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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＬ－３１抗体又は抗体断片による治療を要するアトピー性皮膚炎を患う個体における
治療応答を予測するための方法であって、
前記個体由来の生体試料から循環皮膚リンパ球陽性Ｔ細胞を分離する工程と、
分離された皮膚リンパ球陽性Ｔ細胞からのＩＬ－３１産生を検出する工程とを含み、
前記ＩＬ－３１が、配列番号２のアミノ酸残基２７～１６４を有するポリペプチドである
、方法。
【請求項２】
　前記皮膚リンパ球抗原陽性Ｔ細胞を刺激又は活性化する工程を更に含んでなる、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記抗体又は抗体断片が、配列番号２のアミノ酸残基２７～１６４を有するポリペプチ
ドに特異的に結合する、請求項１又は２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、疾病の検出、診断、及び治療、特に、皮膚リンパ球抗原（ＣＬＡ）陽性Ｔ細
胞により媒介される疾病の検出、診断、及び治療における、ＩＬ－３１ポリヌクレオチド
、ポリペプチド、及びアンタゴニストの新規な使用方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　免疫系において重要な役割を担う皮膚は、複数の層から構成される。循環Ｔリンパ球は
、正常及び炎症状態では皮膚に遊走する。皮膚リンパ球抗原（cutaneous lymphocyte ant
igen：ＣＬＡ）が、Ｔ細胞に皮膚への向性を与えるホーミング受容体であると考えられる
。Santamaria-Babi, L., Eur. J. Dermatol. 14:13-18, 2004参照。ＣＬＡは、メモリー
Ｔ細胞において発現される糖鎖構造であって、Ｐ－セレクチン糖タンパク質リガンド－１
（ＰＳＧＬ－１）と名付けられた単一の細胞表面タンパク質のエピトープとして働き、血
管内皮で発現する誘導性接着分子であるＥ－セレクチンに対するＴ細胞の結合を容易にす
る。Fuhlbrigge RC, et al, Nature 1997; 389:978-81参照。
【０００３】
　皮膚の疾病の中には、ＣＬＡ＋Ｔ細胞を高レベルに発現するものが幾つか知られている
。例としては、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、薬物誘発性アレルギー反応、皮膚向性ウ
イルス及びウイルス関連掻痒、白斑、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、円形脱毛症、酒さ性座瘡、尋
常性座瘡、結節性痒疹、類天疱瘡等が挙げられる。こうした皮膚Ｔ細胞介在疾病の治療が
求められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一部のサイトカインについて実証された生体内活性が示すように、他のサイトカイン、
サイトカインアゴニスト、及びサイトカインアンタゴニストも、臨床上膨大な可能性を秘
めており、強い要請がある。本発明はこれらの要請に応えるべく、新たに同定されたサイ
トカインであるＩＬ－３１の作用に干渉することにより、こうした疾病を治療する方法を
提供するものである。ＩＬ－３１は、マウスで過剰発現されると、掻痒及び皮膚炎様症状
を引き起こす。皮膚ホーミングＴ細胞及び表皮角化細胞はともに、ヒトにおける皮膚病の
病理に関与していることが示されている。
【０００５】
　本発明は、これらの用途や、本明細書の教示から当業者に明らかな他の用途に使用され
る、ポリペプチドを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様によれば、本発明は、アトピー性皮膚炎に罹患した皮膚を治療する方法であって
、前記罹患皮膚を有する哺乳類にアンタゴニスト分子を投与する工程を含んでなるととも
に、前記罹患皮膚が、皮膚リンパ球抗原陽性Ｔ細胞により特徴付けられ、また、前記アン
タゴニスト分子が、配列番号２又は配列番号４に表わされるアミノ酸配列を含んでなるポ
リペプチドに特異的に結合し、前記アンタゴニスト分子の投与によって罹患皮膚を改善、
予防、抑制又は低減する方法を提供する。別の実施形態によれば、前記アンタゴニストは
抗体又は抗体断片である。更なる実施形態によれば、前記アンタゴニスト分子は、配列番
号２に表わされるアミノ酸配列を含んでなるポリペプチドに特異的に結合する。別の実施
形態によれば、前記アトピー性皮膚炎罹患皮膚は、掻痒性である。
【０００７】
　別の態様によれば、本発明は、アトピー性皮膚炎に関連して生じる掻痒症を治療するた
めの方法であって、前記掻痒症を有する哺乳類にアンタゴニスト分子を投与する工程を含
んでなるとともに、前記掻痒症が、皮膚リンパ球抗原陽性Ｔ細胞により特徴付けられ、ま
た、前記アンタゴニスト分子が、配列番号２又は配列番号４に表わされるアミノ酸配列を
含んでなるポリペプチドに特異的に結合し、前記アンタゴニスト分子の投与によって掻痒
症を改善、予防、抑制又は低減する方法を提供する。更なる実施形態によれば、前記哺乳
類はヒトである。更なる実施形態によれば、前記アンタゴニストは抗体又は抗体断片であ
る。更なる実施形態によれば、前記アンタゴニスト分子は、配列番号２に表わされるアミ
ノ酸配列を含んでなるポリペプチドに特異的に結合する。
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【０００８】
　別の態様によれば、本発明は、ＩＬ－３１アンタゴニスト治療を要するアトピー性皮膚
炎を患う個体における、ＩＬ－３１アンタゴニストに対する治療応答を予測するための方
法であって、患者から生体試料を取得する工程と、前記生体試料から循環皮膚リンパ球陽
性Ｔ細胞を分離する工程と、分離された皮膚リンパ球陽性Ｔ細胞からのＩＬ－３１産生を
検出する工程とを含んでなる方法を提供する。一実施形態によれば、前記ＩＬ－３１はＩ
Ｌ－３１アンタゴニストに特異的に結合することにより検出される。更なる実施形態によ
れば、前記ＩＬ－３１アンタゴニストは抗ＩＬ－３１抗体又は抗体断片である。別の実施
形態によれば、前記アンタゴニスト分子は、配列番号２に表わされるアミノ酸配列を含ん
でなるポリペプチドに特異的に結合する。別の実施形態によれば、前記方法は、前記皮膚
リンパ球抗原陽性Ｔ細胞を刺激又は活性化する工程を更に含んでなる。更なる実施形態に
よれば、前記ＩＬ－３１はＩＬ－３１アンタゴニストに特異的に結合することにより検出
される。別の実施形態によれば、前記ＩＬ－３１アンタゴニスト分子は抗ＩＬ－３１抗体
又は抗体断片である。更なる実施形態によれば、前記アンタゴニスト分子は、配列番号２
に表わされるアミノ酸配列を含んでなるポリペプチドに特異的に結合する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の詳細な説明に先立ち、その理解を助けるために、以下の用語の定義を行なう。
【００１０】
　本明細書において「アフィニティータグ（affinity tag）」という語は、別のポリペプ
チドに結合してその別のポリペプチドの精製又は検出を可能とし、或いはその別のポリペ
プチドが基質に結合するための部位を提供し得るポリペプチドセグメントを指す意味で使
用される。原則として、抗体又は特異的結合剤が使用可能なペプチド又はタンパク質であ
れば、任意のものをアフィニティータグとして使用できる。アフィニティータグとしては
、ポリヒスチジントラクト（tract）、タンパク質Ａ（Nilsson et al., EMBO J. 4:1075,
 1985; Nilsson et al., Methods Enzvmol. 198:3, 1991）、グルタチオンＳトランスフ
ェラーゼ（Smith and Johnson, Gene 67:31, 1988）、Ｇｌｕ－Ｇｌｕアフィニティータ
グ（Grussenmeyer et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82:7952-4, 1985）、サブスタ
ンスＰ、Flag（登録商標）ペプチド（Hopp et al., Biotechnology 6:1204-10, 1988）、
ストレプトアビジン結合ペプチド、又は他の抗原エピトープ又は結合ドメインが挙げられ
る。概要はFord et al., Protein Expression and Purification 2: 95-107, 1991を参照
のこと。アフィニティータグをコード化するＤＮＡも、市場の供給業者から入手可能であ
る（例えば、Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ）。
【００１１】
　本明細書において「対立遺伝子多型（allelic variant）」という語は、同一の染色体
座を占める一遺伝子の二以上の代替型（two or more alternative forms of a gene）の
何れかを指す意味で使用される。突然変異により自然に生じる対立遺伝子変異によって、
集団内に表現型多型が発生し得る。遺伝子突然変異は、サイレントである（即ち、コード
化されるポリペプチドに何の変化も生じない）場合もあるが、コード化されるポリペプチ
ドのアミノ酸配列が変化する場合もある。本明細書において対立遺伝子多型という語は、
遺伝子の対立遺伝子多型によりコード化されるタンパク質を指す意味でも使用される。
【００１２】
　本明細書において「アミノ末端側（amino-terminal）」及び「カルボキシル末端側（ca
rboxyl-terminal）」という語は、ポリペプチド内の位置を指す意味で使用される。文脈
上許容される限り、これらの語は、ポリペプチドの特定の配列又は部位を基準とした近接
性又は相対位置を指す意味で使用される。例えば、ポリペプチド内のある配列が基準配列
に対してカルボキシル末端側に位置する場合、この配列は基準配列のカルボキシル末端の
近傍に位置するが、必ずしもポリペプチド全体のカルボキシル末端に位置する訳ではない
。
【００１３】
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　「補体／抗補体対（complement/anti-complement pair）」という語は、適切な条件下
で非共有結合により会合し、安定した対を形成する非同一の部分を指す。例えば、ビオチ
ンとアビジン（又はストレプトアビジン）は、補体／抗補体対の典型的な一例である。他
の補体／抗補体対の例としては、受容体／リガンド対、抗体／抗原（又はハプテン又はエ
ピトープ）対、センス／アンチセンスポリヌクレオチド対等が挙げられる。補体／抗補体
対を後に解離することが望ましい場合には、補体／抗補体対の結合親和性は１０9Ｍ-1未
満であることが好ましい。
【００１４】
　「ポリヌクレオチド分子の補体（complements）」という語は、基準配列に対して相補
的な塩基配列を反対の向きで有するポリヌクレオチド分子を指す。例えば、配列５’ Ａ
ＴＧＣＡＣＧＧＧ ３’は、５’ ＣＣＣＧＴＧＣＡＴ ３’に対して相補的である。
【００１５】
　「コンティグ（contig）」という語は、別のポリヌクレオチドと同一又は相補的な配列
が連なる領域（contiguous stretch）を有するポリヌクレオチドを指す。コンティグ配列
は、所与のポリヌクレオチド配列の領域（stretch）と、その全体において、或いは前記
ポリヌクレオチドの部分領域（partial stretch）において「重複する（overlap）」と言
われている。
【００１６】
　「縮重（degenerate）ヌクレオチド配列」という語は、（あるポリペプチドをコード化
する基準ポリヌクレオチド分子と比較した場合に）１又は２以上の縮重コドンを含むヌク
レオチド配列を指す。縮重コドンとは、異なるヌクレオチドのトリプレットを有するが、
同一のアミノ酸残基をコード化するものである（即ち、ＧＡＵ及びＧＡＣトリプレットは
何れもＡｓｐをコード化する）。
【００１７】
　「発現ベクター（expression vector）」という語は、所望のポリペプチドをコード化
するセグメントと、それに作動式に連結された、その転写に必要な別のセグメントとを含
んでなる、直鎖又は環状のＤＮＡ分子を指す意味で使用される。この別のセグメントは、
プロモーター及びターミネーター配列を含有する。更に、１又は２以上の複製開始点、１
又は２以上の選択可能なマーカー、エンハンサー、ポリアデニル化シグナル等を含有して
いてもよい。発現ベクターは通常、プラスミド又はウイルスＤＮＡの何れかに由来するが
、これら両方の要素を併せ持っていてもよい。
【００１８】
　「単離（isolated）」という語は、ポリヌクレオチドに用いられる場合、そのポリヌク
レオチドがその天然の遺伝的環境から取り出されて、他の外来のコード配列や好ましから
ぬコード配列を伴わず、遺伝子組み換えタンパク質産生系内での使用に適した形態となっ
ていることを指す。この単離分子は、その天然における環境から分離され、ｃＤＮＡ及び
遺伝子クローンを有している。本発明の単離ＤＮＡ分子は、通常ならそれらに関連する他
の遺伝子を有していないが、天然の５’及び３’非翻訳領域、例えばプロモーターやター
ミネーター等を有していてもよい。関連領域の識別は、当業者には自明であろう（例えば
Dynan and Tiian. Nature 316:774-78. 1985参照）。
【００１９】
　「単離」ポリペプチド又はタンパク質は、その本来の環境以外の条件にある、例えば血
液や動物組織から分離されているポリペプチド又はタンパク質である。好ましい形態にお
ては、単離ポリペプチドは実質的に、他のポリペプチド、特に動物起源の他のポリペプチ
ドを伴っていない。このポリペプチドは、高度に精製された形態で、即ち、９５％以上の
純度で、より好ましくは９９％以上の純度で提供されることが好ましい。この文脈で使用
する場合、「単離」という語は、同一のポリペプチドが異なる物理的形態で（例えば二量
体として、或いはグリコシル化又は誘導体化された形態で）存在することを排除するもの
ではない。
【００２０】



(5) JP 4927762 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

　「腫瘍性（neoplastic）」という語は、細胞に関して使用する場合には、細胞が新たに
異常増殖すること、特に、組織内において非制御的且つ進行的に増殖し、ついには腫瘍（
neoplasm）に至ることを指す。腫瘍細胞（neoplastic cells）は、悪性、即ち侵略性且つ
転移性であっても、良性であってもよい。
【００２１】
　「作動式に連結される（operably linked）」という語は、ＤＮＡセグメントに関して
使用する場合には、複数のセグメントがそれらの所望の目的に応じて協調して機能するよ
うに（例えば、転写がプロモーターにおいて開始され、コード化セグメントを経由してタ
ーミネーターへと進行するように）配置されることを指す。
【００２２】
　「オルソログ（ortholog）」という語は、ある生物種から得られるポリペプチド又はタ
ンパク質であって、別の生物種由来のポリペプチド又はタンパク質の機能的な対応物に当
たるものを指す。オルソログ間の配列の相違は、種分化の結果である。
【００２３】
　「パラログ（paralogs）」は、生物によって産生される複数のタンパク質であって、互
いに異なるものの構造的には関連を有するものをいう。パラログは遺伝子重複から生じる
と考えられている。例えば、ＯＣ－グロビン、β－グロビン、及びミオグロビンは、互い
にパラログの関係にある。
【００２４】
　「ポリヌクレオチド（polynucleotide）」は、デオキシリボヌクレオチド又はリボヌク
レオチド塩基の一本又は二本鎖のポリマーであって、５’から３’末端へと読み取られる
ものである。ポリヌクレオチドとしてはＲＮＡ及びＤＮＡが挙げられる。これらは天然原
料から単離されたものでも、生体外で合成されたものでも、天然及び合成分子の組み合わ
せから調製されたものでもよい。ポリヌクレオチドのサイズは、塩基対（略称「ｂｐ」）
、ヌクレオチド（「ｎｔ」）、又はキロベース（「ｋｂ」）で表わされる。文脈上許容さ
れる限り、後の二つの語は、ポリヌクレオチドが一本鎖でも二本鎖でも使用される。これ
らの語を二本鎖分子に適用する場合には、全長を指すために使用され、「塩基対」という
語と同義であると解される。当業者であれば周知のように、二本鎖ポリヌクレオチドが有
する二本の鎖は、長さが微妙に異なることがあり、また、酵素的切断の結果、それらの末
端にずれが生じている（staggered）場合もある。よって、二本鎖ポリヌクレオチド分子
が有するヌクレオチドの全てが対を形成しているとは限らない。
【００２５】
　「ポリペプチド（polypeptide）」とは、天然由来か合成されたかによらず、アミノ酸
残基がペプチド結合で連結されたポリマーをいう。約１０アミノ酸残基に満たないポリペ
プチドは、通常「ペプチド（peptide）」と呼ばれる。
【００２６】
　本明細書において「プロモーター（promoter）」という語は、本技術分野における意味
としては、ＲＮＡポリメラーゼによる結合と転写の開始とに必要なＤＮＡ配列を有する遺
伝子の部位を指す。プロモーター配列は、通常は遺伝子の５’非コード領域に存在するが
、必ずという訳ではない。
【００２７】
　「タンパク質（protein）」とは、１又は２以上のポリペプチド鎖を含んでなる巨大分
子をいう。また、タンパク質はペプチド以外の構成要素、例えば糖質基（carbohydrate g
roups）等を含んでいてもよい。タンパク質を産生する細胞により、糖質や他の非ペプチ
ド置換基がタンパク質に付加される場合もあり、付加される基は細胞の種類によって様々
である。本明細書において、タンパク質は、そのアミノ酸骨格構造により定義するものと
する。糖質基等の置換基については通常は詳述しないが、これらが存在していても構わな
い。
【００２８】
　「受容体（receptor）」という語は、生理活性分子（即ち、リガンド）と結合して、細
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胞に対するリガンドの作用を媒介する、細胞結合（cell-associated）タンパク質を指す
。膜結合受容体は、細胞外のリガンド結合ドメインと、通常はシグナル変換に関与する細
胞内の効果ドメイン（effector domain）とをを含んでなる、多重ペプチド構造を有する
。リガンドが受容体に結合すると、受容体の立体構造が変化し、これによって効果ドメイ
ンと細胞内の（一又は二以上の）他の分子との間に相互作用が生じる。この相互作用が、
今度は細胞の代謝に変化を生じさせる。受容体－リガンド相互作用と関連する代謝性事象
としては、遺伝子転写、リン酸化反応、脱リン酸化反応、サイクリックＡＭＰ産生の増大
、細胞内カルシウムの動員、膜脂質の動員、細胞接着、イノシトール脂質の加水分解、及
びリン脂質の加水分解等が挙げられる。通常、受容体は膜結合型、細胞質内、核内の何れ
でもよく、単量体型（例えば、甲状腺刺激ホルモン受容体、β－アドレナリン受容体）で
も多量体型（例えば、ＰＤＧＦ受容体、成長ホルモン受容体、ＩＬ－３受容体、ＧＭ－Ｃ
ＳＦ受容体、Ｇ－ＣＳＦ受容体、エリスロポエチン受容体、及びＩＬ－６受容体）でもよ
い。
【００２９】
　「分泌シグナル配列（secretory signal sequence）」という語は、より大きなポリペ
プチドの構成要素として、その大きなポリペプチドを、合成細胞の分泌経路を通じて誘導
するポリペプチド（「分泌ペプチド（secretory peptide）」）をコード化するＤＮＡ配
列を指す。通常、その大きなポリペプチドは分泌経路の通過中に開裂され、分泌ペプチド
が除去される。
【００３０】
　本明細書において「スプライスバリアント（splice variant）」という語は、ある遺伝
子から転写されるＲＮＡの代替形を指す意味で使用される。スプライス変異は天然で、転
写ＲＮＡ分子内における選択的スプライシング部位を使用することにより、或いはより稀
ではあるが、互いに個別に転写されたＲＮＡ分子間において生じ、その結果として、同一
の遺伝子から転写された数種のｍＲＮＡが生じ得る。スプライスバリアントがコード化す
るポリペプチドは、異なるアミノ酸配列を有する場合がある。また、本明細書においてス
プライスバリアントという語は、遺伝子から転写されたｍＲＮＡのスプライスバリアント
がコード化するタンパク質を指す意味でも使用される。
【００３１】
　精度の低い分析方法（例えばゲル電気泳動）で決定されるポリマーの分子量及び長さは
、概略値であると解される。このような値を「約（about）」Ｘ、又は「凡そ（approxima
tely）」Ｘのように表わす場合、記載されたＸの値の精度は±１０％であると解される。
【００３２】
　本明細書に挙げられる文献は何れも、引用によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００３３】
　本発明は、疾病の検出、診断、及び治療、特に、皮膚リンパ球抗原（ＣＬＡ）陽性Ｔ細
胞により媒介される疾病の検出、診断、及び治療における、ＩＬ－３１ポリヌクレオチド
、ポリペプチド、及びアンタゴニストの新規な使用方法に関する。本発明の一部は、既に
同定されているサイトカインであるＩＬ－３１を、皮膚ホーミングＴ細胞は発現している
のに対し、腸ホーミングＴ細胞は発現していない、という知見に基づくものである。
【００３４】
　ＩＬ－３１は近年発見されたタンパク質であり、４本ヘリックス束構造を有するサイト
カインである。このサイトカインは既にＩＬ－３１として同定され、米国特許出願第１０
／３５２，５５４号（２００３年１月２１日出願）において十分に説明されている。公開
された米国特許出願第２００３－０２２４４８７号及びＰＣＴ出願ＷＯ０３／０６００９
０を参照のこと。これらは何れも引用により本明細書に組み込まれる。また、Dillon, et
 al., Nature Immunol. 5:752-760. 2004も参照のこと。ＩＬ－３１は受容体ＩＬ－３１
ＲＡに高い特異性を示すリガンドであり、オンコスタチンＭ（Oncostatin M）受容体β（
ＯＳＭＲβ）を含んでなる少なくとも１つの追加のサブユニットを有する。ヒトＩＬ－３
１のポリヌクレオチド及びポリペプチドの原配列を、それぞれ配列番号１及び２に示す。
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マウスＩＬ－３１のポリヌクレオチド及びポリペプチドの原配列を、それぞれ配列番号３
及び４に示す。ヒトＩＬ－３１ＲＡのポリヌクレオチド及びポリペプチドの原配列を、そ
れぞれ配列番号５及び６に示す。マウスＩＬ－３１ＲＡのポリヌクレオチド及びポリペプ
チドの原配列を、それぞれ配列番号７及び８に示す。ヒトＯＳＭＲβのポリヌクレオチド
及びポリペプチドの原配列を、それぞれ配列番号９及び１０に示す。
【００３５】
　ＩＬ－３１の分泌シグナル配列は、配列番号２に示されるアミノ酸残基１（Ｍｅｔ）な
いし２３（Ａｌａ）から構成され、成熟ポリペプチドは、アミノ酸残基２４（Ｓｅｒ）な
いし１６４（Ｔｈｒ）から構成される。２９３Ｔ細胞由来の精製ＩＬ－３１について更に
Ｎ末端配列決定分析を行なったところ、配列番号２に示される残基２７（Ｌｅｕ）がＮ末
端であり、成熟ポリペプチドは配列番号２に示されるアミノ酸残基２７（Ｌｅｕ）ないし
１６４（Ｔｈｒ）からなることが明らかになった。
【００３６】
　上述した通り、米国特許公報第２００３０２２４４８７（引用により本明細書に組み込
まれる）における用法と同様に、本明細書において使用される語、ＩＬ－３１はZcytor17
ligを意味し、ＩＬ－３１ＲＡはZcytor17を意味する。また、ＩＬ－３１のヘテロ二量体
受容体については、２００３－００９６３３９（本文献も引用により本明細書に組み込ま
れる）にもzcytor17（ＨＵＧＯ名ＩＬ－３１ＲＡ）として記載されている。これは、オン
コスタチンＭ受容体β（ＯＳＭＲβ）を含んでなる少なくとも１つの別のサブユニットと
ともに、ヘテロ二量体を形成する。
【００３７】
　皮膚ホーミングＴ細胞及び表皮角化細胞は何れも、ヒトの皮膚病の病理との関連が指摘
されてきた。本明細書に示すように、ＩＬ－３１ｍＲＮＡ及びタンパク質の発現は、アト
ピー性皮膚炎（atopic dermatitis：ＡＤ）患者及び健常者の何れにおいても、皮膚ホー
ミングＣＬＡ＋Ｔ細胞集団に限定されている。一方、ＩＬ－３１受容体であるＩＬ－３１
ＲＡの免疫組織化学（immunohistochemistry：ＩＨＣ）による分析によれば、健常者と比
べてＡＤ患者の方が、皮膚生検中の皮膚角化細胞におけるＩＬ－３１の発現が僅かに高い
レベルを示している。
【００３８】
　ＩＬ－３１がマウスで過剰発現されると、掻痒や、ヒトアトピー性皮膚炎（ＡＤ）に類
似する皮膚炎の発症を引き起こす。本明細書に示される免疫組織化学（ＩＨＣ）研究によ
れば、ＡＤ患者由来の皮膚生検において、ＩＬ－３１ＲＡタンパク質が皮膚角化細胞によ
って発現され、マクロファージを浸潤していることが示された。ＡＤ患者と健常者とを比
較すると、ＡＤサンプルの表皮角化細胞の方が、ＩＬ－３１ＲＡをより高いレベルで発現
していることが示唆される。皮膚細胞浸潤は、健常者と比べてＡＤ患者の皮膚の方が数多
く存在し、ＩＬ－３１ｍＲＮＡを発現していた。これらの細胞を組織形態計測により分析
したところ、過半数の細胞が染色により皮膚リンパ球抗原（ＣＬＡ）及びＣＤ３に陽性を
示し、リンパ球系列であることを示唆していた。これは、皮膚において皮膚ホーミングＴ
細胞がＩＬ－３１ｍＲＮＡを発現していることを証明するものである。末梢血Ｔ細胞のＩ
Ｌ－３１、ＩＬ－３１ｍＲＮＡ、及びタンパク質の発現について分析したところ、ＡＤ及
び健常ボランティアの何れでも、概ねＣＤ４５ＲＯ＋ＣＬＡ＋皮膚ホーミングＴ細胞に限
定されていた。更に、患者サンプル間で大きなばらつきはあったものの、ＡＤ患者由来の
循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞は、健常者由来のＣＬＡ＋Ｔ細胞と比べて、より高いレベルのＩＬ－
３１産生能を有していた。これらの結果は、ＩＬ－３１の発現が、ＡＤにおける皮膚の炎
症及び掻痒の発現に寄与している可能性を示す、強力な証拠となる。
【００３９】
　本明細書に示すように、ＩＬ－３１は、皮膚において局所的に産生されるとともに、皮
膚浸潤細胞によっても産生される。組織内でのＴ細胞によるサイトカインの局所的な産生
は、ＡＤにおける発病の主要機序であると考えられ、循環及び皮膚の双方におけるＴ細胞
数の増加は、疾病と相関しているものと考えられる。
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【００４０】
　ＡＤ患者及び健常対照の何れも、活性化されるとＩＬ－３１を発現する循環ＣＬＡ＋Ｔ
細胞を有しているが、健常者由来の細胞と比べてＡＤ患者由来のＣＬＡ＋Ｔ細胞の方が、
より活性化された状態で存在する旨が報告されている。Akdis M, J Immunol 159: 4611-4
619, 1997を参照のこと。その結果、ＣＬＡ＋Ｔ細胞によるＩＬ－３１の産生に必要な刺
激の閾値は、皮膚炎患者と対照者との間で異なる場合がある。本明細書に示されるように
、抗ＣＤ２８の不在の下、準最適濃度の抗ＣＤ３による刺激から２４時間後において、Ａ
Ｄ患者由来の循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞は、健常者由来の細胞と比べてより高いレベルのＩＬ－
３１の産生能を有していた。個々のＡＤ患者由来のＣＬＡ＋Ｔ細胞が産生するＩＬ－３１
のレベルにばらつきがあったため、ＡＤ及び健常者の循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞からの平均ＩＬ
－３１産生量には有意差はなかった。それでもなお、ＡＤ患者の皮膚には健常者と比べて
より多くのＣＬＡ＋Ｔ細胞が局在していたことから、ＡＤ皮膚微小環境内においてＩＬ－
３１活性が存在する可能性は高い。
【００４１】
　実施例８は、一部のＡＤ患者由来の循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞が、健常者由来の細胞と比べて
、より高いレベルのＩＬ－３１を産生することを実証するものである。こうした集団の患
者について、本明細書で説明するバイオアッセイを用い、或いは血液内の循環Ｔ細胞が産
生するＩＬ－３１を検出する任意のアッセイによりＩＬ－３１の検出を行なえば、ＩＬ－
３１の存在が炎症を引き起こす疾病の治療にＩＬ－３１アンタゴニストが有効か否かを決
定する上で、有用であるものと思われる。
【００４２】
　他の成長因子の不在下での生存及び成長経路に関連するＯＳＭＲβ及びＩＬ－３１ＲＡ
に依存する細胞系を用いれば、ＩＬ－３１の活性を測定することができる。こうした成長
因子依存細胞系としては、ＢａＦ３、ＦＤＣ－Ｐ１、及びＭＯ７ｅが挙げられる。ＢａＦ
３細胞系に関する情報は、Palacios and Steinmetz（Cell 41: 727-734, 1985）及びMath
ey-Prevot et al.（Mol. Cell. Biol. 6: 4133-4135, 1986）を参照のこと。ＦＤＣ－Ｐ
１細胞系に関する情報は、Hapel et al.（Blood 64: 786-790, 1984）を参照のこと。Ｍ
Ｏ７ｅ細胞系に関する情報は、Kiss et al.（Leukemia 7: 235-240, 1993）を参照のこと
。
【００４３】
　ＯＳＭＲ及びＩＬ－３１受容体のアミノ酸配列は、コード化された受容体がクラスＩサ
イトカイン受容体サブファミリーに属することを示している。このサブファミリーには、
これらに制限されるものではないが、ＩＬ－２、ＩＬ－４、ＩＬ－７、Ｌｉｆ、ＩＬ－１
２、ＩＬ－１５、ＥＰＯ、ＴＰＯ、ＧＭ－ＣＳＦ、及びＧ－ＣＳＦの受容体が含まれる（
概説としては、Cosman, "The Hematopoietin Receptor Superfamily" in Cytokine 5(2):
 95-106, 1993を参照のこと）。ＩＬ－３１ＲＡ受容体については、ＰＣＴ特許出願第Ｕ
Ｓ０１／２０４８４号（ＷＩＰＯ公報第ＷＯ０２／００７２１号）に詳述されている。Ｉ
Ｌ－３１ＲＡ受容体のｍＲＮＡの組織分布を分析したところ、活性化されたＣＤＤ４＋及
びＣＤＤ８＋Ｔ細胞サブセット、ＣＤ１４＋単球の発現と、ＣＤ１９＋Ｂ細胞の弱い発現
が見られた。更に、単球細胞系ＴＨＰ－Ｉ（ＡＴＣＣ番号TIB-202）、Ｕ９３７（ＡＴＣ
Ｃ番号CRL-1593.2）及びＨＬ６０（ＡＴＣＣ番号CCL-240）において、休止細胞及び活性
化細胞の何れにもｍＲＮＡが存在していた。
【００４４】
　ＩＬ－３１は４重αヘリックス構造（four-alpha-helix structure）であると考えられ
ている。配列番号２に示されるヒトＩＬ－３１アミノ酸配列を参照すると、ＩＬ－３１の
ヘリックスＡはアミノ酸残基３８～５２により、ヘリックスＢはアミノ酸残基８３～９８
により、ヘリックスＣはアミノ酸残基１０４～１１７により、そしてヘリックスＤはアミ
ノ酸残１３７～１５２により定義される。そして、ＩＬ－３１内の保存システイン残基は
、配列番号２のアミノ酸残基７２、１３３、及び１４７、並びに本明細書記載の配列番号
８７４、１３７、及び１５１に相当する。また、同様にＩＬ－３１内において保存性の高
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い残基が、配列番号２で残基４３として示されるＧｌｕ残基である。
【００４５】
　ＩＬ－３１のマウスオルソログのポリヌクレオチド配列も同定されている。その配列を
配列番号３に示し、対応するアミノ酸配列を配列番号４に示す。配列番号４のＩＬ－３１
マウスサイトカインアミノ酸配列において、ヘリックスＡはアミノ酸残基３８～５２によ
り、ヘリックスＢはアミノ酸残基８５～９８により、ヘリックスＣはアミノ酸残基１０４
～１１８により、そしてヘリックスＤはアミノ酸残基１４１～１５７により定義される。
配列番号４に示すように、マウスＩＬ－３１の成熟配列はＭｅｔ1から開始すると推測さ
れるが、これは、配列番号２に示すように、ヒト配列におけるＭｅｔ1に相当する。組織
分析によれば、マウスＩＬ－３１の発現は、精巣、脳、ＣＤ９０＋細胞、前立腺細胞、唾
液腺、及び皮膚において見受けられた。更に、２９３Ｔ細胞から精製されたＩＬ－３１の
Ｎ末端配列決定分析を行なったところ、配列番号４に示すように、Ｎ末端は残基３１（Ａ
ｌａ）に存在し、成熟ポリペプチドはアミノ酸残基３１（Ａｌａ）ないし１６３（Ｃｙｓ
）を含んでいた。
【００４６】
　ＩＬ－３１は１２番染色体の12q24.31領域に存在する。従って、本発明はまた、診断的
適用に使用し得る試薬を提供する。例えば、ＩＬ－３１遺伝子、ＩＬ－３１ＤＮＡ若しく
はＲＮＡ又はそのサブ配列を含んでなるプローブを使用することにより、ＩＬ－３１遺伝
子がヒト染色体上に、例えば１２番染色体上に存在するか否か、或いは遺伝子突然変異が
生じているか否かを決定することができる。検出可能なＩＬ－３１遺伝子座の染色体異常
としては、これらに制限されるものではないが、異数性、遺伝子コピー数変化、ヘテロ接
合性欠失（loss of heterozygosity：ＬＯＨ）、転座、挿入、欠失、制限部位の変更及び
再編成が挙げられる。こうした異常は、本発明のポリヌクレオチドを用い、制限酵素断片
長多型（restriction fragment length polymorphism：ＲＦＬＰ）分析、ＰＣＲ技術を利
用した短小直列反復配列（short tandem repeat：ＳＴＲ）分析、及び本技術分野で知ら
れている他の遺伝子連鎖分析技術（Sambrook et al., ibid.; Ausubel et. al., ibid.; 
Marian, Chest 108: 255-65, 1995）等の分子遺伝学的技術を利用して検出することがで
きる。染色体異常の検出は特に、皮膚リンパ球抗原と高い相関を有する疾病にとって重要
である。よって本発明は、ＩＬ－３１遺伝子の上方及び下方調節を含めた、ＩＬ－３１遺
伝子の変化を検出する方法を包含する。
【００４７】
　本発明のタンパク質（又はそのポリペプチド断片）を、他の生理活性分子に、特に他の
サイトカインに連結し、多機能分子とすることも可能である。例えば、ＩＬ－３１由来の
１又は２以上のヘリックスを他のサイトカインに連結し、その生物学的特性や産生効率を
強化することもできる。
【００４８】
　また、本発明は、本明細書記載のＩＬ－３１ポリペプチドのエピトープ担持部位を含ん
でなる検出用ポリペプチド断片又はペプチドの、ＣＬＡ陽性Ｔ細胞により媒介される疾病
における使用を提供する。このような断片又はペプチドは、「免疫原性エピトープ」を含
んでいてもよい。これは、あるタンパク質の一部分であって、そのタンパク質全体を免疫
原として使用した場合に、抗体応答を誘発する部分である。免疫原性エピトープ担持ペプ
チドは、標準的な方法を用いて同定することができる（例えばGeysen et al., Proc. Nat
'l Acad. Sci. USA 81:3998(1983)参照）。
【００４９】
　一方、ポリペプチド断片又はペプチドが「抗原エピトープ」を含んでいてもよい。これ
は、タンパク質分子中における、抗体が特異的に結合し得る領域である。一部のエピトー
プは直列又は連続のアミノ酸の鎖から構成されるが、このようなエピトープの抗原性は変
性剤によって破壊されない。本技術分野で知られているように、タンパク質のエピトープ
を模倣し得る比較的短い合成ペプチドを使用して、そのタンパク質に対する抗体の産生を
刺激することができる（例えばSutcliffe et al., Science 219:660(1983)参照）。従っ
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て、本発明の抗原エピトープ担持ペプチド及びポリペプチドは、本明細書記載のポリペプ
チドと結合する抗体（例えば中和抗体）を産生させるのに有効である。Hopp/Woodsの親水
性プロファイルを用いて、抗原となる潜在的可能性が最も高い領域を決定することができ
る（Hopp et al., 1981, ibid, and Hopp, 1986, ibid.）。例えば、ヒトＩＬ－３１にお
ける親水性領域としては、配列番号２のアミノ酸残基５４～５９、配列番号２のアミノ酸
残基１２９～１３４、配列番号２のアミノ酸残基５３～５８、配列番号２のアミノ酸残基
３５～４０、及び配列番号２のアミノ酸残基３３～３８が挙げられる。例えば、マウスＩ
Ｌ－３１における親水性領域としては、配列番号４のアミノ酸残基３４～３９、配列番号
４のアミノ酸残基４６～５１、配列番号４のアミノ酸残基１３１～１３６、配列番号４の
アミノ酸残基１５８～１６３、及び配列番号４のアミノ酸残基１５７～１６２が挙げられ
る。
【００５０】
　抗原性エピトープ担持ペプチド及びポリペプチドは、配列番号２又は配列番号４のアミ
ノ酸のうち、少なくとも４から１０のアミノ酸、少なくとも１０から１４のアミノ酸、又
は約１４から約３０のアミノ酸を有していることが好ましい。このようなエピトープ担持
ペプチド及びポリペプチドは、本明細書の記載のように、ＩＬ－３１ポリペプチドを断片
化することにより、或いは化学的ペプチド合成により、作製することができる。更に、エ
ピトープの選択は、ランダムペプチドライブラリーのファージディスプレイによって行な
うことができる（例えば、Lane and Stephen, Curr. Opin. Immunol. 5:268 (1993)；及
びCortese et al, Curr. Opin. Biotechnol. 7:616 (1996)参照）。エピトープを同定し
、エピトープを含んでなる小さなペプチドから抗体を産生するための標準的な方法につい
ては、例えばMole, "Epitope Mapping," in Methods in Molecular Biology, Vol. 10, M
anson (ed.), pages 105-116 (The Humana Press, Inc. 1992); Price, "Production and
 Characterization of Synthetic Peptide-Derived Antibodies," in Monoclonal Antibo
dies: Production, Engineering, and Clinical Application, Ritter and Ladyman (eds
.), pages 60-84 (Cambridge University Press 1995), and Coligan et al. (eds.), Cu
rrent Protocols in Immunology, pages 9.3.1-9.3.5 and pages 9.4.1-9.4.11 (John Wi
ley & Sons 1997)に記載されている。
【００５１】
　本発明のＩＬ－３１ポリペプチドは、全長ポリペプチド、機能性断片、及び融合ポリペ
プチドを含め、本技術分野でよく知られている方法により、公開された米国特許出願第２
００３－０２２４４８７号、及びＰＣＴ出願第ＷＯ０３／０６００９０号の記載に従い、
作製、精製、及び再折り畳みすることができる。本発明のポリペプチドは、精製により、
純度８０％以上、より好ましくは純度９０％以上、より一層好ましくは純度９５％以上と
することが好ましい。特に好ましいのは、医薬的に純粋な状態、即ち、巨大分子による汚
染、特に他のタンパク質及び核酸による汚染に関して、９９．９％を上回る純粋さを有し
、感染性及び発熱性の薬剤を含まない状態である。精製されたポリペプチドは、他のポリ
ペプチド、特に動物由来の他のポリペプチドを、実質的に含まないことが好ましい。
【００５２】
　本発明は、抗ＩＬ－３１抗体等のＩＬ－３１アンタゴニストを使用し、細胞微小環境に
おける炎症を低減、抑制、又は予防する方法を提供する。ここで、この微小環境内におけ
る１又は２以上の細胞が、皮膚リンパ球抗原に陽性のＴ細胞である。更に、本発明は、抗
ＩＬ－３１抗体等のＩＬ－３１アンタゴニストを使用し、細胞微小環境における痒みや掻
痒を低減、抑制、又は予防する方法を提供する。ここで、この微小環境における１又は２
以上の細胞が、皮膚リンパ球抗原に陽性のＴ細胞である。
【００５３】
　ＩＬ－３１抗原を動物に接種して生じた免疫応答による抗体は、本技術分野で公知の、
本明細書に記載された方法で単離及び精製することができる。ポリクローナル及びモノク
ローナル抗体を調製及び分離する方法は、本技術分野で知られている。例えば、Current 
Protocols in Immunology, Cooligan, et al. (eds.), National Institutes of Health,
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 John Wiley and Sons, Inc., 1995; Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laborato
ry Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY, 1989; and Hurrell, J. G. R., 
Ed., Monoclonal Hvbridoma Antibodies: Techniques and Applications, CRC Press, In
c., Boca Raton, FL, 1982を参照のこと。
【００５４】
　本明細書で使用される「抗体」という語には、ポリクローナル抗体、親和性精製ポリク
ローナル抗体、モノクローナル抗体、並びに抗原結合断片、例えばＦ（ａｂ’）２及びＦ
ａｂタンパク質分解断片が含まれる。また、遺伝子組み換え無傷抗体又は断片、例えばキ
メラ抗体、Ｆｖ断片、単鎖抗体等、並びに合成抗原結合ペプチド及びポリペプチドなども
含まれる。また、非ヒト抗体は、非ヒトＣＤＲをヒトフレームワーク及び定常領域に接合
することにより、或いは非ヒト可変領域全体を組み込むことにより、ヒト化してもよい（
任意に、露出された残基をヒト様表面で置換してこれらを「覆い隠し（cloaking）」ても
よく、その結果として「化粧張り（veneered）」抗体が得られる）。場合によっては、ヒ
ト化抗体は、適切な結合特性を強化するために、ヒト可変領域フレームワークドメイン内
に非ヒト残基を保持していてもよい。抗体のヒト化により、生物学的半減期が延長され、
ヒトへの投与時に有害な免疫反応を引き起こす可能性が低減される。更に、ＷＩＰＯ公開
番号第ＷＯ９８／２４８９３号に開示のように、ヒト免疫グロブリン遺伝子を有するよう
操作された遺伝子組み換え非ヒト動物を用いて、ヒト抗体を産生することも可能である。
これらの動物の内在免疫グロブリン遺伝子は、相同組み換え等により不活性化又は除去し
ておくことが好ましい。
【００５５】
　抗体が特異的に結合すると判断されるのは、１）それらが閾値レベルの結合活性を示し
、且つ、２）それらが関連ポリペプチド分子と顕著な交差反応を生じない場合である。結
合性が閾値レベルであると判定されるのは、ここでいう抗ＩＬ－３１抗体が、対照（非Ｉ
Ｌ－３１）ポリペプチドに対する結合親和性よりも１０倍以上強い親和性をもって、ＩＬ
－３１ポリペプチド、ペプチド、又はエピトープに結合する場合である。抗体の結合親和
性（Ｋa）は、１０6Ｍ-1以上、好ましくは１０7Ｍ-1以上、より好ましくは１０8Ｍ-1以上
、そして最も好ましくは１０9Ｍ-1以上であることが好ましい。抗体の結合親和性は、当
業者であれば、例えばスキャッチャード分析（Scatchard, G., Ann. NY Acad. Sci. 51: 
660-672, 1949）により、容易に決定することができる。
【００５６】
　ＩＬ－３１に対する抗体は、ＩＬ－３１を発現する細胞のタギングに；親和性精製によ
るＩＬ－３１の分離に；ＩＬ－３１ポリペプチドの循環レベルを決定する診断的アッセイ
に；潜在する病理又は疾病のマーカーとして、可溶ＩＬ－３１の検出又は定量化に；ＦＡ
ＣＳを用いた分析方法に；発現ライブラリーのスクリーニングに；抗イディオタイプ抗体
の生成に；並びに、生体外及び生体内においてＩＬ－３１活性を阻止する中和抗体又はア
ンタゴニストとして、使用することが可能である。適切な直接タグ又は標識としては、放
射性核種、酵素、基質、補因子、阻害剤、蛍光マーカー、化学発光マーカー、磁性粒子等
が挙げられる。間接タグ又は標識としては、ビオチン－アビジン又は他の補体／抗補体対
の中間体としての使用が主な例である。また、本明細書における抗体は、薬剤、毒素、放
射性核種等に直接的又は間接的に複合されていてもよく、これらの複合体（conjugates）
は生体内での診断的又は治療的適用に使用される。更に、ＩＬ－３１に対する抗体又はそ
の断片を、変性ＩＬ－３１やその断片を検出するべく、生体外でのアッセイ、例えばウエ
スタンブロットや、本技術分野で知られている他のアッセイに供してもよい。
【００５７】
　適切な検出可能分子を、ポリペプチド又は抗体に対して直接的又は間接的に結合させて
もよい。このような分子としては、放射性核種、酵素、基質、補因子、阻害剤、蛍光マー
カー、化学発光マーカー、磁性粒子等が挙げられる。適切な細胞毒性分子を、ポリペプチ
ド又は抗体に対して直接的又は間接的に結合させてもよい。このような分子としては、細
菌又は植物毒素（例えば、ジフテリア毒素、サポリン、シュードモナス外毒素、リシン、
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アブリン等）が挙げられる。治療用放射性核種、例えばヨウ素１３１、レニウム１８８、
又はイットリウム９０等についても同様である（これらは直接的にポリペプチド又は抗体
に結合してもよく、例えばキレート部分等を介して間接的に結合してもよい）。また、ポ
リペプチド又は抗体は、アドリアマイシン等の細胞毒性薬と複合されていてもよい。検出
可能分子や細胞毒性分子を間接的に結合させるには、相補／反相補対（complemetary / a
nticomplemetary pair）の一方の要素に検出可能分子や細胞毒性分子を複合させ、他方の
要素をポリペプチド又は抗体部分に結合させればよい。これらの用途において、ビオチン
／ストレプトアビジンは相補／反相補対の例である。
【００５８】
　結合性ポリペプチドは、生体外及び生体内におけるＩＬ－３１結合及びシグナル変換（
signal transduction）を阻止するＩＬ－３１「アンタゴニスト」としても機能し得る。
これらの抗ＩＬ－３１結合性ポリペプチドは、ＩＬ－３１活性又はタンパク質結合を抑制
するのに有効と思われる。
【００５９】
　皮膚ホーミングＴ細胞及び表皮角化細胞は何れも、ヒトにおける皮膚病の病理との関連
が指摘されている。本明細書の実施例１に示すように、Ｔ細胞サブセットのうち、ＩＬ－
３１のｍＲＮＡ及びタンパク質の発現は、ヒトにおける皮膚ホーミングＣＬＡ＋Ｔ細胞集
団に限定されている。それゆえ、抗体又は受容体アンタゴニストを含む、ＩＬ－３１に対
するアンタゴニストは、ＣＬＡ＋Ｔ細胞により媒介される皮膚及び表皮の疾病の治療に有
効であると思われる。このような疾病としては、例えば、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎
、乾癬、薬物性アレルギー反応、皮膚向性ウイルス及びウイルス関連掻痒症、白斑、皮膚
Ｔ細胞リンパ腫、円形脱毛症、酒さ性座瘡、尋常性座瘡、結節性痒疹、類天疱瘡等が挙げ
られる。
【００６０】
　アトピー性皮膚炎
【００６１】
　アトピー性皮膚炎（atopic demartitis：ＡＤ）は、慢性的に再発する炎症性皮膚病で
あって、近世紀を通じてその発生率が劇的に増加している。臨床的に、ＡＤを特徴付ける
プラーク及び丘疹は、強い掻痒があり、多くは剥落性であって、慢性的に再発する経過を
辿る。ＡＤの診断は主に、大小各種の臨床知見に基づいている。Hanifin J.M., Arch Der
matol: 135, 1551 (1999)を参照のこと。組織病理によれば、急性期の病変において海綿
状変化、過剰且つ局所性の不全角化が見受けられた。一方、過剰且つ不全角化を伴う顕著
な表皮肥大、表皮肥厚／顆粒層肥厚、並びに、リンパ球及び大量のマスト細胞による真皮
の血管周囲性浸潤が、慢性的な病変の特色であった。
【００６２】
　Ｔ細胞は、組織における局所免疫応答の開始に、中心的な役割を果たしている。特に皮
膚浸潤性Ｔ細胞が、皮膚における調節不全（disregulated）免疫応答の開始及び持続に、
主要な役割を果たしていることを示す証拠がある。皮膚炎症部位における浸潤性Ｔ細胞の
凡そ９０％が、内皮上の誘導性接着分子であるＥ－セレクチンに結合する、皮膚リンパ球
関連Ａｇ（cutaneous lymphocyte-associated Ag：ＣＬＡ＋）を発現している（概説はSa
ntamaria-Babi L.F., et al., Eur J Dermatol: 14, 13, (2004) 参照）。ＡＤ患者では
対照者と比べて、循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞の顕著な増加が見られることが報告されている（Te
raki Y., et al., Br J Dermatol: 143, 373 (2000) 参照）一方で、ＡＤ患者由来のメモ
リーＣＬＡ＋Ｔ細胞が、ＣＬＡ集団と比べて、アレルゲン抽出物に対し優先的に応答する
ことを示した報告もある（Santamaria-Babi, L.F., et al., J Exp Med:18l, 1935, (199
5) 参照）。ヒトにおいて、皮膚のアトピー性疾患の病因は、ＩＬ－５及びＩＬ－１３ ９
，１０等のＴｈ２型サイトカインを高いレベルで発現するＣＬＡ＋Ｔ細胞の増加と関連付
けられてきた。Akdis M., et al., Eur J Immunol: 30, 3533 (2000) 及び Hamid Q., et
 al., J Allergy Clin Immunol: 98, 225 (1996) を参照のこと。
【００６３】
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　ＮＣ／Ｎｇａマウスは、非特定病原体除去（non-specific pasogen-free：非ＳＰＦ）
条件下で飼育すると、６～８週齢頃にＡＤ様の病変を自然発症する。この病変は、臨床的
な経過及び徴候、組織病理及び免疫病理を含む、多くの面でヒトＡＤに類似している。こ
れに対して、ＳＰＦ条件下に維持したＮＣ／Ｎｇａマウスは、皮膚病変を発症しない。し
かしながら、ＳＰＦ施設で飼育されているＮＣ／Ｎｇａマウスに、未精製チリダニ抗原を
毎週一回皮内注射することにより、自然発症性皮膚病変及び引っ掻き行動の開始を同期さ
せることができる。Matsuoka H., et al., Allergy: 58, 139 (2003) を参照のこと。従
って、ＮＣ／ＮｇａにおけるＡＤの発生は、ＡＤの治療における新規な治療薬を評価する
ためのモデルとして有効である。
【００６４】
　自然発症性ＡＤのＮＣ／Ｎｇａモデルの他に、ＯＶＡを用いてマウスの表皮を感作し、
感作されたマウスの皮膚に、単核浸潤により抗原依存性の表皮及び皮膚肥厚を誘発するモ
デルを使用することもできる。通常はこれと同時に、総ＩｇＥ及び特異的ＩｇＥの血清レ
ベルの上昇が見られるが、このモデルでは一般に、皮膚バリアの機能不全や掻痒は生じな
い。Spergel J.M., et al., J Clin Invest, 101: 1614, (1998) を参照のこと。このプ
ロトコルに変更を加えて、ＤＯ１１．１０ ＯＶＡ ＴＣＲ遺伝子組み換えマウスをＯＶＡ
で感作することにより、皮膚バリアの調節不全や掻痒を誘発するようにしてもよい。感作
抗原を認識し得る抗原特異的Ｔ細胞数を増加させることによって、皮膚の炎症レベルを上
昇させ、目視可能な引っ掻き行動や皮膚の苔癬化／落屑を誘発することができる。
【００６５】
　ＮＣ／Ｎｇａ自然発症性ＡＤモデル及びＯＶＡ表皮性ＤＯ１１．１０モデルは、何れも
ＡＤにおけるＩＬ－３１及びＩＬ－３１ＲＡの発現を調べる目的で使用できる。実施例３
を参照のこと。
【００６６】
　ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、アトピー性皮膚炎反応を抑制、低減、極小化、又は
予防する上で、有効である可能性がある。
【００６７】
接触皮膚炎
【００６８】
　アレルギー性接触皮膚炎は、皮膚に接触した抗原に対する、Ｔ細胞媒介性の免疫反応で
あると定義される。アレルゲン依存性Ｔ細胞応答の大部分がＣＬＡ＋細胞集団に限定され
ていることから、ＣＬＡ＋Ｔ細胞集団は皮膚炎の開始に関与していると見なされている。
（Santamaria-Babi, L.F., et al., J Exp Med: 181, 1935, (1995) 参照）。最近のデー
タによれば、接触過敏症の一般的なアレルゲンであるニッケルに対する応答時に、ＣＤＤ
８＋ Ｔ細胞ではなく、メモリー（ＣＤ４５ＲＯ＋）ＣＤＤ４＋ ＣＬＡ＋のみが増殖して
、１型（ＩＦＮ－γ）及び２型（ＩＬ－５）双方のサイトカインを産生する。更に、ＣＬ
Ａ発現細胞は、ＣＤ４、ＣＤ４５ＲＯ（メモリー）又はＣＤ６９とともに、ニッケル特異
的刺激の後に増加し、ケモカイン受容体ＣＸＣＲ３、ＣＣＲ４、ＣＣＲ１０を発現するが
、ＣＣＲ６は発現しない。Moed H., et al., Br J Dermatol: 51, 32, (2004) を参照の
こと。
【００６９】
　動物モデルでは、アレルギー性接触皮膚炎がＴ細胞依存性であり、アレルギー反応性Ｔ
細胞がアレルゲン投与部位に遊走することが示されている。概要については Engeman T.M
., et al., J Immunol: 164, 5207, (2000); Ferguson T.A. & Kupper T.S. J Immunol: 
150, 1172, (1993); and Gorbachev A.V. & Fairchild R.L. Crit Rev Immunol: 21, 451
 (2001) を参照のこと。ＣＬＡ＋Ｔ細胞がＩＬ－３１を産生し、皮膚角化細胞のＩＬ－３
１刺激が炎症促進性ケモカインを誘発し得ることから、ＩＬ－３１が接触皮膚炎の病態生
理に関与している可能性がある。接触皮膚炎の生体内モデルを用いた実施例２を参照のこ
と。
【００７０】
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　ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、接触皮膚炎反応を抑制、低減、極小化、又は予防す
る上で、有効である可能性がある。
【００７１】
　薬物性遅延型皮膚アレルギー反応
【００７２】
　薬物性遅延型皮膚アレルギー反応は極めて不均質であり、多数の異なる病態生理学的事
象を反映している可能性がある。Brockow K., et al., Allergy: 57, 45 (2002) を参照
のこと。これらの反応に関与している免疫学的機構は、抗体又は細胞の何れかに媒介され
ていることが示されてきた。即時型薬物アレルギーにおいては、２０分後の陽性皮膚穿刺
及び／又は皮内試験によって、ＩｇＥ媒介性の抗体反応が生じることが示されている。一
方、薬物に対する非即時型反応は、最後の薬物摂取から１時間が経過した後にも生じる可
能性があり、その多くがＴ細胞媒介性である。非即時型Ｔ細胞媒介性遅延型反応は、例え
ばペニシリンに対して有害薬物反応を示す患者に生じ得る。ペニシリンに対する増殖性Ｔ
細胞応答は、ペニシリンアレルギー患者由来のメモリー（ＣＤ４５ＲＯ＋）ＣＬＡ＋Ｔ細
胞亜集団に限定されていることが示されている。一方、ＣＤ４５ＲＯ＋ ＣＬＡ－サブセ
ットは増殖性応答を示さない。Blanca M., Leyva L., et al., Blood Cells Mol Dis: 31
, 75 (2003) を参照のこと。遅延型過敏症（Delayed-type hypersensitivity：ＤＴＨ）
反応をマウスで人工的に再現することができ、これによってＤＴＨ応答の開始及び永続化
に関与し得る因子を評価することが可能となる。ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、遅延
型過敏症反応を抑制、低減、極小化、又は予防する上で有効である可能性がある。ＤＴＨ
の生体内モデルを用いた実施例４を参照のこと。
【００７３】
　中毒性表皮剥離症（Toxic epidermal ネクローシス：ＴＥＮ）は、非常に稀ではあるが
、極めて重篤な薬物反応であり、高度の水疱を伴う広範囲の表皮のアポトーシスを特徴と
する。研究が示すところによれば、水疱を浸潤するリンパ球はＣＬＡ＋Ｔ細胞であり、表
皮角化細胞に対して細胞毒性を示し得る。Leyva L., et al., J Allergy Clin Immunol: 
105, 157 (2000) 及び Nassif A., Bensussan A., et al., J Allergy Clin Immunol: 11
4, 1209 (2004) を参照のこと。マウスの表皮及び体毛の濾胞性角化細胞において、ＯＶ
Ａがケラチン（keratin-5：Ｋ５）プロモーターの制御下で発現される遺伝子組み換えマ
ウス系を作成することにより、ＴＥＮのための動物モデルを構築した。ＯＶＡ特異的ＣＤ
Ｄ８＋ Ｔ細胞は、Ｋ５－ＯＶＡマウスに養子導入される（adoptively transferred）と
、皮膚排液リンパ節（skin-draining lymph nodes）において活性化されて増殖し、Ｋ５
－ＯＶＡマウスの皮膚を標的とすることにより、ＴＥＮを連想させる皮膚病変を発生させ
る。Azukizawa H., et al., Eur J Immunol: 33, 1879 (2003) を参照のこと。ＩＬ－３
１中和アンタゴニストは、ＴＥＮ反応を抑制、低減、極小化、又は予防する上で、有効で
ある可能性がある。
【００７４】
類天疱瘡
【００７５】
　類天疱瘡は表皮下の疾患であり、好中球及び好酸球を皮膚浸潤物とする表皮下水疱とし
て現れる。診断の特徴となるのは、表皮及び皮膚表皮結合の特定の接着タンパク質に対す
る抗原特異的抗体の存在である。Jordon R.E., et al., JAMA: 200, 751 (1967) を参照
のこと。ＰＢＬ及び皮膚水疱Ｔ細胞の分析により、類天疱瘡の病因におけるＴ細胞の役割
を分析した研究によれば、ＩＬ－４やＩＬ－１３等のＴｈ２サイトカインを高レベルで発
現するＣＬＡ＋Ｔ細胞が支配的であることが明らかになった。Teraki Y., et al., J Inv
est Dermatol: 117, 1097 (2001) を参照のこと。全身性の副腎皮質ステロイド治療を受
けた類天疱瘡患者では、ＣＬＡ－ではなく、ＣＬＡ＋インターロイキン－１３産生細胞の
度数が顕著に減少していた。副腎皮質ステロイド治療に伴うＣＬＡ＋細胞の減少は、臨床
効果と関連している。Teraki, ibid を参照のこと。ＩＬ－３１の中和が類天疱瘡の臨床
成績を改善しているものと思われる。ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、類天疱瘡を抑制
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、低減、極小化、又は予防する上で有効である可能性がある。
【００７６】
円形脱毛症
【００７７】
　円形脱毛症（alopecia areata：ＡＡ）は、リンパ球浸潤の持続的な活性のために濾胞
活性が停止する、組織限定的な毛嚢の自己免疫疾患であると見なされている。ＡＡによっ
て、身体の任意の部位に斑状に体毛の完全脱落が生じるが、無毛病変においても実際の毛
嚢の消失は生じない。炎症の臨床徴候は見られないが、疾病の活性部位の皮膚生検によれ
ば、濾胞周囲における主としてＣＤＤ４＋細胞のリンパ球炎症が、ＣＤＤ８＋濾胞内浸潤
とともに見られた。Kalish R.S. & Gilhar A. J Investig Dermatol Symp Proc: 8, 164 
(2003) を参照のこと。
【００７８】
　研究によれば、頭皮の皮膚に浸潤するＣＤＤ４＋又はＣＤＤ８＋リンパ球がＣＬＡを発
現しており、ＡＡ患者の末梢血中におけるＣＬＡ＋ＣＤＤ４＋又はＣＤＤ８＋リンパ球の
パーセントは、健常対照と比べて有意に高かった。更に、重篤且つ進行性のＡＡ患者は、
疾病からの回復中の患者と比べて、遥かに高いＣＬＡ陽性を示しており、ＣＬＡ＋細胞の
パーセントの減少は、良好な臨床経過と同様であった。Yano S., et al., Acta Derm Ven
ereol: 82, 82 (2002) を参照のこと。従って、これらの研究は、ＣＬＡ＋リンパ球がＡ
Ａにおいて重要な役割を果たしている可能性を示すものである。異種移植モデルによれば
、活性化されたＴ細胞がＡＡの病因に関与している可能性が示されている。ＡＡ患者の病
変頭皮をヌードマウスに移植すると、移植片からの浸潤リンパ球の消失と同時に毛髪が再
生した。活性化された病変Ｔ細胞をＳＣＩＤマウスへ導入すると、ＳＣＩＤマウス上のヒ
ト頭皮外植片に毛髪脱落が生じた。Kalish R.S. & Gilhar A. J Investig Dermatol Symp
 Proc: 8, 164 (2003) を参照のこと。
【００７９】
　様々な免疫調節治療も本疾患に対する一般的な治療法となっているが、その何れも、一
貫した効力が得られる治療法ではない。Tang L., et al., J Invest Dermatol: 120, 400
(2003); Tang L., et al. (2004) 及び Tang L., et al., J Am Acad Dermatol: 49, 101
3 (2003) を参照のこと。中和性抗ＩＬ－３１抗体は、ＡＡの発生による影響を制限、低
減、抑制、又は予防する上で、有効である可能性がある。
【００８０】
尋常性座瘡／酒さ性座瘡
【００８１】
　尋常性座瘡は毛嚢脂腺器の障害であり、青年期における最も一般的な皮膚の問題である
。座瘡病変は濾胞角質化の異常により生じるものと考えられている。酒さ性座瘡が尋常性
座瘡と違う点は、赤色丘疹、膿疱、嚢胞、及び広範な毛細血管拡張症が見られる一方で、
面皰（白にきび）が見られない点である。皮脂腺からの皮脂排出の増加は、尋常性座瘡の
病態生理における主要因子となっている。また、皮脂腺の他の機能も、座瘡の発生と関連
しており、その例としては、皮脂腺性の炎症促進性脂質；局所的に産生されるサイトカイ
ン；腺周囲のペプチド及び神経ペプチド、例えばコルチコトロピン放出ホルモン（これは
脂腺細胞（sebocyte）から産生される）；並びにサブスタンスＰ（これは座瘡患者の正常
腺の近傍の神経終末において発現される）が挙げられる。Zouboulis CC. Clin Dermatol:
 22, 360 (2004) を参照のこと。
【００８２】
　尋常性座瘡及び酒さ性座瘡の病態生理は未だに不明であるが、臨床知見や病理組織学的
研究によれば、毛嚢脂腺濾胞の炎症が、酒さ性及び尋常性座瘡の病因の中心となっている
可能性が示唆されている。酒さ性病変に浸潤するＴ細胞サブセットの分析に関する初期の
研究は、Ｔ細胞の大部分がＣＤ４を発現していることを示している。Rufli.T. & Buchner
 S.A. Dermatologica: 169, 1 (1984) を参照のこと。
【００８３】
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　ＣＤＤ４＋ Ｔ細胞はＩＬ－３１を産生しており、皮膚のＩＬ－３１発現に関するＩＨ
Ｃ分析によれば、皮脂腺及び汗腺におけるＩＬ－３１の発現が示唆される。表皮角化細胞
のＩＬ－３１刺激がケモカインの発現を誘発し、これが細胞浸潤を引き起こしている可能
性が高いことから、皮膚の炎症促進応答に対するＩＬ－３１の寄与が示唆される。従って
ＩＬ－３１は、酒さ性座瘡及び尋常性座瘡の病態生理に寄与していると考えられる。ＩＬ
－３１の中和によって、尋常性座瘡及び酒さ性座瘡の臨床成績が改善されるものと思われ
る。ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、尋常性座瘡及び酒さ性座瘡を抑制、低減、極小化
、又は予防する上で、有効である可能性がある。
【００８４】
結節性痒疹
【００８５】
　結節性痒疹は、治療困難な難治性掻痒により生じる、苔癬化又は剥脱性結節の発疹であ
る。慢性的な摩擦によって苔癬化が生じ、引っ掻きによって線状の剥脱が生じる一方で、
患者がその痒みのある、ヒリヒリする皮膚を摘んだり、抉ったりすると、痒疹性結節とし
て知られる、極度に肥厚した丘疹が生じ易くなる。結節性痒疹はアトピー性皮膚炎に特有
のものではないが、これらの結節を有する患者の多くはアトピー反応を有し、これはアレ
ルギー性鼻炎、喘息、又は食物アレルギーとなって現れる。痒疹病変における浸潤細胞の
大部分をＴ細胞が占めており、これらの病変は、アトピー患者において掻痒が最も強い皮
膚病変にあたる場合が多い。
【００８６】
　カプサイシンは、皮膚の小感覚神経においてサブスタンスＰ等の神経ペプチドを除去す
ることにより、掻痒や痛みの知覚を妨げる抗掻痒性アルカノイドであるが、このカプサイ
シンを用いた結節性痒疹の局所的治療が、皮膚病変の解消効果を有する有効且つ安全な措
置であることが分かっている。Stander S., et al, J Am Acad Dermatol: 44, 471 (2001
) を参照のこと。ＮＣ／Ｎｇａマウスにカプサイシン治療を施し、その痒み応答を研究し
た結果によれば、皮膚炎病変の自然発生はほぼ完全に予防されることが示されている。更
に、カプサイシン治療を受けたマウスでは、血清ＩｇＥレベルの上昇が著しく抑えられ、
病変皮膚に浸潤する好酸球及びマスト細胞の数も低減された。Mihara K., et al., Br J 
Dermatol: 151, 335 (2004) を参照のこと。本グループの観察によれば、引っ掻き行動が
様々な免疫学的応答を促進することにより、皮膚炎の発生に寄与していることが示唆され
た。従って、痒みの感覚及び／又は痒みによる引っ掻き行動の予防が、ＡＤの有効な治療
法となり得るものと推測される。Mihara K., et al., Br J Dermatol: 151, 335 (2004) 
を参照のこと。
【００８７】
　ＩＬ－３１の慢性的な送達によって、マウスに掻痒症及び脱毛症が誘発され、続いて皮
膚炎に類似した皮膚病変が発生することから、ＩＬ－３１が掻痒を誘発していることが示
唆される。Dillon S.R., et al., Nat Immunol: 5, 752 (2004) を参照のこと。ＩＬ－３
１治療マウスにおいてＩＬ－３１を中和することにより、掻痒症及び脱毛症を予防する試
験を、実施例１０で行なった。ＩＬ－３１の中和が、結節性痒疹の臨床成績を改善してい
るものと思われる。ＩＬ－３１中和アンタゴニストは、結節性痒疹を抑制、低減、極小化
、又は予防する上で、有効である可能性がある。
【００８８】
皮膚向性ウイルス及びウイルス関連掻痒症
【００８９】
　末梢血中の単純ヘルペスウイルス（Herpes Simplex Virus：ＨＳＶ）特異的ＣＤＤ８＋
 Ｔ細胞と、ヘルペス病変から回収されたＨＳＶ特異的ＣＤＤ８＋ Ｔ細胞が、高レベルの
ＣＬＡを発現するのに対し、非皮膚向性ヘルペスウイルス特異的ＣＤＤ８＋ Ｔ細胞では
ＣＬＡの発現はみられない。Koelle D.M., et al., J Clin Invest: 110, 537 (2002) を
参照のこと。ＨＳＶ－２反応性ＣＤＤ４＋ Ｔリンパ球もＣＬＡを発現するが、そのレベ
ルは、ＣＤＤ８＋ Ｔリンパ球について既に観測されているレベルよりも低い。Gonzalez 



(17) JP 4927762 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

J.C., et al., J Infect Dis: 191, 243 (2005) を参照のこと。掻痒症はヘルペスウイル
ス感染との関連も指摘されているが（Hung K. Y., et al., Blood Purif: 16, 147 (1998
) 参照）、ＨＴＶ等の他のウイルス疾病も、掻痒性皮膚病変と関連付けられている。重篤
な難治性の掻痒は、紅斑様丘疹状皮膚病変及び過好酸球増加症と関連付けられる場合が多
いが、非アトピー性のＨＩＶ感染患者３６にも観察された症状である。Singh F. & Rudik
off D, Am J Clin Dermatol; 4, 177 (2003) 及び Milazzo F., Piconi S., et al., All
ergy: 54, 266 (1999) を参照のこと。
【００９０】
　皮膚向性ウイルスと掻痒症及びＣＬＡ＋Ｔ細胞との関連は、ＩＬ－３１産生Ｔ細胞がウ
イルス感染の病態生理に関与している可能性を示唆する。従って、ＩＬ－３１中和アンタ
ゴニストは、ウイルス関連掻痒症を抑制、低減、極小化、又は予防する上で有効である可
能性があり、ＩＬ－３１の中和は、ウイルス関連掻痒症の臨床成績を改善するものと思わ
れる。
【００９１】
　ＩＬ－３１が、正常ヒト表皮ケラチン生成細胞（normal human epidermal keratinocyt
e：ＮＨＥＫ）における、幾つかのケモカイン及びサイトカイン遺伝子を誘導することが
示されてきた。例としては、ＧＲＯα，（ＣＸＣＬ１）、ＴＡＲＣ（ＣＣｌ１７）、ＭＩ
Ｐ３β，（ＣＣＬ１９）、ＭＤＣ（ＣＣＬ２２）、ＭＩＰ－３（ＣＣＬ２３）、ＭＩＰ－
１β（ＣＣＬ４）、及びＩ－３０９をコード化する遺伝子が挙げられる。Dillon S.R., e
t al., Nat Immunol: 5, 752 (2004) を参照のこと。ＴＡＲＣ及びＭＤＣはＣＣＲ４に結
合する。ＣＣＲ４はＴｈ２型Ｔ細胞と関連し、末梢血中のＣＬＡ＋Ｔ細胞により主として
発現されているケモカイン受容体である。何れのケモカインも、ＡＤ患者皮膚へのＴ細胞
動員への関与が指摘されていることから、ＡＤの病因に関連する炎症プロセスにこれらの
ケモカインが寄与していることが示唆される。実施例９を参照のこと。これはＣＬＡ＋Ｔ
細胞介在疾病においてＩＬ－３１アンタゴニストを投与し、そのＴＡＲＣ及びＭＤＣレベ
ルの低下を測定したモデルである。
【００９２】
　乾癬は、７百万人を超えるアメリカ人に発症している慢性的な皮膚症状である。乾癬は
新たな皮膚細胞が異常増殖した場合に発生し、古い皮膚の脱落が遅れた箇所に、炎症を起
こして膨れた鱗状の皮膚変色部（patches）を生じる。プラーク状乾癬は最も一般的な種
類の乾癬であり、その特徴は、炎症性の皮膚変色部（「病変」）の上部に銀白色の鱗屑が
見られる点である。乾癬は少数のプラークに留まる場合もあるが、皮膚の中範囲から広範
囲の領域に生じる場合もあり、特に頭皮、膝、肘、及び胴部に最も多く現れる。乾癬は非
常に目立つ疾病ではあるが、伝染性の疾病ではない。この疾病の病因には、罹病組織の慢
性的な炎症が関わっている。可溶性のヘテロ二量体及び多量体からなる受容体ポリペプチ
ドである、本発明のＩＬ－３１ＲＡポリペプチド、又は抗ＩＬ－３１抗体又は結合パート
ナー等は、炎症を低減する有用な治療薬として機能し、乾癬、他の炎症性皮膚病、皮膚及
び粘膜アレルギー、並びに関連する疾病において、病理学的効果を発揮する可能性がある
。
【００９３】
　乾癬はＴ細胞により媒介される炎症性の皮膚疾患であり、著しい不快感を引き起こす場
合がある。治療法が知られていない疾病の１つであり、あらゆる世代の人が罹病し得る。
ヨーロッパ及び北アメリカの人口の凡そ２パーセントが乾癬に罹患している。軽度の乾癬
であれば、患者は多くの場合、局所薬によって疾病を抑えることが可能であるが、世界中
で百万人を超える患者が、紫外線や全身免疫抑制治療を必要としている。残念ながら、紫
外線照射は不便で危険性もあり、また、治療の多くのは毒性を伴うことから、長期使用の
妨げとなっている。更に、患者は通常、免疫抑制治療を止めると直ぐに乾癬を再発し、場
合によってはより悪化してしまう。
【００９４】
　本技術分野で公知の方法や本明細書に開示の方法を用いれば、当業者であれば容易に、



(18) JP 4927762 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

ＣＬＡ＋Ｔ細胞と高い相関を有する疾病において、ＩＬ－３１を検出することが可能であ
ろう。これらの方法は、患者から血液、唾液、生検等の生体試料を取得し、これを健常対
照試料と比較する工程を伴う。組織学的手法、細胞学的手法、フローサイトメトリー、生
化学的手法、及び他の方法を使用することにより、患者サンプルにおけるＩＬ－３１、或
いはＩＬ－３１を発現する細胞、即ち単球の相対的なレベルや局在性を、健常対照との比
較の下で決定することができる。対照に比べて、ＩＬ－３１発現レベルの変化（増加又は
減少）や、単球の数又は局在性の変化（例えば、単球細胞が通常は存在しない組織におけ
る単球細胞の増加又は浸潤）があれば、それが疾病の指標となり得る。更に、このような
診断法には、例えばＴＡＲＣやＭＤＣの測定も含まれる。こうした方法は、本技術分野で
はよく知られており、本明細書にも開示されている。
【００９５】
　ＩＬ－３１ＲＡ受容体ポリペプチドに結合するＩＬ－３１ポリペプチドや、それに対す
る抗体は、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、薬物誘導性遅延型皮膚アレルギー反応、中毒
性表皮壊死症、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、類天疱瘡、円形脱毛症、白斑、酒さ性座瘡、結節性
痒疹、及び単純ヘルペスウイルスの治療において、ＩＬ－３１ＲＡを含んでなる受容体を
通じたシグナル伝達を拮抗又は遮断するのに有用である。
【００９６】
　また、ＩＬ－３１は、ＣＬＡ＋Ｔ細胞により媒介される疾病について、リガンドの循環
レベルを検出するための診断系や、そのような疾病の検出に使用してもよい。また、ＩＬ
－３１は、ＣＬＡ＋Ｔ細胞と高い相関を有する疾病について、リガンドの循環レベルを検
出するための診断系や、そのような疾病の検出に使用してもよい。関連する一実施形態に
よれば、ＩＬ－３１に特異的に結合する抗体又は他の薬剤を用いて、循環ＩＬ－３１ポリ
ペプチドを検出することができる。逆に、ＩＬ－３１自体を用いることにより、循環又は
局所作動性の受容体ポリペプチドを検出することもできる。リガンド又は受容体ポリペプ
チドのレベルの上昇又は低下が、炎症や掻痒症等の病理学的症状の指標となり得る。
【００９７】
　一般的に、ＩＬ－３１抗体の投与量は、患者の年齢、体重、身長、性別、一般的健康状
態、過去の病歴等の因子に応じて変化する。当業者であれば容易に、本技術分野で知られ
ている方法を用いてこれらの投与量を決定し、更にはその投与量に調整を加えることが可
能であろう。
【００９８】
　抗ＩＬ－３１抗体の対象への投与は、局所的に、皮内に、吸入剤として、静脈内に、動
脈内に、腹腔内に、筋肉内に、皮下に、胸膜内に、くも膜下腔内に、局所カテーテルを通
じた灌流により、或いは病変内への直接注射により行なうことが可能である。治療タンパ
ク質を注射により投与する場合は、投与は持続点滴により行なってもよく、単回又は複数
回のボーラス投与により行なってもよい。
【００９９】
　更に別の投与経路としては、経口、粘膜－膜（mucosal-membrane）、肺、及び経皮が挙
げられる。経口デリバリーは、ポリエステルミクロスフェア、ゼインミクロスフェア、プ
ロテイノイドミクロスフェア、ポリシアノアクリレートミクロスフェア、及び脂質ベース
の系に好適である（例えば、DiBase and Morrel, "Oral Delivery of Microencapsulated
 Proteins," in Protein Delivery: Physical Systems, Sanders and Hendren (eds.), p
ages 255-288 (Plenum Press 1997) 参照）。実現可能な鼻腔内デリバリーの例としては
、インシュリン投与と同様の態様が挙げられる（例えば、Hinchcliffe and Illum, Adv. 
Drug Deliv. Rev. 35:199 (1999) 参照）。ＩＬ－３１を含んでなる乾燥又は液状粒子を
、乾燥粉末分散器、液状エアロゾル発生器、又は噴霧器を用いて調製し、吸入することが
できる（例えば、Pettit and Gombotz, TIBTECH 16:343 (1998); Patton et al, Adv. Dr
ug Deliv. Rev. 35:235 (1999) ）。このアプローチの例としては、ＡＥＲＸ糖尿病管理
システム（AERX diabetes management system）が挙げられる。これは、エアロゾル化し
たインシュリンを肺に送達する、携帯型の電子式吸入器である。また、低周波超音波を用
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いることにより、大きさ約４８，０００ｋＤａのタンパク質を皮膚経由で治療濃度となる
ように送達できることを示した研究もあり、経皮投与の実現可能性を証明している（Mitr
agotri et al, Science 269:850 (1995) ）。エレクトロポレーションを用いた経皮デリ
バリーは、ＩＬ－３１結合活性を有する分子を投与するための別の手段となり得る（Pott
s et al, Pharm. Biotechnol. 10:213 (1997) ）。
【０１００】
　ＩＬ－３１結合活性を有するタンパク質、ポリペプチド、又はペプチドを含んでなる医
薬組成物は、公知の方法に従い調合することが可能である。これによって治療タンパク質
を、医薬的に許容し得る担体と組み合わせて混合物とした、医薬的に有用な組成物が調製
される。ある組成物が「医薬的に許容し得る担体（pharmaceutically acceptable carrie
r）」であるとは、その投与が受容患者によって許容されることを言う。滅菌リン酸緩衝
食塩水は、医薬的に許容し得る担体の一例である。他の好適な担体は、当業者には周知で
ある。例えば、Gennaro (ed.), Remington's Pharmaceutical Sciences, 19th Edition (
Mack Publishing Company 1995) を参照のこと。
【０１０１】
　治療目的のためには、ＩＬ－３１結合活性を有する分子、並びに医薬的に許容し得る担
体を、患者に治療的に有効な量投与する。ＩＬ－３１結合活性を有するタンパク質、ポリ
ペプチド、又はペプチドと、医薬的に許容し得る担体との組み合わせを、「治療的に有効
な量」投与するとは、投与される量が生理学的に有意であることを言う。ある薬剤が生理
学的に有意であるとは、その存在が受容患者の生理機能に対して、検出可能な変化を及ぼ
すことを言う。例えば、炎症の治療に使用される薬剤が、生理学的に有意であるとは、そ
の存在によって炎症応答の少なくとも一部が緩和されることを言う。同様に、ＣＬＡ＋Ｔ
細胞により媒介される疾病や、ＣＬＡ＋Ｔ細胞と高い相関を有する疾病に伴う痒みや掻痒
の治療に使用される薬剤が、生理学的に有意であるとは、その存在によって掻痒又は痒み
応答の少なくとも一部が緩和されることを言う。
【０１０２】
　ＩＬ－３１抗体を含んでなる医薬組成物は、液体形態、エアロゾル、又は固体形態の何
れで供されてもよい。液体形態の例としては、注射用溶液、エアロゾル、液滴、トポロジ
カル溶液（topological solution）、経口懸濁液等が挙げられる。固体形態の例としては
、カプセル、錠剤、放出制御製剤等が挙げられる。後者の形態は、小型浸透圧ポンプ（mi
niosmotic pumps）及びインプラントについて例証されている（Bremer et al, Pharm. Bi
otechnol. 10:239 (1997); Ranade, "Implants in Drug Delivery," in Drug Delivery S
ystems, Ranade and Hollinger (eds.), pages 95-123 (CRC Press 1995); Bremer et al
., "Protein Delivery with Infusion Pumps," in Protein Delivery: Physical Systems
, Sanders and Hendren (eds.), pages 239-254 (Plenum Press 1997); Yewey et al, "D
elivery of Proteins from a Controlled Release Injectable Implant," in Protein De
livery: Physical Systems, Sanders and Hendren (eds.), pages 93-117 (Plenum Press
 1997) ）。他の固体形態としては、クリーム状、ペースト状、他のトポロジカルな（top
ological）適用等が挙げられる。
【０１０３】
　ＩＬ－３１結合活性を有するポリペプチドを、標準的なタンパク質マイクロカプセル化
技術により、リポゾーム内に被包することも可能である（例えば、Anderson et al, Infe
ct. Immun. 31:1099 (1981), Anderson et al, Cancer Res. 50:1853 (1990), and Cohen
 et al, Biochim. Biophvs. Acta 1063:95 (1991), Alving et al "Preparation and Use
 of Liposomes in Immunological Studies," in Liposome Technology, 2nd Edition, Vo
l. HI, Gregoriadis (ed.), page 317(CRC Press 1993), Wassef et al, Meth. Enzymol.
 149:124 (1987) 参照）。上に述べた通り、治療的に有用なリポゾームは、種々の構成要
素を含有していてもよい。例えば、リポゾームは、ポリエチレングリコールの脂質誘導体
を含有していてもよい（Allen et al, Biochim. Biophvs. Acta 1150:9 (1993) ）。
【０１０４】
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　当業者であれば、他の投薬形態についても案出し得るであろう。その例は、Ansel and 
Popovich, Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, 5th Edition (Le
a & Febiger 1990), Gennaro (ed.), Remington's Pharmaceutical Sciences, 19th Edit
ion (Mack Publishing Company 1995), and by Ranade and Hollinger, Drug Delivery S
ystems (CRC Press 1996) 等に示されている。
【実施例】
【０１０５】
　以下、実施例を用いて本発明を更に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定
されるものではない。
【０１０６】
実施例１
刺激によりＩＬ－３１を発現するヒト一次Ｔ細胞型の決定
【０１０７】
Ａ．被験者及び生検の選択
【０１０８】
　１２人のＡＤ患者（疾病は中程度から重症、年齢の中央値３２歳、皮膚の関与５～４５
％），６人の乾癬患者（年齢の中央値は５６歳、皮膚の関与１０～６５％）及び１２人の
健常者（年齢の中央値３４歳）を、説明及び同意の上で研究Ａの被験者とした。何れの患
者も、過去に如何なる全身性副腎皮質ステロイド治療も受けたことがなかった。何れの患
者も、皮膚生検又は採血の１週間前から、局所的な副腎皮質ステロイド治療も受けないよ
うにした。２ｍｍのパンチ生検を、１）発症から３日未満の急性紅斑性ＡＤ病変、２）２
週間を超えて持続している慢性苔癬化ＡＤ病変、３）慢性乾癬病変、及び、４）正常な皮
膚から取得した。皮膚サンプルを直ぐに－７０℃で冷凍し、免疫組織化学、又は、ウエス
タン及びイムノ－ドットブロッティングに供した。
【０１０９】
Ｂ．一次ヒトＴ細胞サブセットの単離及び活性化：
【０１１０】
　種々のＴ細胞サブセットを単離するために、標準的なフィコール（Ficoll）勾配遠心法
を用いて、ドナーからのヒトＰＢＭＣを単離した。続いて、Ｔ細胞単離キットII（Milten
yi Biotec）を用いて、製造者の説明書に従い、全Ｔ細胞を単離した。標準的なフローサ
イトメトリーを用いて分離効率を評価したところ、＞９５％がＴ細胞であると判定された
。ＣＤ４５ＲＡ＋「ナイーブ（naive）」Ｔ細胞をＣＤ４５ＲＯ＋「メモリー（memory）
」Ｔ細胞から分離するために、全Ｔ細胞集団を抗ＣＤ４５ＲＯマイクロビーズ（Miltenyi
 Biotec）とともに、＋４℃で１５分間培養し、製造者の説明書に従い磁気的に分離した
。フローサイトメトリーにより、ナイーブ及びメモリーＴ細胞集団は何れも＞９０％の純
度であると判定された。
【０１１１】
　ＣＤ４５ＲＯ＋メモリーＴ細胞は組織特異的である場合が多く、表面にα４／β７を発
現している腸ホーミングＴ細胞から皮膚ホーミングＴ細胞を区別するために、皮膚リンパ
球抗原（cutaneous Lymphocyte antigen：ＣＬＡ）が使用される。これらの細胞型のうち
何れがＩＬ－３１を産生しているかを決定するために、全Ｔ細胞からＣＬＡ＋Ｔ細胞を単
離し、活性化された馴化培地（activated and conditioned medium）を採取して、ＩＬ－
３１バイオアッセイに供した。このために、全Ｔ細胞を単離した後、１ｍＬの１：５０希
釈の抗ＣＬＡ－ＦＩＴＣ抗体（PharMingen）中、氷上で２０分間培養した。続いて、細胞
を洗浄し、ＭＡＣＳ緩衝液に再懸濁し、抗ＦＩＴＣマイクロビーズ（Miltenyi Biotec）
とともに＋４℃で１５分間培養した。次いで、細胞を洗浄、再懸濁し、ＬＳカラムを用い
て、製造者の説明書に従い磁気的に分離した。後に、標識されたＴ細胞の純度は＞８０％
であり、ＣＬＡ除去Ｔ細胞は＞９８％がＣＬＡ－であると判定された。ＣＬＡ＋及びＣＬ
Ａ－ Ｔ細胞の双方を採取し、同時に培養した。
【０１１２】
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　ＣＤ４５ＲＡ＋及びＣＤ４５ＲＯ＋Ｔ細胞サブセットを活性化するために、２．０μｇ
／ｍＬの抗ＣＤ３抗体（Southern Biotechnology）で前処理した２４ウェルの組織培養プ
レートを用いて、細胞を一晩培養した。細胞を組織培養液（ＲＰＭＩ、５％ウシ胎児血清
、Ｌ－グルタミン及びピルビン酸ナトリウム（何れもGibco））中に２．５×１０6細胞／
ｍＬの濃度となるように蒔き、２．０μｇ／ｍＬの抗ＣＤ２８（Southern Biotechnology
）を追加し、＋３７℃の培養器に入れた。４時間後、ウェルの半分を回収し、ペレット化
細胞と馴化培地を、ＩＬ－３１バイオアッセイの時まで－２０℃で冷凍した。
【０１１３】
　同様に、ＣＬＡ＋及びＣＬＡ－ Ｔ細胞サブセットを、２．０μｇ／ｍＬの抗ＣＤ３抗
体（Southern Biotechnology）で前処理した４８ウェルの組織培養プレートを用いて活性
化した。細胞の活性化は、＋３７℃の培養器内で、６．２５×１０5細胞／ｍＬの濃度で
、１６時間又は２４時間に亘って行なった。サンプルを採取し、ペレット化細胞と馴化培
地を、ＩＬ－３１バイオアッセイ時まで－２０℃で冷凍した。準最適活性化のために、０
．５μｇ／ｍｌの抗ＣＤ３抗体で前処理したプレートを用いて、ＣＬＡ＋Ｔ細胞を培養し
た。
【０１１４】
Ｃ．ヒトＩＬ－３１バイオアッセイプロトコル：
【０１１５】
　ＭＬ－３１ＲＡ、ｈＯＳＭＲＢ、及びＫＺ１３４（シグナル伝達性転写因子－活性化ル
シフェラーゼレポーター）によってトランスフェクトされたＢＡＦ３細胞を、５×１０5

及び１×１０6細胞/ｍＬとなるまで培養した。細胞をアッセイ溶媒（RPMI 1640、１０％
ＦＢＳ、Ｌ－グルタミン、ピルビン酸ナトリウム、及びPen/Strep（何れもGibco））で洗
浄し、アッセイ溶媒中に３×１０5細胞／ｍＬとなるよう再懸濁した。９６ウェルの不透
明のプレートに、ｈＩＬ－３１標準を力価測定に供すべく、アッセイ溶媒を用いて６００
ｐｇ／ｍＬから９.３８ｐｇ／ｍＬまで、１００μＬ／ウェルとなるよう、１：２ずつ二
系列の段階希釈を行なった。このプレートに品質管理標準を、１００μＬ中に３５０ｐｇ
／ｍＬ及び３５ｐｇ／ｍＬとなるよう、二系列に加えた。試験サンプルを適宜１：２又は
１：４に希釈し、サンプルウェルに二系列に加えた。続いて、１００μＬの洗浄済みＢＡ
Ｆ３細胞を各ウェルに、最終濃度が３×１０4細胞／ウェルとなるように加えた。その後
、このプレートを＋３７℃、５％ＣＯ2の培養器中で、１６～２４時間培養した。続いて
、このプレートを１２００ＲＰＭで５分間遠心分離し、溶媒を除去し、２５μＬ／ウェル
 のリーシスバッファー（Promega）を各ウェルに加えた。１０分間後、プレートをルミノ
メーター（Berthold）で測定した。ルミノメーターでは、４０μＬ／ウェルのルシフェラ
ーゼ基質混合物（Promega）を加え、４秒間のルミネッセンスを積分した。ルミネッセン
ス値をスプレッドシートにエクスポートし、値を分析して、１０6細胞当たり、容積ｍＬ
当たりのピコグラム単位のＩＬ－３１量に変換した。データを表１に纏めて示す。
【０１１６】
Ｄ．ＩＬ－３１バイオアッセイの結果：
【０１１７】
　ＣＤ４５ＲＡ＋及びＣＤ４５ＲＯ＋ Ｔ細胞サンプルについて得られた結果から、ＩＬ
－３１が主にＣＤ４５ＲＯ＋メモリーＴ細胞の活性化によって産生されることが明らかと
なった。何れのドナーに由来するＣＤ４５ＲＡ＋及びＣＤ４５ＲＯ＋ Ｔ細胞からも、未
刺激時には、ＩＬ－３１の産生は検出されなかった。しかしながら、ドナー＃３及び＃４
から得られたＣＤ４５ＲＯ＋ サンプルは、プレート結合抗ＣＤ３及び可溶性抗ＣＤ２８
による２４時間の活性化後は、何れも有意なレベルのＩＬ－３１を生成していた（それぞ
れ１１０.４ ｐｇ／１０6細胞／ｍＬ及び１４５.６ ｐｇ／１０6細胞／ｍＬ）。反対に、
ドナー＃３及び＃４由来のＣＤ４５ＲＡ＋ Ｔ細胞を抗ＣＤ３及び抗ＣＤ２８で活性化し
た場合には、極めて微量のＩＬ－３１しか産生しなかった（それぞれ１３.１ｐｇ／１０6

細胞／ｍＬ及び１２.７ ｐｇ／１０6細胞／ｍＬ）。
【０１１８】
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　ＣＬＡ＋及びＣＬＡ－ Ｔ細胞サンプルが示しているように、ＩＬ－３１のほぼ全てが
、活性化されたＣＬＡ＋Ｔ細胞により産生されたものと思われる。何れのドナーＴ細胞の
ＣＬＡ－集団（これにはナイーブＴ細胞、α４／β７腸ホーミングメモリーＴ細胞、及び
組織未分化（tissue uncommitted）Ｔ細胞）についても、時間や活性化条件に係わらず、
検出可能なレベルのＩＬ－３１産生は見られなかった。一方、ＣＬＡ＋Ｔ細胞は、２.０
μｇ／ｍＬプレート結合抗ＣＤ３抗体により刺激した場合に、極めて高いレベルのＩＬ－
３１を発現した。ドナー＃５は、１６時間で１３８５.７ｐｇ／１０6細胞／ｍＬのＩＬ－
３１を、２４時間で＞１９２０ｐｇ／１０6細胞／ｍＬを生成した。ドナー＃６は、１６
時間で１２１.３ ｐｇ／１０6細胞／ｍＬのＩＬ－３１を、２４時間で３２８.９ｐｇ／１
０6細胞／ｍＬのＩＬ－３１を生成した。これらの結果が明らかに示しているように、標
準活性化条件下では、Ｔ細胞サブセットのうち特に皮膚（ＣＬＡ＋）Ｔ細胞によって、Ｉ
Ｌ－３１が作製されるものと思われる。
【０１１９】
【表１】

【０１２０】
実施例２
接触過敏症の開始及び永続化に対するＩＬ－３１の関与
Ａ．方法Ｉ
【０１２１】
　ＢＡＬＢ／ｃマウスの背中中央部を剪毛する。０.５％ＤＮＦＢ（２,４－ジニトロフル
オロベンゼン：2,4,dinitro-fluoro-benzene、Sigma、St. Louis、MO）をアセトン：オリ
ーブ油（４：１）中に溶解させた溶液２５μｌを、ピペッターを用いて剪毛部に塗布する
。ビヒクル対照群には２５μｌのアセトン：オリーブ油のみを塗布する。５日後、マウス
を吸入チャンバー内で、イソフルランで麻酔し、実験及び対照動物の両耳介をエンジニア
用マイクロメータ（engineer's micrometer）（ミツトヨ社）で測定し、ベースライン測
定値を得る。続いて、全マウスの各耳の両側に０.２５％ＤＮＦＢのアセトン：オリーブ
油（４：１）中溶液１０μｌを塗布し、マウスを抗原暴露する。２４時間後及び４８時間
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後、右耳（抗原暴露）と左耳（抗原未暴露）との差より、接触過敏性を測定する。エンジ
ニア用マイクロメータでＡＵ測定を行なう。ナイーブマウスの耳の膨化度（swelling）を
抗原暴露した耳と抗原未暴露の耳とで比較することにより、バックグラウンド値を決定す
る。
【０１２２】
　ＦＡＣＳ及び／又はＥＬＩＳＡ分析用に全血液及び血清を採取してから屠殺し、耳を採
取して組織分析に供する。
【０１２３】
方法II（Ｔｈ２応答の誘発）
【０１２４】
　ＢＡＬＢ／ｃマウスの背中中央部を剪毛する。０.５％ＦＩＴＣ（fluorescein isothio
cyanate：フルオレセインイソチオシアネート）の１：１アセトン／フタル酸ジブチル（M
SDSから入手可能）中溶液１００μｌを、ピペッターを用いて１、２、及び８日目に剪毛
部に塗布する。１３日目に、マウスを吸入チャンバー内で、イソフルランで麻酔し、実験
及び対照動物の両耳介をエンジニア用マイクロメータ（engineer's micrometer）（ミツ
トヨ社）で測定し、ベースライン測定値を得る。０.５％ＦＩＴＣ（１：１アセトン／フ
タル酸ジブチル中）２５μｌを各耳の背面に塗布し、マウスを抗原暴露する。２４時間後
及び４８時間後、右耳（抗原暴露）と左耳（抗原未暴露）との差より、接触過敏性を測定
する。測定は全てエンジニア用マイクロメータを用いて行なう。ナイーブマウスの耳の膨
化度（swelling）を抗原暴露した耳と抗原未暴露の耳とで比較することにより、バックグ
ラウンド値を決定する。ＦＡＣＳ及び／又はＥＬＩＳＡ分析用に全血液及び血清を採取し
てから屠殺し、耳を採取して組織分析に供する。
【０１２５】
方法III（Ｔｈ１応答の誘発）
【０１２６】
　ＢＡＬＢ／ｃマウスの背中中央部を剪毛する。２％オキサザロン（oxazalone）（４：l
アセトン/オリーブ油中）２５μｌを、ピペッターを用いて剪毛部に塗布する。７日目に
、マウスを吸入チャンバー内で、イソフルランで麻酔し、実験及び対照動物の両耳介をエ
ンジニア用マイクロメータ（engineer's micrometer）（ミツトヨ社）で測定し、ベース
ライン測定値を得る。８μｌのオキサザロンを各耳の背面に塗布し、マウスを抗原暴露す
る。２４時間後及び４８時間後、右耳（抗原暴露）と左耳（抗原未暴露）との差より、接
触過敏性を測定する。測定は全てエンジニア用マイクロメータを用いて行なう。ナイーブ
マウスの耳の膨化度（swelling）を抗原暴露した耳と抗原未暴露の耳とで比較することに
より、バックグラウンド値を決定する。ＦＡＣＳ及び／又はＥＬＩＳＡ分析用に全血液及
び血清を採取してから屠殺し、耳を採取して組織分析に供する。
【０１２７】
　接触過敏性の開始及び永続化に対するＩＬ－３１の関与について、実験の感作期及び抗
原暴露期の双方に、ＩＬ－３１に対する中和抗体を用いて試験を行なう。
【０１２８】
実施例３
アトピー性皮膚炎に対するＩＬ－３１の関与
【０１２９】
Ａ．方法Ｉ（ＮＣ／Ｎｇａマウスの感作）
【０１３０】
　雄ＮＣ／ＮｇａマウスをCharles River Laboratories（日本）から購入した。到着時に
４週齢であったマウスを、ＳＰＦ検疫条件で４週間飼育して順化させた。マウスが凡そ１
０～１１週齢の時に抗原感作を開始した。マウスをイソフルランで麻酔し、背中を電気バ
リカンで剪毛した。凡そ１０μｇのヤケヒョウヒダニ（Derrnatophagoides pteronyssinu
s：Ｄｐ）（Indoor Biotechnologies、Charlottesville、Virginia、特注品）抽出物を毎
週３回、５から６週間に亘って、マウスの首筋に皮内注射し、マウスに皮膚病変を生じさ
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せた。対照動物には毎週３回、１０μｌのＰＢＳを皮内注射した。Ｄｐ抽出物はMatsuoka
等の方法に従って調製した。Matsuoka H., et al., Allergy: 58, 139 (2003) を参照の
こと。要約すると、５９５ｍｇのＤｐ凍結乾燥使用済培養抽出物（Dp lyphilized spent 
culture extract）を１２ｍＬ滅菌ＰＢＳ（Gibco）に溶解させた。Ｄｐを５０ｍＬファル
コンチューブ（Falcon tube）中、振盪機（shaking rocker）で３０分間混合した。抽出
物を２０００ｒｐｍで１０分間遠心分離し、上清を採取して、１ｍＬの冷凍用バイアルチ
ューブ（cryovial tubes）に分注し、－２０℃で保存した。
【０１３１】
Ｂ．方法II（ＤＯ１１．１０マウスの感作）
【０１３２】
　ＤＯ１１．１０遺伝子組み換えマウスを室内コロニーから繁殖させ、９.５から１４週
齢の間で抗原感作に供した。表皮感作の２４時間前に、マウスをイソフルランで麻酔し、
マウスの体幹全体（背部及び腹部）を電気バリカンで剪毛した。その後、マウスの背中を
エラスチン手術用テープ（Johnson and Johnson）でテープ除毛した（tape stripped）。
１ｃｍ2の滅菌ガーゼパッチを５００μｇのオボアルブミン（Calbiochem 32467）又は滅
菌ＰＢＳ（Gibco）で湿らせ、マウスの左後側部にDuoDerm Extra薄包帯（ConvaTec １８
７９３２）を用いて貼り付けた。次いで、パッチ及び包帯を含めた全身をエラスチン手術
用テープで被覆し、マウスがパッチを剥がしたり破損したりできないようにした。パッチ
の装着から７日後、パッチを取り外した。マウスを２週間休ませた後、再度表皮感作を行
なった。マウスは１週間の感作を計３回受けたことになる。
【０１３３】
結果：
【０１３４】
　チリダニ感作ＮＣ／Ｎｇａ及びＯＶＡ感作ＤＯ１１．１０動物の病変及び非病変皮膚に
おけるＩＬ－３１ＲＡ発現を免疫組織化学分析した結果、マウスの表皮角化細胞でＩＬ－
３１ＲＡが発現されていたが、本試験における抗原感作動物とＰＢＳ感作動物との間で、
発現のレベルに有意差は見られなかった。
【０１３５】
実施例４
ＩＬ－３１関与遅延型接触過敏性
【０１３６】
Ａ．方法
【０１３７】
　ＤＴＨ応答を引き起こすために、０日目に、マウス尾の基部に１００μｇのオボアルブ
ミン（ＯＶＡ）（フロイント完全アジュバント（complete Freund's adjuvant：ＣＦＡ、
総体積５０～１００μｌ）中）を皮下免疫化し、抗原感作を行なった。１週間後、マウス
を吸入チャンバー内で、イソフルランで麻酔し、実験及び対照動物の両耳介をエンジニア
用マイクロメータ（engineer's micrometer）（ミツトヨ社）で測定し、ベースライン測
定値を得た。マウスの左耳介に、１０μｇのＯＶＡ（ＰＢＳ中、総体積１０μｌ）を、静
脈を傷つけないよう皮膚の直下に皮内注射し、抗原暴露した。対照として、マウスの右耳
介には１０μｌのＰＢＳを注射した。一部のケースについて、ＯＶＡの耳内に皮内注射を
行なった分離対照群を局所副腎皮質ステロイドで処理し、反応を抑制した正の対照として
用いた。抗原暴露の２４時間及び４８時間後、マウスを麻酔して耳厚を測定した。結果は
以下のように表わした。比耳膨化度（specific ear swelling）＝実験群の耳の（２４時
間測定値－０時間測定値）－負の対照群の耳の（２４時間測定値－０時間測定値）。ＤＴ
Ｈの顕著な特徴である硬結（Induration）は、感作抗原の注射から１８時間後までに検出
可能となり、２４～４８時間で最大となる。この触知可能な硬結の開始時期の遅れが、応
答「遅延型（delayed type）」という名前のついた所以である。
【０１３８】
Ｂ．結果
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【０１３９】
　ＩＬ－３１遺伝子組み換えマウスをＤＴＨについて試験したが、非抗原暴露ＩＬ－３１
遺伝子組み換え動物の耳厚さも膨化したために、本試験におけるＩＬ－３１ Ｔｇ動物と
野生型対照との比較では、ＤＴＨについての統計的な有意差は検出されなかった。また、
ＩＬ－３１受容体ノックアウト動物のＤＴＨ応答も試験したが、受容体ノックアウト動物
と野生型動物との間で、そのＤＴＨ応答に有意差は観察されなかった。
【０１４０】
実施例５
　未発症（uninvolved）乾癬及びアトピー性皮膚炎の皮膚病変におけるＩＬ－３１の免疫
組織化学的（Immunohistochemistrical：ＩＨＣ）染色
【０１４１】
　未発症乾癬、アトピー性皮膚炎、及び正常皮膚を、ＩＬ－３１リガンドについて、ＩＨ
Ｃにより試験した。正の対照細胞は、ＩＬ－３１でトランスフェクトしたＢＨＫ細胞から
構成した。負の対照としては：（１）トランスフェクトされていないＢＨＫ細胞、（２）
染色代表組織及び細胞を、タンパク質Ａ精製正常ウサギ血清と、通常通り結合した検出用
抗体とともに用いた。抗体試薬としては、Ｅ５７５８（ウサギ抗ｈｕＩＬ－３１ＣＥＥ、
１.０ｍｇ／ｍｌでアフィニティー精製）を用いた。対照細胞としては、zcytor17 Lig ｈ
ｕ－ＣＥＥ／２１を発現するＣ０２-６０２０：ＢＨＫ細胞と、ＢＨＫ野生型とを用いた
。試験対象の組織としては、急性アトピー性皮膚炎の皮膚サンプル、慢性アトピー性皮膚
炎の皮膚サンプル、未感染領域の皮膚サンプル、及び健常対照の皮膚サンプル、及び他の
室内対照サンプルを用いた。
【０１４２】
　上述の細胞及び組織を１０％ＮＢＦ中で一晩固定し、標準的な手法によりパラフィンに
包埋した。
【０１４３】
　５μＭの切片を６１℃で３０分ベイクし、組織接着させた。次いで、スライドをキシレ
ン中３×５’で脱ワックスし、以下の手順で段階的アルコール処理により再水和した：１
００％ＥｔＯＨ中２×２’、×９５％ＥｔＯＨ中２×２’、７０％ＥｔＯＨ中１×２’。
スライドをｄＨ２０中でリンスした後、熱誘導エピトープ修復（heat induced epitope r
etrieval：ＨＩＥＲ）を蒸気中で２０分間実施し、続いて、１０ｍＭトリス、１ｍＭ Ｅ
ＤＴＡ、ｐＨ９．０中、２０分間でＲＴに冷却した。
【０１４４】
　スライドをDakoCytomation Autostainerに装着した。スライドを、メーカーの推奨通り
に調製したＴＢＳ／Ｔｗｅｅｎバッファー（ＴＢＳＴ）中でリンスした。内在ビオチンを
ブロックするため、アビジン溶液中で１０分間培養し、ＴＢＳＴで洗浄し、続いてビオチ
ン溶液中で１０分間インキュベートした。スライドをＴＢＳＴ中で洗浄した。タンパク質
ブロック剤（ＰＢＳＢ）（０.５％ブロック用パウダーＰＢＳ中溶液、Perkin Elmer NEL7
00001KT.）を３０分間適用した後、スライドから濯ぎ落とした。一次抗体を５００ｎｇ／
ｍｌに希釈し、ChemMate抗体希釈バッファー（part＃ ADB250、Ventana Medical systems
）中で６０分間適用した。
【０１４５】
　組織をＴＢＳＴで２度洗浄した後、ビオチン化ヤギ抗ウサギＡｂを７５０ｎｇ／ｍｌで
ＰＢＳＢ中に含む溶液（カタログ＃ BA-1000, Vector Labs）とともに、４５分間インキ
ュベートした。スライドをＴＢＳＴで２度洗浄した。Vectastain Elite ABC 試薬（カタ
ログ＃ PK-7100, Vector Labs）を４５分間インキュベートした。スライドをＴＢＳＴで
２度洗浄した。ＤＡＢ＋（カタログ＃ K-3468, DakoCytomation）を用い、室温で１０分
間、シグナルを展開した。その後、組織スライドをヘマトキシリン（カタログ＃ H-3401,
 Vector Labs）で対比染色し、脱水し、VectorMount（カタログ＃ H-5000, Vector Labs
）に装着してカバーグラスを載せた。
【０１４６】
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結果：
【０１４７】
１）細胞対照：
【０１４８】
　ＩＬ－３１でトランスフェクトされたＢＨＫ細胞は、ＩＬ－３１抗体Ｅ５７５８を用い
た染色に陽性であったのに対して、トランスフェクトされていない細胞はこの抗体に対し
て陰性であった。これらのトランスフェクト及び未トランスフェクト細胞は、抗ウサギ血
清に対して陰性であった。
【０１４９】
２）アトピー性皮膚炎の皮膚分析：
【０１５０】
　ＡＤ皮膚サンプルのＩＬ－３１染色パターンは、以前報告された乾癬皮膚の染色パター
ンと同一であった。これらのパターンでは、角化細胞及びＣＤ３陽性Ｔ細胞がＩＬ－３１
染色に陰性であった。汗腺の腺体（secretory portion）の上皮細胞には微弱ではあるが
比較的均一な染色が見られたのに対し、管部（duct portion）の上皮の内層には強いシグ
ナルが観測された。皮脂腺はＩＬ－３１陽性であった。ＡＤと正常皮膚との間でＩＬ－３
１染色の違いは見られなかった。
【０１５１】
　未発症乾癬、アトピー性皮膚炎、及び正常皮膚の免疫組織化学的（ＩＨＣ）染色では、
皮脂腺のホロクリン分泌に強いＩＬ－３１染色が見られた。ＩＬ－３１遺伝子組み換えマ
ウスの表現型を考慮すると、皮脂腺が毛嚢の外毛根鞘から上皮芽（epithelial bud）とし
て発生しているのは、興味深い点である。皮脂腺に加えて、汗腺の腺体の上皮細胞に、微
弱ではあるが比較的均一なＩＬ－３１染色が観察され、汗腺の管部では、上皮の内層に強
いシグナルが観測された。
【０１５２】
実施例６
未発症乾癬及びアトピー性皮膚炎におけるＩＬ－３１ＲＡの免疫組織化学的（ＩＨＣ）染
色
【０１５３】
　未発症乾癬、アトピー性皮膚炎、及び正常皮膚を、ＩＬ－３１ＲＡについてｍＣにより
試験した。正の対照細胞は、ＩＬ－３１ＲＡ及びＯＳＭＲで二重にトランスフェクトされ
たＢＨＫ細胞から構成した。負の対照としては：（１）トランスフェクトされていないＢ
ＨＫ細胞、（２）染色代表組織及び細胞を、タンパク質Ａ精製正常ウサギ血清と、通常通
り結合した検出用抗体とともに用いた。抗体試薬としてはＥ６２９２（ウサギ抗ｈｕＩＬ
－３１ＲＡｓ－ＣＥＥ v.４、１.３３ｍｇ／ｍｌ）を用いた。対照細胞としては、ヒトＩ
Ｌ－３１ＲＡ及びヒトＯＳＭＲを発現するＣ０２－５１１７ ＢＨＫ細胞（ペレット中の
総細胞数：３.９×１０6、生存率＞９０％）と、Ｃ０４-１５８７：ＢＨＫ野生型（ペレ
ット中の総細胞数：５×１０6）を用いた。実験に供する他の組織としては：急性アトピ
ー性皮膚炎の皮膚サンプル５つ、慢性アトピー性皮膚炎の皮膚サンプル１０つ、未感染領
域の皮膚サンプル１０つ、正常対照皮膚サンプル、及び他の室内皮膚サンプルを用いた。
【０１５４】
　上述の細胞及び組織を１０％ＮＢＦ中で一晩固定し、標準的な手法によりパラフィンに
包埋した。
【０１５５】
　５μＭの切片を６１℃で３０分ベイクし、組織接着させた。次いで、スライドをキシレ
ン中３×５’で脱ワックスし、以下の手順で段階的アルコール処理により再水和した：１
００％ＥｔＯＨ中２×２’、×９５％ＥｔＯＨ中２×２’、７０％ＥｔＯＨ中１×２’。
スライドをｄＨ２０中でリンスした後、熱誘導エピトープ修復（heat-induced epitope r
etrieval：ＨＩＥＲ）を蒸気中で２０分間実施し、続いて、１０ｍＭトリス、１ｍＭ Ｅ
ＤＴＡ、ｐＨ９．０中、２０分間でＲＴに冷却した。
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【０１５６】
　スライドをDakoCytomation Autostainerに装着した。スライドを、メーカーの推奨通り
に調製したＴＢＳ／Ｔｗｅｅｎバッファー（ＴＢＳＴ）中でリンスした。内在ビオチンを
ブロックするため、アビジン溶液中で１０分間培養し、ＴＢＳＴで洗浄し、続いてビオチ
ン溶液中で１０分間インキュベートした。スライドをＴＢＳＴ中で洗浄した。タンパク質
ブロック剤（ＰＢＳＢ）（０.５％ブロック用パウダーＰＢＳ中溶液、Perkin Elmer NEL7
00001KT.）を３０分間適用した後、スライドから濯ぎ落とした。ＩＬ-３１ＲＡ用に一次
抗体を６６５ｎｇ／ｍｌから１３３０ｎｇ／ｍｌに希釈し、ChemMate抗体希釈バッファー
（part＃ ADB250、Ventana Medical systems）中で６０分間適用した。
【０１５７】
　組織をＴＢＳＴで２度洗浄した後、ビオチン化ヤギ抗ウサギＡｂを７５０ｎｇ／ｍｌで
ＰＢＳＢ中に含む溶液（カタログ＃ BA-1000, Vector Labs）とともに、４５分間インキ
ュベートした。スライドをＴＢＳＴで２度洗浄した。Vectastain Elite ABC 試薬（カタ
ログ＃ PK-7100, Vector Labs）を４５分間インキュベートした。スライドをＴＢＳＴで
２度洗浄した。ＤＡＢ＋（カタログ＃ K-3468, DakoCytomation）を用い、室温で１０分
間、シグナルを展開した。その後、組織スライドをヘマトキシリン（カタログ＃ H-3401,
 Vector Labs）で対比染色し、脱水し、VectorMount（カタログ＃ H-5000, Vector Labs
）に装着してカバーグラスを載せた。
【０１５８】
　結果を表２に示す。
【０１５９】

【表２】

【０１６０】
　ＡＤ皮膚サンプルの表皮には僅かにＩＬ－３１ＲＡの上方制御がみられた。ＡＤ皮膚で
は、僅かな比率のＣＤ３陽性Ｔ細胞が、ＩＬ－３１ＲＡ陽性であると考えられる。試験さ
れた全ての皮膚サンプルにＣＬＡ陽性細胞が存在していた。ＡＤ皮膚は、正常サンプルや
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ＵＡＤサンプルよりも多くのＣＬＡ陽性細胞を有しているものと思われる。
【０１６１】
　エクリン汗腺の上皮細胞では、ＩＬ－３１の受容体であるＩＬ－３１ＲＡが発現されて
いた。エクリン汗腺の腺体の立方上皮細胞は、管部と比べて僅かに高いレベルのＩＬ－３
１ＲＡタンパク質を示していた。
【０１６２】
　総合すると、これらのデータは、対照健常者及びＡＤ患者の双方で、表皮角化細胞によ
りＩＬ－３１ＲＡが発現されることを示している。しかしながら、ＡＤ皮膚生検由来の角
化細胞で発現されるＩＬ－３１ＲＡのレベルは、健常対照由来の皮膚生検で観察されるレ
ベルよりも高かった。これは、ＡＤにおいて、ＩＬ－３１に対する応答性が高まっている
可能性を示すものである。
【０１６３】
　また、ＡＤ患者由来の皮膚生検に存在する、血管周囲の浸潤細胞のサブセットにおいて
も、ＩＬ－３１ＲＡの発現が見受けられたが、対照皮膚生検には見受けられなかった。こ
れらのＩＬ－３１ＲＡ＋細胞は、組織マクロファージマーカーＣＤ６８に対して特異的な
抗体によって確認された。これは、これらの細胞が皮膚浸潤性組織マクロファージである
ことを示している。
【０１６４】
実施例７
レーザー捕獲顕微鏡法（Laser Capture Microscopy）皮膚浸潤細胞の単離、及びＲＴ－Ｐ
ＣＲによるＩＬ－３１ＭＲＮＡの分析
【０１６５】
　皮膚生検における皮膚浸潤性Ｔ細胞の存在は、ＡＤ患者を健常者から区別する特徴であ
る。ＩＬ－３１はＴ細胞関連サイトカインであるから、ＡＤ患者由来の組織生検中の皮膚
浸潤性Ｔ細胞におけるＩＬ－３１の発現を調べた。まず、ＡＤ患者由来の皮膚組織生検に
おけるＣＤ３+ Ｔ細胞数に、健常者と比べて増加が見られることを、ＩＨＣにより確認し
た。表２参照。次に、レーザー捕獲顕微鏡法（laser capture microscopy）を用いて、皮
膚浸潤細胞を特異的に単離し、ＩＬ－３１ｍＲＮＡのＲＴ－ＰＣＲ分析に供した。ＩＬ－
３１ｍＲＮＡは、急性ＡＤ患者由来の皮膚浸潤細胞において発現されていた。正常組織で
は通常、浸潤細胞は観察されないため、試験を行なうことはできない。しかしながら、Ａ
Ｄ及び正常皮膚の双方に存在する表皮角化細胞層を、ＩＬ－３１ｍＲＮＡ発現 について
分析したところ、正常サンプルに、ＡＤサンプルの表皮角化細胞層と比べてより低いレベ
ルのＩＬ－３１ｍＲＮＡが観察された。内部対照遺伝子（ＨＰＲＴ）との比較によるＩＬ
－３１ｍＲＮＡ発現の半定量分析によれば、ＩＬ－３１ｍＲＮＡレベルはＡＤサンプルと
正常サンプルとの間に有意差がないものの、ＡＤ患者由来の皮膚ではＩＬ－３１発現が上
昇する傾向があることが示された。
【０１６６】
実施例８
　ＩＬ－３１は皮膚ホーミング表現型のメモリーＴ細胞によって産生される。
【０１６７】
　皮膚生検の分析により、ＩＬ－３１ｍＲＮＡを発現する皮膚の浸潤ＣＤ３＋ Ｔ細胞は
、皮膚ホーミングマーカー皮膚リンパ球抗原（cutaneous lymphocyte antigen：ＣＬＡ）
を発現することが確認された。正常ヒト末梢血中の全Ｔ細胞集団において、ＩＬ－３１の
発現は、ＣＤ４５ＲＡ＋ ナイーブＴ細胞集団とは対照的に、主にＣＤ４５ＲＯ＋メモリ
ー／エフェクター細胞のみに限定されている。
【０１６８】
　ＩＬ－３１産生がＣＬＡ＋皮膚ホーミングＴ細胞と関連しているか否かを調べるために
、ＡＤと診断された患者及び対照健常者の末梢血からＣＬＡ＋及びＣＬＡ－ Ｔ細胞を単
離し、抗ＣＤ３及び抗ＣＤ２８刺激後におけるＩＬ－３１ｍＲＮＡ及びタンパク質レベル
を比較した。これらの結果は、ＡＤ及び健常者由来の双方のＣＬＡ＋Ｔ細胞において、ま
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た、刺激後４時間（ＣＬＡ－と比較した場合、ＡＤ及び正常がそれぞれｐ０．００８７及
びｐ０．００２２ ＣＬＡ＋）及び２４時間（ＣＬＡ－と比較した場合、ＡＤ及び正常サ
ンプルの何れも、ｐ０.００２２ ＣＬＡ＋）の双方において、ＩＬ－３１ｍＲＮＡが有意
に上昇したことを示している。培養上清中におけるＩＬ－３１タンパク質レベルを分析し
たところ、ＡＤ及び対照個体の何れに由来するＣＬＡ－ Ｔ細胞の培養上清中にも検出可
能なＩＬ－３１は見られなかったことから、ＩＬ－３１の大部分がＣＬＡ＋ Ｔ細胞によ
って産生されていることが確認された。ＩＬ－３１レベルについて、ＡＤ患者と健常者と
の間に有意差は見られなかった。また、健常ボランティア由来の他の組織特異的ホーミン
グマーカー（例えば腸特異的ホーミングマーカーα４β７）を発現する末梢血Ｔ細胞によ
るＩＬ－３１産生についても分析を行なった。ＣＬＡ＋Ｔ細胞及びα４β７＋細胞により
産生されるＩＬ－３１レベルを比較すると、ＣＬＡ＋Ｔ細胞の方がα４β７＋細胞に比べ
て優先的にＩＬ－３１を産生している（それぞれ平均３４.５ｐｇ／ｍｌ及び１４.４２ｐ
ｇ／ｍｌのＩＬ－３１）ことが明らかである。
【０１６９】
　ＡＤ患者及び健常対照者の何れについても、活性化により循環ＣＬＡ＋Ｔ細胞からＩＬ
－３１の発現がみられたものの、ＡＤ患者由来のＣＬＡ＋Ｔ細胞の方が、健常者由来の細
胞に比べて、より活性化された状態で存在していたと報告されている。従って、ＣＬＡ＋
Ｔ細胞によるＩＬ－３１の産生に必要な刺激の閾値は、皮膚炎患者と対照者とで異なるこ
ととなる。この仮説を検証するべく、ＡＤ患者及び対照個体由来のＣＬＡ＋Ｔ細胞を、抗
ＣＤ２８の不存在下、準最適濃度の抗ＣＤ３によって刺激し、刺激から２４時間後におけ
る培養上清中のＩＬ－３１産生を分析した。その結果によれば、一部のＡＤ患者由来の循
環ＣＬＡ＋Ｔ細胞は、本試験における健常者由来の細胞と比較して、より高いレベルのＩ
Ｌ－３１を産生しており、その最高レベルは１２００ｐｇ／ｍＬに達していたのに対し、
正常ＣＬＡ＋上清中に検出された最低レベルは僅か４００ｐｇ／ｍｌ、準最適濃度の抗Ｃ
Ｄ３による刺激時の乾癬患者の最高レベルは７３ｐｇ／ｍｌであった。１１人のＡＤ患者
のうち５人において、本アッセイにおけるＩＬ－３１レベルが検出限界未満であったこと
から、ＩＬ－３１の産生レベルが低いＡＤ患者のサブセットの存在が示唆された。これは
、本試験集団の疾病のステージにばらつきがあることを反映しているのかも知れない。そ
れでも、半数を超えるＡＤ患者が、乾癬患者及び健常者に比べて、抗ＣＤ３による準最適
刺激の後、より高いＩＬ－３１レベルを示す傾向が見られた。ＡＤ患者の皮膚には、健常
者と比べてより多くのＣＬＡ＋Ｔ細胞が局在していたことから、本試験は、ＡＤ皮膚の微
小環境においてＩＬ－３１活性が高まる可能性を示唆している。従って、本試験により、
より活性化されたＩＬ－３１産生ＣＬＡ＋Ｔ細胞を有する、ＡＤ患者の亜集団の存在が示
唆されたものと思われる。
【０１７０】
実施例９
ＡＤマウスモデルにおける抗ＩＬ－３１抗体に応じたＴＡＲＣ及びＭＤＣの減少
【０１７１】
方法Ｉ
【０１７２】
　６週齢の雄ＮＣ／Ｎｇａマウス（CRL Japan）に毎週３度、５０μｇのチリダニ抽出物
（ヤケヒョウヒダニ（D. pteronyssinus）、Indoor Biotechnologies）を、背中に皮内投
与して感作し、ＡＤ様病変（AD-like lesions）を点数化した。５週間の感作の後、マウ
スを安楽死させ、右耳を切除し、ＲＰＭＩ＋２％ＦＢＳ（GIBCO Invitrogen）を入れた４
８ウェル培養皿（Corning）の１つのウェル内に配置した。プレートを５％ＣＯ2湿度制御
培養器内に置いた。２４時間後に上澄みを集め、更なる分析に供するまで－２０℃で冷凍
した。
【０１７３】
方法II
【０１７４】
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　１２週齢の雌ＮＣ／Ｎｇａマウス（CRL Japan）に毎週３度、１０μｇのＳＥＢ（Toxin
 Technology）を、耳及び背中に皮内投与して感作した。これらのマウスのＡＤ様病変を
点数化した。５週間の感作の後、マウスを安楽死させ、右耳を切除し、ＲＰＭＩ＋２％Ｆ
ＢＳを入れた４８ウェル培養皿の１つのウェル内に配置した。プレートを５％ＣＯ2湿度
制御培養器内に置いた。２４時間後に上澄みを集め、更なる分析に供するまで－２０℃で
冷凍した。
【０１７５】
　感作１週間から２週間後より、両試験のマウス群に、ラット抗マウスＩＬ－３１モノク
ローナル抗体１０ｍｇ／ｋｇ、或いはビヒクルの何れかを各週２度、腹腔内投与した。
【０１７６】
　２４時間の上清サンプル中におけるＴＡＲＣ及びＭＤＣの濃度を、従来のＥＬＩＳＡ（
R&D Systems）法により測定した。
【０１７７】
　何れの試験でも、抗ＩＬ－３１処理マウス由来の耳上清中におけるＴＡＲＣ及びＭＤＣ
の濃度は、対照マウスに比べて低かった。しかし、これらの結果をＡＮＯＶＡ分析すると
、統計的有意性は見られなかった。これはおそらくサンプル数が少ないためである。両実
験のデータを組み合わせて分析すると、各処理群の間には統計的有意性が見られる。
【０１７８】
実施例１０
ＩＬ－３１中和抗体の投与
【０１７９】
　１ｕ／日のｍＩＬ－３１を送達する１４日用浸透圧ポンプ（Alzet、＃２００２）を、
約８から１２週齢の正常雌ＢＡＬＢ／ｃマウス（CRL）の皮下にインプラントした。複数
のマウスの群に、ＩＬ－３１デリバリーの１週間前から、ラット抗マウスｍＩＬ－３１モ
ノクローナル抗体１０ｍｇ／ｋｇ（２００ｕｇ／マウス）を毎週２度、腹腔内（i.p.）注
射した。複数のマウスの対照群には、同一の投薬スケジュールで、ビヒクル（ＰＢＳ／０
．１％ＢＳＡ）を腹腔内注射した。マウスを以下の基準により、脱毛症及び掻痒症に関し
て点数化した。０ ＝ 引っ掻きは見られず、動物は正常に見える。１ ＝ 小領域における
被毛の薄化が生じ、引っ掻きが観察される。２ ＝ 僅かな毛の脱落（小さな皮膚変色部）
、引っ掻きがある。３ ＝ 中程度の毛の脱落、引っ掻きがある。４ ＝ 重度の毛の脱落、
過度の引っ掻きがある。
【０１８０】
　全ての実験において、ラット抗ｍＩＬ－３１ｍＡｂで処理したマウスには、症状の開始
に凡そ５から７日の遅れがみられ、脱毛症及び掻痒症に関する点数も全体的に、より低く
なっていた。ｍＡｂ処理マウスの全ての群は（投薬頻度や濃度に関係なく）、対照マウス
と同様、実験の１３日目までに脱毛症及び掻痒症を発症した。これらのデータは、ＩＬ－
３１を中和することによって、ＩＬ－３１によって誘発される引っ掻き／毛喪失応答の開
始を遅らせることができることを示している。
【０１８１】
　本明細書では例証の目的で、本発明の特定の実施形態について説明を行なったが、本発
明の趣旨及び範囲を逸脱しない限りにおいて種々の変形が可能であることは、以上から明
らかであろう。即ち、本発明は添付の特許請求の範囲の他に、如何なる制限も受けるもの
ではない。
【配列表】
0004927762000001.app



(31) JP 4927762 B2 2012.5.9

10

20

30

40

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  60/749,952
(32)優先日　　　　  平成17年12月13日(2005.12.13)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(74)代理人  100087871
            弁理士　福本　積
(74)代理人  100087413
            弁理士　古賀　哲次
(74)代理人  100141977
            弁理士　中島　勝
(72)発明者  レオン，ドナルド　ワイ．エム．
            アメリカ合衆国，コロラド　８０１１１，エングルウッド，サウス　ジェネバ　ストリート　５２
            ６７
(72)発明者  ビルズボロウ，ジャニン
            アメリカ合衆国，ワシントン　９８１１８，シアトル，サウス　アンドバー　ストリート　３７１
            ５
(72)発明者  グロス，ジェーン　エー．
            アメリカ合衆国，ワシントン　９８１５５，シアトル，ノースイースト　セブンティーフォース　
            ストリート　４２５８

    審査官  横井　宏理

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００３／０２１５８３８（ＵＳ，Ａ１）
              米国特許出願公開第２００３／０２２４４８７（ＵＳ，Ａ１）
              特開２００４－２１９３９０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－１０７２０９（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００３／０２４４８４（ＷＯ，Ａ１）
              DILLON, S., et al.，TRANSGENIC MICE OVEREXPRESSING A NOVEL CYTOKINE (IL-31) DEVELOP A 
              SEVERE PRURITIC SKIN PHENOTYPE RESEMBLING ATOPIC DERMATITIS，EUROPEAN CYTOKINE NETWORK
              ，２００３年　９月，Vol.14, No.Suppl.3，p.81
              DILLON, S.R., et al.，Interleukin 31, a cytokine produced by activated T cells, induce
              s dermatitis in mice，NATURE IMMUNOLOGY，英国，NATURE PUBLISHING GROUP，２００４年　６
              月　６日，Vol.5, No.7，p.752-760

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G01N  33/48-98
              CA/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)
              CA/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	reference-file-article
	overflow

