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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関節炎を治療するための単離されたヒト抗ＴＮＦα抗体を含む医薬組成物であって、前
記抗ＴＮＦα抗体の用量は０．０１～０．１１ｍｇ／ｋｇであり、前記抗体が抗体Ｄ２Ｅ
７の軽鎖可変領域（ＬＣＶＲ）および抗体Ｄ２Ｅ７の重鎖可変領域（ＨＣＶＲ）を含む、
前記医薬組成物。
【請求項２】
　抗ＴＮＦα抗体がＤ２Ｅ７である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　Ｄ２Ｅ７を含み、関節炎を有する被験体の関節の症状を改善するための医薬組成物であ
って、炎症、軟骨侵食、骨侵食および血管分布からなる群から選択される少なくとも１つ
の症状が改善され、用量が０．０１～０．１１ｍｇ／ｋｇである、前記医薬組成物。
【請求項４】
　関節炎に関連した症状を軽減するための単離されたヒト抗ＴＮＦα抗体を含む医薬組成
物であって、前記抗ＴＮＦα抗体の用量は０．０１～０．１１ｍｇ／ｋｇであり、前記抗
体が抗体Ｄ２Ｅ７の軽鎖可変領域（ＬＣＶＲ）および抗体Ｄ２Ｅ７の重鎖可変領域（ＨＣ
ＶＲ）を含む、前記医薬組成物。
【請求項５】
　症状が、骨侵食、軟骨侵食、炎症および血管分布からなる群から選択される、請求項４
に記載の医薬組成物。
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【請求項６】
　抗ＴＮＦα抗体がＤ２Ｅ７である、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　抗ＴＮＦα抗体が他の治療剤と併用投与される、請求項１～６のいずれか１項に記載の
医薬組成物。
【請求項８】
　関節炎が乾癬性関節炎または若年性慢性関節リウマチである、請求項１～６のいずれか
１項に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　関節炎の症状を治療もしくは軽減するための医薬組成物の製造における、単離されたヒ
ト抗ＴＮＦα抗体の使用であって、前記抗ＴＮＦα抗体の用量は０．０１～０．１１ｍｇ
／ｋｇであり、前記抗体が抗体Ｄ２Ｅ７の軽鎖可変領域（ＬＣＶＲ）および抗体Ｄ２Ｅ７
の重鎖可変領域（ＨＣＶＲ）を含む、前記使用。
【請求項１０】
　骨侵食、軟骨侵食、炎症および血管分布からなる群から選択される症状が治療される、
請求項９に記載の使用。
【請求項１１】
　ヒト抗ＴＮＦα抗体がＤ２Ｅ７である、請求項９に記載の使用。
【請求項１２】
　関節炎が乾癬性関節炎または若年性慢性関節リウマチである、請求項９～１１のいずれ
か１項に記載の使用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、２００２年１０月２４日に出願された米国仮出願第６０／４２１２６２号の優
先権を主張する。本願は、米国特許第６０９０３８２号、第６２５８５６２号および第６
５０９０１５号に関連する。本願はまた、２００１年３月７日に出願された米国特許出願
第０９／８０１１８５号、および２００２年１１月２２日に出願された米国特許出願第１
０／３０２３５６号にも関連する。本願はまた、２００２年６月５日に出願された米国特
許出願第１０／１６３６５７号、および２００２年４月２６日に出願された米国特許出願
第１０／１３３７１５号にも関連する。さらに、本願は、ともに２００２年８月１６日に
出願された米国特許出願第１０／２２２１４０号、および米国仮出願第６０／４０３９０
７号にも関連する。本願はまた、２００２年７月１９日に出願された米国仮出願第６０／
３９７２７５号、２００２年９月１６日に出願された米国仮出願第６０／４１１０８１号
、および２００３年３月１８日に出願された米国仮出願第６０／４５５７７７号にも関連
する。本願はまた、米国特許出願第１０／６２２９３２号、第１０／６２３０３９号、第
１０／６２３０７６号、第１０／６２３０６５号、第１０／６２２９２８号、第１０／６
２３０７５号、第１０／６２３０３５号、第１０／６２２６８３号、第１０／６２２２０
５号、第１０／６２２２１０号、第１０／６２２６８３号にも関連し、これらはいずれも
２００３年７月１８日に出願されたものである。これらの特許および特許出願のそれぞれ
の内容全体は、本明細書中に参考として援用されている。
【０００２】
　本発明は、ＴＮＦα活性が有害である疾患を治療するための低用量方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　腫瘍壊死因子α（ＴＮＦα）は、単球およびマクロファージを含む多数の細胞型により
産生されるサイトカインであり、元々は、それが或るマウス腫瘍の壊死を誘発する能力に
基づいて同定された（例えば、Ｏｌｄ，Ｌ．（１９８５）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３０：６３
０－６３２を参照されたい）。その後、悪液質に関連したカケクチンと称される因子がＴ
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ＮＦαと同じ分子であることが示された。ＴＮＦαはショックの仲介に関連づけられてい
る（例えば、Ｂｕｔｌｅｒ，Ｂ．およびＣｅｒａｍｉ，Ａ．（１９８８）Ａｎｎｕ．Ｒｅ
ｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５７：５０５－５１８；Ｂｅｕｔｌｅｒ，Ｂ．およびＣｅｒａｍｉ
，Ａ．（１９８９）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．７：６２５－６５５を参照され
たい）。さらに、ＴＮＦαは、敗血症、感染症、自己免疫疾患、移植拒絶反応および移植
片対宿主疾患を含む種々の他のヒト疾病および疾患の病態生理に関連づけられている（例
えば、Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　２：１６２－１６９；Ｍ
ｏｅｌｌｅｒら，米国特許第５，２３１，０２４号；Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら，欧州特許
公開番号２６０　６１０　Ｂｌ；Ｖａｓｉｌｌｉ，Ｐ．（１９９２）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．
Ｉｍｍｕｎｏｌ．１０：４１１－４５２；Ｔｒａｃｅｙ，Ｋ．Ｊ．およびＣｅｒａｍｉ，
Ａ．（１９９４）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｍｅｄ．４５：４９１－５０３を参照されたい）。
【０００４】
　種々のヒト疾患においてはヒトＴＮＦα（ｈＴＮＦα）が有害な働きをするため、治療
方法は、ｈＴＮＦα活性を阻害または相殺するように設計されている。特に、ｈＴＮＦα
に結合しそれを中和する抗体が、ｈＴＮＦα活性を阻害するための手段として求められて
いる。そのような抗体の最も初期のものの幾つかは、ｈＴＮＦαで免疫されたマウスのリ
ンパ球から調製されたハイブリドーマにより分泌されるマウスモノクローナル抗体（ｍＡ
ｂ）であった（例えば、Ｈａｈｎ　Ｔら（１９８５）Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓ
ｃｉ　ＵＳＡ　８２：３８１４－３８１８；Ｌｉａｎｇ，Ｃ－Ｍ．ら，（１９８６）Ｂｉ
ｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１３７：８４７－８５４；Ｈｉｒ
ａｉ，Ｍ．ら，（１９８７）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　９６：５７－６２；
Ｆｅｎｄｌｙ，Ｂ．Ｍ．ら，（１９８７）Ｈｙｂｒｉｄｏｍａ　６：３５９－３７０；Ｍ
ｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　２：１６２－１６９；Ｍｏｅｌｌ
ｅｒら，米国特許第５，２３１，０２４；Ｗａｌｌａｃｈ，Ｄ．，欧州特許公開番号１８
６　８３３　Ｂ１；Ｏｌｄら，欧州特許出願公開番号２１８　８６８；Ｍｏｅｌｌｅｒ，
Ａ．ら，欧州特許公開番号２６０　６１０　Ｂ１を参照されたい）。これらのマウス抗ｈ
ＴＮＦα抗体は、しばしば、ｈＴＮＦαに対して高いアフィニティーを示し（例えば、Ｋ

ｄ＜１０－９Ｍ）、ｈＴＮＦα活性を中和し得たが、それらのインビボでの使用は、ヒト
へのマウス抗体の投与に関連した問題（例えば、短い血清半減期、あるヒトエフェクター
機能を誘発し得ないこと、ヒトにおいてマウス抗体に対する望ましくない免疫応答（「ヒ
ト抗マウス抗体」（ＨＡＭＡ）反応）を誘起することにより制限されうる。
【０００５】
　ヒトにおける完全マウス抗体の使用に関連する問題を克服するための試みにおいて、マ
ウス抗ｈＴＮＦα抗体が、より「ヒト様」となるよう遺伝子的に工作されてきた。例えば
、抗体鎖の可変領域がマウス由来であり、抗体鎖の定常領域がヒト由来であるキメラ抗体
が製造されている（Ｋｎｉｇｈｔ，Ｄ．Ｍら，（１９９３）Ｍｏｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３
０：１４４３－１４５３；Ｄａｄｄｏｎａ，Ｐ．Ｅ．ら，ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９２／１
６５５３）。また、抗体可変領域の超可変ドメインはマウス由来であるが、可変領域の残
部および抗体定常領域がヒト由来であるヒト抗体も製造されている（Ａｄａｉｒ，Ｊ．Ｒ
．ら，ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９２／１１３８３）。しかし、これらのキメラおよびヒト化
抗体は幾つかのマウス配列を尚も保有しているため、それらは、例えば慢性関節リウマチ
のような慢性適応症のために長期投与した場合には特に、望ましくない免疫反応、ヒト抗
キメラ抗体（ＨＡＣＡ）反応を尚も誘起しうる（例えば、Ｅｌｌｉｏｔｔ，Ｍ．Ｊ．ら，
（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：１１２５－１１２７；Ｅｌｌｉｏｔ，Ｍ．Ｊ．ら，
（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：１１０５－１１１０を参照されたい）。
【０００６】
　マウスｍＡｂまたはその誘導体（例えば、キメラまたはヒト化抗体）より好ましいｈＴ
ＮＦα阻害物質は完全ヒト抗ｈＴＮＦα抗体であろう。なぜなら、そのような物質は、長
期間の使用であってもＨＡＭＡ反応を誘起しないはずだからである。ヒトハイブリドーマ
技術を用いて、ｈＴＮＦαに対するヒトモノクローナル自己抗体が製造されている（Ｂｏ
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ｙｌｅ，Ｐ．ら，（１９９３）Ｃｅｌｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５２：５５６－５６８；Ｂ
ｏｙｌｅ，Ｐ．ら，（１９９３）Ｃｅｌｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５２：５６９－５８１；
Ｂｏｙｌｅら，欧州特許出願公開番号６１４　９８４　Ａ２）。しかし、これらのハイブ
リドーマ由来モノクローナル自己抗体が有する、ｈＴＮＦαに対するアフィニティーは、
通常の方法によっては求められない程に低く、可溶性ｈＴＮＦαに結合し得ず、ｈＴＮＦ
α誘導細胞傷害性を中和し得ないと報告された（Ｂｏｙｌｅら，前掲を参照されたい）。
さらに、ヒトハイブリドーマ技術の成功は、ｈＴＮＦαに特異的な自己抗体を産生するリ
ンパ球がヒト末梢血内に天然に存在するかどうかに左右される。ヒト被験者においてｈＴ
ＮＦαに対する血清自己抗体を検出した研究もあるが（Ｆｏｍｓｇａａｒｄ，Ａ．ら，（
１９８９）Ｓｃａｎｄ．Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３０：２１９－２２３；Ｂｅｎｄｔｚｅｎ
，Ｋ．ら，（１９９０）Ｐｒｏｇ．Ｌｅｕｋｏｃｙｔｅ　Ｂｉｏｌ．１０Ｂ：４４７－４
５２）、検出していない研究もある（Ｌｅｕｓｃｈ，Ｈ－Ｇ．ら，（１９９１）Ｊ．Ｉｍ
ｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　１３９：１４５－１４７）。
【０００７】
　天然に生ずるヒト抗ｈＴＮＦα抗体の代替物は、組換えｈＴＮＦα抗体であろう。比較
的低いアフィニティー（すなわち、Ｋｄ～１０－７Ｍ）および速いオフ（ｏｆｆ）速度（
すなわち、Ｋｏｆｆ～１０－２秒－１）でｈＴＮＦαに結合する組換えヒト抗体が記載さ
れている（Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ，Ａ．Ｄ．ら，（１９９３）ＥＭＢＯ　Ｊ．１２：７２５
－７３４）。しかし、それらの比較的速い解離速度論のため、これらの抗体は治療用途に
適していないかもしれない。また、ｈＴＮＦα活性を中和せず、むしろ、細胞表面へのｈ
ＴＮＦαの結合を増強し、ｈＴＮＦαのインターナリゼーションを増強する組換えヒト抗
ｈＴＮＦαが記載されている（Ｌｉｄｂｕｒｙ，Ａ．ら，（１９９４）Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
ｏｌ．Ｔｈｅｒ．５：２７－４５；Ａｓｔｏｎ，Ｒ．ら，ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９２／０
３１４５）。
【０００８】
　したがって、高いアフィニティーおよび遅い解離速度論で可溶性ｈＴＮＦαに結合し、
ＴＮＦα活性が有害である疾患を治療する能力を有する組換えヒト抗体のようなヒト抗体
が、尚も必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，２３１，０２４号明細書
【特許文献２】欧州特許第２６０　６１０号明細書
【特許文献３】欧州特許第１８６　８３３号明細書
【特許文献４】欧州特許出願公開第２１８　８６８号明細書
【特許文献５】国際公開第９２／１６５５３号
【特許文献６】国際公開第９２／１１３８３号
【特許文献７】欧州特許出願公開第６１４　９８４号明細書
【特許文献８】国際公開第９２／０３１４５号
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｏｌｄ，Ｌ．（１９８５）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３０：６３０－６３２
【非特許文献２】Ｂｅｕｔｌｅｒ，Ｂ．およびＣｅｒａｍｉ，Ａ．（１９８８）Ａｎｎｕ
．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．５７：５０５－５１８
【非特許文献３】Ｂｅｕｔｌｅｒ，Ｂ．およびＣｅｒａｍｉ，Ａ．（１９８９）Ａｎｎｕ
．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．７：６２５－６５５
【非特許文献４】Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　２：１６２－
１６９
【非特許文献５】Ｖａｓｉｌｌｉ，Ｐ．（１９９２）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ
．１０：４１１－４５２；Ｔｒａｃｅｙ，Ｋ．Ｊ．
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【非特許文献６】Ｃｅｒａｍｉ，Ａ．（１９９４）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｍｅｄ．４５：４
９１－５０３
【非特許文献７】Ｈａｈｎ　Ｔら（１９８５）Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　
ＵＳＡ　８２：３８１４－３８１８
【非特許文献８】Ｌｉａｎｇ，Ｃ－Ｍ．ら，（１９８６）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙ
ｓ．Ｒｅｓ．Ｃｏｍｍｕｎ．１３７：８４７－８５４
【非特許文献９】Ｈｉｒａｉ，Ｍ．ら，（１９８７）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　９６：５７－６２
【非特許文献１０】Ｆｅｎｄｌｙ，Ｂ．Ｍ．ら，（１９８７）Ｈｙｂｒｉｄｏｍａ　６：
３５９－３７０
【非特許文献１１】Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　２：１６２
－１６９
【非特許文献１２】Ｋｎｉｇｈｔ，Ｄ．Ｍら，（１９９３）Ｍｏｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．３
０：１４４３－１４５３
【非特許文献１３】Ｅｌｌｉｏｔｔ，Ｍ．Ｊ．ら，（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：
１１２５－１１２７
【非特許文献１４】Ｅｌｌｉｏｔ，Ｍ．Ｊ．ら，（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：１
１０５－１１１０
【非特許文献１５】Ｂｏｙｌｅ，Ｐ．ら，（１９９３）Ｃｅｌｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５
２：５５６－５６８
【非特許文献１６】Ｂｏｙｌｅ，Ｐ．ら，（１９９３）Ｃｅｌｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１５
２：５６９－５８１
【非特許文献１７】Ｆｏｍｓｇａａｒｄ，Ａ．ら，（１９８９）Ｓｃａｎｄ．Ｊ．Ｉｍｍ
ｕｎｏｌ．３０：２１９－２２３
【非特許文献１８】Ｂｅｎｄｔｚｅｎ，Ｋ．ら，（１９９０）Ｐｒｏｇ．Ｌｅｕｋｏｃｙ
ｔｅ　Ｂｉｏｌ．１０Ｂ：４４７－４５２
【非特許文献１９】Ｌｅｕｓｃｈ，Ｈ－Ｇ．ら，（１９９１）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　１３９：１４５－１４７
【非特許文献２０】Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ，Ａ．Ｄ．ら，（１９９３）ＥＭＢＯ　Ｊ．１２
：７２５－７３４
【非特許文献２１】Ｌｉｄｂｕｒｙ，Ａ．ら，（１９９４）Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｔｈ
ｅｒ．５：２７－４５
【発明の概要】
【００１１】
　発明の概要
　本発明は、少なくとも部分的には、ＴＮＦα活性が有害である疾患を治療するための、
例えば抗ＴＮＦα抗体を含むＴＮＦαインヒビターの低用量での投与方法に関する。
【００１２】
　発明の詳細な説明
　本発明は、少なくとも部分的には、ＴＮＦα活性（例えば、ヒトＴＮＦα活性）が有害
である疾患を治療するための低用量方法に関する。該方法は、該疾患が治療されるように
、ＴＮＦαインヒビターの有効量を低用量で被験体に投与することを含む。本発明はまた
、低用量のＴＮＦαインヒビターを、他の治療剤と組合せて投与する方法、およびＴＮＦ
αインヒビターと薬学的に許容される担体とを含んでなる医薬組成物に関する。
【００１３】
　本明細書中で用いる「ヒトＴＮＦα」（本明細書中ではｈｕＴＮＦ、ｈＴＮＦα、また
は単にｈＴＮＦと略される）なる用語は、１７ｋＤの分泌型および２６ｋＤの膜結合型と
して存在するヒトサイトカインを指すものと意図され、その生物学的に活性な形態は、非
共有結合した１７ｋＤの分子の三量体から構成される。ｈＴＮＦαの構造は、例えば、Ｐ
ｅｎｎｉｃａ，Ｄ．ら，（１９８４）Ｎａｔｕｒｅ　３１２：７２４－７２９；Ｄａｖｉ
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ｓ，Ｊ．Ｍ．ら，（１９８７）Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　２６：１３２２－１３２６；
およびＪｏｎｅｓ，Ｅ．Ｙ．ら，（１９８９）Ｎａｔｕｒｅ　３３８：２２５－２２８に
更に詳しく記載されている。ヒトＴＮＦαなる用語は、組換えヒトＴＮＦα（ｒｈＴＮＦ
α）を含むと意図され、これは、標準的な組換え発現方法により製造したり、商業的に購
入（Ｒ　＆　Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｃａｔａｌｏｇ　Ｎｏ．２１０－ＴＡ，Ｍｉｎｎｅａ
ｐｏｌｉｓ，ＭＮ）することが可能である。
【００１４】
　「ＴＮＦαインヒビター」なる用語は、ＴＮＦαを阻害する物質を含む。ＴＮＦαイン
ヒビターの具体例には、エタネルセプト（ｅｔａｎｅｒｃｅｐｔ）（ＥＮＢＲＥＬ，Ｉｍ
ｍｕｎｅｘ）、インフリキシマブ（ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ）（ＲＥＭＩＣＡＤＥ，Ｊｏｈ
ｎｓｏｎ　ａｎｄ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）、ヒト抗ＴＮＦモノクローナル抗体（Ｄ２Ｅ７，Ｋ
ｎｏｌｌ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）、ＣＤＰ　５７１（Ｃｅｌｌｔｅｃｈ）お
よびＣＤＰ　８７０（Ｃｅｌｌｔｅｃｈ）、ならびにＴＮＦα活性が有害である疾患に罹
患した又はその恐れのある被験体に投与されると該疾患が治療されるようにＴＮＦα活性
を阻害する他の化合物が含まれる。この用語はまた、本明細書ならびに米国特許第６，０
９０，３８２号および第６，２５８，５６２　Ｂ１号ならびに米国特許出願第０９／５４
０，０１８号および第０９／８０１，１８５号に記載の抗ＴＮＦαヒト抗体および抗体部
分のそれぞれを含む。
【００１５】
　本明細書中で用いる「抗体」なる用語は、ジスルフィド結合により相互連結された２本
の重（Ｈ）鎖および２本の軽（Ｌ）鎖である、４本のポリペプチド鎖から構成される免疫
グロブリン分子を意味すると意図される。各重鎖は重鎖可変領域（本明細書中ではＨＣＶ
ＲまたはＶＨと略される）および重鎖定常領域から構成される。重鎖定常領域はＣＨ１、
ＣＨ２およびＣＨ３の３つのドメインから構成される。各軽鎖は軽鎖可変領域（本明細書
中ではＬＣＶＲまたはＶＬと略される）および軽鎖定常領域から構成される。軽鎖定常領
域は１つのドメインＣＬから構成される。ＶＨおよびＶＬ領域は更に、相補性決定領域（
ＣＤＲ）と称する、超可変性の領域に細分することが可能であり、それらの領域の間には
、フレームワーク領域（ＦＲ）と称する、より保存的である領域が存在する。それぞれの
ＶＨおよびＶＬは、アミノ末端からカルボキシ末端へＦＲ１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、ＣＤＲ
２、ＦＲ３、ＣＤＲ３、ＦＲ４の順序で配置された３つのＣＤＲおよび４つのＦＲから構
成される。本発明の抗体は、米国特許第６，０９０，３８２号および第６，２５８，５６
２　Ｂ１号ならびに米国特許出願第０９／５４０，０１８および第０９／８０１，１８５
号（それらのそれぞれの全体が参考として本明細書に援用されている）に更に詳しく記載
されている。
【００１６】
　本明細書中で用いる抗体の「抗原結合部位」（または単に「抗体部分」）なる用語は、
抗原（例えば、ｈＴＮＦα）に特異的に結合する能力を保有する抗体の１以上のフラグメ
ントを意味する。抗体の抗原結合機能は完全長抗体のフラグメントにより達成されうるこ
とが示されている。抗体の「抗原結合部分」なる用語に含まれる結合フラグメントの具体
例には、（ｉ）ＶＬ、ＶＨ、ＣＬおよびＣＨ１ドメインからなる一価フラグメントである
Ｆａｂフラグメント、（ｉｉ）ヒンジ領域においてジスルフィド架橋により連結された２
つのＦａｂフラグメントを含む二価フラグメントであるＦ（ａｂ’）２フラグメント、（
ｉｉｉ）ＶＨおよびＣＨ１ドメインからなるＦｄフラグメント、（ｉｖ）抗体の単一アー
ムのＶＬおよびＶＨドメインからなるＦｖフラグメント、（ｖ）ＶＨドメインからなるｄ
Ａｂフラグメント（Ｗａｒｄら，（１９８９）Ｎａｔｕｒｅ　３４１：５４４－５４６）
、ならびに（ｖｉ）単離した相補性決定領域（ＣＤＲ）が含まれる。さらに、Ｆｖフラグ
メントの２つのドメインであるＶＬおよびＶＨは別々の遺伝子によりコードされるが、そ
れらは、ＶＬおよびＶＨ領域がペアになって一価分子（一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ）として公
知である；例えば、Ｂｉｒｄら（１９８８）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２：４２３－４２６；
およびＨｕｓｔｏｎら（１９８８）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８
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５：５８７９－５８８３を参照されたい）を形成する単一タンパク質鎖としてＶＬおよび
ＶＨが製造されるのを可能にする合成リンカーにより、組換え法を用いて連結されうる。
そのような一本鎖抗体も、抗体の「抗原結合部分」なる語に含まれると意図される。他の
形態の一本鎖抗体、例えば二重特異性抗体も含まれる。二重特異性抗体は、二価の二重特
異性抗体であり、この場合、ＶＨドメインおよびＶＬドメインは単一のポリペプチド鎖上
で発現されるが、同一鎖上でそれらの２つのドメイン間のペア形成が可能となるには短か
すぎるリンカーを使用して、それらのドメインに別の鎖の相補性ドメインとペアを形成さ
せ、２つの抗原結合部位を創る（例えば、Ｈｏｌｌｉｇｅｒ，Ｐ．ら，（１９９３）Ｐｒ
ｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０：６４４４－６４４８；Ｐｏｌｊａｋ
，Ｒ．Ｊ．ら，（１９９４）Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　２：１１２１－１１２３を参照された
い）。本発明の抗体部分は、米国特許第６，０９０，３８２号および第６，２５８，５６
２　Ｂ１号ならびに米国特許出願第０９／５４０，０１８および第０９／８０１，１８５
号（それらのそれぞれの全体が参考として本明細書に援用されている）に更に詳しく記載
されている。
【００１７】
　本発明の１つの実施形態においては、Ｄ２Ｅ７抗体および抗体部分、Ｄ２Ｅ７関連抗体
および抗体部分、ならびにＤ２Ｅ７と同等の特性（例えば、低い解離速度論および高い中
和能を伴った、ｈＴＮＦαへの高いアフィニティー結合）を有する他のヒト抗体および抗
体部分を、有害なＴＮＦ活性に関連した疾患を治療する低用量方法で使用する。もう１つ
の実施形態においては、共に表面プラズモン共鳴による測定で１×１０－８Ｍ以下のＫｄ

および１×１０－３ｓ－１以下のＫｏｆｆ速度定数でヒトＴＮＦαから解離し、標準的な
インビトロＬ９２９アッセイにおいて１×１０－７Ｍ以下のＩＣ５０でヒトＴＮＦα細胞
傷害性を中和するヒト抗体またはその抗原結合部分を、有害なＴＮＦ活性に関連した疾患
を治療する低用量方法で使用する。もう１つの実施形態においては、５×１０－４ｓ－１

以下のＫｏｆｆまたはより一層好ましくは１×１０－４ｓ－１以下のＫｏｆｆでヒトＴＮ
Ｆαから解離する単離されたヒト抗体またはその抗原結合部分を、有害なＴＮＦ活性に関
連した疾患を治療する低用量方法で使用する。より好ましくは、単離されたヒト抗体また
はその抗原結合部分は、標準的なインビトロＬ９２９アッセイにおいて１×１０－８Ｍ以
下のＩＣ５０、より好ましくは１×１０－９Ｍ以下のＩＣ５０、更に好ましくは５×１０
－１０Ｍ以下のＩＣ５０でヒトＴＮＦα細胞傷害性を中和する。
【００１８】
　本明細書中で用いる「低用量」または「低投与量」なる用語は、通常に用いられる量よ
り実質的に低いものである、被験体に投与されるＴＮＦαインヒビターの量を意味する。
「低用量療法」は、低用量のＴＮＦαインヒビターを投与することに基づく治療計画を含
む。本発明の１つの実施形態においては、有害であるＴＮＦα関連疾患を治療するために
、低用量のＤ２Ｅ７を被験体に投与する。もう１つの実施形態においては、慢性関節リウ
マチおよび該疾病に関連した症状を治療するために、例えばＤ２Ｅ７を含む低用量のＴＮ
Ｆαインヒビターを使用する。例えば、Ｄ２Ｅ７の低用量療法を用いて治療されうる症状
には、骨侵食、軟骨侵食、炎症および血管分布（ｖａｓｃｕｌａｒｉｔｙ）が含まれる。
低用量のＴＮＦαインヒビターは、ＴＮＦαインヒビターの通常処方量に関連づけられう
る副作用の頻度および重症度の低下を含む多くの理由で好都合である。
【００１９】
　Ｉ．本発明のＴＮＦαインヒビターの用途
　１つの実施形態においては、本発明は、ＴＮＦα活性が有害である疾患に罹患した被験
体におけるＴＮＦα活性を阻害するための低用量方法を提供する。ＴＮＦαは多種多様な
疾患の病態生理学に関与している（例えば、Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら，（１９９０）Ｃｙ
ｔｏｋｉｎｅ　２：１６２－１６９；Ｍｏｅｌｌｅｒら，米国特許第５，２３１，０２４
号；Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ，欧州特許公開番号２６０　６１０　Ｂｌ）。本発明は、そのよ
うな疾患に罹患した被験体におけるＴＮＦα活性を阻害するための方法であって、該被験
体におけるＴＮＦα活性が阻害されるよう、本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦα



(8) JP 5676386 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

インヒビターの低用量を該被験体に投与することを含んでなる方法を提供する。好ましく
は、該ＴＮＦαはヒトＴＮＦαであり、該被験体はヒト被験体である。あるいは、該被験
体は、本発明の抗体が交差反応するＴＮＦαを発現する哺乳動物でありうる。本発明の抗
体は、低用量（後記で詳しく考察する）にて治療目的でヒト被験体に投与することができ
る。さらに、低用量の本発明の抗体は、獣医学的目的で又はヒト疾病の動物モデルとして
、該抗体が交差反応するＴＮＦαを発現する非ヒト哺乳動物（例えば、霊長類、ブタまた
はマウス）に投与することが可能である。後者の場合、そのような動物モデルは、本発明
の抗体の治療効力を評価する（例えば、投与の量および時間経過を試験する）のに有用で
あろう。
【００２０】
　本明細書中で用いる「ＴＮＦα活性が有害である疾患」なる用語は、該疾患に罹患した
被験体におけるＴＮＦαの存在が該疾患の病態生理の原因となること又は該疾患の悪化に
寄与する要因を招くことが示されている又はその疑いのある疾病および他の疾患を含むこ
とが意図される。本発明の目的においては、ＴＮＦα活性が有害である疾患の治療には、
該疾患に関連した症状の軽減が含まれるが、これらに限定されるものではない。したがっ
て、ＴＮＦα活性が有害である疾患は、ＴＮＦα活性の阻害が該疾患の症状および／また
は進行を軽減すると予想される疾患である。そのような疾患は、例えば、該疾患に罹患し
た被験体の生物学的液体中のＴＮＦαの濃度の増加（例えば、該被験体の血清、血漿、滑
液などにおけるＴＮＦαの濃度の増加）により実証することが可能であり、それは、例え
ば、前記の抗ＴＮＦα抗体を使用して検出されうる。ＴＮＦα活性が有害である疾患には
多数の具体例が存在する。具体的な疾患の治療における本発明の抗体、抗体部分および他
のＴＮＦαインヒビターの低用量の使用は、後記で更に詳しく考察される。ある実施形態
においては、本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量を、後記
のとおり、他の治療剤と組合せて被験体に投与する。
【００２１】
　Ａ．敗血症
　腫瘍壊死因子は、低血圧、心筋阻害、血管漏出症候群（ｖａｓｃｕｌａｒ　ｌｅａｋａ
ｇｅ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）、器官壊死、毒性二次メディエーター放出の刺激および凝固カ
スケードの活性化を含む生物学的効果を伴った、敗血症の病態生理における確立された役
割を有する（例えば、Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら，（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　２：１
６２－１６９；Ｍｏｅｌｌｅｒら，米国特許第５，２３１，０２４号；Ｍｏｅｌｌｅｒ，
Ａ．，欧州特許公開番号２６０　６１０　Ｂ１；Ｔｒａｃｅｙ，Ｋ．Ｊ．およびＣｅｒａ
ｍｉ，Ａ．（１９９４）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｍｅｄ．４５：４９１－５０３；Ｒｕｓｓｅ
ｌｌ，ＤおよびＴｈｏｍｐｓｏｎ，Ｒ．Ｃ．（１９９３）Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔ
ｅｃｈ．４：　７１４－７２１を参照されたい）。したがって、本発明のヒト抗体、抗体
部分および他のＴＮＦαインヒビターは、敗血性ショック、内毒素ショック、グラム陰性
敗血症および毒性ショック症候群を含む敗血症の任意の臨床状況において敗血症を治療す
るために使用することが可能である。
【００２２】
　さらに、敗血症を治療するために、本発明の抗ｈＴＮＦα抗体、抗体部分または他のＴ
ＮＦαインヒビターを、インターロイキン１インヒビター（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ
　９２／１６２２１およびＷＯ　９２／１７５８３に記載されているもの）、サイトカイ
ンインターロイキン６（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９３／１１７９３を参照されたい
）または血小板活性化因子のアンタゴニスト（例えば、を参照されたい）のような、敗血
症を更に軽減しうる１以上の他の治療剤（例えば、欧州特許出願公開番号ＥＰ　３７４　
５１０）と共に同時投与することが可能である。敗血症治療のための他の併用療法は小節
ＩＩにおいて更に詳しく説明されている。
【００２３】
　また、１つの実施形態においては、本発明の抗ＴＮＦα抗体、抗体部分または他のＴＮ
Ｆαインヒビターを、治療時に、５００ｐｇ／ｍｌを超える、より好ましくは、１０００
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ｐｇ／ｍｌを超えるＩＬ－６の血清または血漿濃度を有する敗血症患者の下位群内のヒト
被験体に投与する（Ｄａｕｍ，Ｌ．ら，ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９５／２０９７８を参照さ
れたい）。
【００２４】
　Ｂ．自己免疫疾患
　腫瘍壊死因子は、種々の自己免疫疾患の病態生理で果す役割に関連づけられてきた。例
えば、ＴＮＦαは、慢性関節リウマチにおける組織炎症の活性化および関節破壊の発生に
関連づけられている（例えば、Ｍｏｅｌｌｅｒ，Ａ．ら，（１９９０）Ｃｙｔｏｋｉｎｅ
　２：１６２－１６９；Ｍｏｅｌｌｅｒら，米国特許第５，２３１，０２４；Ｍｏｅｌｌ
ｅｒ，Ａ．ら，欧州特許公開番号２６０　６１０　Ｂ１；ＴｒａｃｅｙおよびＣｅｒａｍ
ｉ，前掲；Ａｒｅｎｄ，Ｗ．Ｐ．およびＤａｙｅｒ，Ｊ－Ｍ．（１９９５）Ａｒｔｈ．Ｒ
ｈｅｕｍ．３８：１５１－１６０；Ｆａｖａ，Ｒ．Ａ．ら，（１９９３）Ｃｌｉｎ．Ｅｘ
ｐ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．９４：２６１－２６６を参照されたい）。ＴＮＦαは、糖尿病にお
ける島細胞の死の促進およびインスリン抵抗性の仲介にも関連づけられている（例えば、
ＴｒａｃｅｙおよびＣｅｒａｍｉ，前掲；ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９４／０８６０９を参照
されたい）。ＴＮＦαは、多発性硬化症における希突起膠細胞に対する細胞傷害性の仲介
および炎症性斑の誘発にも関連づけられている（例えば、ＴｒａｃｅｙおよびＣｅｒａｍ
ｉ，前掲を参照されたい）。キメラおよびヒト化マウス抗ｈＴＮＦα抗体は、慢性関節リ
ウマチの治療のための臨床試験に付されている（例えば、Ｅｌｌｉｏｔｔ，Ｍ．Ｊ．ら，
（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：１１２５－１１２７；Ｅｌｌｉｏｔ，Ｍ．Ｊ．ら，
（１９９４）Ｌａｎｃｅｔ　３４４：１１０５－１１１０；Ｒａｎｋｉｎ，Ｅ．Ｃ．ら，
（１９９５）Ｂｒ．Ｊ．Ｒｈｅｕｍａｔｏｌ．３４：３３４－３４２を参照されたい）。
【００２５】
　本発明の１つの実施形態においては、慢性関節リウマチを治療するために、低用量の本
発明の抗ＴＮＦα抗体を使用することが可能である。慢性関節リウマチ疾患に関連する症
状を軽減することにより、低用量の抗ＴＮＦα抗体を使用して慢性関節リウマチを治療す
ることが可能である。慢性関節リウマチに一般に関連している症状または徴候の具体例に
は、関節における骨侵食、関節における軟骨侵食、関節における炎症、関節における血管
分布およびそれらの組合せが含まれるが、これらに限定されるものではない。慢性関節リ
ウマチに関連した症状の他の具体例には、体重増加、関節歪曲、関節の腫脹、屈曲（ｆｅ
ｌｘｉｏｎ）の際の強直、著しい運動疾患およびそれらの組合せが含まれる。
【００２６】
　本発明のヒト抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、自己免疫疾患、特に
、炎症に関連した自己免疫疾患、例えば慢性関節リウマチ、リウマチ様脊椎炎、骨関節症
および痛風関節炎、アレルギー、多発性硬化症、自己免疫糖尿病、自己免疫ブドウ膜炎お
よびネフローゼ症候群を治療するために使用することが可能である。特定の疾患によって
は、炎症部位への該抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの局所投与が有益で
ありうるが（例えば、単独での又はＰＣＴ公開番号ＷＯ　９３／１９７５１に記載のシク
ロヘキサン－イリデン誘導体と組合された、慢性関節リウマチの関節における局所投与ま
たは糖尿病性潰瘍への局所適用）、典型的には、該抗体、抗体部分または他のＴＮＦαイ
ンヒビターは全身的に投与される。本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビ
ターは、小節ＩＩにおいて更に詳しく説明するように、自己免疫疾患の治療に有用な１以
上の他の治療剤と共に投与することも可能である。
【００２７】
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、サルコイドーシスおよび
ベーチェット病を含む多系の自己免疫疾患を治療するためにも使用することが可能である
。
【００２８】
　Ｃ．感染症
　腫瘍壊死因子は、種々の感染症において認められる生物学的効果の仲介に関連づけられ



(10) JP 5676386 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

ている。例えば、ＴＮＦαはマラリアにおける脳炎症ならびに毛細血管血栓症および梗塞
の仲介に関連づけられている。ＴＮＦαは髄膜炎における脳炎症の仲介、血液脳関門の破
壊の誘発、敗血性ショック症候群の誘発および静脈梗塞の活性化にも関連づけられている
。ＴＮＦαは後天性免疫不全症候群（エイズ）における悪液質の誘発、ウイルス増殖の刺
激および中枢神経系損傷の仲介にも関連づけられている。したがって、本発明の抗体、抗
体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、細菌性髄膜炎（例えば、欧州特許出願公開番
号ＥＰ　５８５　７０５を参照されたい）、大脳マラリア、エイズおよびエイズ関連症候
群（ＡＲＣ）（例えば、欧州特許出願公開番号ＥＰ　２３０　５７４を参照されたい）な
らびに移植に続発するサイトメガロウイルス感染（例えば、Ｆｉｅｔｚｅ，Ｅ．ら，（１
９９４）Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ　５８：６７５－６８０を参照されたい）を含
む感染症の治療において使用することが可能である。本発明の抗体、抗体部分または他の
ＴＮＦαインヒビターは、感染（例えば、インフルエンザ）による発熱および筋肉痛なら
びに感染に続発する（例えば、エイズまたはＡＲＣに続発する）悪液質を含む感染症に伴
なう症状を軽減するために使用することも可能である。
【００２９】
　Ｄ．移植
　腫瘍壊死因子は、同種移植拒絶および移植片対宿主疾患（ＧＶＨＤ）の主メディエータ
ーとして、ならびに腎臓移植の拒絶を阻害するためにＴ細胞受容体ＣＤ３複合体に対する
ラット抗体ＯＫＴ３を使用した場合に観察されている有害な反応の仲介に関連づけられて
いる（例えば、Ｅａｓｏｎ，Ｊ．Ｄ．ら，（１９９５）Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ
　５９：３００－３０５；Ｓｕｔｈａｎｔｈｉｒａｎ，Ｍ．およびＳｔｒｏｍ，Ｔ．Ｂ．
（１９９４）Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．３３１：３６５－３７５を参照されたい）
。したがって、本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、同種移植お
よび異種移植の拒絶を含む移植拒絶を阻害するために、ならびにＧＶＨＤを阻害するため
に使用することが可能である。該抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターは単独
で使用することが可能であるが、より好ましくは、それを、同種移植に対する免疫応答を
阻害する又はＧＶＨＤを阻害する１以上の他の物質と組合せて使用する。例えば、１つの
実施形態においては、本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターを、ＯＫ
Ｔ３誘導反応を阻害するためにＯＫＴ３と組合せて使用する。もう１つの実施形態におい
ては、本発明の抗体、抗体部分、他のＴＮＦαインヒビターを、免疫応答の調節に関与す
る他の標的、例えば細胞表面分子ＣＤ２５（インターロイキン２受容体α）、ＣＤ１１ａ
（ＬＦＡ－１）、ＣＤ５４（ＩＣＡＭ－１）、ＣＤ４、ＣＤ４５、ＣＤ２８／ＣＴＬＡ４
、ＣＤ８０（Ｂ７－１）および／またはＣＤ８６（Ｂ７－２）に対する１以上の抗体と組
合せて使用する。さらにもう１つの実施形態においては、本発明の抗体、抗体部分または
他のＴＮＦαを、シクロスポリンＡまたはＦＫ５０６のような１以上の一般的な免疫阻害
剤と組合せて使用する。
【００３０】
　Ｅ．悪性疾患
　腫瘍壊死因子は悪性疾患における悪液質の誘発、腫瘍増殖の刺激、転移能の増強および
細胞傷害性の仲介に関連づけられている。したがって、本発明の抗体および抗体部分は、
悪性疾患の治療、腫瘍増殖もしくは転移の阻害、および／または悪性疾患に続発する悪液
質の軽減に使用することが可能である。該抗体、抗体部分、他のＴＮＦαインヒビターは
、全身的に又は腫瘍部位へ局所的に投与することが可能である。
【００３１】
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、固形腫瘍および／または
白血病およびリンパ腫に関連した悪性疾患の治療に使用することが可能である。本発明の
抗体で治療されうる固形腫瘍の具体例には、卵巣癌および結腸直腸癌が含まれるが、これ
らに限定されるものではない。本発明の抗体で治療されうる白血病およびリンパ腫の具体
例には、骨髄形成異常症候群および多発性骨髄腫が含まれるが、これらに限定されるもの
ではない。
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【００３２】
　Ｆ．肺疾患
　腫瘍壊死因子は、白血球－内皮活性化の刺激、肺細胞に対する細胞傷害性の誘発および
血管漏出症候群の誘発を含む成人呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の病態生理に関連づけられ
ている。したがって、本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、成人
呼吸窮迫症候群（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９１／０４０５４）、ショック肺、慢性
肺炎症疾患、肺サルコイドーシス、肺線維症、珪肺症（ａｓｉｌｉｃｏｓｉｓ）、喘息、
慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）および特発性肺線維症（ＵＩＰまたは腸肺疾患）を含む種
々の肺疾患を治療するために使用することが可能である。該抗体、抗体部分または他のＴ
ＮＦαインヒビターは、全身的に又は例えばエアゾールとして肺表面に局所的に投与する
ことが可能である。本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターは、小節Ｉ
Ｉにおいて更に詳しく説明するとおり、肺疾患の治療に有用な１以上の他の治療剤と共に
投与することも可能である。
【００３３】
　Ｇ．腸疾患
　腫瘍壊死因子は炎症性腸疾患の病態生理に関連づけられている（例えば、Ｔｒａｃｙ，
Ｋ．Ｊ．ら，（１９８６）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３４：４７０－４７４；　Ｓｕｎ，Ｘ－Ｍ
．ら，（１９８８）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ．８１：１３２８－１３３１；ＭａｃＤ
ｏｎａｌｄ，Ｔ．Ｔ．ら，（１９９０）Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．８１：３０
１－３０５を参照されたい）。キメラマウス抗ｈＴＮＦα抗体はクローン病の治療のため
の臨床試験に付されている（ｖａｎ　Ｄｕｌｌｅｍｅｎ，Ｈ．Ｍ．ら，（１９９５）Ｇａ
ｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ　１０９：１２９－１３５）。本発明のヒト抗体、抗体部
分および他のＴＮＦαインヒビターは、クローン病および潰瘍性大腸炎の２つの症候群を
含む特発性炎症性腸疾患のような腸疾患を治療するために使用することも可能である。本
発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、小節ＩＩにおいて更に詳しく
説明するとおり、腸疾患の治療に有用な１以上の他の治療剤と共に投与することも可能で
ある。
【００３４】
　Ｈ．心臓疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、心臓の虚血（例えば、欧
州特許出願公開番号ＥＰ　４５３　８９８を参照されたい）および心不全（心筋の虚弱）
（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９４／２０１３９を参照されたい）を含む種々の心臓疾
患を治療するために使用することも可能である。
【００３５】
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、慢性アテローム性動脈硬
化症、心筋症、うっ血性心不全およびリウマチ性心疾患を含む（これらに限定されるもの
ではない）心臓血管疾患を治療するために使用することも可能である。
【００３６】
　Ｉ．神経学的疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えばアルツハイマー病
、坐骨神経痛、末梢性ニューロパチーおよび神経障害性疼痛を含む神経学的疾患を治療す
るために使用することが可能である。
【００３７】
　Ｊ．代謝性疾患
　腫瘍壊死因子は、種々の代謝性疾患において観察される生物学的効果の仲介に関連づけ
られている。例えば、本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、悪液
質を治療するために使用することが可能である。
【００３８】
　腫瘍壊死因子は、糖尿病および糖尿病に関連した合併症において観察される生物学的効
果の仲介にも関連づけられている。糖尿病状態には、１型糖尿病、２型糖尿病、糖尿病性
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血管疾患および神経障害性疼痛が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００３９】
　Ｋ．肝臓疾患
　腫瘍壊死因子は、種々の肝臓疾患において観察される生物学的効果の仲介に関連づけら
れている。本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは，例えばＣ型肝炎
、硬化性胆管炎、自己免疫肝炎および慢性肝不全を含む肝臓疾患を治療するために使用す
ることが可能である。
【００４０】
　Ｌ．腎臓疾患
　腫瘍壊死因子は、種々の腎臓疾患において観察される生物学的効果の仲介に関連づけら
れている。本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば進行性腎
不全を含む腎臓疾患を治療するために使用することが可能である。本発明の抗体は、例え
ば連鎖球菌感染後糸球体腎炎およびＩｇＡ腎症を含む糸球体腎炎を治療するために使用す
ることも可能である。
【００４１】
　Ｍ．炎症性疾患
　１．炎症性関節疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば成人スチル病、若
年性慢性関節リウマチ、スチル病、ライター症候群および脊椎関節症を含む炎症性関節疾
患を治療するために使用することも可能である。本発明の抗体は、脊椎関節症を治療する
ために使用することも可能である。脊椎関節症の具体例には、例えば強直性脊椎炎、乾癬
性関節炎および未分化脊椎関節症が含まれる。
【００４２】
　２．炎症性結合組織疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば皮膚／多発性筋炎
、強皮症、混合結合組織疾患、再発性多発性軟骨炎および脈管炎を含む炎症性結合組織疾
患を治療するために使用することも可能である。脈管炎の具体例には、ウェジナー肉芽腫
症、側頭動脈炎（ＧＣＡ）およびリウマチ性多発性筋痛、高安動脈炎、結節性多発性動脈
炎、顕微鏡的多発性血管炎、チャーグ－シュトラウス症候群、川崎症候群が含まれる。
【００４３】
　３．炎症性皮膚および粘膜疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば乾癬、尋常性天疱
瘡、ヤーリッシュ－ヘルクスハイマー反応、壊疽性膿皮症、ならびに薬物反応、例えば多
形紅斑およびスチーブンス－ジョンソン症候群を含む炎症性皮膚および粘膜疾患を治療す
るために使用することも可能である。
【００４４】
　４．感覚器官の炎症性疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、ブドウ膜炎および自己免
疫難聴を含む感覚器官の炎症性疾患を治療するために使用することも可能である。本発明
の抗体は、コレステリン腫を伴う又は伴わない慢性中耳炎、慢性耳炎および小児耳炎を含
む、耳に関連した炎症性疾患を治療するために使用することも可能である。臨床研究は、
ＴＮＦαを含むサイトカインが、コレステリン腫を伴う慢性中耳炎の患者においてアップ
レギュレーションされることを示している（Ｙｅｔｉｓｅｒら（２００２）Ｏｔｏｌｏｇ
ｙ　ａｎｄ　Ｎｅｕｒｏｔｏｌｏｇｙ　２３：６４７－６５２）。本発明の抗体は、中耳
炎に関連した炎症およびコレステリン腫を治療するために使用することが可能である。
【００４５】
　５．他の器官系の炎症性／自己免疫疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば家族性周期熱、前
立腺炎、フェルティー症候群、シェーグレン症候群、急性膵炎、慢性膵炎および精巣炎を
含む、他の器官系の炎症性／自己免疫疾患を治療するために使用することが可能である。



(13) JP 5676386 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

【００４６】
　Ｎ．変性骨および関節疾患
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば偽性痛風、骨関節
炎、歯周病、およびプロテーゼ、例えば人工股関節（金属大腿骨頭など）の緩み、または
骨溶解を含む、変性骨および関節疾患に関連した種々の疾患を治療するために使用するこ
とが可能である。
【００４７】
　Ｏ．再潅流障害
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、例えば卒中および心筋梗
塞を含む、再潅流障害に関連した種々の疾患を治療するために使用することが可能である
。
【００４８】
　Ｐ．その他
　本発明の抗体および抗体部分は、ＴＮＦα活性が有害である種々の他の疾患を治療する
ために使用することも可能である。ＴＮＦα活性が関連した病態生理を有し従って本発明
の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターを使用して治療されうる他の疾病およ
び疾患の具体例には、炎症性骨疾患および骨吸収疾患（例えば、Ｂｅｒｔｏｌｉｎｉ，Ｄ
．Ｒ．ら，（１９８６）Ｎａｔｕｒｅ　３１９：５１６－５１８；Ｋｏｎｉｇ，Ａ．ら，
（１９８８）Ｊ．Ｂｏｎｅ　Ｍｉｎｅｒ．Ｒｅｓ．３：６２１－６２７；Ｌｅｒｎｅｒ，
Ｕ．Ｈ．およびＯｈｌｉｎ，Ａ．（１９９３）Ｊ．Ｂｏｎｅ　Ｍｉｎｅｒ．Ｒｅｓ．８：
１４７－１５５；ならびにＳｈａｎｋａｒ，Ｇ．およびＳｔｅｒｎ，Ｐ．Ｈ．（１９９３
）Ｂｏｎｅ　１４：８７１－８７６を参照されたい）、肝炎、例えばアルコール性肝炎（
例えば、ＭｃＣｌａｉｎ，Ｃ．Ｊ．およびＣｏｈｅｎ，Ｄ．Ａ．（１９８９）Ｈｅｐａｔ
ｏｌｏｇｙ　９：３４９－３５１；Ｆｅｌｖｅｒ，Ｍ．Ｅ．ら，（１９９０）Ａｌｃｏｈ
ｏｌ．Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．Ｒｅｓ．１４：２５５－２５９；ならびにＨａｎｓｅｎ，Ｊ．
ら，（１９９４）Ｈｅｐａｔｏｌｏｇｙ　２０：４６１－４７４を参照されたい）、ウイ
ルス性肝炎（Ｓｈｅｒｏｎ，Ｎ．ら，（１９９１）Ｊ．Ｈｅｐａｔｏｌ．１２：２４１－
２４５；およびＨｕｓｓａｉｎ，Ｍ．Ｊ．ら，（１９９４）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐａｔｈｏｌ
．４７：１１１２－１１１５）および劇症肝炎；凝固疾患（例えば、ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｐ
ｏｌｌ，Ｔ．ら，（１９９０）Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．３２２：１６２２－１６２７
；およびｖａｎ　ｄｅｒ　Ｐｏｌｌ，Ｔ．ら，（１９９１）Ｐｒｏｇ．Ｃｌｉｎ．Ｂｉｏ
ｌ．Ｒｅｓ．３６７：５５－６０を参照されたい）、熱傷（例えば、Ｇｉｒｏｉｒ，Ｂ．
Ｐ．ら，（１９９４）Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏ．２６７：Ｈ１１８－１２４；およびＬｉ
ｕ，Ｘ．Ｓ．ら，（１９９４）Ｂｕｒｎｓ　２０：４０－４４を参照されたい）、再潅流
損傷（例えば、Ｓｃａｌｅｓ，Ｗ．Ｅ．ら，（１９９４）Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏ．２６
７：Ｇ１１２２－１１２７；Ｓｅｒｒｉｃｋ，Ｃ．ら，（１９９４）Ｔｒａｎｓｐｌａｎ
ｔａｔｉｏｎ　５８：１１５８－１１６２；およびＹａｏ，Ｙ．Ｍ．ら，（１９９５）Ｒ
ｅｓｕｓｃｉｔａｔｉｏｎ　２９：１５７－１６８を参照されたい）、ケロイド形成（例
えば、ＭｃＣａｕｌｅｙ，Ｒ．Ｌ．ら，（１９９２）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．１
２：３００－３０８を参照されたい）、瘢痕組織形成；発熱；歯周病；肥満および放射線
毒性が含まれる。
【００４９】
　ＴＮＦα活性が有害である他の疾患には、肝毒性、成人スチル病、アルツハイマー病、
強直性脊椎炎、喘息、癌および悪液質、アテローム性動脈硬化症、慢性アテローム性動脈
硬化症、慢性疲労症候群、肝不全、慢性肝不全、閉塞性肺疾患、慢性閉塞性肺疾患、うっ
血性心不全、皮膚多発性筋炎、糖尿病性巨大血管疾患（ｄｉａｂｅｔｉｃ　ｍａｃｒｏｖ
ａｓｃｕｌｏｐａｔｈｙ）、子宮内膜症、家族性周期熱、線維症、血液透析、ヤーリッシ
ュ－ヘルクスハイマー反応、若年性ＲＡ（若年性慢性関節リウマチ）、川崎症候群、骨髄
形成異常症候群、心筋梗塞、尋常性少数関節（ｐａｎｃｉａｔｉｃｕｌａｒ　ｖｕｌｇａ
ｒｉｓ）、歯周病、末梢性ニューロパチー、多関節、多発性筋炎、進行性腎不全、乾癬、
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乾癬性関節炎、ライター症候群、サルコイドーシス、強皮症、脊椎関節症、スチル病、卒
中、治療関連症候群、治療誘発性炎症症候群、ＩＬ２投与に続発する炎症症候群、胸腹大
動脈瘤修復（ＴＡＡＡ）、バスロ（Ｖａｓｕｌｏ）－ベーチェット病、黄熱病ワクチン接
種、１型糖尿病、２型糖尿病、神経障害性疼痛、坐骨神経痛、脳浮腫、脊髄内および／ま
たは周囲の浮腫、脈管炎、ウェジナー肉芽腫症、側頭動脈炎、リウマチ性多発性筋痛、高
安動脈炎、結節性多発性動脈炎、顕微鏡的多発性血管炎、チャーグ－シュトラウス症候群
、フェルティー症候群、シェーグレン症候群、混合結合組織疾患、再発性多発性軟骨炎、
偽性痛風、プロテーゼの緩み、自己免疫肝炎、硬化性胆管炎、急性膵炎、慢性膵炎、糸球
体腎炎、連鎖球菌感染後糸球体腎炎またはＩｇＡ腎症、リウマチ性心疾患、心筋症、精巣
炎、壊疽性膿皮症、多発性骨髄腫、ＴＮＦ受容体関連周期性症候群［ＴＲＡＰＳ］、アテ
ローム性動脈硬化症、ステロイド依存性巨細胞動脈炎筋炎、ブドウ膜炎および薬物反応が
含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００５０】
　ＩＩ．医薬組成物および医薬投与
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターは、被験体への低用量投与に
適した医薬組成物に含有させることが可能である。典型的には、該医薬組成物は、本発明
の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターと、薬学的に許容される担体とを含む
。本明細書中で用いる「薬学的に許容される担体」は、生理的に許容されうる任意の溶媒
、分散媒、コーティング、抗細菌および抗真菌剤、等張および吸収遅延剤などを包含する
。薬学的に許容される担体の具体例には、水、食塩水、リン酸緩衝食塩水、デキストロー
ス、グリセロール、エタノールなどの１以上およびそれらの組合せが含まれる。多くの場
合、等張剤、例えば糖、多価アルコール、例えばマンニトール、ソルビトールまたは塩化
ナトリウムを該組成物中に含有させるのが好ましい。薬学的に許容される担体は更に、該
抗体抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの貯蔵寿命または有効性を増強する少量の
補助物質、例えば湿潤または乳化剤、保存剤または緩衝剤を含みうる。
【００５１】
　本発明の組成物は、低用量投与に適した種々の形態でありうる。これらには、例えば液
体、半固体および固体剤形、例えば液体溶液（例えば、注射可能な溶液および注入可能な
溶液）、分散剤または懸濁剤、錠剤、丸剤、散剤、リポソームおよび坐剤が含まれる。好
ましい形態は、意図される投与方法および治療用途に左右される。典型的な好ましい組成
物は、注射可能または注入可能な溶液、例えば、他の抗体または他のＴＮＦαインヒビタ
ーでヒトに受動免疫するのに使用されるものに類似した組成物の形態である。好ましい投
与方法は非経口（例えば、静脈内、皮下、腹腔内、筋肉内）投与である。好ましい実施形
態においては、該抗体または他のＴＮＦαインヒビターの低用量を静脈内注入または注射
により投与する。もう１つの好ましい実施形態においては、該抗体または他のＴＮＦαの
低用量を筋肉内または皮下注射により投与する。
【００５２】
　治療用組成物は、典型的には、製造および保存条件下で無菌かつ安定でなければならな
い。該組成物は、溶液、ミクロエマルション、分散液、リポソーム、または高い薬物濃度
に適した他の整った構造体として製剤化されうる。無菌注射溶液は、必要量の該活性化合
物（すなわち、抗体、抗体部分または他のＴＮＦα）の低用量を、必要に応じて前記成分
の１つ又は組合せと共に、適当な溶媒に含有させ、ついで濾過滅菌することにより製造さ
れうる。一般に、分散液は、基本分散媒と必要な他の前記成分とを含有する無菌ビヒクル
に該活性化合物を含有させることにより製造される。無菌注射溶液の製造のための無菌散
剤の場合には、好ましい製剤化方法は、該活性成分および任意の所望の追加的成分の粉末
を、予め滅菌濾過されたそれらの溶液から与える真空乾燥および凍結乾燥である。適当な
溶液流動性は、例えば、レシチンのようなコーティングの使用、分散液の場合には必要粒
径の維持、および界面活性剤の使用により維持されうる。注射用組成物の延長性吸収は、
吸収を遅延させる物質、例えばモノステアリン酸塩およびゼラチンを該組成物に含有させ
ることにより達成されうる。
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【００５３】
　本発明はまた、本発明のＴＮＦαインヒビターの低用量と、前記のとおりのＴＮＦα活
性が有害である特定の疾患を治療するための該インヒビターの使用説明書とを含んでなる
、パッケージされた医薬組成物に関する。
【００５４】
　本発明の医薬組成物は、本発明の抗体または抗体部分の「治療的有効量」または「予防
的有効量」を含みうる。「治療的有効量」は、前記疾患を消失させる又は前記疾患の症状
を軽減および／または改善するのに必要であると判定される任意の量である。本発明の好
ましい実施形態においては、「治療的有効量」は、所望の治療効果を達成するのに必要な
期間にわたり低用量で有効である量を意味する。該抗体、抗体部分または他のＴＮＦαの
治療的有効量は、個体の病態、年齢、性別および体重、ならびに該抗体、抗体部分、他の
ＴＮＦαインヒビターが所望の応答を該個体において誘起する能力のような要因に応じて
様々となりうる。治療的有効量はまた、該抗体、抗体部分または他のＴＮＦαの任意の毒
性または有害な効果よりも、治療的に有益な効果のほうが勝っている量である。
【００５５】
　投与計画は、最適な所望の応答（例えば、治療的または予防的応答）が得られるように
調節されうる。例えば、単一の丸塊を投与することが可能であり、あるいは幾つかに分割
された低用量を時間経過と共に投与することが可能であり、あるいは該低用量を、治療状
況の緊急性に応じて比例的に減少または増加させることが可能である。投与の容易さ及び
投与の均一性のために低用量投与単位形の非経口組成物を製剤化することが特に有利であ
る。本明細書中で用いる投与単位形は、治療すべき哺乳類被験体への単位投与として適し
た物理的に分離した単位を意味し、各単位は、所望の治療効果が得られるように算出され
た活性化合物の所定量と、必要な医薬担体とを含有する。本発明の投与単位形の詳細は、
（ａ）達成すべき具体的な治療または予防効果および該活性化合物の特有の特性、ならび
に（ｂ）個体における感受性の治療のためのそのような活性化合物を調合する技術に固有
の制約によって決まり、それらに直接左右される。
【００５６】
　本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの治療的または予防的有効量
の典型的で非限定的な範囲は０．０１～２．０ｍｇ／ｋｇである。投与量値は、改善すべ
き状態のタイプおよび重症度に応じて変動しうることに注目すべきである。さらに、いず
れかの特定の被験体に対する具体的な投与計画は、個体の要求性、および該組成物を投与
する又は投与を監督する者の専門的判断に従い時間経過と共に調節すべきであり、また、
本明細書に記載の投与範囲は単なる典型例であり、特許請求されている組成物の範囲や実
施を限定するものではないと理解されるべきである。
【００５７】
　本発明の１つの実施形態においては、抗ＴＮＦα抗体の治療的有効量は低用量である。
１つの実施形態においては、ＴＮＦαが有害である疾患に罹患した被験体に投与する抗体
の低用量は約０．０１～２．０ｍｇ／ｋｇ、約０．０６～１．９ｍｇ／ｋｇ、約０．１１
～１．８ｍｇ／ｋｇ、約０．１６～１．７ｍｇ／ｋｇ、約０．２１～１．６ｍｇ／ｋｇ、
約０．２６～１．５ｍｇ／ｋｇ、約０．３１～１．４ｍｇ／ｋｇ、約０．３６～１．３ｍ
ｇ／ｋｇ、約０．４１～１．２ｍｇ／ｋｇ、約０．４６～１．１ｍｇ／ｋｇ、約０．５１
～１．０ｍｇ／ｋｇ、約０．５６～０．９ｍｇ／ｋｇ、約０．６１～０．８ｍｇ／ｋｇ、
および約０．６６～０．７ｍｇ／ｋｇである。好ましい実施形態においては、該抗体はＤ
２Ｅ７である。前記投与量の中間的な範囲、例えば、約０．１７～１．６５ｍｇ／ｋｇも
、本発明の一部であると意図される。例えば、上限および／または下限としての前記値の
いずれかの組合せを用いた値の範囲も含まれると意図される。
【００５８】
　本発明の抗体、抗体部分および他のＴＮＦαインヒビターの低用量は、当技術分野で公
知の種々の方法により投与することが可能であるが、多数の治療用途には、好ましい投与
経路／方法は静脈内注射または注入である。当業者には理解されるとおり、投与経路／方
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法は、望まれる結果に応じて様々なものとなる。ある実施形態においては、該活性化合物
は、インプラント、経皮パッチおよびマイクロカプセル化運搬系を含む制御放出製剤のよ
うに、急速な放出に対して該化合物を保護する担体を使用して調製されうる。エチレンビ
ニルアセタート、ポリ酸無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステルお
よびポリ乳酸のような生分解性生物適合性高分子を使用することが可能である。そのよう
な製剤の製造のための多数の方法が特許されており、または当業者に概ね公知である。例
えば、Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｄｒｕｇ
　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｊ．Ｒ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ，ｅｄ．，Ｍａｒｃｅ
ｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９７８を参照されたい。
【００５９】
　ある実施形態においては、本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの
低用量を、例えば不活性希釈剤または同化可能な可食性担体と共に経口投与することが可
能である。該化合物（および所望により他の成分）を硬または軟殻ゼラチンカプセル内に
封入し、錠剤に圧縮し、または被験体の食事に直接含有させることが可能である。経口治
療投与の場合には、該化合物を賦形剤と共に含有させ、消化可能な錠剤、バッカル錠、ト
ローチ剤、カプセル剤、エリキシル剤、懸濁剤、シロップ剤、カシェ剤などの形態で使用
することが可能である。非経口投与以外で本発明の化合物の低用量を投与するためには、
該化合物を、その不活性化を防ぐ物質でコーティングしたり、あるいは該化合物をそのよ
うな物質と共に同時投与する必要があるかもしれない。
【００６０】
　補助活性化合物を該組成物に含有させることも可能である。ある実施形態においては、
本発明の抗体または抗体部分の低用量を、ＴＮＦα活性が有害である疾患の治療に有用な
１以上の他の治療剤と共に製剤化および／または投与する。例えば、本発明の抗ｈＴＮＦ
α抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量を、他の標的に結合する１以
上の他の抗体（例えば、他のサイトカインに結合する又は細胞表面分子に結合する抗体）
、サイトカイン、可溶性ＴＮＦα受容体（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９４／０６４７
６を参照されたい）、および／またはｈＴＮＦαの産生または活性を阻害する１以上の化
合物（例えば、ＰＣＴ公開番号ＷＯ　９３／１９７５１に記載のシクロヘキサン－イリデ
ン誘導体）と共に同時製剤化および／または同時投与することが可能である。さらに、本
発明の１以上の抗体または他のＴＮＦαインヒビターの低用量を、前記治療剤の２以上と
組合せて使用することが可能である。そのような組合せ療法においては、好都合にも、よ
り一層低い用量の投与治療剤を使用することが可能であり、したがって、種々の単独療法
に伴う考えられうる毒性または合併症を回避することが可能である。
【００６１】
　ＩＩＩ．他の治療剤
　治療剤との「組合せ」なる表現は、本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒ
ビターの低用量と該治療剤との共投与、最初に本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦ
αインヒビターの低用量の投与およびそれに続く該治療剤の投与、ならびに最初に該治療
剤の投与およびそれに続く本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低
用量の投与を含む。具体的な治療剤は、一般には、後記のとおり、治療される個々の疾患
に基づいて選ばれる。
【００６２】
　本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量と組合されうる慢性
関節リウマチの治療剤の非限定的な具体例には以下のものが含まれる：非ステロイド抗炎
症薬（ＮＳＡＩＤ）；サイトカイン阻害抗炎症薬（ＣＳＡＩＤ）；ＣＤＰ－５７１／ＢＡ
Ｙ－１０－３３５６（ヒト化抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｌｌｔｅｃｈ／Ｂａｙｅｒ）；ｃＡ２
（キメラ抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）；７５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（７５ｋＤ　
ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｉｍｍｕｎｅｘ；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　
＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９４）Ｖｏｌ．３７，Ｓ２９５；Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｍ
ｅｄ．（１９９６）Ｖｏｌ．４４，２３５Ａを参照されたい）；５５ｋｄＴＮＦＲ－Ｉｇ
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Ｇ（５５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｈｏｆｆｍａｎｎ－ＬａＲｏｃｈ
ｅ）；ＩＤＥＣ－ＣＥ９．１／ＳＢ　２１０３９６（非枯渇霊長類化抗体抗ＣＤ４抗体；
ＩＤＥＣ／ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉ
ｓｍ（１９９５）Ｖｏｌ．３８，Ｓ１８５を参照されたい）；ＤＡＢ　４８６－ＩＬ－２
および／またはＤＡＢ　３８９－ＩＬ－２（ＩＬ－２融合タンパク質；Ｓｅｒａｇｅｎ；
例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９３）Ｖｏｌ．３６，１
２２３を参照されたい）；抗Ｔａｃ（ヒト化抗ＩＬ－２Ｒα；Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｄｅｓｉ
ｇｎ　Ｌａｂｓ／Ｒｏｃｈｅ）；ＩＬ－４（抗炎症サイトカイン；ＤＮＡＸ／Ｓｃｈｅｒ
ｉｎｇ）；ＩＬ－１０（ＳＣＨ　５２０００；組換えＩＬ－１０，抗炎症サイトカイン；
ＤＮＡＸ／Ｓｃｈｅｒｉｎｇ）；ＩＬ－４；ＩＬ－１０および／またはＩＬ－４アゴニス
ト（例えば、アゴニスト抗体）；ＩＬ－１ＲＡ（ＩＬ－１受容体アンタゴニスト；Ｓｙｎ
ｅｒｇｅｎ／Ａｍｇｅｎ）；ＴＮＦ－ｂｐ／ｓ－ＴＮＦＲ（可溶性ＴＮＦ結合タンパク質
；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，
Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８４；Ａｍｅｒ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．－Ｈｅ
ａｒｔ　ａｎｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒｙ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ（１９９５）Ｖｏｌ．
２６８，ｐｐ．３７－４２を参照されたい）；Ｒ９７３４０１（ホスホジエステラーゼＩ
Ｖ型インヒビター；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６
）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８２を参照されたい）；ＭＫ
－９６６（ＣＯＸ－２インヒビター；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔ
ｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ８１を参照さ
れたい）；イロプロスト（Ｉｌｏｐｒｏｓｔ）（例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈ
ｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ８
２を参照されたい）；メトトレキセート；サリドマイド（例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　
＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
），Ｓ２８２を参照されたい）およびサリドマイド関連薬（例えば、セルゲン（Ｃｅｌｇ
ｅｎ））；レフルノミド（ｌｅｆｌｕｎｏｍｉｄｅ）（抗炎症およびサイトカインインヒ
ビター；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．
３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ１３１；Ｉｎｆｌａｍｍａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ（１９９６）Ｖｏｌ．４５，ｐｐ．１０３－１０７を参照されたい）；トラ
ネキサム酸（プラスミノーゲン活性化のインヒビター；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆
　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ）
，Ｓ２８４を参照されたい）；Ｔ－６１４（サイトカインインヒビター；例えば、Ａｒｔ
ｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐ
ｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８２を参照されたい）；プロスタグランジンＥ１（例えば、Ａｒ
ｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕ
ｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８２を参照されたい）；テニダップ（Ｔｅｎｉｄａｐ）（非ス
テロイド抗炎症薬；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６
）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８０を参照されたい）；ナプ
ロキセン（非ステロイド抗炎症薬；例えば、Ｎｅｕｒｏ　Ｒｅｐｏｒｔ（１９９６）Ｖｏ
ｌ．７，ｐｐ．１２０９－１２１３）；メロキシカム（Ｍｅｌｏｘｉｃａｍ）（非ステロ
イド抗炎症薬）；イブプロフェン（非ステロイド抗炎症薬）；ピロキシカム（非ステロイ
ド抗炎症薬）；ジクロフェナック（非ステロイド抗炎症薬）；インドメタシン（非ステロ
イド抗炎症薬）；スルファサラジン（例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔ
ｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８１を参照
されたい）；アザチオプリン（例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ
（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ２８１を参照された
い）；ＩＣＥインヒビター（酵素インターロイキン１β変換酵素のインヒビター）；ｚａ
ｐ－７０および／またはｌｃｋインヒビター（チロシンキナーゼｚａｐ－７０またはｌｃ
ｋのインヒビター）；ＶＥＧＦインヒビターおよび／またはＶＥＧＦ－Ｒインヒビター（
血管内皮細胞増殖因子または血管内皮細胞増殖因子受容体のインヒビター；血管新生のイ



(18) JP 5676386 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

ンヒビター）；コルチコステロイド抗炎症薬（例えば、ＳＢ２０３５８０）；ＴＮＦ－コ
ンバターゼインヒビター；抗ＩＬ１２抗体；インターロイキン１１（例えば、Ａｒｔｈｒ
ｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌ
ｅｍｅｎｔ），Ｓ２９６を参照されたい）；インターロイキン１３（例えば、Ａｒｔｈｒ
ｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓｕｐｐｌ
ｅｍｅｎｔ），Ｓ３０８を参照されたい）；インターロイキンインヒビター（例えば、Ａ
ｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９６）Ｖｏｌ．３９，Ｎｏ．９（ｓ
ｕｐｐｌｅｍｅｎｔ），Ｓ１２０を参照されたい）；金；ペニシルアミン；クロロキン；
ヒドロキシクロロキン；クロラムブシル；シクロホスファミド；シクロスポリン；全リン
パ系照射；抗胸腺細胞グロブリン；抗ＣＤ４抗体；ＣＤ５毒素；経口投与ペプチドおよび
コラーゲン；ロベンザリット二ナトリウム；サイトカイン調節物質（ＣＲＡ）ＨＰ２２８
およびＨＰ４６６（Ｈｏｕｇｈｔｅｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）；
ＩＣＡＭ－１アンチセンスホスホロチオアートオリゴデオキシヌクレオチド（ＩＳＩＳ　
２３０２；Ｉｓｉｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）；可溶性補体受容体
１（ＴＰ１０；Ｔ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｉｎｃ．）；プレドニゾン；オルゴテ
イン；グリコサミノグリカン　ポリスルファート；ミノサイクリン；抗ＩＬ２Ｒ抗体；海
洋性および植物性脂質（魚類および植物種子脂肪酸；例えば、ＤｅＬｕｃａら（１９９５
）Ｒｈｅｕｍ．Ｄｉｓ．Ｃｌｉｎ．Ｎｏｒｔｈ　Ａｍ．２１：７５９－７７７を参照され
たい）；オーラノフィン；フェニルブタゾン；メクロフェナム酸；フルフェナム酸；静脈
内免疫グロブリン；ジレウトン（ｚｉｌｅｕｔｏｎ）；ミコフェノール酸（ＲＳ－６１４
４３）；タクロリムス（ＦＫ－５０６）；シロリムス（ｓｉｒｏｌｉｍｕｓ）（ラパマイ
シン）；アミプリロース（テラフェクチン）；クラドリビン（２－クロロデオキシアデノ
シン）；およびアザリビン。
【００６３】
　本発明の抗体、抗体部分、他のＴＮＦαインヒビターの低用量が組合されうる炎症性腸
疾患の治療剤の非限定的な具体例には以下のものが含まれる：ブデノシド（ｂｕｄｅｎｏ
ｓｉｄｅ）；上皮増殖因子；コルチコステロイド；シクロスポリン、スルファサラジン；
アミノサリチル酸；６－メルカプトプリン；アザチオプリン；メトロニダゾール；リポキ
シゲナーゼインヒビター；メサラミン；オルサラジン；バルサラジド；抗酸化剤；トロン
ボキサンインヒビター；ＩＬ１受容体アンタゴニスト；抗ＩＬ１βモノクローナル抗体；
抗ＩＬ６モノクローナル抗体；増殖因子；エラスターゼインヒビター；ピリジニル－イミ
ダゾール化合物；ＣＤＰ－５７１／ＢＡＹ－１０－３３５６（ヒト化抗ＴＮＦα抗体；Ｃ
ｅｌｌｔｅｃｈ／Ｂａｙｅｒ）；ｃＡ２（キメラ抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）；
７５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（７５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｉｍｍｕ
ｎｅｘ；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９４）Ｖｏｌ．
３７，Ｓ２９５；Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｍｅｄ．（１９９６）Ｖｏｌ．４４，２３５Ａを参
照されたい）；５５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（５５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパ
ク質；Ｈｏｆｆｍａｎｎ－ＬａＲｏｃｈｅ）；インターロイキン１０（ＳＣＨ　５２００
０；Ｓｃｈｅｒｉｎｇ　Ｐｌｏｕｇｈ）；ＩＬ４；ＩＬ１０および／またはＩＬ４アゴニ
スト（例えば、アゴニスト抗体）；インターロイキン１１；プレドニゾロン、デキサメタ
ゾンまたはブデソニドのグルクロニド－またはデキストラン－結合プロドラッグ；ＩＣＡ
Ｍ－１アンチセンスホスホロチオアートオリゴデオキシヌクレオチド（ＩＳＩＳ　２３０
２；Ｉｓｉｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）；可溶性補体受容体１（Ｔ
Ｐ１０；Ｔ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｉｎｃ．）；徐放性メサラジン；メトトレキ
セート；血小板活性化因子（ＰＡＦ）のアンタゴニスト；シプロフロキサシン；およびリ
グノカイン。
【００６４】
　本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量が組合されうる多発
性硬化症の治療剤の非限定的な具体例には以下のものが含まれる：コルチコステロイド、
プレドニゾロン；メチルプレドニゾロン；アザチオプリン；シクロホスファミド；シクロ
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スポリン；メトトレキセート；４－アミノピリジン；チザニジン；インターフェロンβ１
ａ（ＡｖｏｎｅｘＴＭ；Ｂｉｏｇｅｎ）；インターフェロンβｌｂ（Ｂｅｔａｓｅｒｏｎ
（商標）；Ｃｈｉｒｏｎ／Ｂｅｒｌｅｘ）；コポリマー（Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）１（Ｃｏ
ｐ－１；Ｃｏｐａｘｏｎｅ（商標）；Ｔｅｖａ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．）；高圧酸素；静脈内免疫グロブリン；クラブリビン（ｃｌａ
ｂｒｉｂｉｎｅ）；ＣＤＰ－５７１／ＢＡＹ－１０－３３５６（ヒト化抗ＴＮＦα抗体；
Ｃｅｌｌｔｅｃｈ／Ｂａｙｅｒ）；ｃＡ２（キメラ抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）
；７５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（７５　ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｉｍ
ｍｕｎｅｘ；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９４）Ｖｏ
ｌ．３７，Ｓ２９５；Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｍｅｄ．（１９９６）Ｖｏｌ．４４，２３５Ａ
を参照されたい）；５５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（５５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タ
ンパク質；Ｈｏｆｆｍａｎｎ－ＬａＲｏｃｈｅ）；ＩＬ－１０；ＩＬ－４；ならびにＩＬ
－１０および／またはＩＬ－４アゴニスト（例えば、アゴニスト抗体）。
【００６５】
　本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量が組合されうる敗血
症の治療剤の非限定的な具体例には以下のものが含まれる：高張塩溶液；抗生物質；静脈
内ガンマグロブリン；持続性血液濾過；カルバペネム（例えば、メロペネム）；ＴＮＦα
、ＩＬ－１β、ＩＬ－６および／またはＩＬ－８のようなサイトカインのアンタゴニスト
；ＣＤＰ－５７１／ＢＡＹ－１０－３３５６（ヒト化抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｌｌｔｅｃｈ
／Ｂａｙｅｒ）；ｃＡ２（キメラ抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｎｔｏｃｏｒ）；７５ｋｄＴＮＦ
Ｒ－ＩｇＧ（７５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｉｍｍｕｎｅｘ；例えば
、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（１９９４）Ｖｏｌ．３７，Ｓ２９５
；Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｍｅｄ．（１９９６）Ｖｏｌ．４４，２３５Ａを参照されたい）；
５５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（５５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｈｏｆｆ
ｍａｎｎ－ＬａＲｏｃｈｅ）；サイトカイン調節物質（ＣＲＡ）ＨＰ２２８およびＨＰ４
６６（Ｈｏｕｇｈｔｅｎ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．）；ＳＫ＆Ｆ　１
０７６４７（低分子量ペプチド；ＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ　Ｂｅｅｃｈａｍ）；四価グアニ
ルヒドラゾンＣＮＩ－１４９３（Ｐｉｃｏｗｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）；組織因子経路
インヒビター（Ｔｉｓｓｕｅ　Ｆａｃｔｏｒ　Ｐａｔｈｗａｙ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）（
ＴＦＰＩ；Ｃｈｉｒｏｎ）；ＰＨＰ（化学修飾ヘモグロビン；ＡＰＥＸ　Ｂｉｏｓｃｉｅ
ｎｃｅ）；鉄キレーターおよびキレート、例えばジエチレントリアミン五酢酸－鉄（ＩＩ
Ｉ）複合体（ＤＴＰＡ鉄（ＩＩＩ）；Ｍｏｌｉｃｈｅｍ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ）；リソフ
ィリン（ｌｉｓｏｆｙｌｌｉｎｅ）（合成小分子メチルキサンチン；Ｃｅｌｌ　Ｔｈｅｒ
ａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．）；ＰＧＧ－グルカン（水性可溶性β１，３グルカン；Ａｌ
ｐｈａ－Ｂｅｔａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）；脂質で再構成されるアポリポタンパク質Ａ
－１；キラル　ヒドロキサム酸（リピドＡ生合成を阻害する合成抗細菌剤）；抗内毒素抗
体；Ｅ５５３１（合成リピドＡアンタゴニスト；Ｅｉｓａｉ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ．
）；ｒＢＰＩ２１（ヒト殺細菌／透過性促進タンパク質の組換えＮ末端断片）；および合
成抗内毒素ペプチド（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ａｎｔｉ－Ｅｎｄｏｔｏｘｉｎ　Ｐｅｐｔｉ
ｄｅｓ）（ＳＡＥＰ；ＢｉｏｓＹｎｔｈ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ
）。
【００６６】
　本発明の抗体、抗体部分または他のＴＮＦαインヒビターの低用量が組合されうる成人
呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の治療剤の非限定的な具体例には以下のものが含まれる：抗
ＩＬ－８抗体；界面活性剤置換療法；ＣＤＰ－５７１／ＢＡＹ－１０－３３５６（ヒト化
抗ＴＮＦα抗体；Ｃｅｌｌｔｅｃｈ／Ｂａｙｅｒ）；ｃＡ２（キメラ抗ＴＮＦα抗体；Ｃ
ｅｎｔｏｃｏｒ）；７５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（７５ｋＤ　ＴＮＦ受容体－ＩｇＧ融合タ
ンパク質；Ｉｍｍｕｎｅｘ；例えば、Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　＆　Ｒｈｅｕｍａｔｉｓｍ（
１９９４）Ｖｏｌ．３７，Ｓ２９５；Ｊ．Ｉｎｖｅｓｔ．Ｍｅｄ．（１９９６）Ｖｏｌ．
４４，２３５Ａを参照されたい）；および５５ｋｄＴＮＦＲ－ＩｇＧ（５５ｋＤ　ＴＮＦ
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受容体－ＩｇＧ融合タンパク質；Ｈｏｆｆｍａｎｎ－ＬａＲｏｃｈｅ）。
【００６７】
　他の治療剤には、ＴＮＦα活性が有害である個々の疾患の治療に有用でありうる化学療
法剤、放射線療法、神経保護剤および抗感染剤が含まれる。
【００６８】
　「化学療法剤」なる用語は、細胞または組織の成長が望ましくない増殖細胞または組織
の成長を阻害する又はそのような成長により生じる少なくとも１つの症状を治療する化学
試薬を含むと意図される。化学療法剤は当技術分野でよく知られており（例えば、Ｇｉｌ
ｍａｎ　Ａ．Ｇ．ら，Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔ
ｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，８ｔｈ　Ｅｄ．，Ｓｅｃ　１２：１２０２－１２６３（１９９
０）を参照されたい）、典型的には、腫瘍疾患を治療するために使用される。化学療法剤
の具体例には、ブレオマイシン、ドセタキセル（Ｔａｘｏｔｅｒｅ）、ドキソルビシン、
エダトレキセート、エトポシド、フィナステリド（ｆｉｎａｓｔｅｒｉｄｅ）（Ｐｒｏｓ
ｃａｒ）、フルタミド（Ｅｕｌｅｘｉｎ）、ゲムシタビン（Ｇｅｍｚａｒ）、酢酸ゴセレ
リン（Ｚｏｌａｄｅｘ）、グラニセトロン（Ｋｙｔｒｉｌ）、イリノテカン（Ｃａｍｐｔ
ｏ／Ｃａｍｐｔｏｓａｒ）、オンダンセトロン（Ｚｏｆｒａｎ）、パクリタクセル（Ｔａ
ｘｏｌ）、ペガスパラガーゼ（ｐｅｇａｓｐａｒｇａｓｅ）（Ｏｎｃａｓｐａｒ）、塩酸
ピロカルピン（Ｓａｌａｇｅｎ）、ポルフィマーナトリウム（Ｐｈｏｔｏｆｒｉｎ）、イ
ンターロイキン２（Ｐｒｏｌｅｕｋｉｎ）、リツキシマブ（ｒｉｔｕｘｉｍａｂ）（Ｒｉ
ｔｕｘａｎ）、トポテカン（ｔｏｐｏｔｅｃａｎ）（Ｈｙｃａｍｔｉｎ）、トラスツズマ
ブ（ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ）（Ｈｅｒｃｅｐｔｉｎ）、トレチノイン（Ｒｅｔｉｎ－Ａ
）、トリアピン（Ｔｒｉａｐｉｎｅ）、ビンクリスチンおよび酒石酸ビノレルビン（Ｎａ
ｖｅｌｂｉｎｅ）が含まれる。
【００６９】
　化学療法剤の他の具体例には、アルキル化薬、例えばナイトロジェンマスタード（例え
ば、メクロルエタミン（ＨＮ２）、シクロホスファミド、イホスファミド、メルファラン
（Ｌ－サルコリシン）、クロラムブシルなど）；エチレンイミン、メチルメラミン（例え
ば、ヘキサメチルメラミン、チオテパなど）；アルキルスルホナート（例えば、ブスルフ
ァンなど）、ニトロソ尿素（例えば、カルムスチン（ＢＣＮＵ）、ロムスチン（ＣＣＮＵ
）、セムスチン（メチル－ＣＣＮＵ）、ストレプトゾシン（ストレプトゾトシン）など、
トリアゼン（例えば、デカルバジン（ＤＴＩＣ；ジメチルトリアゼノイミダゾールカルボ
キサミド））、アルキレーター（例えば、シス－ジアミンジクロロ白金ＩＩ（ＣＤＤＰ）
）などが含まれる。
【００７０】
　化学療法剤の他の具体例には、代謝拮抗剤、例えば葉酸類似体（例えば、メトトレキセ
ート（アメトプテリン））；ピリミジン類似体（例えば、フルオロウラシル（‘５－フル
オロウラシル；５－ＦＵ）；フロクスウリジン（フルオロド－オキシウリジン）；ＦＵｄ
ｒ；シタラビン（シトシンアラビノシド）など）；プリン類似体（例えば、メルカプトプ
リン（６－メルカプトプリン；６－ＭＰ）；チオグアニン（６－チオグアニン；ＴＧ）；
およびペントスタチン（２’－デオキシコホルマイシン））などが含まれる。
【００７１】
　化学療法剤の他の具体例には、ビンカアルカロイド（例えば、ビンブラスチン（ＶＬＢ
）およびビンクリスチン）；トポイソメラーゼインヒビター（例えば、エトポシド、テニ
ポシド、カンプトテシン、トポテカン、９－アミノ－カンプトテシンＣＰＴ－１１など）
；抗体（例えば、ダクチノマイシン（アクチノマイシンＤ）、アドリアマイシン、ダウノ
ルビシン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、プリカマイシン（ミトラマイシン）、マイ
トマイシン（マイトマイシンＣ）、タキソール、タキソレートなど）；酵素（例えば、Ｌ
－アスパラギナーゼ）；および生体応答調節薬（例えば、インターフェロン；インターロ
イキン２など）も含まれる。他の化学療法剤には、シス－ジアミンジクロロ白金ＩＩ（Ｃ
ＤＤＰ）；カルボプラチン；アントラセンジオン（例えば、ミトキサントロン）；ヒドロ
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キシ尿素；プロカルバジン（Ｎ－メチルヒドラジン）；および副腎皮質阻害剤（例えば、
ミトタン、アミノグルテチミドなど）が含まれる。
【００７２】
　他の化学療法剤には、副腎皮質ステロイド（例えば、プレドニゾン）；プロゲスチン（
例えば、カプロン酸ヒドロキシプロゲステロン、酢酸メドロキシプロゲステロン、酢酸メ
ゲステロールなど）；エストロゲン（例えば、ジエチルスチルベストロール；エテニルエ
ストラジオールなど）；抗エストロゲン（例えば、タモキシフェンなど）；アンドロゲン
（例えば、プロピオン酸テストステロン、フルオキシメステロンなど）；抗アンドロゲン
（例えば、フルタミド）；および性腺刺激ホルモン放出ホルモン類似体（例えば、ロイプ
ロリド）が含まれる。
【００７３】
　「放射線療法」なる用語には、癌または他の望ましくない細胞増殖に関連した症状また
は状態を阻害、軽減または予防するための、被験体に対する限局的および非限局的の両方
の、遺伝的および身体的に安全なレベルのｘ線の適用が含まれる。「ｘ線」なる用語は、
臨床的に許容される放射性元素およびその同位体、ならびにそれらからの放射性放出を含
む。放出のタイプの具体例には、α線、β線、例えば硬β、高エネルギー電子、およびγ
線が含まれる。放射線療法は当技術分野でよく知られており（例えば、Ｆｉｓｈｂａｃｈ
，Ｆ．，Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｔｅｓｔｓ，３ｒｄ　Ｅｄ．，
Ｃｈ．１０：５８１－６４４（１９８８）を参照されたい）、典型的には、腫瘍疾患を治
療するために用いられる。
【００７４】
　神経保護剤の具体例には、タンパク質の構築を排除する化合物（例えば、ゲルダナマイ
シン）、抗炎症剤（例えば、グルココルチコイド、非ステロイド抗炎症薬（例えば、イブ
プロフェン、アスピリンなど）、オメガ－３脂肪酸（例えば、ＥＰＡ、ＤＨＡなど）、ミ
ノサイクリン、デキサナビオノール（ｄｅｘａｎａｂｉｏｎｏｌ）など）、細胞に利用さ
れうるエネルギーを増加させる化合物（例えば、クレアチン、クレアチンリン酸、ジクロ
ロ酢酸、ニコチンアミド、リボフラビン、カルニチンなど）、抗酸化剤（例えば、植物抽
出物（例えば、イチョウ（ｇｉｎｇｋｏ　ｂｉｌｏｂａ）、補酵素Ｑ１０、ビタミンＥ（
αトコフェロール）、ビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＡ（βカロテン）、セレ
ン、リポ酸、セレジンなど）、抗グルタミン酸療法（例えば、レマセミド、リルゾール、
ラモトリジン、ガバペンチンなど）、ＧＡＢＡ－エルジック（ｅｒｇｉｃ）療法（例えば
、バクロフェン、ムシモールなど）、遺伝子転写調節物質（例えば、グルココルチコイド
、レチノイン酸など）、エリスロポエチン、ＴＮＦαアンタゴニスト、コリンエステラー
ゼインヒビター、Ｎ－メチル－Ｄ－アスパラギン酸（ＮＭＤＡ）アンタゴニスト、オピオ
イドアンタゴニスト、ニューロン膜安定化剤（例えば、ＣＤＰ－コリンなど）、カルシウ
ムおよびナトリウムチャンネルブロッカー、プレドニゾンなどが含まれるが、これらに限
定されるものではない。
【００７５】
　抗感染剤には、ウイルス、真菌、寄生生物または細菌の感染を治療するための、当技術
分野で公知の物質が含まれる。
【００７６】
　以下の実施例により本発明を更に詳しく説明することとするが、これらの実施例は限定
的なものと解釈されるべきではない。本出願の全体において引用されているすべての参考
文献、特許および公開特許出願は、参考として本明細書に援用されている。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は、種々の用量のＤ２Ｅ７を投与した治療群における各マウスの関節炎スコ
アを示す。第１週齢から毎週、関節炎スコアを記録した。このグラフには、各治療群につ
いて、関節炎スコアの平均±標準誤差が示されている。治療群は以下のとおりであった：
対照群：１１匹の雌マウス、９匹の雄マウス（ｎ＝２０）；１０ｍｇ／ｋｇ用量群：２匹
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の雌マウス、２匹の雄マウス（ｎ＝４）；５ｍｇ／ｋｇ用量群：６匹の雌マウス、１匹の
雄マウス（ｎ＝７）；１ｍｇ／ｋｇ用量群：５匹の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝８）
；０．５ｍｇ／ｋｇ用量群：３匹の雌マウス、２匹の雄マウス（ｎ＝５）；０．１ｍｇ／
ｋｇ用量群：３匹の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝６）；０．０１ｍｇ／ｋｇ用量群：
４匹の雌マウス、２匹の雄マウス（ｎ＝６）。
【図２】図２は、種々の用量のレミカド（Ｒｅｍｉｃａｄｅ）を投与した治療群における
各マウスの関節炎スコアを示す。第１週齢から毎週、関節炎スコアを記録した。このグラ
フには、各治療群について、関節炎スコアの平均±標準誤差が示されている。治療群は以
下のとおりであった：対照群：１１匹の雌マウス、９匹の雄マウス（ｎ＝２０）；１０ｍ
ｇ／ｋｇ用量群：４匹の雌マウス、１匹の雄マウス（ｎ＝５）；５ｍｇ／ｋｇ用量群：３
匹の雌マウス、４匹の雄マウス（ｎ＝７）；１ｍｇ／ｋｇ用量群：６匹の雌マウス、２匹
の雄マウス（ｎ＝８）；０．５ｍｇ／ｋｇ用量群：４匹の雌マウス、２匹の雄マウス（ｎ
＝６）；０．１ｍｇ／ｋｇ用量群：１匹の雌マウス、４匹の雄マウス（ｎ＝５）；０．０
１ｍｇ／ｋｇ用量群：２匹の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝５）。
【図３】図３は、種々の用量のエンブレル（Ｅｎｂｒｅｌ）を投与した治療群における各
マウスの関節炎スコアを示す。第１週齢から毎週、関節炎スコアを記録した。このグラフ
には、各治療群について、関節炎スコアの平均±標準誤差が示されている。治療群は以下
のとおりであった：対照群：１１匹の雌マウス、９匹の雄マウス（ｎ＝２０）；１０ｍｇ
／ｋｇ用量群：３匹の雌マウス、２匹の雄マウス（ｎ＝５）；５ｍｇ／ｋｇ用量群：３匹
の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝６）；１ｍｇ／ｋｇ用量群：５匹の雌マウス、１匹の
雄マウス（ｎ＝６）；０．５ｍｇ／ｋｇ用量群：４匹の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝
７）；０．１ｍｇ／ｋｇ用量群：２匹の雌マウス、３匹の雄マウス（ｎ＝５）；０．０１
ｍｇ／ｋｇ用量群：２匹の雌マウス、４匹の雄マウス（ｎ＝６）。
【図４】図４は、Ｄ２Ｅ７、レミカド（Ｒｅｍｉｃａｄｅ）およびエンブレル（Ｅｎｂｒ
ｅｌ）で治療した１０週齢のｈｕＴＮＦ－Ｔｇ１９７マウスにおける最終関節炎スコアを
示す。
【図５】図５Ａ～Ｄは、関節炎の関節から採取した種々の組織の組織病理学的評価を示す
。
【図６】図６Ａ、６Ｂおよび６Ｃは、Ｄ２Ｅ７、レミカド（Ｒｅｍｉｃａｄｅ）およびエ
ンブレル（Ｅｎｂｒｅｌ）で治療したｈｕＴＮＦ－Ｔｇ１９７マウスにおける循環ｈｕＴ
ＮＦレベルを示す。
【実施例１】
【００７８】
　Ｄ２Ｅ７の低用量での投与の効力の研究
　慢性関節リウマチ（ＲＡ）のトランスジェニック（Ｔｇ１９７）マウスモデルを使用し
た多発性関節炎の予防における低用量のＤ２Ｅ７、インフリキシマブ（ｉｎｆｌｉｘｉｍ
ａｂ）およびエタネルセプト（ｅｔａｎｅｒｃｅｐｔ）の効力を判定するための研究を行
った。インフリキシマブはヒト－マウスキメラ抗体であり、エタネルセプトはｐ７５　Ｔ
ＮＦ受容体構築物である。Ｄ２Ｅ７は、ヒト免疫グロブリン遺伝子ライブラリーから誘導
された完全ヒト抗体である。トランスジェニックマウスＴｇ１９７はヒトＴＮＦ遺伝子を
含有し、ヒト慢性関節リウマチに類似した疾患を自然に発症する（Ｋｅｆｆｅｒ，Ｊ．ら
，１９９１，ＥＭＢＯ　Ｊ．１０：４０２５）。慢性関節リウマチを含む関節炎疾患の徴
候には、体重増加の低下、関節歪曲および腫脹、関節変形および強直ならびに運動阻害が
含まれる。組織病理学的所見には、滑膜の過形成、白血球浸潤、パンヌス形成、関節軟骨
および骨破壊が含まれる。抗ＴＮＦ剤の投与は多発性関節炎の発生を用量依存的に妨げる
。
【００７９】
　Ａ．Ｄ２Ｅ７、レミカドおよびエンブレルの結合特性の比較
　、インフリキシマブ（レミカド（Ｒｅｍｉｃａｄｅ））およびエンタネルセプト（エン
ブレル（Ｅｎｂｒｅｌ））は、慢性関節リウマチに関して承認されている２つの抗ＴＮＦ
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薬である。レミカドはヒト－マウスキメラＩｇＧ１抗体であり、エンブレルは、ｐ７５　
ＴＮＦ受容体の細胞外ドメインとＩｇＧ１分子の定常領域とから構成される融合タンパク
質である。Ｄ２Ｅ７は、ヒト免疫グロブリン遺伝子ライブラリーから選択されたＩｇＧ１

κクラスの完全ヒト抗体である。３つ全ての抗ＴＮＦ剤が、比較的類似した強度でヒトＴ
ＮＦに結合する。ＴＮＦに対するＤ２Ｅ７、レミカドおよびエンブレルの固有アフィニテ
ィーはそれぞれ８．６×１０－１１、９．５×１０－１１および１５．７×１０－１１Ｍ
（Ｋｄ値）である。ＴＮＦへの結合の速度論は抗体Ｄ２Ｅ７およびレミカドに関しては類
似している。一方、エンブレルはＴＮＦに速く結合し、ＴＮＦから速く解離する。したが
って、エンブレル：ＴＮＦ複合体の１６分間の半減期は、レミカドおよびＤ２Ｅ７：ＴＮ
Ｆ複合体のそれぞれ１８４分間および２５５分間の半減期よりかなり短い。
【００８０】
　ＢＩＡｃｏｒｅ　３０００装置を使用して、ヒトＴＮＦと抗ＴＮＦ剤との結合の速度論
的パラメーターを誘導した。バイオセンサーチップをヤギ抗ヒトＦｃ抗体に共有結合させ
た。ついで抗ＴＮＦ剤（Ｄ２Ｅ７、レミカドおよびエンブレル）を該チップ上に捕捉し、
種々の濃度のｈｕＴＮＦを加えた。
【００８１】
　結合データを解析して速度論的パラメーターを誘導した。それを表１に示す。
【００８２】
【表１】

【００８３】
　Ｂ．関節炎の症状の予防
　慢性関節リウマチに一般に関連している症状の軽減に対するＤ２Ｅ７、レミカドおよび
エンブレルの低用量法の効果を研究するためのモデルとして、Ｔｇ１９７マウスを使用し
た。ヒトＴＮＦトランスジェニックマウスはＰＣＲにより同定し確認した。１週齢から、
Ｔｇ１９７マウスの別々の同腹子を、異なる研究群に割り当てた。ヒトＴＮＦ遺伝子に関
してヘテロ接合であるＴｇ１９７マウスにはＤ２Ｅ７、レミカドまたはエンブレルを毎週
腹腔内投与した。各薬物処理群は、単一の同腹子からのマウスよりなるものであった。対
照群にはリン酸緩衝食塩水希釈剤を投与し、該対照群は、４匹の同腹子からのマウスより
なるものであった。各群の動物の体重を、投与前に毎週記録した。以下のとおり、各群に
は毎週１回のｉ．ｐ．注射を行った。
【００８４】
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【表２】

【００８５】
　以下のスコア系を用いて、各群における関節炎スコアを毎週記録した：
　　　０　　　関節炎は認められない；
　　　１　　　軽度の関節炎（関節歪曲）；
　　　２　　　中等度の関節炎（腫脹、関節変形）；
　　　３　　　重度の関節炎（屈曲の際の強直および著しい運動阻害）。
【００８６】
　処理を１０週間継続した。該スコアアッセイからの結果を図１、２および３に示す。図
４は、処理Ｔｇ１９７マウスにおける第１０週でのそれらの３つの抗体に関する最終関節
炎スコアを示す。これらの結果は、関節炎スコアの発生を妨げるためには、より高いエン
ブレル用量が必要であったことを示している。エンブレルのＥＤ５０値は１ｍｇ／ｋｇに
近かった。一方、Ｄ２Ｅ７およびレミカドのＥＤ５０値は０．５ｍｇ／ｋｇ未満であった
。それらの２つの抗体においては、Ｄ２Ｅ７は、同じ用量で、レミカドより優れた防御を
もたらした。さらに、０．５ｍｇ／ｋｇのＤ２Ｅ７で処理したマウスでは５週まで、０．
１ｍｇ／ｋｇ用量のＤ２Ｅ７で処理したマウスでは４週まで、疾患の発症が遅延した（図
１）。これに対して、０．１ｍｇ／ｋｇまたは０．５ｍｇ／ｋｇのレミカドで処理したマ
ウスにおいては、疾患の発症は僅か３週間遅延したに過ぎなかった（図２）。
【００８７】
　要約すると、Ｄ２Ｅ７、レミカドおよびエンブレルの３つ全ての物質がＴｇ１９７マウ
スにおける関節炎の発症を用量依存的に予防した。処理マウスは、未処理マウスより低い
関節炎スコアおよびより軽い炎症および関節損傷を有し、より大きな体重増加を示した。
応答のパターンは全３種のＴＮＦアンタゴニストで類似していたが、防御の程度はそれら
の３つの物質の間で様々であった。最高の飽和用量はそれらの物質間の違いを示さなかっ
たが、中間用量での防御効力はＤ２Ｅ７処理マウスにおいて最高であり、これはインフリ
キシマブ（レミカド）処理マウスの場合より高く、エタネルセプト（エンブレル）処理マ
ウスでは最低であった。
【００８８】
　Ｃ．処理マウスにおける循環ｈｕＴＮＦレベルの分析
　該研究の５週および１０週の時点で血液を集めた。血清を準備し、ヒトＴＮＦのレベル
をＭｅｄｇｅｎｉｘヒトＴＮＦ　ＥＬＩＳＡキットで測定した。ＴＮＦレベルは、処理群
の各マウスについて測定した。該研究の結果を図６に示す。このグラフには、各処理群に
ついて、ＴＮＦレベルの平均±標準誤差が示されている。各グラフにおいては、基準値を
示す目的で、２ｎｇ／ｍＬ　ＴＮＦレベルに実線が引かれている。未処理群においては、
血清ｈｕＴＮＦレベルは低く、５週および１０週でそれぞれ０．１および０．２ｎｇ／ｍ
Ｌであった。抗ＴＮＦ剤の毎週の投与は該血清中のＴＮＦの隔離（ｓｅｑｕｅｓｔｒａｔ
ｉｏｎ）をもたらした。血清ｈｕＴＮＦのレベルはＤ２Ｅ７処理マウスまたはレミカド処
理マウスでは類似していた。平均ｈｕＴＮＦレベルは投与量の関数として２ｎｇ／ｍＬか
ら０．１ｎｇ／ｍＬへと減少した。一方、エンブレル処理マウスは、遥かに高い血清ｈｕ
ＴＮＦを示し、２０ｎｇ／ｍＬのレベルに達した。
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【００８９】
　要約すると、遊離ＴＮＦおよび結合ＴＮＦの両方を検出するＭｅｄｇｅｎｉｘ　ＥＬＩ
ＳＡによるヒトＴＮＦの測定は、これらの抗ＴＮＦ剤がＴＮＦを複合体内に隔離している
ことを示した。処理マウスの血清においては、検出可能なレベルのＴＮＦが認められたが
、未処理マウスにおいてはそれは非常に低レベルであった。興味深いことに、エタネルセ
プトに関する未クリアランスＴＮＦ複合体のレベルは、インフリキシマブまたはＤ２Ｅ７
で処理されたマウスの場合より１０倍高かった。エタネルセプトの場合のＴＮＦのクリア
ランスの遅延は、公開されている動物モデルおよび臨床研究において認められている。
【００９０】
　Ｄ．処理マウスの顕微鏡的分析
　１０週間の処理の後、すべてのマウスを犠死させた。各処理群の２匹のマウスから右お
よび左の後脚を摘出した。脚を１０％　中性緩衝ホルマリンで固定し、ついで脱灰した。
各脚サンプルからの３つの連続的な断片をスライド上にマウントし、記号が付されたそれ
らのスライドを、病理学者による独立した評価に送った。
【００９１】
　スライドはヘマトキシリン／エオシンで染色された。該病理学者は、血管分布、炎症、
軟骨および骨侵食の程度に関して１～４のスケールで各スライドをスコア化した。結果を
以下の表２に示す。
【００９２】
【表３】

【００９３】
　この実験からの結果を図５にも示す。図５においては、各脚からの３枚のスライドを検
査した。したがって、各マウスに６枚のスライドおよび各処理群に１２枚のスライドを組
織病理学に関してスコア化した。このグラフには、各処理群について、組織病理学的スコ
アの平均±標準偏差が示されている。該病変のほとんどは脚関節に伴っており、すべては
対称に出現した（すなわち、ある与えられたマウスの左および右の脚に関して類似したス
コアが認められた）。軟骨分解は主に骨内膜の侵食病変から生じ、一般には骨侵食ほど広
範ではなかった。炎症は主に、少数のＰＭＮを伴う単核細胞であったが、稠密なＰＭＮ座
は認められなかった。
【００９４】
　それらの３つの抗ＴＮＦ剤の間の相違は、関節炎スコアとして測定される外的徴候より
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も、関節炎関節における疾患活性の顕微鏡的徴候において最も顕著であった。関節におけ
る骨侵食は０．５ｍｇ／ｋｇ用量のＤ２Ｅ７により完全に阻止された。レミカドまたはエ
ンブレルで同じ効果を達成するためには、遥かに高い用量（５ｍｇ／ｋｇ）が必要であっ
た。関節における軟骨侵食は０．１ｍｇ／ｋｇ用量のＤ２Ｅ７により完全に阻止された。
レミカドまたはエンブレルで同じ効果を達成するためには、遥かに高い用量（レミカドは
１ｍｇ／ｋｇ、エンブレルは５ｍｇ／ｋｇ）が必要であった。関節における炎症は０．５
ｍｇ／ｋｇ用量のＤ２Ｅ７により完全に阻止された。他の薬物で同じ効果を達成するため
には、遥かに高い用量（レミカドは５ｍｇ／ｋｇ、エンブレルは１０ｍｇ／ｋｇ）が必要
であった。関節における血管分布は０．５ｍｇ／ｋｇ用量のＤ２Ｅ７またはレミカドによ
り完全に阻止された。エンブレルで同じ効果を達成するためには、遥かに高い用量（５ｍ
ｇ／ｋｇ）が必要であった。
【００９５】
　顕微鏡的関節損傷の予防における用量－反応においては、Ｄ２Ｅ７，インフリキシマブ
およびエタネルセプトの間で明らかな相違が認められた。Ｄ２Ｅ７は０．５－ｍｇ／ｋｇ
用量で骨侵食、軟骨分解、炎症および血管分布を完全に予防したが、インフリキシマブお
よびエタネルセプトは共に、同様の効力レベルに達するためには１または５ｍｇ／ｋｇの
用量を要した。要約すると、ヒトＴＮＦトランスジェニックマウスＴｇ１９７においては
、Ｄ２Ｅ７は特に低用量で、エタネルセプトまたはインフリキシマブより強力に多発性関
節炎を予防した。
【００９６】
　等価物
　当業者は、通常の実験のみを用いて、本明細書に記載の発明の具体的な実施形態の多数
の等価物を認識し又は確認しうるであろう。そのような等価物は特許請求の範囲に含まれ
ると意図される。本出願の全体において引用されている全ての参考文献、特許および特許
出願の内容は、参考として本明細書に援用されている。米国特許第６，０９０，３８２号
および第６，２５８，５６２　Ｂｌ号ならびに米国特許出願第０９／５４０，０１８号お
よび第０９／８０１，１８５号の全体は、参考として本明細書に援用されている。
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