JP 2007‑505629 A 2007.3.15

(57)【要約】
本発明は、少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子発現を選択
的に調節する化合物を認定する方法を提供する。概して
、本方法は、複数のＴＬＲ遺伝子のそれぞれの発現を検
出するための分析法を提供することと；被験化合物を使
用して各分析法を実施することと；該被験化合物が、少
なくとも１つの第２のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するの
とは異なる程度に、第１のＴＬＲ遺伝子の発現を調節す
るのであれば、該被験化合物を、少なくとも１つのＴＬ
Ｒ遺伝子発現を選択的に調節する化合物として認定する
ことを含む。ある実施形態では、本発明は、上述の方法
で認定された化合物、その塩類、およびこのような化合
物、それらの薬学的に許容し得る形態、それらの誘導体
、またはそれらのプロドラッグを含む、医薬組成物を提
供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合物を認定する方法であっ
て、以下のステップ：
（１）複数のＴＬＲ遺伝子のそれぞれの発現を検出するための分析法を提供すること；
（２）被験化合物を使用して各分析法を実施すること；及び
（３）前記被験化合物が、少なくとも１つの第２のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのと
は異なる程度に、第１のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのであれば、前記被験化合物を、
少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合物として認定すること；
を含む、前記方法。
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【請求項２】
前記化合物が、第１のＴＬＲ遺伝子の発現を誘導し、かつ少なくとも１つの第２のＴＬ
Ｒ遺伝子の発現を誘導しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
請求項１に記載の方法により認定された化合物、およびその塩類。
【請求項４】
請求項１に記載の方法により認定された化合物、その薬学的に許容し得る塩、その誘導
体、またはそのプロドラッグを含む医薬組成物。
【請求項５】
標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する標的化合物を認定する方法であって、以下
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のステップ：
（１）標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを選択すること；
（２）被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定すること；及び
（３）前記被験化合物の前記ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールが、前記標的ＴＬＲ遺伝子
発現プロフィールを含むのであれば、前記被験化合物を、標的化合物として認定すること
；
を含む、前記方法。
【請求項６】
前記標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールが、標的化合物により検出可能に誘導されない
１つ以上のＴＬＲ遺伝子を含む、請求項５に記載の方法。
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【請求項７】
被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定することが、ＴＬＲ遺伝子の発現を
検出するための少なくとも１つの分析法を実施することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
請求項５に記載の方法により標的化合物として認定された化合物、またはその薬学的に
許容し得る形態。
【請求項９】
請求項５に記載の方法により認定された標的化合物、その薬学的に許容し得る形態、そ
の誘導体、またはそのプロドラッグを含む医薬組成物。
【請求項１０】
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免疫系の選択された細胞集団におけるＴＬＲ遺伝子の発現を調節する方法であって、以
下のステップ：
（１）第１の免疫系細胞集団および第２の免疫系細胞集団を認定すること；
（２）第２の細胞集団における同一のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのとは異なる程度
に、第１の細胞集団のＴＬＲ遺伝子の発現を調節する化合物を選択すること；及び
（３）前記免疫系の細胞を、前記細胞集団の少なくとも１つにおける少なくとも１つの
ＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのに有効な量の前記選択された化合物と接触させること；
を含む、前記方法。
【請求項１１】
前記少なくとも１つの細胞集団を、前記選択された化合物とｉｎ

ｖｉｔｒｏで接触さ
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せる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記少なくとも１つの細胞集団を、前記選択された化合物とｉｎ

ｖｉｖｏで接触させ

る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
対象における複数のＴＬＲ遺伝子の少なくとも１つの発現を選択的に調節することによ
り治療可能な状態を治療する方法であって、以下のステップ：
（１）前記状態の治療に有効な標的ＴＬＲ発現プロフィールを認定すること；
（２）前記標的プロフィールに一致するＴＬＲ発現プロフィールを有する化合物を選択
すること；及び
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（３）前記状態を治療するのに有効な前記化合物のある量を前記対象に投与すること；
を含む、前記方法。
【請求項１４】
前記状態が、感染症または新生物の状態である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記感染症が、ウイルス性疾患、真菌病、寄生虫病、細菌性疾患、またはプリオン介在
性疾患である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記新生物の状態が、上皮内新生物、前癌新生物、または癌である、請求項１４に記載
の方法。
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【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
免疫系のある主要な側面を刺激することにより作用するほかに、他のある側面を抑制す
ることにより作用する新しい薬剤化合物を発見するために、近年多大な努力が払われ、目
覚しい成功を収めた（たとえば、米国特許第６，０３９，９６９号明細書および米国特許
第６，２００，５９２号明細書参照）。免疫応答調節因子（ＩＲＭ）として本明細書で言
及されているこれらの化合物は、トル様受容体として知られる免疫系機構を介して、選択
されたサイトカイン生合成を誘導するように作用すると思われる。それらは、多種多様な
疾患および状態を治療するのに有用な可能性がある。たとえば、ある種のＩＲＭは、ウイ
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ルス性疾患（たとえば、ヒト乳頭腫ウイルス、肝炎、ヘルペス）、腫瘍形成（たとえば、
基底細胞癌、扁平上皮癌、光線性角化症、黒色腫）、およびＴＨ２介在性疾患（たとえば
、喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、等々）の治療に有用な可能性があり、ま
た、ワクチンアジュバントとしても有用である。
【０００２】
ＩＲＭ化合物の多くは、小さい有機分子イミダゾキノリンアミン誘導体である（たとえ
ば、米国特許第４，６８９，３３８号明細書参照）が、多数の他の化合物類も知られてお
り（たとえば、米国特許第５，４４６，１５３号明細書、米国特許第６，１９４，４２５
号明細書、および米国特許第６，１１０，９２９号明細書参照）、またそれ以上のものが
今もまだ発見されている。他のＩＲＭは、ＣｐＧを含む、オリゴヌクレオチドのような、
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より大きい分子量を有する（たとえば、米国特許第６，１９９４，３８８号明細書参照）
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ＩＲＭの治療可能性を考慮すれば、また既に行われた重要な研究にもかかわらず、それ
らの使用および治療効果を拡大する、かなりの継続的必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
ある種の化合物は、ある特定のＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節できることが分かっ
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ている。したがって、本発明の一態様は、少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的
に調節する化合物を認定する方法を提供する。概して、本方法は、複数のＴＬＲ遺伝子の
それぞれの発現を検出するための分析法を提供することと；被験化合物を使用して各分析
法を実施することと；該被験化合物が、少なくとも１つの第２のＴＬＲ遺伝子の発現を調
節するのとは異なる程度に、第１のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのであれば、該被験化
合物を少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合物として認定するこ
と；を含む。
【０００５】
別の態様において、本発明はまた、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する標的化
合物を認定する方法も提供する。概して、本方法は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィール
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を選択することと；被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定することと；該被
験化合物の該ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールが該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを含
むのであれば、該被験化合物を標的化合物として認定すること；を含む。
【０００６】
ある実施形態では、本発明は、上述の方法で認定された化合物およびその薬学的に許容
し得る形態、ならびにこのような化合物、このような化合物の薬学的に許容し得る形態、
それらの誘導体、またはそれらのプロドラッグを含む、医薬組成物を提供する。
【０００７】
別の態様において、本発明は、免疫系の選択された細胞集団におけるＴＬＲ遺伝子の発
現を調節する方法を提供する。概して、本方法は、第１の免疫系細胞集団および第２の免
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疫系細胞集団を認定することと；第２の細胞集団における同ＴＬＲ遺伝子の発現を調節す
るのとは異なる程度に、第１の細胞集団のＴＬＲ遺伝子の発現を調節する化合物を選択す
ることと；免疫系の細胞を、該細胞集団の少なくとも１つにおける少なくとも１つのＴＬ
Ｒ遺伝子の発現を調節するのに有効な量の該選択された化合物と接触させること；を含む
。
【０００８】
また別の態様において、本発明は、対象における複数のＴＬＲ遺伝子の少なくとも１つ
の発現を選択的に調節することにより治療可能な状態を治療する方法を提供する。概して
、本方法は、該状態の治療に有効な標的ＴＬＲ発現プロフィールを認定することと；標的
プロフィールに一致するＴＬＲ発現プロフィールを有する化合物を選択することと；該状
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態を治療するのに有効な該化合物の量を該対象に投与することと；を含む。
【０００９】
以下の詳細な説明、実施例、特許請求の範囲および添付の図面を参照すれば、本発明の
様々な他の特徴および利点は、容易に明白になるはずである。本明細書を通してあちこち
に、例のリストを介して指針が提供されている。どの場合にも、列挙されたリストは、代
表グループの役割を果たすに過ぎず、排他的リストとして解釈すべきではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
免疫応答調節因子（「ＩＲＭ」）は、抗ウイルス活性および抗腫瘍活性を含むがその限
りではない、強力な免疫調節活性を有する化合物を含む。ある種のＩＲＭは、サイトカイ
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ン類の産生および分泌を調節する。たとえば、ある種のＩＲＭ化合物は、たとえば、Ｉ型
インターフェロン、ＴＮＦ−α、ＩＬ−１、ＩＬ−６、ＩＬ−８、ＩＬ−１０、ＩＬ−１
２、ＭＩＰ−１、および／またはＭＣＰ−１等のサイトカイン類の産生および分泌を誘導
する。別の例として、ある種のＩＲＭ化合物は、ある種のＴH２サイトカイン類、たとえ
ばＩＬ−４およびＩＬ−５の、産生および分泌を阻害することができる。さらに、幾つか
のＩＲＭ化合物は、ＩＬ−１およびＴＮＦを抑制すると言われる（米国特許第６，５１８
，２６５号明細書）。
【００１１】
ある種のＩＲＭは、たとえば、米国特許第４，６８９，３３８号明細書；米国特許第４
，９２９，６２４号明細書；米国特許第５，２６６，５７５号明細書；米国特許第５，２
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６８，３７６号明細書；米国特許第５，３４６，９０５号明細書；米国特許第５，３５２
，７８４号明細書；米国特許第５，３８９，６４０号明細書；米国特許第５，４４６，１
５３号明細書；米国特許第５，４８２，９３６号明細書；米国特許第５，７５６，７４７
号明細書；米国特許第６，１１０，９２９号明細書；米国特許第６，１９４，４２５号明
細書；米国特許第６，３３１，５３９号明細書；米国特許第６，３７６，６６９号明細書
；米国特許第６，４５１，８１０号明細書；米国特許第６，５２５，０６４号明細書；米
国特許第６，５４１，４８５号明細書；米国特許第６，５４５，０１６号明細書；米国特
許第６，５４５，０１７号明細書；米国特許第６，５７３，２７３号明細書；米国特許第
６，６５６，９３８号明細書；米国特許第６，６６０，７３５号明細書；米国特許第６，
６６０，７４７号明細書；米国特許第６，６６４，２６０号明細書；米国特許第６，６６
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４，２６４号明細書；米国特許第６，６６４，２６５号明細書；米国特許第６，６６７，
３１２号明細書；米国特許第６，６７０，３７２号明細書；米国特許第６，６７７，３４
７号明細書；米国特許第６，６７７，３４８号明細書；米国特許第６，６７７，３４９号
明細書；米国特許第６，６８３，０８８号明細書；米国特許第６，７５６，３８２号明細
書 ； 米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ４ /０ ０ ９ １ ４ ９ １ 号 明 細 書 ； 米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０
４ /０ １ ３ ２ ７ ６ ６ 号 明 細 書 ； お よ び 米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ４ /０ １ ４ ７ ５ ４ ３ 号 明 細
書 ； ２ ０ ０ ４ 年 ３ 月 ５ 日 出 願 の 米 国 特 許 出 願 第 １ ０ /７ ９ ４ ０ ９ ９ 号 ； お よ び ２ ０ ０ ４ 年
８ 月 ２ ７ 日 出 願 の 国 際 特 許 出 願 第 Ｐ Ｃ Ｔ /Ｕ Ｓ ０ ４ /２ ８ ０ ２ １ 号 に 開 示 さ れ て い る も の 等
の、小さい有機分子（タンパク質、ペプチド類等々の大きい生体分子とは対照的に、たと
えば、約１０００ダルトン未満、好ましくは約５００ダルトン未満の分子量）である。
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【００１２】
小分子ＩＲＭのさらなる例は、ある種のプリン誘導体（米国特許第６，３７６，５０１
号明細書、および米国特許第６，０２８，０７６号明細書に記載のもの等）、ある種のイ
ミダゾキノリンアミド誘導体（米国特許第６，０６９，１４９号明細書に記載のもの等）
、ある種のイミダゾピリジン誘導体（米国特許第６，５１８，２６５号明細書に記載のも
の等）、ある種のベンズイミダゾール誘導体（米国特許第６，３８７，９３８号明細書に
記載のもの等）、ある種の、窒素含有複素５員環に縮合した４−アミノピリミジン誘導体
（米国特許第６，３７６，５０１号明細書；米国特許第６，０２８，０７６号明細書およ
び米国特許第６，３２９，３８１号明細書；ならびに国際公開第ＷＯ

０ ２ /０ ８ ９ ０ ５

号パンフレットに記載のアデニン誘導体等）、およびある種の３−β−Ｄ−リボフラノシ
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ル チ ア ゾ ロ ［ ４ ， ５ − ｄ ］ ピ リ ミ ジ ン 誘 導 体 （ 米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ３ /０ １ ９ ９ ４
６１号明細書に記載のもの等）を包含する。
【００１３】
他のＩＲＭは、オリゴヌクレオチド配列等の大きい生体分子を含む。幾つかのＩＲＭオ
リゴヌクレオチド配列は、シトシン−グアニンジヌクレオチド（ＣｐＧ）を含み、たとえ
ば、米国特許第６，１９４，３８８号明細書；米国特許第６，２０７，６４６号明細書；
米国特許第６，２３９，１１６号明細書；米国特許第６，３３９，０６８号明細書；およ
び米国特許第６，４０６，７０５号に記載されている。一部のＣｐＧ含有オリゴヌクレオ
チドは、たとえば、米国特許第６，４２６，３３４号明細書および米国特許第６，４７６
，０００号明細書に記載のもの等の、合成の免疫調節性構造モチーフを含むことができる

40

。他のＩＲＭヌクレオチド配列は、ＣｐＧ配列を欠き、たとえば、国際特許出願公開ＷＯ
００／７５３０４号パンフレットに記載されている。
【００１４】
他のＩＲＭは、リン酸アミノアルキルグルコサミニド（ＡＧＰ）等の生体分子を含み、
また、たとえば、米国特許第６，１１３，９１８号明細書；米国特許第６，３０３，３４
７号明細書；米国特許第６，５２５，０２８号明細書；および米国特許第６，６４９，１
７２号明細書に記載されている。
【００１５】
ある種のＩＲＭは、トル様受容体（ＴＬＲ）遺伝子の発現を選択的に調節することがで
きることが分かっている。場合により、ＴＬＲ遺伝子発現の選択的調節は、一ＴＬＲ遺伝
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子の発現の調節を含むが、別のＴＬＲ遺伝子の発現を有意に調節しない。他の場合には、
ＴＬＲ遺伝子発現の選択的調節は、別のＴＬＲ遺伝子が調節を受ける方向および／または
程度と異なる方向または程度への、一ＴＬＲ遺伝子の発現の調節を含む。
【００１６】
したがって、本発明は、ＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合物を認定する方法
、このようにして認定された化合物、およびこのような化合物を含む医薬組成物；ある特
定のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する化合物を認定する方法、このようにして認定
された化合物、およびこのような化合物を含む医薬組成物；選択された免疫細胞集団にお
けるＴＬＲ遺伝子の発現を調節する方法；および少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を
選択的に調節する化合物を対象に投与することにより、対象を治療する方法を提供する。

10

【００１７】
特に指示がない限り、化合物への言及は、異性体（たとえば、ジアステレオマーまたは
鏡像異性体）、塩、溶媒和物、多形体等々を含む、あらゆる薬学的に許容し得る形態の化
合物を包含することができる。特に、化合物が光学活性である場合、該化合物への言及は
、該化合物の鏡像異性体のそれぞれならびに該鏡像異性体のラセミ混合物を包含すること
ができる。
【００１８】
本発明の目的のために、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
【００１９】
「作動薬」は、受容体（たとえば、ＴＬＲ）と結合して細胞応答を生じさせることがで
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きる化合物を指す。作動薬は、該受容体に直接結合するリガンドであってもよい。あるい
は、作動薬は、たとえば、（ａ）該受容体に直接結合する別の分子と複合体を形成するこ
とによって、または（ｂ）別の方法で、結果として別の化合物を修飾し、その結果、もう
１つの化合物が該受容体に直接結合することによって、受容体に間接的に結合してもよい
。作動薬は、ある特定のＴＬＲの作動薬（たとえば、ＴＬＲ７作動薬）と呼ばれることも
ある。
【００２０】
「発現する」およびその変形は、発現される構造遺伝子からのｍＲＮＡの転写を指す。
【００２１】
「免疫細胞」は、免疫系の細胞、すなわち、免疫応答が先天性であれ、後天性であれ、

30

体液性であれ、細胞性であれ、免疫応答の発生または維持に直接的または間接的に関与す
る細胞を指す。
【００２２】
「誘導する」およびその変形は、遺伝子発現の測定可能な増加を指す。「誘導」は、「
上方制御」と同義的に使用することが可能である。したがって「インデューサー」は、あ
る特定の遺伝子の発現を増加する化合物を指す。
【００２３】
「阻害する」およびその変形は、遺伝子発現の測定可能な減少を指す。「阻害」は、「
抑制」または「下方制御」と同義的に使用することが可能である。したがって「インヒビ
ター」は、ある特定の遺伝子の発現を減少させる化合物を指す。

40

【００２４】
「ＩＲＭ化合物」は、ＩＲＭ−応答性細胞に投与されるとき、１つ以上の免疫制御分子
、たとえば、サイトカイン類または同時刺激マーカーのレベルを変える化合物を一般に指
す。代表的なＩＲＭ化合物は、上述の小さい有機分子、プリン誘導体、小さい複素環式化
合物、アミド誘導体、およびオリゴヌクレオチド配列を包含する。
【００２５】
「調節する」およびその変形は、遺伝子発現の測定可能な上方制御または下方制御を指
す。
【００２６】
「プロドラッグ」は、有効な親薬物を体内で放出するために化学的または酵素的生体内
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変化を必要とする、薬物分子の誘導体を指す。
【００２７】
「質的」およびその変形は、（１）遺伝子発現の有意な調節の存在（ある／ない）、（
２）遺伝子発現調節の方向（誘導／阻害）、または（ｃ）両者を指す。
【００２８】
「量的」およびその変形は、方向に関係なく、遺伝子発現調節の大きさを指す。
【００２９】
「選択的」およびその変形は、たとえば、細胞集団、遺伝子、または遺伝子の発現レベ
ル等の、２つ以上の選択肢間で区別できることを指す。たとえば、遺伝子発現を選択的に
調節することは、２つ以上の遺伝子発現を個別に変更することを指す。別の例として、選
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択された細胞集団における遺伝子発現を調節することは、所与の遺伝子の発現を、たとえ
ば、１つの細胞集団では、ある特定の程度に調節し、かつたとえば、第２の細胞集団では
、同一遺伝子の発現を、異なる程度に調節することを指す。
【００３０】
「ＴＬＲ遺伝子発現プロフィール」は、（ａ）ＩＲＭの投与により発現を調節すること
ができるＴＬＲ遺伝子の同一性、（ｂ）質的遺伝子発現調節の有無および／または特徴、
および／または（ｃ）量的遺伝子発現調節の有無および／または特徴を指す。所与の化合
物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、所与の化合物により調節された、ＴＬＲ遺伝子発
現の観察されたプロフィールを指す。該観察されたプロフィールは、単一情報源から作成
することもでき、複数の報源から作成することもできる。標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィ
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ールは、（ａ）スクリーニング分析で認定すべき標的化合物、または（ｂ）ある特定の方
法で、ある特定の免疫細胞のＴＬＲ遺伝子発現を調節するであろう化合物に望まれる、あ
る特定のプロフィール−これは、たとえば、理論的なまたは理想的なＴＬＲ遺伝子発現プ
ロフィールであってもよい−を指す。
【００３１】
一態様において、本発明は、少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する
化合物を認定する方法を提供する。概して、本方法は、複数のＴＬＲ遺伝子のそれぞれの
発現を検出することができる分析法を提供することと；被験化合物を使用して各分析法を
実施することと；該被験化合物が、少なくとも１つの第２のＴＬＲ遺伝子の発現を調節す
るのとは異なる程度に、第１のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのであれば、該被験化合物

30

を、少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子を選択的に調節する化合物として認定すること；を含
む。
【００３２】
調節は、上方制御、下方制御、または両者を含むことが可能である。したがって、本発
明のある方法は、たとえば、（ａ）２つ以上のＴＬＲ遺伝子の発現を調節するが、様々な
程度に調節する、または（ｂ）１つのＴＬＲ遺伝子の発現は調節するが、第２のＴＬＲ遺
伝子発現は調節しない、化合物を認定することもできよう。２つ以上の遺伝子の発現を様
々な程度に調節することは、たとえば、遺伝子の発現を異なる質的程度に調節すること（
たとえば、上方制御、下方制御、または無制御）、同じ質的程度であるが、異なる量的程
度に（たとえば、第２の遺伝子より多い、一遺伝子の上方制御）、または量的程度および
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質的程度の任意の組合せで、遺伝子の発現を調節することを含むことができる。
【００３３】
幾つかの実施形態では、ＴＬＲ遺伝子発現の少なくとも２倍の調節（すなわち、上方制
御または下方制御）を有意と考えてもよい。たとえば、ＴＬＲ遺伝子の発現を少なくとも
２倍上方制御することを、ＴＬＲ遺伝子発現の有意な調節の代表と考えてもよく、一方、
ＴＬＲ遺伝子発現を２倍未満上方制御することを、たとえば、実験誤差、正常変動、また
は両者の範囲内として、些少と考えてもよい。他の実施形態では、ＴＬＲ遺伝子の発現の
少なくとも３倍の調節を有意と考えてもよく、一方、ＴＬＲ遺伝子発現の３倍未満の調節
を、些少と考えてもよい。さらに他の実施形態では、ＴＬＲ遺伝子発現の少なくとも４倍
の調節を有意と考えてもよく、一方、ＴＬＲ遺伝子発現の４倍未満の調節を些少と考えて
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もよい。有意と考えられるために必要なＴＬＲ遺伝子の発現調節の正確なレベルは、認定
された化合物の使用目的（予防用、治療用、診断用、等々）；ＴＬＲ遺伝子の発現を判定
するために使用される分析法の質（たとえば、確度および／または精度）；および該化合
物が、ＴＬＲ遺伝子の発現を調節することを意図する環境（たとえば、ｉｎ
またはｉｎ

ｖｉｔｒｏ

ｖｉｖｏ）；を含むがその限りではない因子に少なくともある程度左右され

る可能性がある。
【００３４】
当業者は、ＴＬＲ遺伝子の発現の上方制御および／または下方制御を検出することがで
きる分析法を考案および実施するために、標準技術を利用することが可能である。たとえ
ば、遺伝子の発現は、リアルタイムＰＣＲ（ＲＴ−ＰＣＲ）、マイクロアレイ遺伝子解析

10

法、またはノーザンブロット分析法を使用して、分析することができる。
【００３５】
本発明の方法の分析で使用される細胞は、１つ以上のＴＬＲ遺伝子を発現してＴＬＲ遺
伝子の発現の検出を可能にする任意の細胞であってもよい。場合により、該細胞は、１つ
以上のＴＬＲを生来発現する可能性がある。１つ以上のＴＬＲを生来発現する細胞は、単
球、マクロファージ、ランゲルハンス細胞、樹状細胞、ナチュラルキラー細胞、多形核細
胞（たとえば、好中球、好塩基球、または好酸球）、Ｂリンパ球、Ｔリンパ球、および前
述のいずれかに由来する細胞等の主要免疫細胞を包含するがその限りではない。
【００３６】
図１は、あるＩＲＭ化合物によるＴＬＲ遺伝子発現の選択的調節を説明する図である。
ヒト末梢血単核細胞（ＰＢＭＣ）を、ｉｎ

20

ｖｉｔｒｏでＩＲＭ化合物と共にインキュベ

ートし、ＴＬＲ２、ＴＬＲ３、ＴＬＲ４、ＴＬＲ５、ＴＬＲ６、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８、Ｔ
ＬＲ９、およびＴＬＲ１０のそれぞれからの発現を分析した。該ＩＲＭ化合物は、ＴＬＲ
３遺伝子、ＴＬＲ７遺伝子、およびＴＬＲ８遺伝子の発現を誘導する。該ＩＲＭ化合物は
、他のＴＬＲ遺伝子（たとえば、ＴＬＲ２）のいずれからの発現も有意に調節せず、その
結果、該ＩＲＭ化合物によるＴＬＲ遺伝子の発現の質的選択的調節を示した。
【００３７】
図２〜４は、ある種のＩＲＭ化合物が、ある特定のＴＬＲ遺伝子の発現を量的に（たと
えば、同一方向であるが、様々な程度に）調節できる能力を説明する図である。ＴＬＲ３
（図２）、ＴＬＲ７（図３）、およびＴＬＲ８（図４）以外のＴＬＲ遺伝子からのＴＬＲ
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遺伝子の発現に有意な変化は認められなかった。最高時点における発現の大きさは、使用
したＩＲＭによって異なった。最も大きいＩＲＭ関連の変動は、ＴＬＲ８の発現で見られ
た。ＩＲＭ１、ＩＲＭ６、およびＩＲＭ８は、試験した他の化合物より高くかつ早い遺伝
子発現ピークを与える。ＩＲＭ７は、ＴＬＲ３、ＴＬＲ７、およびＴＬＲ８のいずれから
の遺伝子発現にもほとんど影響を示さない。
【００３８】
図５〜７は、ＴＬＲ遺伝子発現の調節が、遺伝子発現の下方制御を含むことができるこ
とを説明する図である。マクロファージでは、ＴＬＲ３（図５）、ＴＬＲ５（図６）、お
よびＴＬＲ７（図７）のそれぞれからの発現がＩＲＭ１およびＩＲＭ２で下方制御された
。
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【００３９】
樹状細胞では、ＩＲＭ１は、ＴＬＲ２からの発現を上方制御することが可能であり、か
つＴＬＲ６およびＴＬＲ７からの発現を下方制御することが可能である。
【００４０】
ある実施形態では、該分析は、該分析が適切に実施されていることを保証するために、
１つ以上の適当なコントロールを含んでもよい。しかし、当業者は、十分な経験を積み、
たとえば、所与の分析法、または該分析法が実施されるたびに適当なコントロールが無く
てもよいある特定の化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを、熟知することが可能であ
る。
【００４１】
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本発明はまた、上述の方法に従って認定された化合物、およびそれらの塩類も提供する
。上述の方法は、ＴＬＲ遺伝子の発現の調節を検出する任意の分析を使用することができ
る。したがって、上述の方法は、１つ以上のＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合
物の広域スペクトルを認定するための強力な道具になり得る。このようにして認定される
化合物は、上述の様々な種類のＩＲＭ化合物の１つ以上に構造的に関係していてもよい。
あるいは、本発明の方法で認定される化合物は、既知の種類のＩＲＭ化合物に構造的に関
係がなくてもよく、したがって、新しい、これまで知られていなかった種類のＩＲＭ化合
物を認定することが可能である。いずれの場合にも、このような化合物を、医薬組成物に
組み入れることが可能である。このような医薬組成物は、詳しく後述する。
【００４２】
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別の態様において、本発明は、ある特定のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する標的
化合物を認定する方法を提供する。概して、本方法は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィー
ルを選択することと；被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定することと；該
被験化合物の該ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールが、該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィール
と一致すれば、該被験化合物を標的化合物として認定すること；を含む。
【００４３】
標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、遺伝子発現の調節が（たとえば、予防効果、治
療効果、または診断効果のために）望まれる１つ以上のＴＬＲ遺伝子を含むことが可能で
ある。たとえば、１つ以上の特定のＴＬＲ遺伝子の発現を上方制御する化合物は、ある特
定の状態を治療するのに有用な可能性がある。あるいは、ある特定のＴＬＲ遺伝子発現プ
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ロフィールは、新薬の魅力的な候補、または既知の薬剤の新用途のいずれかを認定するた
めに有用な可能性がある。
【００４４】
標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、ある化合物の、複数のＴＬＲ遺伝子に対するＴ
ＬＲ遺伝子発現調節作用に関する情報を含むことが可能である。このような実施形態では
、該ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、選択されたＴＬＲ遺伝子からの発現の上方制御、
下方制御、および／または無制御を、任意の組合せで含むことが可能である。ＴＬＲ遺伝
子の個々の組合せ、各ＴＬＲ遺伝子からの発現が調節されるかどうか、およびある特定の
標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致する遺伝子の発現調節の程度は、ある特定の用
途に望ましい個々のＴＬＲ遺伝子の発現特性に少なくともある程度左右される可能性があ

30

る。
【００４５】
標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、分かっているだけ、および／または使用目的に
必要なだけ、多いまたは少ない情報を含むことが可能である。場合により、標的ＴＬＲ遺
伝子発現プロフィールの関連部分は、他のいかなるＴＬＲ遺伝子の発現とも関係なく、た
だ１つのＴＬＲ遺伝子の発現を含んでもよい。これは、治療すべき病気に関する因子；実
施されているまたは実施すべき診断分析の範囲；ＴＬＲ遺伝子の発現（および／または結
果として生じる生物活性）が調節を受けることが意図される標的細胞集団；検討中のＴＬ
Ｒ遺伝子の同一性、および該標的細胞におけるそれらの遺伝子の生来の発現レベル；該標
的細胞の位置−ｉｎ

ｖｉｔｒｏ、ｉｎ

ｖｉｖｏ、およびｉｎ

ｖｉｖｏであれば、該

40

標的細胞が位置する組織または器官；および対象の免疫系の全身状態（たとえば、抑制さ
れている、低下している、刺激されている）を含むがその限りではない、ある種の因子の
ためである。
【００４６】
被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、任意の適当な方法で決定することが可
能である。化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定する一法は、上述の分析法等の
１つ以上の分析法を実施して、被験化合物が、ある特定のＴＬＲ遺伝子の発現を有意に調
節するかどうかを判定することである。あるいは、ある特定の化合物が、１つ以上のＴＬ
Ｒ遺伝子の発現を調節することが分かっていてもよい。たとえば、ある種のＩＲＭ化合物
は、たとえば、末梢血単核細胞（ＰＢＭＣ）におけるＴＬＲ７遺伝子のインデューサーと
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して本書で認定されている。場合により、被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは
、複数の情報源から作成された情報を含むことが可能である。
【００４７】
被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールと
の比較に望ましいだけ、多いまたは少ない情報を含むことが可能である。被験化合物のＴ
ＬＲ遺伝子発現プロフィールに望ましい情報の量は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィール
の決定に関して上述した因子を含むがその限りではない、多数の因子に少なくともある程
度左右される。
【００４８】
被験化合物を、ある特定の標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有するとして認定する

10

ことは、該被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを、該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロ
フィールと比較することを含む。場合により、該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールおよ
び該被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、完全一致を成すことがある。このよ
うな場合、該被験化合物は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致するとして、容易
に認定することができる。
【００４９】
該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールと該被験化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィール
がある程度異なる場合には、該被験化合物は、所望のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一
致するとして、やはり認定される可能性がある。たとえば、ある場合には、質的なＴＬＲ
遺伝子の発現調節（すなわち、調節の方向）が、量的調節（すなわち、調節の大きさ）よ

20

り重要なことがある。別の例として、該被験化合物は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィー
ルのために、たとえあるとしてもほんの少ししか関連がない、ある特定のＴＬＲ遺伝子の
発現を調節することもあり得る。たとえば、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールが、ＰＢ
ＭＣにおけるＴＬＲ７発現およびＴＬＲ８発現の誘導を含むと定義される場合、所望のＴ
ＬＲ７発現およびＴＬＲ８発現の誘導に加えてＴＬＲ３発現を誘導することは、ある特定
の用途では関連がない可能性があるため、ＰＢＭＣにおけるＴＬＲ７、ＴＬＲ８、および
ＴＬＲ３の発現を誘導する被験化合物は、標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致する
可能性がある。
【００５０】
該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致
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するとして認定された化合物が使用される具体的な用途に応じて異なる可能性がある。た
とえば、あるウイルス感染症の治療は、ＴＬＲ７インデューサー投与の恩恵である。この
ような治療は、たとえば、ＴＬＲ７作動薬に対する、処置細胞のＴＬＲ７介在性細胞応答
、たとえば、Ｉ型インターフェロンの産生およびある種の抗原提示細胞（ＡＰＣ）の活性
化等を増強する。あるいは、ある腫瘍型の治療は、ＴＬＲ８のインデューサーとして認定
された化合物の使用の恩恵であるかもしれない。このような治療は、たとえば、ＴＬＲ８
作動薬に対する、処置細胞のＴＬＲ８介在性応答、たとえば、ＩＬ−１２の産生および／
または分泌、マクロファージの活性化、マクロファージによる処置領域の浸潤、および強
い炎症反応等を増強する。反対に、ある病気の治療が、ある特定の細胞集団における１つ
以上のＴＬＲ遺伝子の下方制御された発現または抑制された発現の恩恵のこともある。こ

40

のような治療は、たとえば、（ａ）慢性関節リウマチまたは自己免疫疾患等の慢性炎症を
特徴とする、ある種の病気を治療するため、または（ｂ）ウイルス感染または細菌感染に
起因する炎症を抑えるために、有用な可能性がある。
【００５１】
本発明はまた、上述の方法に従って標的化合物であると認定された化合物、およびそれ
らの塩類も提供する。上述の方法は、幾つものＴＬＲ遺伝子の発現に関連した情報を組み
入れて、任意の適当な標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを使用することができる。した
がって、上述の方法は、ある特定の標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致する化合物
の広域スペクトルを認定するための強力な道具になり得る。このようにして認定された化
合物を、医薬組成物に組み入れることが可能である。このような医薬組成物は、詳しく後
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述する。
【００５２】
別の態様において、本発明は、免疫系の細胞の、ＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節す
る方法を提供する。概して、本方法は、第１の免疫系細胞集団および第２の免疫系細胞集
団を認定することと；第２の細胞集団における同一ＴＬＲ遺伝子の発現を調節するのとは
異なる程度に、第１の細胞集団のＴＬＲ遺伝子の発現を調節する化合物を選択することと
；免疫系の細胞を、選択された化合物と、該細胞集団の少なくとも１つにおける該ＴＬＲ
遺伝子の発現を調節するのに有効な量で接触させること；を含む。
【００５３】
免疫系は、様々な細胞集団を含み、各集団は生来、異なるＴＬＲ遺伝子を様々な程度に

10

発現する。各様々な細胞集団は、血液、皮膚、骨髄、胸腺、リンパ系、および間質領域を
含むがその限りではない、身体の異なる領域に存在する。たとえば、単球は生来、比較的
多量のＴＬＲ２およびＴＬＲ４を発現し、また、かなりのレベルの、たとえば、ＴＬＲ１
およびＴＬＲ８発現も示す。Ｂリンパ球は生来、ＴＬＲ６、ＴＬＲ７およびＴＬＲ９の比
較的高い発現を示すが、たとえば、ＴＬＲ１およびＴＬＲ１０も、より低い程度まで発現
する。形質細胞様樹状細胞（ｐＤＣ）は、ＴＬＲ７およびＴＬＲ９を主に発現するが、Ｔ
ＬＲ１およびＴＬＲ６も幾らか発現する。
【００５４】
幾つかの化合物は、一細胞集団でＴＬＲ遺伝子の発現を調節し、別の細胞集団では異な
る方法で（質的にまたは量的に）同一ＴＬＲ遺伝子の発現を調節できることが発見され、
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本発明は、ある特定のＴＬＲ遺伝子の発現を、免疫系の異なる細胞集団間で選択的に調節
できる方法を提供する。異なる細胞集団における細胞間のＴＬＲ遺伝子発現の選択的調節
は、一免疫細胞集団におけるＴＬＲ遺伝子発現の調節という形をとるが、別の免疫細胞集
団における同一ＴＬＲ遺伝子の発現は、実質的に未調節のままであることがある（すなわ
ち、質的または「オン・オフ」調節）。あるいは、異なる細胞集団における細胞間のＴＬ
Ｒ遺伝子発現の選択的調節は、２つ以上の免疫細胞集団におけるＴＬＲ遺伝子発現を様々
な程度に調節すること（すなわち、量的調節）を含んでもよい。
【００５５】
たとえば、図５を図２と組み合せると、化合物（たとえば、ＩＲＭ１）が、異なる細胞
型において質的に異なる様式で同一ＴＬＲ遺伝子の発現を調節できることがわかる。図２
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は、ＩＲＭ１が、ＰＢＭＣにおけるＴＬＲ３遺伝子からの遺伝子発現を上方制御すること
を示すが、図５は、ＩＲＭ１が、マクロファージにおけるＴＬＲ３遺伝子からの遺伝子発
現を下方制御することを示す。また、ＩＲＭ３およびＩＲＭ５は、ＰＢＭＣにおけるＴＬ
Ｒ３遺伝子からの遺伝子発現を上方制御する（図２）が、マクロファージにおけるＴＬＲ
３遺伝子からの遺伝子発現は、有意に調節しない（図５）。
【００５６】
ある実施形態では、本発明の方法は、第１の細胞集団のＴＬＲ遺伝子発現プロフィール
および第２の細胞集団のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを決定することを含んでもよい。
該ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、ＰＣＲ分析、マイクロアレイ遺伝子解析、またはノ
ーザンブロット分析等によるＴＬＲ遺伝子の発現の検出を含むがその限りではない、任意
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の適当な方法で決定することが可能である。
【００５７】
特定の免疫細胞集団におけるＴＬＲ遺伝子発現の調節は、該細胞におけるＴＬＲ遺伝子
発現を有意に上方制御すること、または該細胞におけるＴＬＲ遺伝子の発現を有意に下方
制御することを含んでもよい。幾つかの実施形態では、ＴＬＲ遺伝子発現の少なくとも２
倍の調節を有意と考えてもよく、一方、ＴＬＲ遺伝子発現の２倍未満の調節を些少と考え
てもよい。他の実施形態では、ＴＬＲ遺伝子発現の少なくとも３倍の調節を有意と考えて
もよく、一方、ＴＬＲ遺伝子発現３倍未満の調節を些少と考えてもよい。さらに他の実施
形態では、ＴＬＲ遺伝子発現の少なくとも４倍の調節を有意と考えてもよく、一方、ＴＬ
Ｒ遺伝子発現の４倍未満の調節を些少と考えてもよい。有意と考えられるために必要なＴ
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ＬＲ遺伝子発現調節の正確なレベルは、該認定された化合物の使用目的（予防用、治療用
、診断用、等々）；ＴＬＲ遺伝子発現を判定するために使用される分析法の質（たとえば
、確度および／または精度）；および該化合物が、ＴＬＲ遺伝子発現を調節することを意
図する環境（たとえば、ｉｎ

ｖｉｔｒｏまたはｉｎ

ｖｉｖｏ）；を含むがその限りで

はない因子に少なくともある程度左右される可能性がある。
【００５８】
免疫系の細胞を、選択された化合物と、ｉｎ

ｖｉｔｒｏまたはｉｎ

ｖｉｖｏのいず

れかで接触させることにより、選択された細胞におおけるＴＬＲ遺伝子発現を調節するこ
とが可能である。選択された細胞におけるＴＬＲ遺伝子発現をｉｎ

ｖｉｔｒｏで調節す

ることは、免疫細胞のサンプルを対象から採取することと、採取した免疫細胞をｉｎ

ｖ

10

ｉｔｒｏで培養することと、該選択された化合物を該細胞培養に加えることとを含んでも
よい。場合により、該対象から採取された免疫細胞の該サンプルは、同質のものからなる
細胞サンプルであってもよい、すなわち、該サンプルは、ただ１つの免疫細胞集団の細胞
を含んでもよい。他の場合には、該対象から採取された免疫細胞の該サンプルは、異質の
ものからなる細胞サンプルであってもよい、すなわち、該サンプルは、１つより多い免疫
細胞集団の細胞を含んでもよい。選択された細胞におけるＴＬＲ遺伝子発現が調節される
ように、該細胞を選択された化合物と接触させた後、処置細胞（選択された化合物との接
触によって、それらのＴＬＲ遺伝子発現が選択的に調節されていてもいなくても）を該対
象に再導入し、それによって予防的処置または治療的処置を提供することが可能である。
あるいは、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで選択的に調節されたＴＬＲ遺伝子発現を有する細胞は、診

20

断的有用性を有する。
【００５９】
幾つかの実施形態では、ｉｎ

ｖｉｔｒｏで選択的に調節された細胞は、対象から採取

されるよりむしろ遺伝子操作されている可能性がある。このような細胞は、たとえば、Ｔ
ＬＲ介在性生物学活性をさらに解明する等の、実験道具として有用である。
【００６０】
選択された細胞におけるＴＬＲ遺伝子発現のＩｎ

ｖｉｖｏ調節は、選択された化合物

を対象に投与することを含んでもよい。該選択された化合物は、局所、注射（たとえば、
静脈内、皮下、腹腔内、皮内）、吸入、経口摂取、経皮的、または経粘膜的送達を含むが
その限りではない任意の適当な様式で投与することが可能である。

30

【００６１】
対象の選択された免疫細胞におけるＴＬＲ遺伝子発現を調節するために有効な選択され
た化合物の個々の量は、１つ以上の因子に少なくともある程度左右される可能性がある。
このような因子は、投与されようとしている個々の化合物、対象の免疫系の状態（たとえ
ば、抑制されている、低下している、刺激されている）；ＴＬＲ遺伝子発現が調節される
細胞の同一性および位置；該化合物の投与経路；ＴＬＲ遺伝子発現が調節される細胞のＴ
ＬＲ遺伝子発現プロフィール；および所望の結果（たとえば、予防的処置または治療的処
置）を含むがその限りではない。したがって、化合物の有効量となる量を全般的に述べる
ことは実用的ではない。しかし、当業者は、このような因子を十分に考慮して適切な量を
容易に決定することができる。
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【００６２】
選択された免疫細胞のＴＬＲ遺伝子発現を調節するのに有効な選択された化合物の量は
、該標的細胞集団（たとえば、単球、マクロファージ、樹状細胞、Ｂ細胞、Ｔ細胞等々）
に、少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を変化させるのに十分な量である。選択された
免疫細胞のＴＬＲ遺伝子発現を調節するために有効な、選択された化合物の正確な量は、
当該技術分野で周知の因子によって変わるが、ある実施形態では、該量は、約１００ｎｇ
／ｋｇ〜約５０ｍｇ／ｋｇ、たとえば、約１０μｇ／ｋｇ〜約５ｍｇ／ｋｇという用量で
あってもよい。他の実施形態では、該量は、適当な溶液、懸濁液、乳液、混合物等々中に
、重量基準で約０．００１〜約５０％の該選択された化合物を提供するために十分な量で
あってもよい。選択された化合物の最小量は、上述の因子によって変化する可能性がある
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が、ある実施形態では、０．０１％、０．０５％、０．１％、０．５％、または１．０％
であってもよい。同様に、選択された化合物の最大量は、上述因子によって変化する可能
性があるが、ある実施形態では、１．０％、２．０％、５．０％、または１０％であって
もよい。
【００６３】
幾つかの実施形態では、該選択された化合物は、後述する小さい有機ＩＲＭ分子、また
はプリン誘導体、小さい複素環式化合物、アミド誘導体、および上述のオリゴヌクレオチ
ド配列を含む、既知のＩＲＭ化合物であってもよい。あるいは、該選択された化合物は、
本発明による方法の幾つかを含むこのような化合物を認定する適当な方法で認定された、
少なくとも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節することができる化合物であっても

10

よい。
【００６４】
上記の通り、ＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節する化合物を、医薬組成物に組み入れ
ることが可能である。このような組成物は、１つ以上のＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調
節することにより治療できる状態の治療に有用な可能性がある。本発明の化合物は、治療
計画で単一の潜在的治療薬として投与してもよい。あるいは、本発明の化合物は、本発明
の別の化合物と組み合せて、または補足的ＩＲＭ化合物、イムノゲン、アジュバント、抗
ウイルス薬、抗生物質等々を含む１つ以上の有効な薬剤と組み合せて、投与してもよい。
【００６５】
したがって、本発明はまた、複数のＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節することにより

20

治療できる状態を治療する方法も提供する。概して、本方法は、該状態の治療に有効な標
的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを認定することと；該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィー
ルに一致するＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する化合物を選択することと；該状態を
治療するために有効な化合物のある量を、該対象に投与することとを含む。
【００６６】
ある状態を治療することは、予防的処置または治療的処置のいずれも含むことが可能で
ある。本書で使用されるとき、予防的処置は、該状態の症状または徴候の発生前に開始さ
れる処置を指す。したがって、予防的処置は、概して、（１）該処置を受けている対象が
該状態を獲得する可能性を下げるために、（２）いったん獲得したら、その後は、該状態
の重症度を低下させるために、または（３）その両者のために、考案される。本明細書で
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使用されるとき、治療的処置は、ある状態の症状または徴候の発生後に開始される処置を
指す。したがって、治療的処置は、該状態の進行を抑えるかまたは低減するように考案さ
れる。場合により、治療的処置は、完全回復という程度までさえ、該状態の逆転をもたら
すことができる。
【００６７】
本発明の方法では、該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを認定することは、どの免疫
系細胞集団が、該状態の予防的処置または治療的処置に適している可能性があるかを判定
することと、次いで、該認定された細胞集団のどのＴＬＲ遺伝子が、所望の治療を提供す
るように調節される可能性があるかを判定することとを含むことが可能である。
【００６８】

40

該化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、ＴＬＲ遺伝子発現の調節を検出するため
に考案された１つ以上の分析法を実施することにより決定することが可能である。あるい
は、該ＩＲＭ化合物のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールは、たとえば、１つ以上の公表され
た情報源または未公表の情報源から得ることが可能である。
【００６９】
該標的ＴＬＲ遺伝子発現プロフィールに一致するＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有す
る化合物を選択することは、ある特定のＴＬＲ遺伝子発現プロフィールを有する標的化合
物を分析するための分析法に関して上述したものと同じ検討事項を含む。
【００７０】
本発明の方法を使用して治療することができる状態は、以下のものを含むがその限りで
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はない：
（ａ）ウイルス性疾患、たとえば、アデノウイルス、ヘルペスウイルス（たとえば、Ｈ
ＳＶ−Ｉ、ＨＳＶ−ＩＩ、ＣＭＶ、またはＶＺＶ）、ポックスウイルス（たとえば、天然
痘またはワクシニア等のオルトポックスウイルス、または伝染性軟属腫）、ピコルナウイ
ルス（たとえば、ライノウイルスまたはエンテロウイルス）、オルトミクソウイルス（た
とえば、インフルエンザウイルス）、パラミクソウイルス（たとえば、パラインフルエン
ザウイルス、ムンプスウイルス、麻疹ウイルス、および呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ）
）、コロナウイルス（たとえば、ＳＡＲＳ）、パポバウイルス（たとえば、パピローマウ
イルス、たとえば生殖器疣贅、尋常性疣贅、または足底疣贅を引き起こすもの）、ヘパド
ナウイルス（たとえば、Ｂ型肝炎ウイルス）、フラビウイルス（たとえば、Ｃ型肝炎ウイ

10

ルスまたはデングウイルス）、またはレトロウイルス（たとえば、ＨＩＶ等のレンチウイ
ルス）による感染に起因する疾患等；
（ｂ）細菌性疾患、たとえば、大腸菌属、エンテロバクター属、サルモネラ属、ブドウ
球菌属、シゲラ属、リステリア属、エアロバクター属、ヘリコバクター属、クレブシエラ
属、プロテウス属、シュードモナス属、ストレプトコッカス属、クラミジア属、マイコプ
ラズマ属、肺炎球菌、ナイセリア属、クロストリジウム属、桿菌、コリネバクテリウム属
、マイコバクテリウム属、カンピロバクター属、ビブリオ属、セラチア属、プロビデンシ
ア属、クロモバクテリウム属、ブルセラ属、エルシニア属、ヘモフィルス属、またはボル
デテラ属の細菌による感染に起因する疾患等；
（ｃ）その他の感染症、たとえばクラミジア、カンジダ症、アスペルギルス症、ヒスト
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プラスマ症、クリプトコッカス髄膜炎を含むがその限りではない真菌病、またはマラリア
、ニューモシステイス−カリニ肺炎、リーシュマニア症、クリプトスポリジウム症、トキ
ソプラズマ症、およびトリパノソーマ感染症を含むがその限りではない寄生虫病等；
（ｄ）たとえば上皮内新生物、子宮頚部異形成、光線性角化症、基底細胞癌、扁平上皮
癌、腎細胞癌、カポジ肉腫、黒色腫、腎細胞癌などの新生物疾患、骨髄性白血病、慢性リ
ンパ球性白血病、多発性骨髄腫、非ホジキンリンパ腫、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、Ｂ−細胞リ
ンパ腫、および毛様細胞白血病を含むがその限りではない白血病、およびたとえば、乳癌
、肺癌、前立腺癌、結腸癌等々の他の癌；
（ｅ）ＴH２介在性アトピー性疾患、たとえばアトピー性皮膚炎または湿疹、好酸球増
多、喘息、アレルギー、アレルギー性鼻炎、およびオーメン（Ｏｍｍｅｎ

ｓ）症候群等
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；
（ｆ）ある種の自己免疫疾患、たとえば、全身性エリテマトーデス、本態性血小板血症
、多発性硬化症、円板状ループス、円形脱毛症等；および
（ｇ）創傷修復に随伴する疾患、たとえば、ケロイド形成および他の型の瘢痕化の抑制
（たとえば、慢性創傷を含む、創傷治癒増進）。
【００７１】
さらに、本発明のある実施形態を実行することは、たとえば、ＢＣＧワクチン、コレラ
ワクチン、ペストワクチン、腸チフスワクチン、Ａ型肝炎ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、
Ｃ型肝炎ワクチン、Ａ型インフルエンザワクチン、Ｂ型インフルエンザワクチン、パライ
ンフルエンザワクチン、ポリオワクチン、狂犬病ワクチン、麻疹ワクチン、流行性耳下腺
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炎ワクチン、風疹ワクチン、黄熱病ワクチン、破傷風ワクチン、ジフテリアワクチン、ヘ
モフィルス・インフルエンザｂワクチン、結核ワクチン、髄膜炎菌ワクチンおよび肺炎球
菌ワクチン、アデノウイルス、ＨＩＶ、ニワトリポックス、サイトメガロウイルス、デン
グ、ネコ白血病、家禽ペスト、ＨＳＶ−１およびＨＳＶ−２、豚コレラ、日本脳炎、呼吸
器合胞体ウイルス、ロタウイルス、乳頭腫ウイルス、黄熱病、およびアルツハイマー病に
関連して使用するために、体液性および／または細胞介在性免疫応答のいずれも（いずれ
かを）上昇させる任意の材料、たとえば、生きている、ウイルスイムノゲン、細菌イムノ
ゲン、または寄生虫のイムノゲン；不活化した、ウイルスイムノゲン、腫瘍由来のイムノ
ゲン、原生動物イムノゲン、微生物由来のイムノゲン、真菌イムノゲン、または細菌イム
ノゲン、トキソイド、毒素；自己抗原；多糖類；タンパク質；糖タンパク質；ペプチド類
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；細胞ワクチン；ＤＮＡワクチン；自己ワクチン；組換えタンパク質；糖タンパク質；ペ
プチド類；等々と併せて、ワクチンアジュバントとしてＩＲＭ化合物を使用することを含
んでもよい。
【００７２】
ある実施形態は、免疫機能低下患者を治療するために特に有益な可能性がある。たとえ
ば、ある実施形態は、たとえば、移植患者、癌患者およびＨＩＶ患者で、細胞介在性免疫
の抑制後に起こる可能性がある、日和見感染症および腫瘍を治療するために使用すること
が可能である。上記の通り、ある態様では、本発明は、ＴＬＲ遺伝子発現を選択的に調節
する化合物を含む医薬組成物を含む。該医薬組成物は、任意の適当な送達経路を介して任
意の適当な様式で投与することが可能である。該組成物は、局所的に送達してもよく、局
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所的に送達してもよい。局所送達に適する組成物は、軟膏類、ゲル類、泡類、クリーム類
、ローション類、溶液類、懸濁液、乳濁液、ペースト類、粉末、石鹸、界面活性剤含有洗
浄用製剤、固体スティック（たとえば、ワックスまたは石油を主成分とするスティック）
、油およびスプレーを包含するがその限りではない。一般的な全身性送達経路は、注射（
たとえば、静脈内、皮下、腹腔内、皮内）、吸入、経口摂取、経皮送達、または経粘膜送
達を包含するがその限りではない。
【００７３】
該化合物は、対象に投与するのに適当なあらゆる製剤で提供することが可能である。適
当なタイプの製剤は、たとえば、米国特許第５，２３８，９４４号明細書；米国特許第５
，９３９，０９０号明細書；米国特許第６，２４５，７７６号明細書；欧州特許ＥＰ
３９４

０

20

０２６号明細書；および米国特許出願公開第２００３／０１９９５３８号明細

書に記載されている。該化合物は、液剤、懸濁剤、乳剤、または任意の混合剤形を包含す
るがその限りではない、あらゆる適当な剤形で提供することが可能である。該化合物は、
薬学的に許容し得る賦形剤、担体、または媒体を含む製剤で送達することが可能である。
該製剤は、クリーム剤、軟膏剤、エアロゾール製剤、非エアロゾールスプレー、ゲル剤、
ローション剤等々を包含するがその限りではない、任意の従来の局所剤形で送達すること
が可能である。該製剤は、アジュバント、皮膚浸透促進剤、着色料、香料、モイスチャー
ライザー、増粘剤、等々を包含するがその限りではない、１つ以上の添加物をさらに含ん
でもよい。
【００７４】
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幾 つ か の 実 施 形 態 で は 、 本 発 明 の 方 法 は 、 該 化 合 物 を 、 た と え ば 、 約 ０ .０ ０ １ 〜 約 １
０％（特に指示がなければ、本明細書に記載の全てのパーセンテージは、該製剤総量に関
して重量／重量である）の製剤で、対象に投与することを含むが、幾つかの実施形態では
、該化合物は、この範囲外の濃度で化合物を提供する製剤を使用して投与することも可能
である。ある実施形態では、該方法は、約０．１％〜約５％の化合物を含む製剤等の、約
０．０１％〜約５％の化合物を含む製剤を対象に投与することを含む。ある特定の実施形
態では、本方法は、５％のＩＲＭ化合物を含む製剤を対象に投与することを含む。
【００７５】
ある状態を治療するのに有効な化合物の量は、該化合物の物理的性質および化学的性質
、担体の性質、所期の投与計画、対象の免疫系の状態（たとえば、抑制されている、低下

40

している、刺激されている）、該化合物の投与方法、および該製剤が投与される種を含む
がその限りではない、当該技術分野で既知の因子によって変化する可能性がある。したが
って、可能性のある全ての適用について、ある状態を治療するのに有効な該化合物の量と
なる量を全般的に述べることは実用的ではない。しかし、当業者は、このような因子を十
分に考慮して適切な量を容易に決定することができる。
【００７６】
幾つかの実施形態では、本発明の方法は、たとえば、約１００ｎｇ／ｋｇ〜約５０ｍｇ
／ｋｇの用量を提供するのに十分な量の化合物を、該対象に投与することを含むが、幾つ
かの実施形態では、該方法は、この範囲外の濃度で該化合物を投与することにより実施す
ることが可能である。これらの実施形態の幾つかでは、該方法は、約１０μｇ／ｋｇ〜約

50

(16)

JP 2007‑505629 A 2007.3.15

５ｍｇ／ｋｇの用量、たとえば、約１００μｇ／ｋｇ〜約１ｍｇ／ｋｇの用量を提供する
のに十分なＩＲＭ化合物を対象に投与することを含む。
【００７７】
幾つかの実施形態では、該化合物は、詳細に後述する小さい有機ＩＲＭ分子、またはプ
リン誘導体、小さい複素環式化合物、アミド誘導体、および上述のオリゴヌクレオチド配
列を含む、既知のＩＲＭ化合物であってもよい。あるいは、該化合物は、本発明による方
法の幾つかを含む、このような化合物を認定する任意の適当な方法で認定された、少なく
とも１つのＴＬＲ遺伝子の発現を選択的に調節することができる化合物であってもよい。
【００７８】
幾つかの実施形態では、適当な化合物は、上述の小分子ＩＲＭ化合物を含むがその限り
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ではない。窒素含有複素５員環に縮合した２−アミノピリジンを有する、適当な小分子Ｉ
ＲＭ化合物は、たとえば、アミド置換イミダゾキノリンアミン類、スルホンアミド置換イ
ミダゾキノリンアミン類、尿素置換イミダゾキノリンアミン類、アリールエーテル置換イ
ミダゾキノリンアミン類、複素環式エーテル置換イミダゾキノリンアミン類、アミドエー
テル置換イミダゾキノリンアミン類、スルホンアミドエーテル置換イミダゾキノリンアミ
ン類、尿素置換イミダゾキノリンエーテル類、チオエーテル置換イミダゾキノリンアミン
類、６−、７−、８−、または９−アリール、ヘテロアリール、アリールオキシまたはア
リールアルキレンオキシ置換イミダゾキノリンアミン類およびイミダゾキノリンジアミン
類を含むがその限りではないイミダゾキノリンアミン類；アミド置換テトラヒドロイミダ
ゾキノリンアミン類、スルホンアミド置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、尿素
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置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、アリールエーテル置換テトラヒドロイミダ
ゾキノリンアミン類、複素環式エーテル置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、ア
ミドエーテル置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、スルホンアミドエーテル置換
テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、尿素置換テトラヒドロイミダゾキノリンエーテ
ル類、チオエーテル置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン類、およびテトラヒドロイ
ミダゾキノリンジアミンを含むがその限りではないテトラヒドロイミダゾキノリンアミン
類；アミド置換イミダゾピリジンアミン類、スルホンアミド置換イミダゾピリジンアミン
類、尿素置換イミダゾピリジンアミン類、アリールエーテル置換イミダゾピリジンアミン
類、複素環式エーテル置換イミダゾピリジンアミン類、アミドエーテル置換イミダゾピリ
ジンアミン類、スルホンアミドエーテル置換イミダゾピリジンアミン類、尿素置換イミダ
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ゾピリジンエーテル類、およびチオエーテル置換イミダゾピリジンアミン類を含むがその
限りではないイミダゾピリジンアミン類；１，２架橋イミダゾキノリンアミン類；６，７
縮合シクロアルキルイミダゾピリジンアミン類；イミダゾナフチリジンアミン類；テトラ
ヒドロイミダゾナフチリジンアミン類；オキサゾロキノリンアミン類；チアゾロキノリン
アミン類；オキサゾロピリジンアミン類；チアゾロピリジンアミン類；オキサゾロナフチ
リジンアミン類；チアゾロナフチリジンアミン類；およびピリジンアミン類、キノリンア
ミン類、テトラヒドロキノリンアミン類、ナフチリジンアミン類、またはテトラヒドロナ
フチリジンアミン類に縮合した１Ｈ−イミダゾダイマー等を包含する。
【００７９】
ある実施形態では、該ＩＲＭ化合物は、イミダゾナフチリジンアミン、テトラヒドロイ
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ミダゾナフチリジンアミン、オキサゾロキノリンアミン、チアゾロキノリンアミン、オキ
サゾロピリジンアミン、チアゾロピリジンアミン、オキサゾロナフチリジンアミン、また
はチアゾロナフチリジンアミンであってもよい。
【００８０】
ある実施形態では、該ＩＲＭ化合物は、置換イミダゾキノリンアミン、テトラヒドロイ
ミダゾキノリンアミン、イミダゾピリジンアミン、１，２−架橋イミダゾキノリンアミン
、６，７縮合シクロアルキルイミダゾピリジンアミン、イミダゾナフチリジンアミン、テ
トラヒドロイミダゾナフチリジンアミン、オキサゾロキノリンアミン、チアゾロキノリン
アミン、オキサゾロピリジンアミン、チアゾロピリジンアミン、オキサゾロナフチリジン
アミン、またはチアゾロナフチリジンアミンであってもよい。
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【００８１】
本明細書で使用されるとき、置換イミダゾキノリンアミンは、アミド置換イミダゾキノ
リンアミン、スルホンアミド置換イミダゾキノリンアミン、尿素置換イミダゾキノリンア
ミン、アリールエーテル置換イミダゾキノリンアミン、複素環式エーテル置換イミダゾキ
ノリンアミン、アミドエーテル置換イミダゾキノリンアミン、スルホンアミドエーテル置
換イミダゾキノリンアミン、尿素置換イミダゾキノリンエーテル、チオエーテル置換イミ
ダゾキノリンアミン、６−、７−、８−、または９−アリール、ヘテロアリール、アリー
ルオキシまたはアリールアルキレンオキシ置換イミダゾキノリンアミン、またはイミダゾ
キノリンジアミンを指す。本明細書で使用されるとき、置換イミダゾキノリンアミン類は
１−（２−メチルプロピル）−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キノリン−４−アミンおよ

10

び４−アミノ−α，α−ジメチル−２−エトキシメチル−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］
キノリン−１−エタノールを具体的にかつ明確に除外する。
【００８２】
幾つかの実施形態では、該化合物は、たとえば、４−アミノ−２−（エトキシメチル）
−α，α−ジメチル−６，７，８，９−テトラヒドロ−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キ
ノリン−１−エタノール等のテトラヒドロイミダゾキノリンアミンであってもよく、たと
えば、Ｎ−［４−（４−アミノ−２−メチル−６，７，８，９−テトラヒドロ−１Ｈ−イ
ミダゾ［４，５−ｃ］キノリン−１−イル）ブチル］モルホリン−４−カルボキサミド等
の尿素置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミンであってもよい。
【００８３】

20

他の実施形態では、該化合物は、たとえば、２−プロピルチアゾロ［４，５−ｃ］キノ
リン−４−アミン等のチアゾロキノリンアミンであってもよい。
【００８４】
他の実施形態では、該化合物は、たとえば、Ｎ−［４−（４−アミノ−２−ブチル−１
Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キノリン−１−イル）ブチル］メタンスルホンアミド、Ｎ−
｛４−［４−アミノ−２−（２−メトキシエチル）−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キノ
リン−１−イル］ブチル｝メタンスルホンアミド、またはＮ−［４−（４−アミノ−２−
エチル−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キノリン−１−イル）ブチル］メタンスルホンア
ミド等のスルホンアミド置換イミダゾキノリンアミンであってもよい。
【００８５】

30

他の実施形態では、該化合物は、たとえば、１−（２−メチルプロピル）−１Ｈ−イミ
ダゾ［４，５−ｃ］キノリン−４−アミンまたは４−アミノ−α，α，２−トリメチル−
１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］キノリン−１−エタノール等のイミダゾキノリンアミンで
あってもよい。
【００８６】
他の実施形態では、該化合物は、たとえば、１−（２−メチルプロピル）−１Ｈ−イミ
ダゾ［４，５−ｃ］［１，５］ナフチリジン−４−アミンまたは２−メチル−１−（２−
メチルプロピル）−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］［１，５］ナフチリジン−４−アミン
等のイミダゾナフチリジンアミンであってもよい。
【００８７】

40

さらに他の実施形態では、該化合物は、たとえば、Ｎ−［４−（４−アミノ−２−ブチ
ル−６，７−ジメチル−１Ｈ−イミダゾ［４，５−ｃ］ピリジン−１−イル）ブチル］メ
タンスルホンアミド等のスルホンアミド置換イミダゾピリジンアミンであってもよい。
【００８８】
本発明の方法は、適当な対象に対して実施することが可能である。適当な対象は、ヒト
、非ヒト霊長類、齧歯類、イヌ、ネコ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、またはウシ等の動物
を含むがその限りではない。
【実施例】
【００８９】
以下の実施例は、本発明の特徴、利点、および他の詳細をさらに説明するために選択さ

50

(18)

JP 2007‑505629 A 2007.3.15

れたに過ぎない。しかし、該実施例はこの目的に役立つが、使用した個々の材料および量
ならびに他の条件および詳細は、本発明の範囲を不当に制限する要素と解釈してはならな
いことは、明確に理解されるべきである。
【００９０】
ＩＲＭ化合物
実施例で使用したＩＲＭ化合物を表１に示す。
【００９１】
【表１】
10

20

30

40
【００９２】
実施例１
幾つかの実験用に、フィコール（Ｆｉｃｏｌ）勾配遠心分離により末梢血単核細胞（Ｐ
ＢＭＣ）をドナーから単離した。他の実験用に、ロイコフォレスした（ｌｅｕｋｏｐｈｏ
ｒｅｓｅｄ）単核細胞を、カルフォルニア州バークレイにあるオールセルズＬＬＣ（Ａｌ
ｌＣｅｌｌｓ，ＬＬＣ，Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ）から入手した。単球由来マクロファー
ジおよび樹状細胞は、ＣＤ１４＋細胞のポジティブセレクションを使用して、ミルテニー
（Ｍｉｌｔｅｎｙｉ）マイクロビーズ（カリフォルニア州オーバーンにあるミリテニー・
バイオテック社（Ｍｉｌｔｅｎｙｉ

Ｂｉｏｔｅｃ

Ｉｎｃ．，Ａｕｂｕｒｎ，ＣＡ））

を用いてＰＢＭＣから調製した。樹状細胞は、３３ｎｇ／ｍＬのＩＬ−４および６６ｎｇ
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／ｍＬのＧＭ−ＣＳＦを使用して、１０％ウシ胎仔血清を含むＲＰＭＩ

１６４０中で分

化させ、マクロファージは、２５ｎｇ／ｍＬのＭ−ＣＳＦを使用して、３７℃で７日間、
分化させた。
【００９３】
ＩＲＭ化合物は、ＤＭＳＯで１０００倍原液として調製した。ＰＢＭＣは、エキソビボ
6

（Ｅｘ−Ｖｉｖｏ）２０媒体で、およそ３．０×１０ 細胞／ｍＬに希釈し、ウェル当た
り１．０ｍＬを９６ディープウェルプレートに分配した。細胞を、３７℃で１時間、平衡
化させ、次いで、ＩＲＭ化合物を培養に加えた。
【００９４】
指示された各時点に、細胞を以下の通りに回収した。ＰＢＭＣおよび樹状細胞は、該プ
レートを、キアゲン・シグマ（Ｑｉａｇｅｎ

10

ＳＩＧＭＡ）遠心分離機（カリフォルニア

州バレンシアにあるキアゲン社（Ｑｉａｇｅｎ

Ｉｎｃ．，Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ））

で、４℃にて１５００ＲＰＭ、３６０ＲＣＦで遠心分離することにより回収した。次いで
媒体を真空吸引し、１．０％

２−メルカプトエタノールを含むＲＬＴ緩衝溶液４００μ

Ｌを各ウェルに加えた。マクロファージ培養は、該媒体の吸引、およびＲＬＴ緩衝溶液を
ウェルに直接添加することによって回収した。全ＲＮＡは、キアゲン・バイオロボット（
Ｑｉａｇｅｎ

ＢｉｏＲｏｂｏｔ）８０００（カリフォルニア州バレンシアにあるキアゲ

ン社（Ｑｉａｇｅｎ

Ｉｎｃ．，Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ））を用いて、ＤＮＡ分解酵素

（ＤＮａｓｅ）消化工程を組み入れた半自動化手順を使用して精製した。
【００９５】

20

精製した全ＲＮＡをコスター（Ｃｏｓｔａｒ）３５６５プレートに移し、モレキュラー
・デバイセズ・スペクトロマックス３８４プラス（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ＳｐｅｃｔｒｏＭａｘ

３８４

Ｄｅｖｉｃｅｓ

Ｐｌｕｓ）（カリフォルニア州サニーベールにあるモ

レキュラー・デバイセズ社（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｄｅｖｉｃｅｓ

Ｃｏｒｐ．，Ｓｕｎ

ｎｙｖａｌｅ，ＣＡ））を使用して、２６０ｎｍおよび２８０ｎｍにおける光学密度を読
み取った。次いで、該ＲＮＡをエタノール沈殿させ、洗浄し、そのペレットを水１０μＬ
中に再懸濁させた。ｃＤＮＡは、ランダムプライミングおよび全ＲＮＡ

２〜３μｇを使

用し、インビトロジェン・スーパースクリプト（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ

Ｓｕｐｅｒｓｃ

ｒｉｐｔ）ＩＩキット（カリフォルニア州カールスバッドにあるインビトロジェン社（Ｉ
ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ
Ｒは、ＡＢＩ

Ｃｏｒｐ．，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ））を用いて作製した。ＰＣ

30

７９００（カリフォルニア州フォスター・シティにあるアプライド・バイ

オシステムズ社（Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ

Ｃｏｒｐ．，Ｆｏｓｔｅｒ

Ｃｉｔｙ，ＣＡ））、およびタクマンケミストリー（Ｔａｑｍａｎ（登録商標）ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ）付３８４ウェルマイクロフルイディック・カード（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉ
ｃ

Ｃａｒｄ）を使用して実施し、マスター・ミックス（ｍａｓｔｅｒ

ｍｉｘ）中２ｎ

ｇ／μＬのｃＤＮＡを使用して、反応を標準化した。サイクル条件は、５０℃１０分間、
９５℃２分間、次いで３５サイクルの９５℃
データは、ＳＤＳ
ｅｄ

３０秒間、および６０℃１分間であった。

２．０ソフトウェア（アプライド・バイオシステムズ社（Ａｐｐｌｉ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．））を使用し、閾値０．１を使用して解析した。

結果をエクセル（Ｅｘｃｅｌ）にインポートし、ΔΔＣｔ法を使用して、発現倍数変化を
算出した。（ユーザー・ブレティン（Ｕｓｅｒ
ド・バイオシステムズ社（ＰＥ

Ａｐｐｌｉｅｄ

40

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ）＃２、ＰＥアプライ
ＢｉｏＳｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．））

。シグナルの正規化は、ハウスキーピング遺伝子、ＧＡＰＤＨを使用して実施した。
【００９６】
実施例２
フェーズＩＩ、二重盲検、媒体対照、無作為、並行群試験には、組織学的に確認された
光線性角化症（ＡＫ）に罹患した男性対象１７例が含まれていた。５％クリーム剤として
製剤化されたＩＲＭ５（ミネソタ州セントポールにあるスリーエム・ファーマシューティ
カルズから販売されているアルダラ（ＡＬＤＡＲＡ，３Ｍ

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ

ｌｓ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）または媒体クリームのいずれかを受けるように、３：１の
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比率で、適格対象を無作為化した。試験対象は、禿げかかった頭皮上に、薄片生検に適当
2

な、面積２５ｃｍ 以内の、臨床的に代表的な、不連続の、明白なＡＫ病変を少なくとも
５つ有していた。
【００９７】
対象は、被験クリーム１袋（２５０ｍｇ）を、週３回、４週間、治療領域に塗布した。
各用量の被験クリームは、各投与日のほぼ同じ時刻に、通常の睡眠時間の前に塗布され、
およそ８時間、皮膚上に残るはずであった。
【００９８】
各対象には、最高８つの薄片生検を実施することができた。治療開始来院時およびその
後の全ての来院時に得られた生検サンプルを、遺伝子の発現分析に指定した。治療開始来

10

院 時 （ Ｔ =０ ） に 、 Ａ Ｋ 遺 伝 子 発 現 の ベ ー ス ラ イ ン を 確 定 す る た め に 、 治 療 領 域 の 無 処 置
病変を生検した（サンプルシリーズＡ）。やはりこの来院時に、病変を含まない治療領域
外にある頭皮の日光露光部を生検し（サンプルシリーズＢ）、病変を含まない身体の日光
非露光部も同様に生検した（サンプルシリーズＣ）。日光非露光部生検は、遺伝子発現に
関するベースラインコントロールを確定するために使用した。
【００９９】
治療領域の残りの病変の１つの生検は、１週間の治療後（サンプルシリーズＤ）、２週
間の治療後（サンプルシリーズＥ）、４週間の治療後（サンプルシリーズＦ）、および４
週間の治療が完了した４週間後（すなわち、Ｔ＝８、（サンプルシリーズＧ））に、採取
した。

20

【０１００】
【表２】

30

【０１０１】
各サンプルからＲＮＡを抽出し、ＴＬＲ１、ＴＬＲ３、ＴＬＲ６、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８
、ＴＬＲ９、およびＴＬＲ１０の発現を、実施例１に記載の通りに解析した。最高の応答
時点（すなわち、シリーズＤ、Ｅ、ＦおよびＧの中で最高の応答）を使用して、シリーズ
Ｃ（日光非露光部の非ＡＫ皮膚）に対する、表示したＴＬＲの発現の変化を計算した。
【０１０２】
未処置ＡＫ病変とＩＲＭ５治療ＡＫ病変との間の倍数変化の差を決定するために、デー
タのＡＮＯＶＡ（分散分析）を実施した。Ｐ値≦０．０５は、未処置ＡＫ生検サンプルと
ＩＲＭ治療ＡＫ生検サンプルとの間の、ＴＬＲ発現の統計学的有意差を示す。結果を表３
に示す。
【０１０３】
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【表３】

10

【０１０４】
本書に引用されている、特許の全開示内容、特許書類および出版物は、それぞれが個々
に組み込まれたかのように、その全体を参照により本書に援用する。闘争の場合には、定
義を含む本明細書が、調整するであろう。

20

【０１０５】
本発明に対する様々な修飾および変更は、本発明の範囲および精神から逸脱することな
く、当業者に明白になるであろう。説明に役立つ実施形態および実施例は、例として提供
されているに過ぎず、本発明の範囲を限定する意図はない。本発明の範囲は、以下の通り
に記載されている特許請求の範囲のみによって限定される。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】ＰＢＭＣにおける、ＩＲＭ１によるＴＬＲ遺伝子発現の調節を示す。
【図２】ＩＲＭ化合物による、ＰＢＭＣにおけるＴＬＲ３遺伝子発現の調節を示す。
【図３】ＩＲＭ化合物による、ＰＢＭＣにおけるＴＬＲ７遺伝子発現の調節を示す。
【図４】ＩＲＭ化合物による、ＰＢＭＣにおけるＴＬＲ８遺伝子発現の調節を示す。
【図５】ＩＲＭ化合物による、マクロファージにおけるＴＬＲ３遺伝子発現の調節を示す
。
【図６】ＩＲＭ化合物による、マクロファージにおけるＴＬＲ５遺伝子発現の調節を示す
。
【図７】ＩＲＭ化合物による、マクロファージにおけるＴＬＲ７遺伝子発現の調節を示す
。
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