる、項目５９に記載の方法。
（項目７６）
上記症状は、視覚障害、麻痺、四肢の衰弱、振戦、熱不耐症、言語障害、失禁、または固
有感覚障害である、項目７５に記載の方法。
（項目７７）
可溶性ＬＴβＲを、脱髄障害を有するヒトへ皮下投与または筋肉内投与するために設計さ
れた送達デバイスであって、ここで該投与は、再髄鞘化が該ヒトにおいて生じるのに十分
である、デバイス。
（項目７８）
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上記送達デバイスは、統括乾燥した可用性ＬＴβＲを含む、項目７７に記載の送達デバイ
ス。
（項目７９）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目７７
に記載の送達デバイス。
（項目８０）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目７９に記載の送達デバイス。
（項目８１）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目８０に記載の送達デバイ
ス。
（項目８２）
上記送達デバイスはシリンジである、項目７７に記載の送達デバイス。
（項目８３）
上記脱髄障害は多発性硬化症である、項目７７に記載の送達デバイス。
（項目８４）
（ｉ）可溶性ＬＴβＲの１以上の単位用量、ならびに（ｉｉ）再髄鞘化についてのアッセ
イ方法のための試薬および指示書を含む、キット。
（項目８５）
上記キットは、多発性硬化症の処置のためのものである、項目８４に記載のキット。
（項目８６）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目８４
に記載のキット。
（項目８７）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目８６に記載のキット。
（項目８８）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目８７に記載のキット。
（項目８９）
２つの区画を含む送達デバイスであって、ここで第１の区画は、凍結乾燥した可溶性ＬＴ
βＲの単位用量を含み、該単位用量は、ヒトにおいて再髄鞘化が生じるように十分であり
；そして第２の区画は、ヒトに投与する前に、該可溶性ＬＴβＲを再構成するための液体
を含む、送達デバイス。
（項目９０）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目８８
に記載の送達デバイス。
（項目９１）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目９０に記載の送達デバイス。
（項目９２）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目９１に記載の送達デバイ
ス。
（項目９３）
脱髄障害を有する患者を指示して、該患者の脱髄障害を処置するための方法であって、該
方法は、（ｉ）少なくとも２つの単位用量の可溶性ＬＴβＲを該患者に提供する工程；お
よび（ｉｉ）該患者を指示して、あるときに１用量、該単位用量を皮下に自己投与させる
工程であって、ここで該単位用量の可溶性ＬＴβＲは、患者における再髄鞘化を誘導する
に十分である、工程を包含する、方法。
（項目９４）
上記患者を指示して、再髄鞘化について自己モニターさせる工程をさらに包含する、項目
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９３に記載の方法。
（項目９５）
上記患者は、少なくとも４週間の過程にわたって２週間に１回、上記単位用量を自己投与
するように指示される、項目９３に記載の方法。
（項目９６）
上記患者は、少なくとも２ヶ月の過程にわたって１ヶ月に１回、上記単位用量を自己投与
するように指示される、項目９３に記載の方法。
（項目９７）
上記脱髄障害は、多発性硬化症の形態である、項目９３に記載の方法。
（項目９８）
上記可溶性ＬＴβＲは、ヒトＬＴβＲまたはそのＬＴ結合フラグメントである、項目９３
に記載の方法。
（項目９９）
上記可溶性ＬＴβＲは、ＩｇのＦｃ領域に連結した、ヒトＬＴβＲ（配列番号２）の細胞
外領域の実質的部分を含む、項目９８に記載の方法。
（項目１００）
上記可溶性ＬＴβＲは、配列番号１に示される配列を含む、項目９９に記載の方法。
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明、図面および特許請求の範囲から明
らかである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は、クプリゾン処置の間の野生型マウスにおけるＬｔβＲ　ｍＲＮＡ発現レ
ベルを示すグラフである。
【図２】図２は、ＬｔβＲ－／－マウスおよび野生型マウスにおける脱髄の重篤度を示す
グラフである。脱髄の重篤度を示すスケールに関して、ＬＦＢ－ＰＡＳ染色したパラフィ
ン切片によってアッセイされる場合、０は正常の髄鞘形成を示し、３は、完全な脱髄を示
す。各丸は、個々のマウスを表す：白丸はＣ５７ＢＬ６野生型（ｗｔ）；黒丸はＬｔβＲ
－／－マウス。水平線は、各群のメジアンスコアを示す。
【図３】図３は、クプリゾンでの処置後の脳梁中線において検出した成熟希突起膠細胞の
数を示すグラフである。野生型マウスは、灰色棒によって示される；ＬｔβＲ－／－マウ
スは、黒棒によって示される。
【図４】図４は、クプリゾンでの処置後の脳梁中線において検出したミクログリア細胞／
マクロファージ細胞の数を示すグラフである。野生型マウスは、灰色棒によって示される
；ＬｔβＲ－／－マウスは、黒棒によって示される。
【図５】図５は、ｈＬｔβＲ－ＩｇまたはヒトＩｇコントロールの投与後の野生型Ｃ５７
ＢＬ６マウスにおける脱髄の重篤度を示すグラフである。脱髄の重篤度を示すスケールに
関して、ＬＦＢ－ＰＡＳ染色したパラフィン切片によってアッセイされる場合、０は正常
の髄鞘形成を示し、３は、完全な脱髄を示す。各丸は、個々のマウスを表す：白丸はヒト
Ｉｇ処置マウス；黒丸はｈＬｔβＲ－Ｉｇ処置マウス。水平線は、各群のメジアンスコア
を示す。
【図６】図６は、ｍＬｔβＲ－ＩｇまたはマウスＩｇコントロールの投与後の野生型Ｃ５
７ＢＬ６マウスにおける脱髄の重篤度を示すグラフである。脱髄の重篤度を示すスケール
に関して、ＬＦＢ－ＰＡＳ染色したパラフィン切片によってアッセイされる場合、０は正
常の髄鞘形成を示し、３は、完全な脱髄を示す。各丸は、個々のマウスを表す：白丸はヒ
トＩｇ処置マウス；黒丸はｈＬｔβＲ－Ｉｇ処置マウス。水平線は、各群のメジアンスコ
アを示す。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　（詳細な説明）
　本明細書に記載される可溶性ＬｔβＲは、リンホトキシン（ＬＴ）経路インヒビターで
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あり、再髄鞘化を促進することが示されている。従って、上記可溶性ＬｔβＲは、脱髄障
害の処置に有用であり得る。脱髄障害としては、例えば、多発性硬化症（例えば、再発性
／寛解型多発性硬化症、２次性進行形多発性硬化症、進行性再発性多発性硬化症、一次進
行性多発性硬化症、または急性劇症多発性硬化症）、橋中心髄鞘崩壊、急性散在性脳脊髄
炎、進行性多巣性白質脳症；亜急性硬化性汎脳炎、感染後脳脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多
発ニューロパシー、ギラン・バレー症候群、進行性多巣性白質脳症、デビック病、バロー
同心円硬化症、および白質ジストロフィー（例えば、異染性白質ジストロフィー、クラッ
ベ病、副腎脳白質ジストロフィー症、ペリツェーウス・メルツバッヘル病、カナヴァン病
、中枢低ミエリン化を伴う小児失調、アレキサンダー病、またはレフサム病）が挙げられ
得る。本明細書に記載される薬剤および方法は、多発性硬化症の処置に特に適している。
【００７５】
　多発性硬化症は、身体の免疫系が脳および脊髄中のミエリンを攻撃する中枢神経系の突
発性障害である。上記疾患が、炎症の反復エピソードにおいてまたは慢性状態として現れ
ようと現れなかろうと、上記疾患はミエリン鞘に対する多発性瘢痕（硬化）をしばしば生
じ、神経機能の障害または喪失にいたる。多発性硬化症は、主に若年成人に影響を及ぼす
が、任意の年齢の患者において現れ得る。多発性硬化症の症状としては、例えば、視覚障
害もしくは認知機能障害、麻痺、四肢の衰弱、振戦もしくは痙直、熱不耐症、言語障害、
失禁、または固有感覚障害が挙げられる。多発性硬化症を有する患者はしばしば、鬱もま
た示す。
【００７６】
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）含有組成物を被験体（例えば、ヒト患者）
に投与した後に、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）の上記処置（すなわち、上記処置か
ら生じる再髄鞘化）の効力は、例えば、上記患者の脱髄障害の程度を処置の前後で比較す
ることによって、評価され得る。処置後評価は、処置の直後または処置後まもなく（例え
ば、処置後１時間、処置補２時間、処置後３時間、処置後６時間、処置後１２時間、また
は処置後１８時間）行われ得るか、または処置後少なくとも１日間（例えば、少なくとも
１日間、少なくとも２日間、少なくとも３日間、少なくとも５日間、少なくとも１週間、
少なくとも２週間、少なくとも３週間、少なくとも５週間、少なくとも２ヶ月、少なくと
も６ヶ月、または少なくとも１年間）に行われ得る。１回以上のＬＴβＲ－Ｆｃ処置（例
えば、再髄鞘化を誘導するための１回以上の処置）後に、多発性硬化症の改善の進行が評
価されるべき場合、患者の症状または認知能力は、ＬＴβＲ－Ｆｃ処置の複数の時点で（
例えば、１日間、２日間、および１週間評価；１週間、１ヶ月、および６ヶ月評価；１ヶ
月、６ヶ月、および１年評価）評価または測定され得る。脱髄障害（例えば、多発性硬化
症）の改善の進行はまた、例えば、患者における脱髄病変の大きさもしくは数における変
化、または神経機能における変化（すなわち、改善）を測定または評価することを包含し
得る。
【００７７】
　脱髄障害（例えば、多発性硬化症もしくは本明細書に記載される任意の他の脱髄障害）
の程度もしくは重篤度を評価するための適切な方法は、当該分野で周知である。例えば、
多発性硬化症の存在、程度または重篤度は、多くの定量的試験および評価の使用を介して
、患者において評価され得る。例えば、腰椎穿刺（すなわち、脊髄穿刺）は、脳脊髄液の
サンプルを得るために患者に対して行われ得る。上記脳脊髄液は、次いで、例えば、（ｉ
）異常なタンパク質（例えば、ミエリンの小さなフラグメント）、（ｉｉ）上昇したレベ
ルのもしくは特定のタイプのリンパ球、および／または（ｉｉｉ）異常なレベルの免疫グ
ロブリン（ＩｇＧ）分子の存在について試験される。脱髄障害のための定量的試験の別の
例は誘発電位試験であり、誘発電位試験は、眼、耳、または皮膚からの神経インパルスを
脳に到達させるためにどのくらいの時間がかかるかの関数として神経活動を測定する。脱
髄障害はまた、中枢神経系に存在する炎症性病変（すなわち、硬化）の大きさおよび／も
しくは数を、いくつかの画像化法（核磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）スキャン、陽電子放射断
層撮影（ＰＥＴ）スキャン、拡散強調画像法（ＤＷ－ＩまたはＤＷ－ＭＲＩ）、拡散テン
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ソル画像化法、脊髄造影法、磁化移動が挙げられるが、これらに限定されない）のうちの
いずれかを用いて評価することによって、評価され得る。患者はまた、彼らの神経心理学
（例えば、種々の能力（例えば、記憶力、計算能力、注意力、判断力および推理力）の状
態）または患者によって示される症状（臨床的パラメーター）（例えば、上記の多発性硬
化症の症状のいずれかが挙げられる）の種々の半定量的または定量的評価を使用して診断
され得る。さらに、脱髄障害の程度または進行は、ミエリン塩基性タンパク質様物質（Ｍ
ＢＰＬＭ）の上昇したレベルについて患者の尿を試験することによって検出され得る。こ
のミエリン塩基性タンパク質様物質は、疾患進行の間に軸索損傷が起こるにつれて上昇す
る（例えば、Ｗｈｉｔａｋｅｒら（１９９５）　Ａｎｎ．Ｎｅｕｒｏｌ．３８（４）：６
３５－６３２を参照のこと）。色盲についての特定の試験はまた、眼に対する脱髄障害の
硬化を追跡することにおいて有用であり得る。
【００７８】
　上記の診断法のいずれかはまた、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）での処置
の後に、被験体（例えば、患者）における増大した再髄鞘化を評価するために使用され得
る。例えば、再髄鞘化は、本明細書に記載される画像化法のうちのいずれかを介して決定
される場合に、患者に存在する硬化の大きさもしくは数の減少と一致し得る。また、被験
体における再髄鞘化は、誘発電子試験を介して決定される場合に、耳、眼、または皮膚か
ら脳へのシグナルの伝達速度の増加として測定され得る。いくつかの場合において、再髄
鞘化は、特に、上記脱髄障害が神経萎縮を生じた白質体積（例えば、脊髄もしくは脳にお
ける神経質量）の増加として評価され得る。いくつかの場合において、被験体における再
髄鞘化の程度または存在は、被験体におけるミエリンの厚みを、例えば、核磁気共鳴画像
化スキャンを用いて直接測定することによって、評価され得る。
【００７９】
　脱髄障害（例えば、多発性硬化症）を処置することにおける所定の処置（すなわち、再
髄鞘化の程度）の効力は、脱髄障害の１種以上の症状（例えば、上記の症状のうちのいず
れか）の、少なくとも５％（例えば、少なくとも１０％、少なくとも１５％、少なくとも
２０％、少なくとも２５％、少なくとも３０％、少なくとも４０％、少なくとも５０％、
少なくとも５５％、少なくとも６０％、少なくとも６５％以上）の改善として定義され得
る。いくつかの場合において、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）処置の効力は
、多発性硬化症と関連する１種以上の悪化する症状の安定化から決定され得る（すなわち
、上記処置は、多発性硬化症の１種以上の症状の悪化を縮小する）。再髄鞘化の処置効力
または程度はまた、本明細書に記載される診断法（例えば、ＭＲＩもしくはＰＥＴ）のう
ちのいずれかを用いて、患者において評価され得る。例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃでの処置後
の脱髄病変（硬化）の大きさもしくは数の改善は、ＭＲＩを使用してモニターされ得る。
【００８０】
　（併用療法）
　本明細書に記載される方法および組成物は、脱髄障害の処置のために使用される他の治
療と組み合わせて使用され得る。例えば、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）組
成物は、多発性硬化症のための直接的治療（例えば、インターフェロンβ　１ａ（Ａｖｏ
ｎｅｘ（登録商標））、インターフェロンβ　１ｂ（Ｒｅｂｉｆ（登録商標））、酢酸グ
ラチラマー（Ｃｏｐａｘｏｎｅ（登録商標））、ミトキサントロン（Ｎｏｖａｎｔｒｏｎ
ｅ（登録商標））、アザチオプリン（ａｚａｔｈｉｐｒｉｎｅ）（Ｉｍｕｒａｎ（登録商
標））、シクロホスファミド（Ｃｙｔｏｘａｎ（登録商標）もしくはＮｅｏｓａｒ（登録
商標））、シクロスポリン（Ｓａｎｄｉｍｍｕｎｅ（登録商標））、メトトレキサート、
クラドリビン（Ｌｅｕｓｔａｔｉｎ（登録商標））、メチルプレドニゾン（Ｄｅｐｏ－Ｍ
ｅｄｒｏｌ（登録商標）もしくはＳｏｌｕ－Ｍｅｄｒｏｌ（登録商標））、プレドニゾン
（Ｄｅｌｔａｓｏｎｅ（登録商標））、プレドニゾロン（Ｄｅｌｔａ－Ｃｏｒｔｅｆ（登
録商標））、デキサメタゾン（Ｍｅｄｒｏｌ（登録商標）もしくはＤｅｃａｄｒｏｎ（登
録商標））、副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）、またはコルチコトロピン（Ａｃｔｈａ
ｒ（登録商標））が挙げられるが、これらに限定されない）と組み合わせて使用され得る
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。
【００８１】
　本明細書に提供される方法および組成物（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃのような可溶性ＬＴ
βＲ）はまた、脱髄障害と関連する症状を処置するために設計された治療と組み合わせて
使用され得る。上記脱髄障害が多発性硬化症である場合、例えば、可溶性ＬＴβＲ（例え
ば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、多発性硬化症と関連する疼痛のための１種以上の治療（例えば
、カルバマゼピン、ガバペンチン、トピラメート、ゾニサミド（ｚｏｎｉｓｉｍｉｄｅ）
、フェニトイン、ペントキシフィリン、イブプロフェン、アスピリン、またはアセトアミ
ノフェンが挙げられる）と組み合わせて投与され得る。可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβ
Ｒ－Ｆｃ）はまた、多発性硬化症と関連した不安または鬱のための１種以上の処置（例え
ば、フルオキセチン、セルトラリン、ベンラファキシン（ｖａｎｌａｆａｘｉｎｅ）、シ
タロプラム、パロキセチン（ｐａｒｏｃｅｔｉｎｅ）、トラゾドン、ブプロプリオン、ジ
アゼパム、またはアミトリプチリンが挙げられる）と組み合わせて投与され得る。
【００８２】
　さらに、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、多発性硬化症の他の症状のた
めの１種以上の処置（失禁（例えば、オキシブチニン、ベタン（ｂｅｔｈａｎｅ）、また
はイミプラミン）、振戦もしくは痙直（例えば、バクロフェン、ダントロレンナトリウム
、もしくはチザニジン）、または眩暈（例えば、メチジン（ｍｅｃｉｚｉｎｅ）、ジメン
ヒドリナート、プロクロルペラジン、もしくはスコポラミン）が挙げられる）と組み合わ
せて投与され得る。
【００８３】
　本発明はまた、脱髄状態を引き起こし得る治療もしくは医薬と組み合わせた、本明細書
に記載される方法および組成物の使用を包含する。例えば、関節リウマチの処置のための
抗ＴＮＦ治療は、副作用として、あるタイプの脱髄状態を生じ得る。従って、可溶性ＬＴ
βＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、脱髄の副作用を予防、改善または後退させるために
、および再髄鞘化を促進するために、抗ＴＮＦ治療と組み合わせて投与（例えば、同時投
与）され得る。抗ＴＮＦ治療としては、ａｄａｌｉｍｕｍａｂ（Ｈｕｍｉｒａ（登録商標
））、ｅｔａｎｅｒｃｅｐｔ（Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標））、またはｉｎｆｌｉｘｉｍａ
ｂ（Ｒｅｍｉｃａｄｅ（登録商標））が挙げられるが、これらに限定されない。
【００８４】
　本明細書に記載される方法または組成物のうちのいずれかは、一般に、増大しつつある
再髄鞘化が有利である任意の状況において使用され得る。
【００８５】
　いくつかの場合において、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、第２選択肢
（ｓｅｃｏｎｄ　ｌｉｎｅ）治療として使用される。例えば、脱髄障害（例えば、多発性
硬化症）のための１種以上の治療に非応答性であると決定される患者は、上記１種以上の
処置を受容するのを停止し、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）での処置を始め
る。あるいは、上記患者は、脱髄障害のための上記１種以上の治療を受け続けると同時に
、上記可溶性ＬＴβＲでの処置を受容する。
【００８６】
　（薬学的組成物）
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、例えば、脱髄障害（例えば、多発性硬
化症）を処置するために被験体に投与するための薬学的組成物として、処方され得る。代
表的には、薬学的組成物は、薬学的に受容可能なキャリアを含む。本明細書で使用される
場合、「薬学的に受容可能なキャリア」とは、生理学的に適合性の、任意のおよびすべて
の溶媒、分散媒、コーティング、抗細菌剤および抗真菌剤、等張剤ならびに吸収遅延剤な
どを含む。上記組成物は、薬学的に受容可能な塩（例えば、酸付加塩もしくは塩基付加塩
（例えば、Ｂｅｒｇｅら，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｓｃｉ．６６：１－１９，１９７７を参照の
こと）を含み得る。
【００８７】
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　上記可溶性ＬＴβＲは、標準的方法に従って処方され得る。薬学的処方物は、十分に確
立された技術であり、そして例えば、Ｇｅｎｎａｒｏ（編），Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈ
ｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ，第２０版，
Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ，Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ（２０００）（ＩＳＢＮ
：０６８３３０６４７２）；Ａｎｓｅｌら，Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｄｏｓａｇ
ｅ　Ｆｏｒｍｓ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，第７版，Ｌｉ
ｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ（１
９９９）（ＩＳＢＮ：０６８３３０５７２７）；およびＫｉｂｂｅ（編），Ｈａｎｄｂｏ
ｏｋ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｅｘｃｉｐｉｅｎｔｓ　Ａｍｅｒｉｃａｎ
　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，第３版（２０００）（ＩＳ
ＢＮ：０９１７３３０９６Ｘ）にさらに記載される。
【００８８】
　一実施形態において、可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、賦形剤（ｅｘｃ
ｉｐｉｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ）（例えば、塩化ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム
七水和物、リン酸二水素ナトリウム、および安定化剤）とともに処方され得る。上記可溶
性ＬＴβＲは、例えば、適切な濃度の緩衝化溶液中に提供され、２～８℃において貯蔵さ
れ得る。
【００８９】
　上記薬学的組成物は、種々の形態において存在し得る。これらの形態としては、例えば
、液体、半固体および固体の投与形態（例えば、液体の液剤（例えば、注射用液剤および
注入用液剤）、分散物もしくは懸濁物、錠剤、丸剤、散剤、リポソームおよび坐剤が挙げ
られる。上記好ましい形態は、意図された投与様式および治療的適用に依存し得る。代表
的には、本明細書に記載される薬剤の組成物は、注射用液剤または注入用液剤の形態にお
いて存在する。
【００９０】
　このような組成物は、非経口様式（例えば、静脈内注射、皮下注射、腹腔内注射、また
は筋肉内注射）によって投与され得る。語句「非経口投与」および「非経口的に投与され
る」とは、本明細書において使用される場合、経腸投与および局所投与以外の投与様式（
通常は、注射による）を意味し、静脈内、筋肉内、動脈内、鞘内、嚢内、眼窩内、心臓内
、皮内、腹腔内、経気管、皮下、表皮下、関節内、被膜下、くも膜下、脊髄内、硬膜外、
脳内、頭蓋内、頸動脈内および胸骨内の注射および注入が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００９１】
　上記組成物は、液剤、マイクロエマルジョン、分散物、リポソーム、または高濃度での
安定な貯蔵に適した他の注文された構造として処方され得る。滅菌の注射用液剤は、必要
とされる場合、上記で列挙した成分のうちの１種または組み合わせとともに、本明細書に
記載される薬剤を適切な溶媒中に適切な量で組み込むことによって調製され得、続いて濾
過滅菌され得る。一般に、分散物は、本明細書に記載される薬剤を、上記に列挙されたも
のからの塩基性分散媒および必要とされる他の成分を含む滅菌ビヒクルを組み込むことに
よって、調製される。滅菌注射用液剤の調製のための滅菌粉末の場合、好ましい調製方法
は、予め濾過滅菌したその液剤からの、本明細書に記載される薬剤と任意のさらなる所望
の成分との粉末を生じる真空乾燥および凍結乾燥である。液剤の適切な流動性は、例えば
、レシチンのようなコーティングの使用によって、分散物の場合には必要とされる粒径の
維持によって、および界面活性剤の使用によって、維持され得る。注射用組成物の長期化
した吸収は、吸収を遅延させる薬剤（例えば、ステアリン酸塩およびゼラチン）を上記組
成物中に含めることによって引き起こされ得る。
【００９２】
　特定の実施形態において、上記可溶性ＬＴβＲは、急激な放出に対して上記化合物を保
護するキャリアとともに調製され得る（例えば、徐放性処方物（インプラント、およびマ
イクロカプセルか送達システムを含む））。生分解性の生物適合性ポリマーが使用され得
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る（例えば、エチレンビニルアセテート、ポリ無水物、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）。このような処方物の多くの調製方法が、特許化
されているかまたは一般に公知である。例えば、Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｊ．Ｒ
．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ編，Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１
９７８を参照のこと。
【００９３】
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、例えば、循環中（例えば、血中、血清
中、または他の組織中）のその安定化および／または保持を（例えば、少なくとも１．５
倍、２倍、５倍、１０倍、または５０倍）改善する部分で改変され得る。上記改変された
薬剤は、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）において生じ得るような炎症（例えば、病変
または硬化）の部位へ達し得るか否かを評価するために、（例えば、上記薬剤の標識形態
を使用することによって）評価され得る。
【００９４】
　例えば、上記可溶性ＬＴβＲは、ポリマー（例えば、実質的に非抗原性のポリマー（例
えば、ポリアルキレンオキシドまたはポリエチレンオキシド））と会合され得る。適切な
ポリマーは、実質的に重量で変動する。約２００～約３５，０００ダルトン（または約１
，０００～約１５，０００、および２，０００～約１２，５００）の範囲の分子数平均重
量を有するポリマーが使用され得る。
【００９５】
　例えば、可溶性ＬＴβＲは、水溶性ポリマー（例えば、親水性ポリビニルポリマー（例
えば、ポリビニルアルコールまたはポリビニルピロリドン））に結合体化され得る。この
ようなポリマーの非限定的なリストとしては、ポリアルキレンオキシドホモポリマー（例
えば、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）もしくはポリプロピレングリコール、ポリオキ
シエチレン化ポリオール）、それらのコポリマーおよびそれらのブロックコポリマー（た
だし、上記ブロックコポリマーの水溶性が維持される場合）が挙げられる。さらなる有用
なポリマーとしては、ポリオキシアルキレン（例えば、ポリオキシエチレン、ポリオキシ
プロピレン、およびポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンとのブロックコポリマー
（Ｐｌｕｒｏｎｉｃｓ）；ポリメタクリレート；カルボマー；ならびに分枝鎖もしくは非
分枝鎖の多糖が挙げられる。
【００９６】
　上記可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）が、第２の薬剤（例えば、多発性硬化
症および本明細書に記載される他の脱髄障害のための治療のうちのいずれか）と組み合わ
せて使用される場合、上記２つの薬剤は、別個にまたは一緒に処方され得る。例えば、そ
れぞれの薬学的組成物は、例えば、投与直前に混合され得、そして一緒に投与され得るか
、または別個に（例えば、同時にまたは異なるときに）投与され得る。
【００９７】
　（投与）
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、被験体（例えば、ヒト被験体）に、種
々の方法によって投与され得る。多くの適用のために、投与経路は、以下のうちの１つで
ある：静脈内注射または静脈内注入（ＩＶ）、皮下注射（ＳＣ）、腹腔内注射（ＩＰ）、
または筋肉内注射。いくつかの場合において、投与は、ＣＮＳへ直接（例えば、鞘内、脳
室内（ＩＣＶ）、脳内または頭蓋内）であり得る。上記薬剤は、固定用量として、または
ｍｇ／ｋｇ用量単位で投与され得る。
【００９８】
　上記用量はまた、上記薬剤に対する抗体の生成を減少または回避するように選択され得
る。
【００９９】
　可溶性ＬＴβＲの投与経路および／または投与様式はまた、例えば、核磁気共鳴画像化
（ＭＲＩ）スキャン、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）スキャン、拡散強調画像法（ＤＷ－
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ＩまたはＤＷ－ＭＲＩ）、拡散テンソル画像化法、脊髄造影法、磁化移動を用いて、例え
ば、被験体における硬化の位置、数または大きさを決定することによって、個々の症例の
ために合わせられ得る。脱髄障害の重篤度または程度はまた、腰椎穿刺（例えば、脳脊髄
液中の上昇した白血球をチェックするため）、神経機能の尺度として誘発電位試験、およ
び／または脱髄障害（例えば、多発性硬化症）と関連した任意の他の標準的パラメーター
（例えば、本明細書に記載される評価基準のうちのいずれか）から決定され得る。
【０１００】
　投与レジメンは、望ましい応答（例えば、治療的応答または併用療法効果）を提供する
ために調節される。上記投与レジメンは、例えば、再髄鞘化における増大を引き起こす。
一般に、必要に応じて、適切な用量の第２の治療剤と別個にまたは一緒に処方される一定
用量の可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、可溶性ＬＴβＲを被験体に提供す
るために使用され得る。可溶性ＬＴβＲについての適切な投与量および／または用量範囲
は、被験体における増大した再髄鞘化を引き起こすに十分な量を含む。適切な投与量は、
本明細書に記載されるもののうちのいずれかであり得、そして例えば、一定用量の、被験
体（例えば、ヒト患者）の体重１ｋｇあたり少なくとも約０．００１ｍｇの可溶性ＬＴβ
Ｒを含む。
【０１０１】
　再髄鞘化を増大させるのに必要とされる用量の可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆ
ｃのようなＬＴβＲ融合ポリペプチド）は、種々の要因（例えば、処置される被験体の年
齢、性別、および体重が挙げられる）に依存し得る。上記被験体に投与される用量に影響
を及ぼす他の要因としては、例えば、上記脱髄障害のタイプまたは重篤度が挙げられる。
例えば、急性劇症多発性硬化症を有する患者は、多発性硬化症のより軽度の形態を有する
患者とは異なる投与量の可溶性ＬＴβＲの投与を要し得る。他の要因としては、例えば、
上記患者に現在もしくは以前に影響を及ぼしている他の障害、上気管者の全般的健康、上
記患者の一般的傾向、食事、投与時間、排出速度、薬物組み合わせ、および上記患者に投
与される任意の他のさらなる治療剤が挙げられ得る。任意の特定の患者のための特定の投
与量および処置レジメンは、処置している医師の判断に依存することもまた理解されるべ
きである。活性成分の量はまた、具体的な記載される化合物、ならびに上記組成物中のさ
らなる抗ウイルス剤の存在もしくは非存在および性質に依存する。
【０１０２】
　投与単位形態または「固定用量」とは、本明細書において使用される場合、処理される
べき上記被験体のための単位投薬量として適合された物理的に不連続の単位をいう；各単
位は、必要とされる薬学的キャリアと関連づけて、および必要に応じて、他の薬剤と関連
づけて、望ましい治療的効果（例えば、被験体における再髄鞘化の増加）を生じるように
計算された所定の量の活性化合物を含む。適切な投与頻度は、本明細書に記載される他の
場所で記載される。
【０１０３】
　薬学的組成物は、本明細書に記載される可溶性ＬＴβＲの治療上有効な量を含み得る。
このような有効量は、上記投与される薬剤の効果、または１種より多くの薬剤が使用され
る場合に、薬剤と第２の薬剤との組み合わせ効果に基づいて、決定され得る。薬剤の治療
上の有効な量はまた、要因（例えば、個体の疾患状態、年齢、性別、および体重、ならび
に上記化合物が上記個体において望ましい応答を誘発する能力（例えば、少なくとも１つ
の障害パラメーター（例えば、脱髄障害（例えば、多発性硬化症）の少なくとも１つの症
状の改善））に従って変動し得る。例えば、治療上有効量の可溶性ＬＴβＲは再髄鞘化を
増大し、そしてまた、脱髄を遅延および／または改善し得る。治療上有効な量はまた、上
記組成物の治療上有益な効果が、任意の毒性または有害な効果より勝る量である。
【０１０４】
　（デバイスおよびキット）
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を含む薬学的組成物は、医療用デバイスで
投与され得る。上記デバイスは、携帯性、室温貯蔵、および例えば、訓練されていない被
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験体によって、または現場における救急人員によって、緊急状況において使用され得る（
医療施設および他の医療設備に移動される）ように使用しやすさ、のような特徴とともに
設計され得る。上記デバイスは、例えば、可溶性ＬＴβＲを含む薬学的調製物を貯蔵する
ための１つ以上のハウジングを含み得、上記薬剤の１以上の単位用量を送達するように構
成され得る。
【０１０５】
　例えば、上記薬学的組成物は、経皮的送達デバイス（例えば、シリンジ（皮下注射用シ
リンジまたはマルチチャンバーシリンジを含む））で投与され得る。他の適切な送達デバ
イスとしては、ステント、カテーテル、経皮的パッチ、マイクロニードル、および移植可
能な徐放性デバイスが挙げられる。
【０１０６】
　上記デバイス（例えば、シリンジ）は、再髄鞘化を引き起こすに十分な用量の乾燥形態
もしくは液体形態で、可溶性ＬＴβＲを含み得る。上記デバイスはまた、２区画のデバイ
スであり得、ここで１つのチャンバーは、被験体における増大した再髄鞘化を引き起こす
に十分な単位用量の凍結乾燥した可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）を含み、第
２のチャンバーは、可溶性ＬＴβＲの凍結乾燥した上記単位用量を再構成するための液体
（例えば、緩衝液）を含む。
【０１０７】
　他の例において、上記薬学的組成物は、ニードルなしの皮下注射デバイス（例えば、米
国特許第５，３９９，１６３号；同第５，３８３，８５１号；同第５，３１２，３３５号
；同第５，０６４，４１３号；同第４，９４１，８８０号；同第４，７９０，８２４号；
または同第４，５９６，５５６号において記載されるデバイス）で投与され得る。周知の
インプラントおよびモジュールの例は、例えば、米国特許第４，４８７，６０３号（これ
は、制御された速度で医薬を分与するための移植可能マイクロ注入ポンプを開示する）；
米国特許第４，４８６，１９４号（これは、皮膚を介して医薬を投与するための治療デバ
イスを開示する）；米国特許第４，４４７，２３３号（これは、正確な注入速度で医薬を
送達するための医薬注入ポンプを開示する）；米国特許第４，４４７，２２４号（これは
、連続薬物送達のための変動可能な流れの移植可能注入装置を開示する）；米国特許第４
，４３９，１９６号（これは、マルチチャンバー区画を有する浸透性薬物送達システムを
開示する）；および米国特許出願第４，４７５，１９６号（これは、浸透性薬物送達シス
テムを開示する）に記載される。多くの他のデバイス、インプラント、送達システム、お
よびモジュールもまた、公知である。
【０１０８】
　可溶性ＬＴβＲ（例えば、ＬＴβＲ－Ｆｃ）は、キットにおいて提供され得る。一実施
形態において、上記キットは、（ａ）１以上の単位用量の可溶性ＬＴβＲを含む組成物を
含む容器、および必要に応じて、（ｂ）情報資料を含む。可溶性ＬＴβＲの上記単位用量
は、被験体において増大した再髄鞘化を引き起こすに十分である。上記情報資料は、本明
細書に記載される方法および／または治療的利益のための薬剤の使用に関する、記述的な
、指示的な、マーケティングのまたは他の資料であり得る。上記キットはまた、再髄鞘化
についての試験（アッセイ）において有用な試薬および指示書を含み得る。再髄鞘化につ
いてアッセイするためのこのような方法としては、本明細書に記載される試験方法のうち
のいずれかが挙げられるが、これらに限定されない。一実施形態において、上記キットは
、脱髄障害を処置するための１種以上のさらなる薬剤（例えば、多発性硬化症を処置する
ための１種以上の薬剤）を含む。例えば、上記キットは、上記可溶性ＬＴβＲを含む組成
物を含む第１の容器、および１種以上のさらなる薬剤を含む第２の容器を含む。
【０１０９】
　上記キットの情報資料は、その形態が限定されない。一実施形態において、上記情報資
料は、上記化合物の生成についての情報、上記化合物の分子量、濃度、使用期限、バッチ
情報もしくは生産場所情報などを含み得る。一実施形態において、上記情報資料は、脱髄
障害を有するかもしくは脱髄障害を発症させる危険性がある被験体を処置するために、ま
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たは脱髄障害と関連するエピソードを経験していることから、可溶性ＬＴβＲ（例えば、
ＬＴβＲ－Ｆｃ）を、例えば、適切な用量、投与形態、または投与様式（例えば、本明細
書に記載される用量、投与形態、または投与様式）において投与するための方法に関する
。上記情報は、種々の形色（印刷文書、コンピューター読み取り可能なもの、ビデオ記録
、もしくは音声記録、または実質的な資料へのリンクもしくはアドレスを提供する情報が
挙げられる）において提供され得る。
【０１１０】
　上記薬剤に加えて、上記キットにおける上記組成物は、他の成分（例えば、溶媒もしく
は緩衝液、安定化剤、または保存剤）を含み得る。上記薬剤は、任意の形態（例えば、液
体、乾燥もしくは凍結乾燥された形態、好ましくは、実質的に純粋および／もしくは無菌
）において提供され得る。上記薬剤が液体の液剤で提供される場合、上記液体の液剤は、
好ましくは、水溶液である。上記薬剤が乾燥形態として提供される場合、再構成は、一般
に、適切な溶媒の添加によってである。上記溶媒（例えば、滅菌水もしくは緩衝液）は、
必要に応じて、上記キット中に提供され得る。
【０１１１】
　上記キットは、上記薬剤を含む上記組成物のための１つ以上の容器を含み得る。いくつ
かの実施形態において上記キットは、上記組成物および情報資料のための別個の容器、分
割器または区画を含む。例えば、上記組成物は、ボトル、バイアルもしくはシリンジ中に
入れられ得、そして上記情報資料は、プラスチックジャケットまたは包みに入れられ得る
。他の実施形態において、上記キットの上記別個の要素は、単一の分割されていない容器
内に入れられる。例えば、上記組成物は、ラベルの形態において上記情報資料が貼付され
た、ボトル、バイアルもしくはシリンジに入れられる。いくつかの実施形態において、上
記キットは、複数（ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）の（例えば、多数（ｐａｃｋ）の）個々の容器
を含み、各々の容器は、上記薬剤の１つ以上の単位投与形態（例えば、本明細書に記載さ
れる投与形態）を含む。上記容器は、組み合わせ単位用量（例えば、上記可溶性ＬＴβＲ
と上記第２の薬剤と両方を、例えば、望ましい割合で含む単位）を含み得る。例えば、上
記キットは、複数のシリンジ、アンプル、ホイルパック、ブリスターパック、または医療
用デバイスを含み、例えば、各々は、単一の組み合わせ用量を含む。上記キットの容器は
、気密性、防水性（例えば、水分もしくは蒸気中での変化を寄せ付けない）、および／ま
たは遮光性であり得る。
【０１１２】
　上記キットは、必要に応じて、上記組成物の投与に適したデバイス（例えば、シリンジ
または他の適切な送達デバイス）を含む。上記デバイスは、上記薬剤のうちの一方もしく
は両方を予め装填されて提供され得るか、または空であり得るが装填に適切であり得る。
【０１１３】
　（可溶性ＬＴβＲの作製方法）
　可溶性ＬＴβＲの適切な作製方法は、当該分野で公知であり、例えば、ＷＯ　９７／０
３６８７、ＷＯ　９８／１７３１３、ＷＯ　００／２１５５８、ＷＯ　９９／３８５２５
、ＷＯ　００／３６０９２に記載されている。例えば、ＬＴβＲ免疫グロブリン融合タン
パク質は、増大した量の適切に折りたたみされた融合タンパク質を生成するのに低温で、
細胞培養（例えば、哺乳動物細胞培養（例えば、サルＣＯＳ細胞もしくはチャイニーズハ
ムスター卵巣細胞）または酵母細胞培養）において発現され得る。上記発現された融合タ
ンパク質は、例えば、アフィニティークロマトグラフィー技術または従来からのクロマト
グラフィー技術（例えば、ＷＯ　００／３６０９２を参照のこと）によって、精製され得
る。上記で言及したＰＣＴ出願すべては、それらの全体が本明細書に参考として援用され
る。
【０１１４】
　以下の実施例は、本発明を例示するのであって、本発明を限定することを意味しない。
【実施例】
【０１１５】
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　（実施例１．材料および方法）
　動物．　　Ｃ５７ＢＬ６マウスを、Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｂａ
ｒ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｍａｉｎｅ）から購入し、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｎｏｒｔｈ
　Ｃａｒｏｌｉｎａ（ＵＮＣ）の動物施設に収容して繁殖させた。ＬｔβＲ－／－マウス
を、上記ＵＮＣ動物施設に収容して繁殖させた。すべての手順を、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉ
ｎｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ（ＮＩＨ）に従って行い、ＵＮＣ（Ｃｈａｐｅ
ｌ　Ｈｉｌｌ）の実験動物の動物ケアおよび使用委員会のケアおよび使用のための施設ガ
イドによって認可された。すべてのマウスは、クプリゾン処置の開始前には、８～１０週
齡であった。
【０１１６】
　マウスの処置．　　雄性ＬｔβＲ－／－マウスおよび雄性Ｃ５７ＢＬ６野生型マウスを
、０．２％クプリゾン［オキサリックビス（シクロヘキシリデンヒドラジン）］（Ａｌｄ
ｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を粉末にした飼料に混合して、自由給餌で飼育した
。マウスを、脱髄プロセスを研究するために、３週間、３．５週間、４週間、または５週
間にわたって処置した。再髄鞘化のために、マウスを、クプリゾン処置の完全６週間後、
１週間、２週間または４週間にわたって、通常のペレット飼料の食餌に戻した。未処置マ
ウスを、通常のペレット飼料の食餌で維持した。
【０１１７】
　ヒトおよびマウス両方のＬｔβＲ－Ｉｇ、ならびにそれらのコントロールは、Ｄｒ．Ｊ
．Ｂｒｏｗｎｉｎｇ（Ｂｉｏｇｅｎ　Ｉｄｅｃ，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ）から贈与さ
れ、Ｇｏｍｍｅｒｍａｎら（２００３）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．１１２：７５５－
７６７に記載されている。脱髄を研究するために、マウスを、１日目に前処置し、その後
１週間に１回、ヒトＬＴβＲ－ヒトＩｇ（ｈＬＴβＲ－ＩｇＧ－１　Ｆｃ）またはヒト－
Ｉｇコントロールいずれかを５ｍｇ／ｋｇ腹腔内注射して処置した。処置後パラダイムは
、完全６週間にわたるクプリゾン処置からなった。クプリゾン処置の５週間＋２日間（適
切な高さの脱髄）後に、マウスに、マウスＬＴβＲ－マウスＩｇＧ－１またはマッチする
コントロールＭＯＰＣ－２１いずれかの腹腔内注射を与え、続いて、１週間に１回、１０
週間にわたって注射を与えられる。このマウスバージョンのＬＴβＲ－Ｉｇは、マウスに
おいてあまり抗原性ではないことが示された。
【０１１８】
　組織調製および組織病理学的分析．　　パラフィン包埋コントール脳切片を、脳梁の脳
弓領域から調製した。ルクソールファストブルー－過ヨウ素酸シッフ（ＬＦＢ－ＰＡＳ）
染色した切片を、３名の二重盲検読み取り者が読み取り、Ａｒｎｅｔｔら（２００１）Ｎ
ａｔ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．４：１１１６－１１２２およびＰｌａｎｔら（２００５）Ｇｌ
ｉａ　４９：１－１４に記載されるように、０（完全な髄鞘化）から３（完全な脱髄）ま
でのスケールで階級付けした。
【０１１９】
　免疫組織化学．　　成熟希突起神経膠細胞、ミクログリア／マクロファージおよび星状
細胞の検出を、免疫組織化学（Ｐｌａｎｔら．（２００５）Ｇｌｉａ　４９：１－１４）
によって行った。ＧＳＴπおよびＲＣＡ－１陽性細胞の定量的分析を、脳梁中線において
０．０３３ｍｍ２領域に制限した。観察可能なＤＡＰＩ染色された核を有する免疫陽性細
胞のみを、定量に含めた。細胞数は、１時点たり、少なくとも９匹および最大１４匹のマ
ウスである。髄鞘化線維を、ミエリン塩基性タンパク質に対する一次抗体（Ｓｔｅｒｎｂ
ｅｒｇｅｒ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌｓ　Ｉｎｃ．Ｌｕｔｈｅｒｖｉｌｌｅ，ＭＤ）、続い
て、１：１０００希釈したフルオレセイン結合体化抗マウスＩｇＧ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）を用いて、免疫組織化学によって検出した。
【０１２０】
　インサイチュハイブリダイゼーション．　　クプリゾン処置の後に、マウスをＲＮａｓ
ｅなしのＰＢＳで灌流し、次いで、４％　パラホルムアルデヒドで灌流した。脳を取り出
し、低温切片化するたえにマウントするまで、固定液中でインキュベートした。ＬＴβＲ
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のｍＲＮＡの検出を、Ｓｃｈｍｉｄら（２００２）Ｊ．Ｎｅｕｒｏｃｈｅｍ．８３：１３
０９－１３２０に記載されるようにインサイチュハイブリダイゼーションによって行った
。
【０１２１】
　ＲＴ－ＰＣＲおよび定量的リアルタイムＲＴ－ＰＣＲ．　　総ＲＮＡを、クプリゾン処
置の間および後のいくつかの点で、野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マウスの脳梁を含
む脳の解剖領域から単離した。ＲＮａｓｅなし条件下でＲＮＡ単離をＱｉａｇｅｎ　ＲＮ
ｅａｓｙキット（Ｑｉａｇｅｎ，Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ）を使用して行った。ＬＩＧＨ
ＴのためのＲＴ－ＰＣＲを、以下のプライマーを使用して、２０μｌ反応系において行っ
た：
　　５’プライマー：ＣＴＧＧＣＡＴＧＧＡＧＡＧＴＧＴＧＧＴＡ（配列番号３）；
　　３’プライマー：ＧＡＴＡＣＧＴＣＡＡＧＣＣＣＣＴＣＡＡＧ（配列番号４）。
【０１２２】
　ＴａｑＭａｎ　５’ヌクレアーゼ定量的リアルタイムＰＣＲアッセイを、ユニバーサル
マスターミックス（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、２００ｎＭ　ＬＴβＲ標的プライマー、お
よび１００ｎＭ　プローブを含む１５μｌ反応系において、ＡＢＩ　Ｐｒｉｓｍ　７９０
０配列検出システム（ＰＥ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃ
ｉｔｙ，ＣＡ）を用いて行った。ＬＴβＲ特異的プライマーを、ｃＤＮＡとゲノムＤＮＡ
との間を区別するためにイントロン－エキソン接合点にまたがるように設計した。マウス
ＬＴβＲを検出するために使用したプライマーおよびプローブは、以下のとおりであった
：
　　５’プライマー，ＧＴＡＣＴＣＴＧＣＣＡＧＣＣＴＧＧＣＡＣＡＧＡＡＧＣＣＧＡＧ
ＧＴＣＡＣＡＧＡＴＧ（配列番号５）；
　　３’プライマー，ＧＧＴＡＴＧＧＧＧＴＴＧＡＣＡＧＣＧＧＧＣＴＣＧＡＧＧＧＧＡ
ＧＧ（配列番号６）；
　　プローブ，Ｆａｍ－ＡＣＧＴＣＡＡＣＴＧＴＧＴＣＣＣ－Ｔａｍｒａ（配列番号７）
。
マウス１８ＳリボソームＲＮＡについてのプライマーおよびプローブは、以下のとおりで
あった。
【０１２３】
　　５’プライマー，ＧＣＴＧＣＴＧＧＣＡＣＣＡＧＡＣＴＴ（配列番号８）；
　　３’プライマー，ＣＧＧＣＴＡＣＣＡＣＡＴＣＣＡＡＧＧ（配列番号９）；
　　プローブ，Ｆａｍ－ＣＡＡＡＴＴＡＣＣＣＡＣＴＣＣＣＧＡＣＣＣＧ－Ｔａｍｒａ（
配列番号１０）。
サーマルサイクルパラメーターを、５０℃で２分間、９５℃で２分間、ならびに９５℃で
１５秒間の変性および５６℃で１．５分間のアニーリング－伸長を含む４０サイクルへと
最適化した。１８Ｓについての反応を、各実験の間にＬＴβＲと並行して行い、ｃＤＮＡ
の量について正規化するために使用した。
【０１２４】
　統計学的分析．　　片側スチューデントｔ検定を用いて、有意差を統計学的に評価した
。データを、平均±ｓ．ｅ．ｍ．として表す。
【０１２５】
　（実施例２：脳におけるＬＴβＲ位置およびＬＩＧＨＴ発現）
　ＬｔαおよびＬｔβは、広く種々の造血細胞上に見いだされている一方で、ＬＴβＲは
、樹状細胞および単球、ならびに非造血細胞、濾胞性樹状細胞および高内皮細静脈の大部
分の系に発現される（Ｇｏｍｍｅｒｍａｎら（２００３）Ｎａｔ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏ
ｌ．３：６４２－６５５）。ＬｔαおよびＬｔβをまた、星状細胞上で検出した一方で、
ＬＴβＲを、星状細胞および単球性起源の細胞上で検出した（Ｃａｎｎｅｌｌａら（１９
９７）Ｊ．Ｎｅｕｒｏｉｍｍｕｎｏｌ．７８：１７２－１７９およびＰｌａｎｔら．Ｇｌ
ｉａ４９：１－１４）。クプリゾンモデルにおけるＬＴβＲ発現を評価するために、本発
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明者らは、定量的リアルタイムＲＴ－ＰＣＲを行って、未処置マウスおよびクプリゾン処
置マウスの脳におけるＬＴβＲのレベルを試験した。脱髄時点を、クプリゾンで３週間、
３．５週間、４週間または５週間にわたって処置したマウスから得たと同時に、再髄鞘化
時点を、６週間にわたって処置したマウスから得、次いで、１週間、２週間または４週間
（７週目、８週目および１０週目に対応）にわたってクプリゾンから解放した。ＬＴβＲ
遺伝子およびリボソーム１８Ｓに特異的なＴａｑｍａｎプローブを使用して、脳ＲＮＡサ
ンプルから生成したｃＤＮＡの転写物を検出した。図１に示されるように、ＬｔβＲ　ｍ
ＲＮＡ発現は、クプリゾン処置の間（６週目までに）（脱髄相の間中）に野生型マウスに
おいて穏やかに上昇した。ＬｔβＲ　ｍＲＮＡ発現レベルは、再髄鞘化相（７～１０週目
）の間に正常レベルに低下した。低レベルのＬＴβＲを、コントロール未処置マウスにお
いて検出した。
【０１２６】
　ＬＴβＲを発現する細胞型を規定するために、インサイチュハイブリダイゼーションを
使用して、未処置マウスおよびクプリゾン処置マウスの脳においてＬＴβＲの位置を突き
止めた。ＬＴβＲは処置前の脳においては発現されなかった。３週間のクプリゾン処置ま
でに、少量のＬＴβＲを脳梁領域において検出したが、５週間の処置までには、ＬＴβＲ
の劇的なアップレギュレーションがこの炎症を起こした領域において検出された。ＬＴβ
Ｒを発現した細胞型を決定するために、インサイチュハイブリダイゼーションを、免疫組
織科学的分析と合わせた。ミクログリアおよびマクロファージを、ビオチン化トマトレク
チンを用いて脳低温切片で可視化し、星状細胞を、ＧＦＡＰ特異的抗体を用いて可視化し
、希突起神経膠細胞を、ＣＮＰ特異的抗体を用いて可視化し、ＮｅｕＮ特異的抗体を用い
てニューロンを可視化した。ＬＴβＲ発現は、レクチン陽性細胞においてのみ検出するこ
とができた。これらの結果は、星状細胞でも、希突起神経膠細胞でもニューロンでもなく
、活性化ミクログリアおよび／またはマクロファージがクプリゾン誘導性炎症および脱髄
の間にＬＴβＲを発現することを示した。
【０１２７】
　いかなる特定の理論にも機構にも限定されないが、星状細胞がＬｔαの供給源であると
いう以前の知見（Ｐｌａｎｔら（２００５）Ｇｌｉａ　４９：１－１４）に鑑みると、こ
れらのデータは、星状細胞とミクログリアとの間のＬｔαβ－ＬＴβＲシグナル伝達は、
クプリゾン処置の間に起こる炎症性脱髄プロセスに主に関与することを示唆した。Ｌｔα
βに加えて、ＬＴβＲは、膜結合リガンドであるＬＩＧＨＴ（ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ　ｔ
ｏ　ｌｙｍｐｈｏｔｏｘｉｎｓ，　ｅｘｈｉｂｉｔｓ　ｉｎｄｕｃｉｂｌｅ　ｅｘｐｒｅ
ｓｓｉｏｎ，　ａｎｄ　ｃｏｍｐｅｔｅｓ　ｗｉｔｈ　ｈｅｒｐｅｓ　ｓｉｍｐｌｅｘ　
ｖｉｒｕｓ　ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｈｅｒｐｅｓ－ｖｉｒｕ
ｓ　ｅｎｔｒｙ　ｍｅｄｉａｔｏｒ　（ＨＶＥＭ），　ａ　ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｅｘｐｒ
ｅｓｓｅｄ　ｂｙ　Ｔ　ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅｓ）と相互作用する（Ｇｒａｎｇｅｒら（
２００１）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．１０８：１７４１－１７４２）。ＬＩＧＨＴは
、主にＴ細胞、未成熟樹状細胞、顆粒球および単球に位置するようである（Ｇｏｍｍｅｒ
ｍａｎら．Ｎａｔ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３：６４２－６５５）が、脳においては未
だ十分に特徴づけられていない。ＬＩＧＨＴ発現がクプリゾン処置の間に変化したか否か
を決定するために、脳組織を、ＲＴ－ＰＣＲによってＬＩＧＨＴ発現について分析した。
ＬＩＧＨＴはコントロールの脾臓および胸腺において高レベルで見いだされるが、極めて
低レベルから無視できる程度のレベルが、未処置マウスまたはクプリゾン処置マウスの脳
において見いだされた。さらに、ＬＩＧＨＴは、ＬＴβＲを欠いているマウスは、脳にお
いて類似するレベルのＬＩＧＨＴを発現するので、ＬＴβＲの存在によって調節されなか
った。いかなる特定の理論にも機構にも制限されないが、これらのデータは、ＬＩＧＨＴ
がクプリゾン誘導性炎症の間に顕著な役割を果たさないことを示唆した。
【０１２８】
　（実施例３：ＬＴβＲ－／－マウスにおける遅延した脱髄）
　Ｌｔαの存在は、クプリゾン処置によって誘導される脱髄を悪化させた（Ｐｌａｎｔら
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（２００５）Ｇｌｉａ　４９：１－１４）。さらに、Ｌｔαの欠如は、再髄鞘化の過程を
変化させず、食餌からクプリゾンを除去した後に希突起神経膠細胞前駆体の増殖も変化さ
せない。Ｌｔαは、ＴＮＦレセプターを介してシグナル伝達するホモトリマー分子、およ
び上記ＬＴβＲを介してシグナル伝達するＬｔβとのヘテロトリマー分子として機能し得
る。上記クプリゾンモデルにおけるＴＮＦレセプターの役割は以前に分析されていなかっ
た（Ａｒｎｅｔｔら（２００１）Ｎａｔ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．４：１１１６－１１２２）
が、このモデルにおけるＬＴβＲの役割は未知であった。ＬＴβＲの役割を分析するため
に、この遺伝子を欠いているマウスおよび野生型コントロールを、３週間、３．５週間、
４週間または５週間にわたって、それらの食餌中で、０．２％　クプリゾンで処置した。
野生型マウスと比較して、脱髄の有意な遅延が、ＬＦＢ－ＰＡＳ染色（図２）によって比
較した場合に、ＬＴβＲ－／－マウスによって示された。上記ＬＦＢ－ＰＡＳ染色したパ
ラフィン切片を、３名の二重盲検調査者が評価した。脱髄における有意差は、３週間（ｐ
＜０．０２）、３．５週間（ｐ＜０．０１）および４週間（ｐ＜０．００１）において、
ｗｔマウスとＬｔＢＲ－／－マウスとの間で認められた。いかなる特定の理論にも機構に
も限定されないが、これらのデータは、ＬＴβＲを介したシグナル伝達が、上記炎症性脱
髄プロセスを悪化させることを示した。この遅延は、クプリゾン処置の３週間程度の早さ
で見ることができた（ｐ＜０．０２）が、処置の３．５週間（ｐ＜０．０１）および４週
間（ｐ＜０．００１）で最も顕著であった。そしてこの遅延は、明確に、処置の４週間で
、野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マウスの代表的なＬＦＢ－ＰＡＳ画像によって明ら
かである。ＬＴβＲ－／－マウスにおける脱髄の上記遅延は、Ｌｔα－／－マウスにおい
て認められる脱髄における遅延と同様であった（Ｐｌａｎｔら（２００５）Ｇｌｉａ　４
９：１－１４）。従って、いかなる特定の理論にも機構にも限定されないが、これらのデ
ータは、上記ＬＴβＲを介してシグナル伝達する膜結合Ｌｔαβが、上記脱髄プロセスに
関与していることが示唆された。
【０１２９】
　（実施例４：ＬＴβＲ－／－マウスにおける遅延された再髄鞘化）
　成熟希突起神経膠細胞が脳梁を脱髄する能力を、野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マ
ウスのＬＦＢ－ＰＡＳ染色したパラフィン切片において研究した。再髄鞘化における中程
度であるが有意な差異は、７週間（ｐ＜０．００１）および１０週間（ｐ＜０．０２）に
おいて、野生型マウスとＬＴβＲ－／－マウスとの間で認められた（図２）。１２週間ま
でに、ＬＴβＲ－／－マウスは、野生型コントロールと同程度に脱髄した（ｐ＝０．１１
）。再髄鞘化の間のこれら差異は、脱髄の重篤度の本発明者らのスケールで０．５未満で
あったのに対して、ＴＮＦα－／－マウス　対　野生型マウスの研究において認められた
差異は、上記スケールで１．５より大きく（Ａｒｎｅｔｔら（２００１）Ｎａｔ．Ｎｅｕ
ｒｏｓｃｉ．４：１１１６－１１２２）、１４週間まで持続した。いかなる特定の理論に
も機構にも限定されないが、再髄鞘化は、ＬＴβＲ－／－マウスにおいて遅延されるよう
であったが、それは、結局解決した。
【０１３０】
　（実施例５：脱髄の間のＬＴβＲ－／－マウスにおける遅延した希突起神経膠細胞減少
）
　ＬＦＢ－ＰＡＳによって認められた脱髄における遅延が希突起神経膠細胞における変化
を付随することを確認するために、免疫組織化学を、ＬＦＢ染色について使用した切片に
隣り合うパラフィン切片において成熟希突起神経膠細胞を検出するために行った。ＧＳＴ
π＋を、希突起神経膠細胞についてのマーカーとして使用し、脳梁中線における細胞を定
量した。野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マウスの両方において、未処置マウスで豊富
な希突起神経膠細胞を検出した。しかし、処置の３週間および３．５週間後、より多くの
希突起神経膠細胞を、野生型マウスと比較して、ＬＴβＲ－／－マウスにおいて検出した
（３．５週間；ｐ＜０．０１）。４週間では、野生型マウスとＬＴβＲ－／－マウスとの
間に、希突起神経膠細胞数における差異は見いだされなかった。これらのデータは、ＬＦ
Ｂ染色がＬＴβＲ－／－マウスにおいて減少した脱髄を示した４週間の時点を除いて、Ｌ
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ＦＢ染色結果と類似していた。対照的に、ＧＳＴπ＋染色は、ＬＴβＲ－／－マウスと野
生型マウスとの間で差異はなかった。いかなる特定の理論にも機構にも限定されないが、
ＧＳＴπ＋染色とＬＦＢ染色との間の差異は、ＧＳＴπ＋細胞の消失とミエリンの実際の
喪失との間の遅延から生じたようである。５週間のクプリゾン処置によって、いくつかの
ＧＳＴπ＋希突起神経膠細胞が、野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マウスの脳梁におい
て検出された。いかなる特定の理論にも機構にも限定されないが、繰り返すと、これらの
データは、両方のマウス系統についての重篤な脱髄と一致している。
【０１３１】
　（実施例６：再髄鞘化期の間のＬＴβＲ－／－マウスにおける脳梁の変化しない希突起
神経膠細胞再集合（ｒｅｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ））
　代表的再髄鞘化プロセスにおけるＬＴβＲの関与は、７週間、８週間、１０週間、およ
び１２週間（クプリゾンを食餌から除いた１週間後、２週間後、４週間後および６週間後
）において、パラフィン切片を検鏡することによって調査した。上記再髄鞘化期の間の脳
梁における成熟希突起神経膠細胞の存在を検出するために、ＧＳＴπ抗体を使用する免疫
組織化学を、野生型マウスおよびＬＴβＲ－／－マウスのパラフィン切片で行い、続いて
、ＧＳＴπ陽性細胞の定量を行った。図３に示されるように、より多くのＧＳＴπ＋細胞
が、３週間において野生型マウスと比較して、ＬｔsＲ－／－マウスにおいて見いだされ
（ｐ＝０．０９）、顕著により多くのＧＳＴπ＋細胞が、３．５週間でＬｔβＲ－／－マ
ウスにおいて見いだされ（ｐ＜０．０３）、４週間および５週間のクプリゾン処置では、
希突起神経膠細胞における差異は何ら認められなかった。クプリゾンを除去した後、脳梁
の希突起神経膠細胞再集合における差異は、野生型マウスとＬｔβＲ－／－マウスとの間
で何ら認められなかった。従って、希な希突起神経膠細胞が脱髄の高さにおいてこれらの
脳で検出されたとしても（５週間）、クプリゾンを除去してわずか１週間後（７週間）、
その脳梁において、成熟希突起神経膠細胞のそのもともとの数の約７５％が再集合した。
１０週目までに、脳梁に存在する成熟希突起神経膠細胞の数は、野生型マウスおよびＬＴ
βＲ－／－マウスの両方において処置前のレベルに回復した。いかなる特定の理論にも機
構にも限定されないが、これらのデータは、ＬＴβＲが、再髄鞘化期の間の希突起神経膠
細胞前駆体増殖および成熟化に必要とされないことを示した。
【０１３２】
　（実施例７：ＬＴβＲ－／－マウスにおける変化しないミクログリア／マクロファージ
増加（ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ））
　クプリゾンは、傷害部位への活性化されたミクログリアおよびマクロファージの増加を
含む、脳における慢性炎症状態を誘導する（Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａら（２００１）Ｂｒａ
ｉｎ　Ｐａｔｈｏｌ．１１：１０７－１１６）。ＬＴβＲ－／－マウスおよび野生型マウ
スのパラフィン切片を、レクチンＲＣＡ－１で染色し、脳梁中線におけるミクログリア／
マクロファージを定量した。図４に示されるように、脳梁中線におけるミクログリア／マ
クロファージの蓄積は、ＬｔβＲの存在によって影響を受けなかった。ＲＣＡ－１＋細胞
数の有意差は、脱髄の間のいずれの時点でも、このモデルの再髄鞘化期においても、認め
られなかった。
【０１３３】
　（実施例８：機能的ＬＴβＲの阻害は、脱髄を低下させる）
　いかなる特定の理論にも機構にも限定されないが、これらの研究は、ＬＴβＲが脱髄に
対して劇的に悪化させる効果を有しているが、再髄鞘化の間に潜在的に中程度の有益な効
果を有していることが示唆された。しかし、生まれつきＬＴβＲを欠いているマウスは、
顕著な発生的問題を有している。例えば、ＬＴβＲ－／－マウスは、腸間膜リンパ節、パ
イエル板、および結腸関連リンパ組織（ｃｏｌｏｎ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｌｙｍｐｈ
ｏｉｄ　ｔｉｓｓｕｅ）を有さず、従って、完全に機能する免疫系を有さない（Ｆｕｔｔ
ｅｒｅｒら（１９９８）Ｉｍｍｕｎｉｔｙ　９：５９－７０）。さらに、ケモカインおよ
びサイトカイン合成のレベルは、ＬＴβＲによって制御されることが当該分野で公知であ
った（Ｃｈｉｎら（２００３）Ｉｍｍｕｎｏ．Ｒｅｖ．１９５：１９０－２０１）が、Ｃ



(40) JP 2013-227340 A 2013.11.7

10

20

30

40

50

ＮＳに対する、ケモカインおよびサイトカインのＬＴβＲコントロールの完全な影響は、
未知である。さらに、ＬＴβＲ－／－マウスにおけるナチュラルキラー細胞は、そのコー
ドする遺伝子およびＬｔｂｒ遺伝子の近くにあることに起因して、ＮＫ１．１レセプター
の表面発現を有さない。（Ｗｕら．（２００１）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１６６：１６８４
－１６８９）。
【０１３４】
　野生型マウスにおけるＬＴβＲの機能的阻害は、融合デコイタンパク質を使用して可能
であった。クプリゾン誘導性脱髄の間のＬＴβＲの有害な役割を実証したＬＴβＲ－／－

マウスにおける前述のデータの有効性を評価するために、Ｃ５７ＢＬ６マウスを、クプリ
ゾン処置の間、ＬＴβＲ－Ｉｇ（ヒトＩｇＧ１　Ｆｃ、マウスＬＴβＲ）融合デコイタン
パク質またはポリクローナルヒトＩｇＧコントロールのいずれかで処置した。マウスを、
－１日目に前処置し、その後１週間に１回、腹腔内注射（５ｍｇ／ｋｇ）で処置し、３．
５週間にわたって、０．２％　クプリゾンの飼料を自由給餌で維持した。３．５週間後、
マウスを灌流し、パラフィン脳切片をＬＦＢ－ＰＡＳ方法によって染色して、脳梁中線に
おいて脱髄の程度を評価した。ヒト－Ｉｇコントロールで処置したマウスは、ＬＴβＲ－
Ｉｇインヒビターデコイタンパク質を受容したマウスより有意に多く脱髄した（ｐ＜０．
０２）（図５）。３．５週間後、コントロール－Ｉｇ注射を受けているマウスの平均脱髄
スコアは、クプリゾンで４週間にわたって処置した野生型マウスに非常に類似していたが
、ＬＴβＲ－Ｉｇの注射を受けているマウスの平均脱髄スコアは、クプリゾンで４週間に
わたって処置したＬＴβＲ－／－マウスに非常に類似していた。ミエリン塩基性タンパク
質（ＭＢＰ）についての免疫組織化学は、ＬＴβＲ－Ｉｇ処置マウスと比較して、ヒト－
Ｉｇコントロールで処置したマウスにおける髄鞘化線維の欠如を確認した。さらに、これ
らの結果は、クプリゾン処置マウスにおける脱髄が、上記ＬＴβＲの阻害によって有意に
遅延されることを示唆した。
【０１３５】
　（実施例９：ＬＴβＲの阻害は、再髄鞘化を増強する）
　次に、上記ＬＴβＲ－ＩｇＧ１処置が顕著な脱髄が既に生じた後に再髄鞘化の程度を変
化させる能力を、試験した。上記クプリゾンモデルの利点は、再髄鞘化に影響を及ぼす事
象を試験することができることであった。再髄鞘化のプロセスにおけるＬＴβＲの役割を
調査するために、Ｃ５７ＢＬ６マウスを、０．２％　クプリゾンで、６週間にわたって処
置した。このクプリゾン処置の期間は、現在までのところ、野生型Ｃ５７ＢＬ６マウスを
含むすべての研究したマウスにおける完全な脱髄を再現可能に生じた（Ａｒｎｅｔｔら（
２００１）Ｎａｔ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．４：１１１６－１１２２およびＰｌａｎｔら（２
００５）Ｇｌｉａ　４９：１－１４）。クプリゾン処置の５週間と２日間後、マウスに、
マウスＬＴβＲ－ＩｇＧ－１またはコントロールマウスＩｇＧ－１のいずれかを注射した
。この次に、マウスＬＴβＲ－ＩｇＧ１またはコントロールマウスＩｇＧ１のいずれかを
、再髄鞘化が明確になった１０週目になるまで１週間に１回投与した。ヒトＦｃが、この
長期の実験において免疫応答を誘発する可能性があるという懸念に起因して、マウスＬＴ
βＲおよびマウスＩｇＧ１　Ｆｃからなる融合タンパク質を、この実験において使用した
。ＬＦＢ染色切片を、上記のように分析した。顕著にかつ驚くべきことに、ｍＬＴβＲ－
ｍＩｇＧ１で処置したマウスは、コントロールｍＩｇＧ１で処置したマウスよりも有意に
大きな再髄鞘化を示した（ｐ＜０．００７）（図６）。さらに、ＭＢＰについての免疫組
織化学は、ＬＴβＲ－Ｉｇ処置マウスと比較して、ヒトＩｇコントロールで処置したマウ
スにおいて減少した再髄鞘化を確認した。これらのデータを確認するために、１０週間で
の脳梁内の成熟希突起神経膠細胞の数を定量した。ＧＳＴπ陽性希突起神経膠細胞は、コ
ントロールマウスＩｇ処置コントロールと比較して、ｍＬＴβＲ－ＩｇＧ１処置マウスの
脳梁においてより豊富であった（ｐ＜０．０４）。結論として、クプリゾン処置マウスに
おける再髄鞘化は、ＬＴβＲシグナル伝達のインヒビターでの後処置によって、有意に増
強された。
【０１３６】
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　本発明の多くの実施形態が記載されてきた。にも拘わらず、種々の改変が本発明の趣旨
および範囲から逸脱することなく行われ得ることが理解される。従って、他の実施形態は
、以下の特許請求の範囲の範囲内である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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