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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組み合わせ免疫賦活薬の提供。
【解決手段】Ｔｏｌｌ様受容体（ＴＬＲ）作動薬および腫瘍壊死因子受容体（ＴＮＦ／Ｒ
）作動薬を、それぞれ他方との組み合わせで、被験者の抗原に対する免疫応答を増大させ
るのに効果的な量で含む、組み合わせ免疫賦活薬。いくつかの実施態様では、組み合わせ
免疫賦活薬は、抗原を組み合わせの他方の成分との組み合わせで、被験者の抗原に対する
免疫応答を誘導するのに効果的な量で、さらに含むことができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を、それぞれ、被験者の抗原に対する免疫応答を
増大させるのに他方との組み合わせにおいて有効な量で含む、組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項２】
　上記ＴＬＲ作動薬が、ＴＬＲ１、ＴＬＲ２、ＴＬＲ３、ＴＬＲ４、ＴＬＲ５、ＴＬＲ６
、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８、ＴＬＲ９、ＴＬＲ１０、または前述の任意の作動薬の任意の組み
合わせ、の少なくとも１つの作動薬である、請求項１に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項３】
　上記ＴＬＲ作動薬が、ＩＲＭ化合物またはＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項２に記載の
組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項４】
　上記ＴＬＲ作動薬が、ＩＲＭ化合物、ＭＡＬＰ－２、ＬＰＳ、ポリＩＣ、ＣｐＧ、また
は前述の任意のものの任意の組み合わせを含む、請求項１に記載の組み合わせ免疫賦活薬
。
【請求項５】
　上記ＩＲＭ化合物が、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を含む、請求項３に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項６】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求項
１に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項７】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＣＤ４０リガンド、ＯＸ４０リガンド、４－１ＢＢリガンド
、ＣＤ２７、ＣＤ３０リガンド（ＣＤ１５３）、ＴＮＦ－α、ＴＮＦ－β、ＲＡＮＫリガ
ンド、ＬＴ－α、ＬＴ－β、ＧＩＴＲリガンド、またはＬＩＧＨＴの作動薬を含む、請求
項６に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項８】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦＲスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求
項１に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項９】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＣＤ４０、ＯＸ４０、４－１ＢＢ、ＣＤ７０（ＣＤ２７リガ
ンド）、ＣＤ３０、ＴＮＦＲ２、ＲＡＮＫ、ＬＴ－βＲ、ＨＶＥＭ、ＧＩＴＲ、ＴＲＯＹ
、またはＲＥＬＴの作動薬を含む、請求項８に記載の組み合わせ免疫賦活薬。
【請求項１０】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、作動薬抗体を含む、請求項１に記載の組み合わせ免疫賦活薬
。
【請求項１１】
　被験者に、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を、それぞれ、ＴH１免疫応答を誘導
するのに他方との組み合わせにおいて有効な量で同時投与するステップを含む、被験者に
おいてＴH１免疫応答を誘導する方法。
【請求項１２】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ９の作動薬を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ８の作動薬を含む、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１５】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ７の作動薬を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　被験者において免疫応答を誘導するのに有効な量で、抗原を同時投与するステップをさ
らに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　被験者に、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を、それぞれ、抗原特異的ＣＤ８+Ｔ
細胞を活性化するのに他方との組み合わせにおいて有効な量で同時投与するステップを含
む、被験者において抗原特異的ＣＤ８+Ｔ細胞を活性化する方法。
【請求項１８】
　抗原を被験者において免疫応答を誘導するのに有効な量で同時投与するステップをさら
に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ＣＤ８+Ｔ細胞の活性化が、ＣＤ８+エフェクターＴ細胞の増殖を含む、請求項１７に記
載の方法。
【請求項２０】
　ＣＤ８+Ｔ細胞の活性化が、ＣＤ８+メモリＴ細胞の産生を含む、請求項１７に記載の方
法。
【請求項２１】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ９の作動薬を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ８の作動薬を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ７の作動薬を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項２６】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦＲスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求
項１７に記載の方法。
【請求項２７】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が作動薬抗体を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２８】
　抗原を抗原－特異的ＣＤ８+メモリＴ細胞を活性化させるのに有効な量で被験者に投与
することによって、抗原－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ細胞を産生するステップを含む
、抗原にあらかじめ曝露された上記被験者において抗原－特異的メモリＣＤ８+Ｔ細胞を
活性化する方法。
【請求項２９】
　ＴＬＲ作動薬を抗原－特異的ＣＤ８+メモリＴ細胞を活性化させるのに有効な量で同時
投与することで、抗原－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ細胞を産生するステップをさらに
含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ９の作動薬を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ８の作動薬を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
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　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ７の作動薬を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３４】
　他方との組み合わせにおいて、細胞媒介免疫応答を刺激するのに有効な量でそれぞれ投
与されるＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を被験者に同時投与するステップを含む、
上記被験者において病状を処置する方法。
【請求項３５】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ９の作動薬を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ８の作動薬を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ７の作動薬を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求項
３４に記載の方法。
【請求項４０】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦＲスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求
項３４に記載の方法。
【請求項４１】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が作動薬抗体を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４２】
　病状に関連する抗原を細胞媒介免疫応答を誘導するのに有効な量で同時投与するステッ
プをさらに含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４３】
　上記病状が新生物疾患を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４４】
　上記ＴＬＲ作動薬および上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬を同時投与するステップが、予防的な処
置を提供する、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　上記ＴＬＲ作動薬および上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬を同時投与するステップが、治療的な処
置を提供する、請求項４３に記載の方法。
【請求項４６】
　上記病状が感染性疾患を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項４７】
　上記ＴＬＲ作動薬および上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬を同時投与するステップが、予防的な処
置を提供する、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　上記ＴＬＲ作動薬および上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬を同時投与するステップが、治療的な処
置を提供する、請求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　ワクチンであって、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および抗原を、それぞれ、前記
ワクチンで免疫された被験者において抗原に対する免疫応答を誘導するのに他のものとの
組み合わせにおいて有効な量で含むワクチン。
【請求項５０】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ２の作動薬を含む、請求項４９に記載のワクチン。
【請求項５１】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ９の作動薬を含む、請求項４９に記載のワクチン。
【請求項５２】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ８の作動薬を含む、請求項４９に記載のワクチン。
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【請求項５３】
　上記ＴＬＲ作動薬がＴＬＲ７の作動薬を含む、請求項４９に記載のワクチン。
【請求項５４】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求項
４９に記載のワクチン。
【請求項５５】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、ＴＮＦＲスーパーファミリーメンバーの作動薬を含む、請求
項４９に記載のワクチン。
【請求項５６】
　上記ＴＮＦ／Ｒ作動薬が作動薬抗体を含む、請求項４９に記載のワクチン。
【請求項５７】
　上記抗原が、腫瘍抗原、ウィルス抗原、細菌抗原、または寄生虫抗原を含む、請求項４
９に記載のワクチン。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　近年、顕著な成功をもって、免疫系の特定の重要な側面を刺激する、ならびに特定のそ
の他の面を抑制することで作用する新しい薬剤化合物を見いだすための多大な努力が払わ
れている（例えば米国特許第６，０３９，９６９号明細書および同第６，２００，５９２
号明細書参照）。ここで免疫応答調節物質（ＩＲＭ）と称するこれらの化合物は、Ｔｏｌ
ｌ様受容体（ＴＬＲ）として知られる基本的免疫系機序を通じて作用し、選択されたサイ
トカイン生合成を誘導するようである。それらは多種多様な疾患および病状を処置するの
に有用かもしれない。例えば特定のＩＲＭは、ウィルス疾患（例えばヒト乳頭腫ウィルス
、肝炎、ヘルペス）、新生物形成（例えば基底細胞癌、扁平細胞癌、光線性角化症、メラ
ノーマ）、およびＴH２－媒介疾患（例えば喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎
、多発性硬化症）を処置するのに有用であっても良く、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、小型有機分子イミダゾキノリンアミン誘導体（例えば米国特許
第４，６８９，３３８号明細書参照）であるが、その他のいくつかの化合物クラスも知ら
れ（例えば米国特許第５，４４６，１５３号明細書、同第６，１９４，４２５号明細書、
および同第６，１１０，９２９号明細書参照）、さらにより多くがなおも見いだされてい
る。その他のＩＲＭは、ＣｐＧをはじめとするオリゴヌクレオチドなどのようにより高い
分子量を有する（例えば米国特許第６，１９４，３８８号明細書参照）。
【０００３】
　ＩＲＭの卓越した治療的な潜在能力を鑑みて、そして既に行われた重要な研究にもかか
わらず、それらの使用と治療的な利点を拡大するかなりの継続的必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様では、本発明は、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を、それぞれ他方との組
み合わせで、被験者の抗原に対する免疫応答を増大させるのに効果的な量で含む、組み合
わせ免疫賦活薬を提供する。いくつかの実施態様では、組み合わせ免疫賦活薬は、抗原を
組み合わせの他方の成分との組み合わせで、被験者の抗原に対する免疫応答を誘導するの
に効果的な量で、さらに含むことができる。
【０００５】
　別の態様では、本発明は、被験者においてＴH１免疫応答を誘導する方法を提供する。
方法は、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬をそれぞれ他方と組み合わせた際に、ＴH

１免疫応答を誘導するのに効果的な量で、被験者に同時投与するステップを含む。いくつ
かの実施態様では、方法は、抗原を被験者に抗原に対する免疫応答を生じさせるのに効果
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的な量で、同時投与するステップをさらに含む。
【０００６】
　別の態様では、本発明は、被験者において抗原－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞を活性化する方
法を提供する。方法は、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬をそれぞれ他方との組み合
わせで、ＣＤ８+Ｔ細胞を活性化するのに効果的な量で、被験者に同時投与するステップ
を含む。いくつかの実施態様では、方法は、抗原を被験者に抗原に対する免疫応答を生じ
させるのに効果的な量で、同時投与するステップをさらに含む。いくつかの実施態様では
、ＣＤ８+Ｔ細胞の活性化はＣＤ８+エフェクターＴ細胞の増殖を含むことができる。代案
の実施態様では、ＣＤ８+Ｔ細胞の活性化はＣＤ８+メモリＴ細胞の産生を含むことができ
る。
【０００７】
　別の態様では、本発明は、抗原にあらかじめ曝露された被験者において抗原－特異的メ
モリＣＤ８+Ｔ細胞を活性化する方法を提供する。方法は、抗原を抗原－特異的ＣＤ８+メ
モリＴ細胞を活性化させるのに効果的な量で被験者に投与することで、抗原－特異的ＣＤ
８+エフェクターＴ細胞を生じさせるステップを含む。いくつかの実施態様では、方法は
、ＴＬＲ作動薬を抗原－特異的ＣＤ８+メモリＴ細胞を活性化させるのに効果的な量で同
時投与することで、抗原－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ細胞を生じさせるステップをさ
らに含む。
【０００８】
　別の態様では、本発明は、被験者において病状を処置する方法を提供する。方法は、他
方と組み合わせたときに細胞媒介免疫応答を刺激するのに効果的な量でそれぞれ投与され
る、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を被験者に同時投与することを含む。いくつか
の実施態様では、方法は、病状に関連する抗原を細胞媒介免疫応答を誘導するのに効果的
な量で同時投与することをさらに含む。
【０００９】
　本発明の様々なその他の特徴および利点は、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して、容易に明らかになるであろう。明細書全体を通じて数
カ所で、実施例の一覧を通じてガイダンスを提供する。各事例において列挙した一覧は、
代表的なグループとしてのみ機能し、排他的一覧と見なすべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図２】実施例２の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図３】実施例３の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図４】実施例４の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図５】実施例５の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図６】実施例６の結果を示す棒グラフである。
【図７】実施例７の結果を示す、折れ線グラフである。
【図８】実施例８の結果を示す棒グラフである。
【図９】実施例９の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図１０Ａ】実施例１０の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【図１０Ｂ】実施例１０の結果を示す棒グラフである。
【図１１】実施例１１の結果を示すフローサイトメトリーデータを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、組み合わせ免疫賦活薬、および被験者に組み合わせ免疫賦活薬を投与するス
テップを含む治療的なおよび／または予防的な方法を提供する。
【００１２】
　一般に、組み合わせ免疫賦活薬は、その他の組み合わせ免疫賦活薬および／または組成
物に比べて、増大する免疫応答を提供できる。したがって本発明の方法および組み合わせ
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免疫賦活薬は、より少ない成分の組み合わせを使用しながら、特定の免疫学的処置の有効
性を改善でき、および／または効果的な処置を提供できる。これは、特定の成分が所望の
免疫学的応答を生じるのに有用でありながら、高価だったり、入手が困難だったり、また
は望ましくない副作用を生じたりする場合に望ましいかもしれない。
【００１３】
　ここでの用法では、以下の用語は、下記に定義された意味を有するものとする。
【００１４】
　「作動薬」とは、受容体との組み合わせで細胞応答を生じることができる化合物を指す
。作動薬は、受容体に直接結合するリガンドであっても良い。代案としては、例えば（ａ
）受容体に直接結合する別の分子との複合体を形成することで、あるいは（ｂ）違うやり
方で別の化合物が受容体に直接結合するように、別の化合物の修飾をもたらすことによっ
て、作動薬を間接的に受容体と組み合わせても良い。作動薬は、特定の受容体または受容
体ファミリーの作動薬（例えばＴＬＲ作動薬またはＴＮＦ／Ｒ作動薬）と称されても良い
。
【００１５】
　「抗原」とは、免疫応答の標的であることができるあらゆる物質を指す。抗原は、例え
ば被験生物体によって生じる細胞媒介および／または体液性免疫応答の標的であっても良
い。代案としては、抗原は、免疫細胞に接触した際に、細胞免疫応答（例えば免疫細胞成
熟、サイトカイン産生、抗体産生など）の標的であっても良い。
【００１６】
　「同時投与される」とは、組み合わせ薬の治療的なまたは予防的な効果が、単独で投与
されるいずれかの成分の治療的なまたは予防的な効果を超えることができるように、組み
合わせて投与される２つ以上の成分を指す。２つの成分は、同一時にまたは逐次に同時投
与しても良い。同一時に同時投与される成分は、１つ以上の医薬品組成物中で提供しても
良い。２つ以上の成分の逐次同時投与は、各成分を同一時に処置部位で呈示することがで
きるように成分が投与される場合を含む。代案としては、２つの成分の逐次同時投与は、
少なくとも１つの成分が処置部位からなくなっているが、成分投与の少なくとも１つの細
胞効果（例えばサイトカイン産生、特定の細胞集団活性化など）が、１つ以上の追加的成
分が処置部位に投与されるまで、処置部位において持続する場合を含むことができる。し
たがって同時投与される組み合わせは、特定の状況では、互いの化学物質混合物中には存
在しない成分を含むことができる。
【００１７】
　「組み合わせ免疫賦活薬」とは、同時投与されて、治療的なおよび／または予防的な免
疫賦活性効果を提供することができるあらゆる成分の組み合わせを指す。組み合わせ免疫
賦活薬の成分は、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、抗原、アジュバントなど含むことが
できるが、これに限定されるものではない。
【００１８】
　「混合物」とは、２つ以上の成分を含有するあらゆる混合物、水性または非水性溶液、
懸濁液、エマルジョン、ゲル、クリームなどを指す。成分は、例えば一緒に組み合わせ免
疫賦活薬を提供する、２つの免疫賦活性成分であっても良い。免疫賦活性成分は、１つ以
上の抗原、１つ以上のアジュバント、または両者のあらゆる組み合わせであっても良い。
例えば混合物は、混合物がアジュバントの組み合わせを形成するように、２つのアジュバ
ントを含んでも良い。代案としては、混合物は、混合物がワクチンを形成するように、ア
ジュバントの組み合わせおよび抗原を含んでも良い。
【００１９】
　「相乗作用」およびそのバリエーションは、個別に投与される化合物の相加的活性を超
える、化合物の組み合わせ投与の活性（例えば免疫賦活性）を指す。
【００２０】
　「ＴＬＲ」とは、一般にあらゆる種の生物体のあらゆるＴｏｌｌ様受容体を指す。特定
のＴＬＲは、由来種（例えばヒト、マウスなど）、特定の受容体（例えばＴＬＲ６、ＴＬ



(8) JP 2011-16811 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

Ｒ７、ＴＬＲ８など）、またはその両者を追加的に参照して同定されても良い。
【００２１】
　「ＴＬＲ作動薬」とは、ＴＬＲの作動薬として作用する化合物を指す。特に断りのない
限り、ＴＬＲ作動薬化合物への言及は、あらゆる異性体（例えばジアステレオマーまたは
鏡像異性体）、塩、溶媒和化合物、多形体などをはじめとする、あらゆる薬学上許容可能
な形態の化合物を含むことができる。特に化合物が光学活性である場合、化合物への言及
は、各化合物の鏡像異性体ならびに鏡像異性体のラセミ混合物を含むことができる。また
化合物は、１つ以上の特定のＴＬＲの作動薬（例えばＴＬＲ７作動薬、ＴＬＲ８作動薬、
またはＴＬＲ７／８作動薬）として同定されても良い。
【００２２】
　「ＴＮＦ／Ｒ」とは、一般に腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）スーパーファミリーまたは腫瘍壊
死因子受容体（ＴＮＦＲ）スーパーファミリーのいずれかのあらゆるメンバーを指す。Ｔ
ＮＦスーパーファミリーとしては、例えばＣＤ４０リガンド、ＯＸ４０リガンド、４－１
ＢＢリガンド、ＣＤ２７、ＣＤ３０リガンド（ＣＤ１５３）、ＴＮＦ－α、ＴＮＦ－β、
ＲＡＮＫリガンド、ＬＴ－α、ＬＴ－β、ＧＩＴＲリガンド、およびＬＩＧＨＴが挙げら
れる。ＴＮＦＲスーパーファミリーとしては、例えばＣＤ４０、ＯＸ４０、４－１ＢＢ、
ＣＤ７０（ＣＤ２７リガンド）、ＣＤ３０、ＴＮＦＲ２、ＲＡＮＫ、ＬＴ－βＲ、ＨＶＥ
Ｍ、ＧＩＴＲ、ＴＲＯＹ、およびＲＥＬＴが挙げられる。「ＴＮＦ／Ｒ作動薬」とは、Ｔ
ＮＦスーパーファミリーまたはＴＮＦＲスーパーファミリーいずれかのメンバーの作動薬
として作用する化合物を指す。特に断りのない限り、ＴＮＦ／Ｒ作動薬化合物への言及は
、あらゆる異性体（例えばジアステレオマーまたは鏡像異性体）、塩、溶媒和化合物、多
形体などをはじめとする、あらゆる薬学上許容可能な形態の化合物を含むことができる。
特に化合物が光学活性である場合、化合物への言及は、化合物の各鏡像異性体ならびに鏡
像異性体のラセミ混合物を含むことができる。また化合物は、いずれかのスーパーファミ
リーの特定のメンバーの作動薬（例えばＣＤ４０作動薬）として同定されても良い。
【００２３】
　「処置部位」とは、特定の処置部位を指す。特定の処置次第で、処置部位は、生物体全
体（例えば全身性処置）または生物体のあらゆる部分（例えば局在性処置）であっても良
い。
【００２４】
　「タイプＩインターフェロン」とは、ＩＦＮ－α、ＩＦＮ－β、またはそれらのあらゆ
る混合物または組み合わせの総称である。
【００２５】
　「ワクチン」とは、抗原をはじめとする医薬品組成物を指す。ワクチンは、例えば１つ
以上のアジュバント、キャリアなどの抗原に加えて、成分を含んでも良い。
【００２６】
　一態様では、本発明は、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を含む組み合わせ免疫賦
活薬を提供する。各成分は、特定の免疫賦活性をそれ自体で有しても良い。多くの場合、
成分の組み合わせは、いずれかの成分が単独で提供できるよりも大きな免疫賦活性を提供
できる。特定の場合、成分の組み合わせは、相乗的な免疫賦活性を提供できる。
【００２７】
　特定の実施態様では、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を使用して、組み合わせ免疫賦活
薬が投与された被験者においてＴH１免疫応答を誘導しても良い。ここでの用法では、「
ＴH１免疫応答を誘導する」とは、組み合わせ免疫賦活薬が混合性のＴH１／ＴH２応答を
誘導する場合を含むことができる。しかし特定の実施態様では、組み合わせ免疫賦活薬は
、ＴH２免疫応答の誘導がごくわずかまたは皆無でＴH１免疫応答を誘導できる。
【００２８】
　いくつかの実施態様では、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を免疫賦活性アジュバントと
して、すなわち追加的アジュバントありまたはなしで、１つ以上の抗原と組み合わせて使
用しても良い。したがって場合によっては、組み合わせ免疫賦活薬はワクチンを形成して
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も良い。その他の場合では、組み合わせ免疫賦活薬は、ワクチンと関連して使用されても
良いアジュバントとして機能しても良い。
【００２９】
　以下の実施例に示すように、ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を含む組み合わせ免
疫賦活薬は、活性化ＣＤ８+Ｔ細胞の増殖、メモリＣＤ８+Ｔ細胞の産生、または双方を亢
進できる。したがって本発明の方法および組み合わせ免疫賦活薬は、組み合わせ免疫賦活
薬、または下で詳細に述べる方法に従った処置を受容した被験者において、抗原－特異的
細胞媒介免疫を亢進できる。
【００３０】
　ＴＬＲ作動薬は、特定用途に望ましいあらゆるＴＬＲ作動薬であっても良い。ＴＬＲは
、例えばヒト、モルモット、およびマウスはじめとする様々な哺乳類種で同定されている
。ＴＬＲ作動薬は、あらゆる種からのあらゆるＴＬＲ作動薬（例えばＴＬＲ６、ＴＬＲ７
、ＴＬＲ８など）であっても良い。いくつかの実施態様では、ＴＬＲ作動薬はヒトＴＬＲ
の作動薬である。多くの場合、ＴＬＲは、組み合わせ免疫賦活薬が投与される生物体から
のＴＬＲであるが、このような関連性は必ずしも必要でない。
【００３１】
　特定のＴＬＲは、特定の病原体－関連リガンドに結合することが知られる。場合によっ
ては、リガンドは病原体－由来であり、別の場合では、リガンドは被験者－由来である。
例えばＴＬＲ３は二重鎖ウィルスＲＮＡの「擬態」であるポリイノシンポリシチジル酸（
ｐｏｌｙＩＣ）を認識し、ＴＬＲ４は多くのグラム陰性細菌のリポ多糖類（ＬＰＳ）を認
識し、ＴＬＲ５は特定のフラジェリンに結合し、ＴＬＲ９は特定のＣｐＧオリゴヌクレオ
チドに結合する。特定の小型分子ＩＲＭ化合物は、例えばＴＬＲ６、ＴＬＲ７、およびＴ
ＬＲ８をはじめとする１つ以上のＴＬＲの作動薬であることが知られている。
【００３２】
　いくつかの実施態様では、ＴＬＲ作動薬は、ＴＬＲ６、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８、およびＴ
ＬＲ９の少なくとも１つの作動薬であっても良い。特定の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は
、ＴＬＲ７および／またはＴＬＲ８の作動薬であることができる。代案の実施態様では、
ＴＬＲ作動薬はＴＬＲ８－選択的作動薬であっても良い。その他の代案の実施態様では、
ＴＬＲ作動薬はＴＬＲ７－選択的作動薬であることができる。
【００３３】
　ここでの用法では、「ＴＬＲ８－選択的作動薬」という用語は、ＴＬＲ８の作動薬とし
て作用するが、ＴＬＲ７の作動薬として作用しないあらゆる化合物を指す。「ＴＬＲ７－
選択的作動薬」とは、ＴＬＲ７の作動薬として作用するが、ＴＬＲ８の作動薬として作用
しないあらゆる化合物を指す。「ＴＬＲ７／８作動薬」とは、ＴＬＲ７およびＴＬＲ８両
者の作動薬として作用する化合物を指す。
【００３４】
　ＴＬＲ８－選択的作動薬またはＴＬＲ７－選択的作動薬は、示されたＴＬＲおよびＴＬ
Ｒ１、ＴＬＲ２、ＴＬＲ３、ＴＬＲ４、ＴＬＲ５、ＴＬＲ６、ＴＬＲ９、またはＴＬＲ１
０の１つ以上の作動薬として作用しても良い。したがって「ＴＬＲ８－選択的作動薬」は
ＴＬＲ８の作動薬として作用するが、その他のＴＬＲの作動薬として作用しない化合物を
指しても良い一方で、代案としては、それは、ＴＬＲ８および例えばＴＬＲ６作動薬とし
て作用する化合物を指しても良い。同様に、「ＴＬＲ７－選択的作動薬」とは、ＴＬＲ７
の作動薬として作用するが、その他のＴＬＲの作動薬として作用しない化合物を指しても
良い一方で、代案としては、それは、ＴＬＲ７および例えばＴＬＲ６作動薬として作用す
る化合物を指しても良い。
【００３５】
　特定の化合物に対するＴＬＲ作動性は、あらゆる適切なやり方で評価しても良い。例え
ば試験化合物のＴＬＲ作動性を検出するためのアッセイについては、例えば２００２年１
２月１１日に出願された米国仮特許出願番号６０／４３２，６５０号明細書で述べられ、
このようなアッセイで使用するのに適した組み換え細胞系については、例えば２００２年
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１２月１１日に出願された米国仮特許出願番号６０／４３２，６５１号明細書で述べられ
ている。
【００３６】
　特定のアッセイを用いるかどうかにかかわらず、化合物のアッセイを実施した結果、特
定のＴＬＲによって媒介される生物学的活性の少なくとも閾値増大があれば、化合物を特
定のＴＬＲの作動薬として同定することができる。反対に、化合物を使用して、特定のＴ
ＬＲによって媒介される生物学的活性を検出するようにデザインされたアッセイを実施し
た際に、化合物が生物学的活性の閾値増大を誘発できなかった場合、特定のＴＬＲの作動
薬として作用していないと同定しても良い。特に断りのない限り、生物学的活性増大とは
、適切な対照で観察されたものに対する同一生物学的活性の増大を指す。アッセイは、適
切な対照と組み合わせて実施されても実施されなくても良い。経験から当業者は、特定の
アッセイに十分精通するようになるかもしれないので（例えば特定のアッセイ条件下で適
切な対照において観察される値の範囲）、特定のアッセイにおいて化合物のＴＬＲ作動性
を判定するのに、対照の実施は必ずしも必要でないかもしれない。
【００３７】
　特定のアッセイにおいて特定の化合物が特定のＴＬＲの作動薬であるかどうかを判定す
るための、ＴＬＲ－媒介生物学的活性の正確な閾値増大は、アッセイ終点として観察され
た生物学的活性、アッセイ終点を測定または検出するために使用した方法、アッセイの信
号対雑音比、アッセイ精度、そして複数ＴＬＲに対する化合物の作動性を判定するのに同
一アッセイを使用したかどうかをはじめとするが、これに限定されるものではない、技術
分野で知られる因子に従って変動しても良い。したがって一般に、あらゆる可能なアッセ
イについて、化合物を特定のＴＬＲの作動薬または非作動薬であると同定するのに必要な
ＴＬＲ－媒介生物学的活性の閾値増大について述べるのは実際的でない。しかし当業者は
、このような因子を然るべく考察することで、適切な閾値を容易に判定できる。
【００３８】
　発現可能なＴＬＲ構造遺伝子を形質移入されたＨＥＫ２９３細胞を用いるアッセイは、
化合物を細胞に形質移入されたＴＬＲの作動薬として同定するために、化合物が例えば約
１μＭ～約１０μＭの濃度で提供された際に、例えばＴＬＲ－媒介生物学的活性（例えば
ＮＦκＢ活性化）における少なくとも３倍の増大の閾値を使用しても良い。しかし特定の
状況では、異なる閾値および／または異なる濃度範囲が適切かもしれない。また異なるア
ッセイについては異なる閾値が適切かもしれない。
【００３９】
　特定の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は、ＴＬＲの天然作動薬または合成ＩＲＭ化合物で
あることができる。ＩＲＭ化合物は、抗ウィルスおよび抗腫瘍活性をはじめとするが、こ
れに限定されるものではない、強力な免疫調節活性を有する化合物を含む。特定のＩＲＭ
は、サイトカインの産生および分泌を調節する。例えば特定のＩＲＭ化合物は、例えばタ
イプＩインターフェロン、ＴＮＦ－α、ＩＬ－１、ＩＬ－６、ＩＬ－８、ＩＬ－１０、Ｉ
Ｌ－１２、ＭＩＰ－１、および／またはＭＣＰ－１などのサイトカインの産生および分泌
を誘導する。別の実施例としては、特定のＩＲＭ化合物は、ＩＬ－４およびＩＬ－５など
の特定のＴH２サイトカインの産生および分泌を阻害できる。さらに、いくつかのＩＲＭ
化合物は、ＩＬ－１およびＴＮＦを抑制すると言われている（米国特許第６，５１８，２
６５号明細書）。
【００４０】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬においてＴＬＲ作動薬として有用な特定のＩＲＭは、タ
ンパク質、ペプチドなどの大型生体分子とは対照的な小型有機分子（例えば分子量約１０
００ダルトン未満、場合によっては約５００ダルトン未満）である。特定の小型分子ＩＲ
Ｍ化合物は、例えば米国特許第４，６８９，３３８号明細書、同第４，９２９，６２４号
明細書、同第４，９８８，８１５号明細書、同第５，０３７，９８６号明細書、同第５，
１７５，２９６号明細書、同第５，２３８，９４４号明細書、同第５，２６６，５７５号
明細書、同第５，２６８，３７６号明細書、同第５，３４６，９０５号明細書、同第５，



(11) JP 2011-16811 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

３５２，７８４号明細書、同第５，３６７，０７６号明細書、同第５，３８９，６４０号
明細書、同第５，３９５，９３７号明細書、同第５，４４６，１５３号明細書、同第５，
４８２，９３６号明細書、同第５，６９３，８１１号明細書、同第５，７４１，９０８号
明細書、同第５，７５６，７４７号明細書、同第５，９３９，０９０号明細書、同第６，
０３９，９６９号明細書、同第６，０８３，５０５号明細書、同第６，１１０，９２９号
明細書、同第６，１９４，４２５号明細書、同第６，２４５，７７６号明細書、同第６，
３３１，５３９号明細書、同第６，３７６，６６９号明細書、同第６，４５１，８１０号
明細書、同第６，５２５，０６４号明細書、同第６，５４５，０１６号明細書、同第６，
５４５，０１７号明細書、同第６，５５８，９５１号明細書、および同第６，５７３，２
７３号明細書、欧州特許第０　３９４０２６号明細書、米国特許公報第２００２／００５
５５１７号明細書、および国際公開第０１／７４３４３号パンフレット、同０２／４６１
８８号パンフレット、同０２／４６１８９号パンフレット、同０２／４６１９０号パンフ
レット、同０２／４６１９１号パンフレット、同０２／４６１９２号パンフレット、同０
２／４６１９３号パンフレット、同０２／４６７４９号パンフレット、同０２／１０２３
７７号パンフレット、同０３／０２０８８９号パンフレット、同０３／０４３５７２号パ
ンフレットおよび同０３／０４５３９１号パンフレットで開示される。
【００４１】
　小型分子ＩＲＭの追加的な例としては、特定のプリン誘導体（米国特許第６，３７６，
５０１号明細書、および同第６，０２８，０７６号明細書で述べられるものなど）、特定
のイミダゾキノリンアミド誘導体（米国特許第６，０６９，１４９号明細書で述べられる
ものなど）、特定のベンゾイミダゾール誘導体（米国特許第６，３８７，９３８号明細書
で述べられるものなど）、および五員環窒素含有ヘテロ環に縮合した４－アミノピリミジ
ンの特定の誘導体（米国特許第６，３７６，５０１号明細書、同第６，０２８，０７６号
明細書および同第６，３２９，３８１号明細書、および国際公開第０２／０８５９０５号
パンフレットで述べられるアデニン誘導体など）が挙げられる。
【００４２】
　その他のＩＲＭとしては、オリゴヌクレオチド配列などの大型生体分子が挙げられる、
いくつかの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（Ｃｐ
Ｇ）を含有し、例えば米国特許第６，１９４，３８８号明細書、同第６，同２０７，６４
６号明細書、同第６，２３９，１１６号明細書、同第６，３３９，０６８号明細書、およ
び同第６，４０６，７０５号明細書で述べられる。いくつかのＣｐＧ－含有オリゴヌクレ
オチドは、例えば米国特許第６，４２６，３３４号明細書、および同第６，４７６，００
０号明細書で述べられたものなどの合成免疫調節構造モチーフを含むことができる。Ｃｐ
Ｇが欠如したその他のＩＲＭヌクレオチド配列については、例えば国際公開第００／７５
３０４号パンフレットで述べられている。
【００４３】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬でＴＬＲ作動薬として使用するのに適した小型分子ＩＲ
Ｍ化合物としては、五員環窒素含有ヘテロ環に縮合した２－アミノピリジンを有する化合
物が挙げられる。例えばこのような化合物としては、例えばアミノアルキル－置換イミダ
ゾキノリンアミン、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、ヘテロ環式エーテル－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、およびチオエーテル－置換イミダゾキノリンア
ミンなどの置換イミダゾキノリンアミンをはじめとするが、これに限定されるものではな
いイミダゾキノリンアミンと、アミド－置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン、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、尿素－置換テトラヒドロイミダ
ゾキノリンアミン、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、ヘテ
ロ環式エーテル－置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミン、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、スルホンアミドエーテル－置換テトラヒドロイミダゾ
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キノリンアミン、尿素－置換テトラヒドロイミダゾキノリンエーテル、およびチオエーテ
ル－置換テトラヒドロイミダゾキノリンアミンをはじめとするが、これに限定されるもの
ではないテトラヒドロイミダゾキノリンアミンと、アミド－置換イミダゾピリジンアミン
、スルホンアミド－置換イミダゾピリジンアミン、尿素－置換イミダゾピリジンアミンを
はじめとするが、これに限定されるものではないイミダゾピリジンアミンと、アリールエ
ーテル－置換イミダゾピリジンアミン、ヘテロ環式エーテル－置換イミダゾピリジンアミ
ン、アミドエーテル－置換イミダゾピリジンアミン、スルホンアミドエーテル－置換イミ
ダゾピリジンアミン、尿素－置換イミダゾピリジンエーテル、およびチオエーテル－置換
イミダゾピリジンアミンと、１，２－架橋イミダゾキノリンアミンと、６，７－縮合シク
ロアルキルイミダゾピリジンアミンと、イミダゾナフチリジンアミンと、テトラヒドロイ
ミダゾナフチリジンアミンと、オキサゾロキノリンアミンと；チアゾロキノリンアミンと
、オキサゾロピリジンアミンと、チアゾロピリジンアミンと、オキサゾロナフチリジンア
ミンと、チアゾロナフチリジンアミンとが挙げられる。
【００４４】
　特定の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は、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良い。
【００４５】
　特定の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は、スルホンアミド－置換イミダゾキノリンアミン
であることができる。代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は尿素－置換イミダゾキノリン
エーテルであることができる。別の代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬はアミノアルキル
－置換イミダゾキノリンアミンであることができる。
【００４６】
　１つの特定の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は４－アミノ－α，α，２－トリメチル－１
Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－１－エタノールである。代案の特定の実施態様で
は、ＴＬＲ作動薬はＮ－（２－｛２－［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］エトキシ｝エチル）－Ｎ－メチルモルホ
リン－４－カルボキサミドである。別の代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は１－（２－
アミノ－２－メチルプロピル）－２－（エトキシメチル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ
］キノリン－４－アミンである。別の代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は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である。さらに別の代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬はＮ－［４
－（４－アミノ－２－プロピル－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である。
【００４７】
　特定の代案の実施態様では、ＴＬＲ作動薬は、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良い。
【００４８】
　ここでの用法では、置換イミダゾキノリンアミンとはアミノアルキル－置換イミダゾキ
ノリンアミン、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、ヘテロ環式エーテル－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、またはチオエーテル－置換イミダゾキノリンアミン
を指す。ここでの用法では、置換イミダゾキノリンアミンは、特に明示的に１－（２－メ
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チルプロピル）－１Ｈ－イミダゾ［４，５－ｃ］キノリン－４－アミンおよび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
－エタノールを除外する。
【００４９】
　ＴＮＦ／Ｒ作動薬は、ＴＮＦスーパーファミリーまたはＴＮＦＲスーパーファミリーい
ずれかのあらゆるメンバーのあらゆる適切な作動薬であっても良い。多くの場合、１つの
スーパーファミリーのメンバーは、別のスーパーファミリーの相補的メンバーの作動薬で
あることができる。例えばＣＤ４０リガンド（ＴＮＦスーパーファミリーのメンバー）は
、ＣＤ４０（ＴＮＦＲスーパーファミリーのメンバー）の作動薬として作用でき、ＣＤ４
０は、ＣＤ４０リガンドの作動薬として作用できる。したがって適切なＴＮＦ／Ｒ作動薬
としては、例えばＣＤ４０リガンド、ＯＸ４０リガンド、４－１ＢＢリガンド、ＣＤ２７
、ＣＤ３０リガンド（ＣＤ１５３）、ＴＮＦ－α、ＴＮＦ－β、ＲＡＮＫリガンド、ＬＴ
－α、ＬＴ－β、ＧＩＴＲリガンド、ＬＩＧＨＴ、ＣＤ４０、ＯＸ４０、４－１ＢＢ、Ｃ
Ｄ７０（ＣＤ２７リガンド）、ＣＤ３０、ＴＮＦＲ２、ＲＡＮＫ、ＬＴ－βＲ、ＨＶＥＭ
、ＧＩＴＲ、ＴＲＯＹ、およびＲＥＬＴが挙げられる。さらに適切なＴＮＦ／Ｒ作動薬と
しては、ＴＮＦ／Ｒに対して産生される特定の作動薬抗体（例えばそれぞれマウスＣＤ４
０に対して産生される１Ｃ１０およびＦＧＫ４．５）が挙げられる。
【００５０】
　ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬は、特定の抗原に対する免疫応答を増大させるの
に効果的な量で提供される（または免疫賦活性の組み合わせ形態に適するように投与され
る）。例えばＴＬＲ作動薬は、約１００ｎｇ／ｋｇ～約１００ｍｇ／ｋｇの量で投与でき
る。多くの実施態様では、ＴＬＲ作動薬は約１０μｇ／ｋｇ～約１０ｍｇ／ｋｇの量で投
与される。いくつかの実施態様では、ＴＬＲ作動薬は約１ｍｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの
量で投与される。しかし特定の抗原の免疫応答を増大させるのに効果的な量とみなされる
ＴＬＲ作動薬の特定の量は、投与される特定のＴＬＲ作動薬と、投与される特定の抗原お
よびその量と、投与される特定のＴＮＦ／Ｒ作動薬およびその量と、免疫系の状態（例え
ば抑制される、損なわれる、刺激される）と、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および
抗原投与の方法および順序と、調合物が投与される種と、所望の治療的な結果をはじめと
するが、これに限定されるものではない、特定の因子にある程度左右される。したがって
一般にＴＬＲ作動薬の効果的な量とみなされる量について述べるのは実際的でない。しか
し当業者は、このような因子を然るべく考察することで適切な量を容易に判定できる。
【００５１】
　また例えばＴＮＦ／Ｒ作動薬を約１００ｎｇ／ｋｇ～約１００ｍｇ／ｋｇの量で投与し
ても良い。特定の実施態様では、ＴＮＦ／Ｒ作動薬が約１０μｇ／ｋｇ～約１０ｍｇ／ｋ
ｇの量で投与される。いくつかの実施態様では、ＴＮＦ／Ｒ作動薬が、約１ｍｇ／ｋｇ～
約５ｍｇ／ｋｇの量で投与される。しかし特定の抗原に対する免疫応答を増大させるのに
効果的な量とみなされるＴＮＦ／Ｒ作動薬の特定の量は、投与される特定のＴＮＦ／Ｒ作
動薬と、投与される特定のＴＬＲ作動薬およびその量と、投与される特定の抗原およびそ
の量と、免疫系の状態と、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および抗原投与の方法およ
び順序と、調合物が投与される種と、所望の治療的な結果をはじめとするが、これに限定
されるものではない、特定の因子にある程度左右される。したがって一般にＴＮＦ／Ｒ作
動薬の効果的な量とみなされる量について述べるのは実際的でない。しかし当業者は、こ
のような因子を然るべく考察することで適切な量を容易に判定できる。
【００５２】
　いくつかの実施態様では、組み合わせ免疫賦活薬が抗原をさらに含んでも良い。組み合
わせ免疫賦活薬中に存在する場合、抗原は、組み合わせ薬のその他の成分との組み合わせ
で、抗原に対する免疫応答を生じるのに効果的な量で投与しても良い。例えば抗原は約１
００ｎｇ／ｋｇ～約１００ｍｇ／ｋｇの量で投与できる。多くの実施態様では、抗原は約
１０μｇ／ｋｇ～約１０ｍｇ／ｋｇの量で投与されても良い。いくつかの実施態様では、
抗原は約１ｍｇ／ｋｇ～約５ｍｇ／ｋｇの量で投与されても良い。しかし免疫応答を生じ



(14) JP 2011-16811 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

るのに効果的な量とみなされる抗原の特定の量は、例えば投与される特定の抗原と、投与
される特定のＴＬＲ作動薬およびその量と、投与される特定のＴＮＦ／Ｒ作動薬およびそ
の量と、免疫系の状態と、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および抗原の投与方法およ
び順序と、調合物が投与される種と、所望の治療的な結果などの特定の因子にある程度左
右される。したがって一般に抗原の効果的な量とみなされる量について述べるのは実際的
でない。しかし当業者は、このような因子を然るべく考察することで適切な量を容易に判
定できる。
【００５３】
　存在する場合、抗原は、組み合わせ免疫賦活薬のいずれかの成分と同時に、または逐次
投与されても良い。したがって抗原は単独でまたは（例えばＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作
動薬、または双方をはじめとする）１つ以上のアジュバントとの混合物中で投与されても
良い。いくつかの実施態様では、抗原は１つのアジュバントに関しては同時に（例えば混
合物中で）、しかし１つ以上の追加的アジュバントに関しては逐次投与されても良い。
【００５４】
　抗原および組み合わせ免疫賦活薬のその他の成分の逐次同時投与は、抗原およびその他
の成分が同時に投与されなくとも、それぞれが処置部位に同時に存在するように、抗原お
よび組み合わせ免疫賦活薬の少なくとも１つのその他の成分が投与される場合を含むこと
ができる。抗原および組み合わせ免疫賦活薬のその他の成分の逐次同時投与はまた、抗原
または組み合わせ免疫賦活薬の少なくとも１つのその他の成分が処置部位からなくなって
いるが、なくなった抗原またはその他の成分の少なくとも１つの細胞効果（例えばサイト
カイン産生、特定の細胞集団活性化など）が、少なくとも組み合わせの１つ以上の追加的
成分が処置部位に投与されるまで、処置部位に持続する場合を含むことができる。したが
って本発明の組み合わせ免疫賦活薬は、特定の状況では、組み合わせの別の成分との混合
物中には存在しない、１つ以上の成分を含むことが可能であるかもしれない。
【００５５】
　抗原は、例えばＣＤ８+Ｔ細胞応答、ＮＫＴ細胞応答、γ／δＴ細胞応答、またはＴH１
抗体応答の１つ以上を含んでも良いＴH１免疫応答を生じさせられるあらゆる材料である
ことができる。適切な抗原としては、ペプチド、ポリペプチド、脂質、糖脂質、多糖類、
炭水化物、ポリヌクレオチド、プリオン、生または不活性化細菌、ウィルスまたは真菌、
および細菌－、ウィルス－、真菌－、原生動物－、腫瘍－由来、または生物体－由来抗原
、毒素または類毒素が挙げられるが、これに限定されるものではない。
【００５６】
　さらに特定の目下実験的である抗原、特に組み換えタンパク質、糖タンパク質、および
ペプチドなどの強い免疫応答を生じない材料を本発明のアジュバントとの組み合わせに関
連して使用できることが考察される。例示的な実験的サブユニット抗原としては、アデノ
ウィルス、ＡＩＤＳ、水痘、サイトメガロウィルス、デング、ネコ白血病、家禽ペスト、
肝炎Ａ、肝炎Ｂ、ＨＳＶ－１、ＨＳＶ－２、豚コレラ、インフルエンザＡ、インフルエン
ザＢ、日本脳炎、はしか、パラインフルエンザ、狂犬病、呼吸器合胞体ウイルス、ロタウ
ィルス、疣贅、および黄熱病などのウィルス疾患に関するものが挙げられる。
【００５７】
　特定の実施態様では、抗原は癌抗原または腫瘍抗原であっても良い。癌抗原および腫瘍
抗原という用語は区別なく使用されて、癌細胞によって差別的に発現される抗原を指す。
したがって癌抗原は、癌細胞に対する免疫応答を差別的に標的とするために利用できる。
したがって癌抗原は、腫瘍－特異的免疫応答を潜在的に刺激できるかもしれない。特定の
癌抗原は、正常細胞によって必ずしも発現されないが、コード化される。これらの抗原の
いくつかは、正常細胞中で常態ではサイレント（すなわち発現しない）、特定の段階にお
いてのみ分化発現するもの、そして時間的に発現するもの（例えば胚および胎児抗原）と
して特徴づけられても良い。その他の癌抗原は、例えば発癌遺伝子（例えば活性化された
ｒａｓ発癌遺伝子）、抑制遺伝子（例えば突然変異ｐ５３）などの突然変異細胞遺伝子、
あるいは内部欠損または染色体転座から得られる融合タンパク質によってコード化できる
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。さらに別の癌抗原は、ＲＮＡおよびＤＮＡ腫瘍ウィルスによって運ばれるものなどのウ
ィルス遺伝子によってコード化できる。
【００５８】
　腫瘍抗原の例としては、ＭＡＧＥ、ＭＡＲＴ－１／Ｍｅｌａｎ－Ａ、ｇｐ１００、ジペ
プチジルペプチダーゼＩＶ（ＤＰＰＩＶ）、アデノシンデアミナーゼ－結合タンパク質（
ＡＤＡｂｐ）、サイクロフィリンｂ、結腸直腸関連抗原（ＣＲＣ）－Ｃ０１７－１Ａ／Ｇ
Ａ７３３、癌胎児性抗原（ＣＥＡ）およびその抗原性エピトープＣＡＰ－１およびＣＡＰ
－２、ｅｔｖ６、ａｍｌ１、前立腺特異的抗原（ＰＳＡ）およびその抗原性エピトープＰ
ＳＡ－１、ＰＳＡ－２、およびＰＳＡ－３、前立腺－特異的膜抗原（ＰＳＭＡ）、Ｔ－細
胞受容体／ＣＤ３－ζ鎖、腫瘍抗原のＭＡＧＥ－ファミリー（例えばＭＡＧＥ－Ａ１、Ｍ
ＡＧＥ－Ａ２、ＭＡＧＥ－Ａ３、ＭＡＧＥ－Ａ４、ＭＡＧＥ－Ａ５、ＭＡＧＥ－Ａ６、Ｍ
ＡＧＥ－Ａ７、ＭＡＧＥ－Ａ８、ＭＡＧＥ－Ａ９、ＭＡＧＥ－Ａ１０、ＭＡＧＥ－Ａ１１
、ＭＡＧＥ－Ａ１２、ＭＡＧＥ－Ｘｐ２（ＭＡＧＥ－Ｂ２）、ＭＡＧＥ－Ｘｐ３（ＭＡＧ
Ｅ－Ｂ３）、ＭＡＧＥ－Ｘｐ４（ＭＡＧＥ－Ｂ４）、ＭＡＧＥ－Ｃ１、ＭＡＧＥ－Ｃ２、
ＭＡＧＥ－Ｃ３、ＭＡＧＥ－Ｃ４、ＭＡＧＥ－Ｃ５）、腫瘍抗原のＧＡＧＥ－ファミリー
（例えばＧＡＧＥ－１、ＧＡＧＥ－２、ＧＡＧＥ－３、ＧＡＧＥ－４、ＧＡＧＥ－５、Ｇ
ＡＧＥ－６、ＧＡＧＥ－７、ＧＡＧＥ－８、ＧＡＧＥ－９）、ＢＡＧＥ、ＲＡＧＥ、ＬＡ
ＧＥ－１、ＮＡＧ、ＧｎＴ－Ｖ、ＭＵＭ－１、ＣＤＫ４、チロシナーゼ、ｐ５３、ＭＵＣ
ファミリー、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｐ２１ｒａｓ、ＲＣＡＳ１、α－胎児タンパク質、Ｅ－
カドヘリン、α－カテニン、β－カテニン、γ－カテニン、ｐ１２０ｃｔｎ、ｇｐ１００
Pmel117、ＰＲＡＭＥ、ＮＹ－ＥＳＯ－１、ｃｄｃ２７、腺腫様ポリープ症ｃｏｌｉタン
パク質（ＡＰＣ）、フォドリン、コネクシン３７、Ｉｇ－イディオタイプ、ｐ１５、ｇｐ
７５、ＧＭ２およびＧＤ２ガングリオシド、ヒト乳頭腫ウィルスタンパク質などのウィル
ス産生物、腫瘍抗原のＳｍａｄファミリー、ｌｍｐ－１、Ｐ１Ａ、ＥＢＶでコード化され
た核抗原（ＥＢＮＡ）－１、脳グリコーゲンホスホリラーゼ、ＳＳＸ－１、ＳＳＸ－２（
ＨＯＭ－ＭＥＬ－４０）、ＳＳＸ－３、ＳＳＸ－４、ＳＳＸ－５、ＳＣＰ－１およびＣＴ
－７、およびｃ－ｅｒｂＢ－２が挙げられる。
【００５９】
　癌または腫瘍、およびこのような腫瘍に関連する特異的腫瘍抗原としては（排他的では
なく）、急性リンパ芽球性白血病（ｅｔｖ６、ａｍｌ１、サイクロフィリンｂ）、Ｂ細胞
リンパ腫（Ｉｇ－イディオタイプ）、神経膠腫（Ｅ－カドヘリン、α－カテニン、β－カ
テニン、γ－カテニン、ｐ１２０ｃｔｎ）、膀胱癌（ｐ２１ｒａｓ）、胆道癌（ｐ２１ｒ
ａｓ）、乳癌（ＭＵＣファミリー、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２）、子宮頚癌（
ｐ５３、ｐ２１ｒａｓ）、大腸癌（ｐ２１ｒａｓ、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２
、ＭＵＣファミリー）、結腸直腸癌（結腸直腸の関連抗原（ＣＲＣ）－Ｃ０１７－１Ａ／
ＧＡ７３３、ＡＰＣ）、絨毛癌（ＣＥＡ）、上皮細胞癌（サイクロフィリンｂ）、胃癌（
ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２、ｇａ７３３糖タンパク質）、肝細胞癌（α－胎児
タンパク質）、ホジキンリンパ腫（ｌｍｐ－１、ＥＢＮＡ－１）、肺癌（ＣＥＡ、ＭＡＧ
Ｅ－３、ＮＹ－ＥＳＯ－１）、リンパ球－由来白血病（サイクロフィリンｂ）、メラノー
マ（ｐ１５タンパク質、ｇｐ７５、癌胎児性抗原、ＧＭ２およびＧＤ２ガングリオシド、
Ｍｅｌａｎ－Ａ／ＭＡＲＴ－１、ｃｄｃ２７、ＭＡＧＥ－３、ｐ２１ｒａｓ、ｇｐ１００
Pmel117）、骨髄腫（ＭＵＣファミリー、ｐ２１ｒａｓ）、非小型細胞肺癌（ＨＥＲ２／
ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２）、鼻咽頭癌（ｌｍｐ－１、ＥＢＮＡ－１）、卵巣癌（ＭＵＣ
ファミリー、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２）、前立腺癌（前立腺特異的抗原（Ｐ
ＳＡ）およびその抗原性エピトープＰＳＡ－１、ＰＳＡ－２、およびＰＳＡ－３、ＰＳＭ
Ａ、ＨＥＲ２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２、ｇａ７３３糖タンパク質）、腎臓癌（ＨＥＲ
２／ｎｅｕ、ｃ－ｅｒｂＢ－２）、頸部および食道の扁平細胞癌（ヒト乳頭腫ウィルスタ
ンパク質などのウィルス産生物）、精巣癌（ＮＹ－ＥＳＯ－１）、およびＴ細胞白血病（
ＨＴＬＶ－１エピトープ）が挙げられる。
【００６０】
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　抗原を含む本発明の組み合わせ免疫賦活薬は、ワクチンを形成しても良い。このような
ワクチンは、当業者に周知の追加的な薬学上許容可能な成分、賦形剤、キャリアなどを含
有できる。
【００６１】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬は、当業者に周知の従来の方法（例えば経口、皮下、経
鼻、局所）に従って、例えば哺乳類（ヒトおよびヒト以外）、家禽などの動物に投与でき
る。
【００６２】
　本発明はまた、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を被験者に投与するステップを含む、治
療的なおよび／または予防的な方法を提供する。
【００６３】
　特定の投与順序が提供されていなければ、組み合わせ免疫賦活薬の成分は、（例えば経
口または別々の注射によって、共に混合物中でまたは別々に）抗原と同時に投与しても良
く、あるいは組み合わせ免疫賦活薬の１つ以上のその他の成分を投与するのに続いて投与
しても良い。例えばＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬は、互いに同時に、あるいは互
いに逐次投与しても良い。また組み合わせ免疫賦活薬の成分として抗原が存在する場合、
それは組み合わせのあらゆるその他の成分に関して同時に、あるいは逐次投与されても良
い。
【００６４】
　組み合わせ免疫賦活薬の成分は、あらゆる順序で同時にまたは逐次投与することができ
る。成分を同時に投与する場合、それらは単一調合物または異なる調合物中で投与できる
。異なる調合物として投与する場合、同時または逐次であるかどうかに関わりなく、成分
を単一部位、または別々の部位に投与しても良い。また異なる調合物として投与する場合
、異なる経路を使用して各調合物を投与しても良い。適切な投与経路としては、経皮また
は経粘膜吸収、注射（例えば皮下、腹腔内、筋肉内、静脈内など）、摂取、吸入などが挙
げられるがこれに限定されるものではない。逐次投与する場合、成分投与間の時間は、例
えば特定の成分が、全身性にまたは投与部位において持続する時間の長さ、あるいは成分
の細胞効果が、成分がなくなった後でさえも全身性にまたは投与部位において持続する時
間の長さなどの特定の因子によって、少なくともある程度は決定できる。
【００６５】
　特定の小型分子ＩＲＭ化合物は、抗ウィルスサイトカインの生合成を誘導できる。した
がって組み合わせ免疫賦活薬のＴＬＲ作動薬成分として、生ウィルス抗原および小型分子
ＩＲＭ化合物を含む特定の実施態様では、ウィルス感染が確立できるように、ＩＲＭ化合
物を投与するのに先だって抗原を投与することが望ましいかもしれない。
【００６６】
　一態様では、本発明の方法は、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を含むワクチンを投与し
て、被験者においてＴH１免疫応答を誘導するステップを含むことができる。上述のよう
に特定の小型分子ＩＲＭは、単独でワクチンアジュバントとして有用かもしれない。ＴＬ
Ｒ作動薬（例えば小型分子ＩＲＭ）およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を含む組み合わせ免疫賦活薬
は、抗原単独、ＴＬＲ作動薬と組み合わせられた抗原、またはＴＮＦ／Ｒ作動薬と組み合
わせられた抗原のいずれよりもさらに大きい免疫応答を提供できる。場合によっては、Ｔ
ＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を含む組み合わせ免疫賦活薬は、ＴＬＲ作動薬または
ＴＮＦ／Ｒ作動薬のどちらと比べても免疫応答を相乗的に増大できる。
【００６７】
　本発明の方法はまた、細胞が生体内（ｉｎ　ｖｉｖｏ）または生体外（ｅｘ　ｖｉｖｏ
）にあるかどうかにかかわらず、免疫系細胞から免疫応答を誘導するステップを含む。し
たがって本発明の組み合わせ免疫賦活薬は、治療的なワクチンの成分、予防的なワクチン
の成分として、または生体外（ｅｘ　ｖｉｖｏ）細胞培養で使用される免疫賦活性因子と
して有用であるかもしれない。生体外（ｅｘ　ｖｉｖｏ）免疫応答を誘発するのに使用す
る場合、生体外（ｅｘ　ｖｉｖｏ）で活性化された免疫細胞を患者に再導入しても良い。
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代案としては、細胞培養中で活性化される免疫細胞によって分泌される因子（例えば抗体
、サイトカイン、同時刺激性因子など）を研究的、予防的、または治療的使用のために収
集しても良い。
【００６８】
　本発明の方法はまた、生体内（ｉｎ　ｖｉｖｏ）で抗原－特異的な様式で、未処置ＣＤ
８+Ｔ細胞を活性化するステップを含む。抗原および組み合わせ免疫賦活薬の同時投与へ
の応答として産生される活性化された抗原－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞の集団は、抗原が明白
に組み合わせ免疫賦活薬の成分であるかどうかに関わらず、２つの機能的に異なる下位集
団に分割されても良い。抗原－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞の１つの集団は、細胞媒介免疫応答
の提供に活発に関わるＣＤ８+Ｔ細胞であるエフェクターＴ細胞を含む。抗原－特異的Ｃ
Ｄ８+Ｔ細胞の第２の集団は、それら自体は免疫応答の提供に関与しないが、同一抗原へ
の後からの接触に際して、容易に誘導されて抗原－特異的エフェクター細胞になるＣＤ８
+Ｔ細胞であるメモリＴ細胞を含む。以下の方法に従ったＣＤ８+Ｔ細胞の活性化は、抗原
－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ細胞の増殖、抗原－特異的ＣＤ８+メモリＴ細胞の産生、
または双方を誘導しても良い。
【００６９】
　抗原を含む組み合わせ免疫賦活薬を被験者に投与しても良い。被験者中での十分なイン
キュベーション後、ＣＤ８+Ｔ細胞は免疫化に答えて抗原－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ
細胞に成熟する。ＴＬＲ作動薬およびＴＮＦ／Ｒ作動薬を含む組み合わせ免疫賦活薬によ
って免疫された被験者では、抗原のみ、抗原およびＴＮＦ／Ｒ作動薬、または抗原および
ＴＬＲ作動薬によって免疫された被験者に比べて、より大きな割合のＣＤ８+エフェクタ
ーＴ細胞が抗原－特異的になる。図１は、被験者を本発明の組み合わせ免疫賦活薬によっ
て免疫した場合の抗原－特異的ＣＤ８+エフェクターＴ細胞増殖の増大を実証するフロー
サイトメトリーデータを示す。
【００７０】
　一般に免疫化とＣＤ８+エフェクターＴ細胞産生の間のインキュベーション時間は、約
４日間から約１２日間である。特定の実施態様では、ＣＤ８+エフェクターＴ細胞が免疫
化後、約５日以内に産生されても良い。その他の実施態様では、ＣＤ８+エフェクターＴ
細胞が免疫化後、約７日以内に産生されても良い。
【００７１】
　抗原がタンパク質である場合、被験者にタンパク質全体を投与することは必要でないか
もしれない。図２は鶏卵白アルブミン全体に答えたＣＤ８+Ｔ細胞の増殖動態を示すが、
図１は鶏卵白アルブミンからの８個のアミノ酸ペプチド（ＳＩＩＮＦＥＫＬ、ＳＥＱＩＤ
ＮＯ：１）を使用したＣＤ８+Ｔ細胞の増殖を示す。同様に、図３はＴＲＰ２－ΔＶペプ
チド（ＳＩＹＤＦＦＶＷＬ、ＳＥＱＩＤＮＯ：２）に答えたＣＤ８+Ｔ細胞の増殖を示す
。
【００７２】
　したがって本発明の組み合わせ免疫賦活薬を被験者に投与するステップを含む方法を使
用して、被験者のＣＤ８+細胞傷害性Ｔリンパ球（ＣＴＬ）に抗原－特異的応答を誘発し
ても良い。このような応答は、例えば腫瘍およびウィルス－感染した細胞集団をはじめと
する多くの病状に向けたものでも良い。本発明のいくつかの実施態様では、本発明のワク
チンを予防的に投与して、被験者に例えば腫瘍および／またはウィルス感染に対抗する保
護的な抗原－特異的細胞媒介免疫を提供しても良い。
【００７３】
　代案の実施態様では、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を使用して、抗原－特異的ＣＤ８
+メモリＴ細胞を生体内（ｉｎ　ｖｉｖｏ）で発生させても良い。抗原－特異的ＣＤ８+メ
モリＴ細胞は、抗原への２回目の曝露に際し、二次的なＴH１免疫応答を生じても良い。
ＣＤ８+エフェクターＴ細胞は、抗原への再曝露後わずか２時間以内に、再活性化された
ＣＤ８+メモリＴ細胞から産生されても良い。抗原に対する第２の曝露は、免疫化（すな
わち追加免疫化）または天然曝露によるものであっても良い。
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【００７４】
　図４は、抗原、ＴＬＲ作動薬、およびＴＮＦ／Ｒ作動薬の同時投与によって産生された
４週間後の、抗原－特異的ＣＤ８+メモリＴ細胞の再活性化を示す。ＣＤ８+メモリＴ細胞
の再活性化は、抗原（パネルＢ）でチャレンジすることで誘導されるが、同時投与される
抗原およびＴＬＲ作動薬（パネルＣ）でチャレンジした場合により大きい。場合によって
は上述の抗原－特異的細胞媒介免疫記憶は、ワクチンの１つ以上の成分に対するＴH２免
疫応答から帰結する循環抗体によって提供される抗原－特異的体液性免疫記憶によって補
足されるかもしれない。
【００７５】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬を使用して、細胞媒介免疫応答によって処置できる病状
を治療的に処置できる。このような組み合わせは、少なくとも治療的に効果的な量のＴＬ
Ｒ作動薬、および治療的に効果的な量のＴＮＦ／Ｒ作動薬を含むことができる。多くの実
施態様で、治療的な組み合わせ薬は治療的に効果的な量の抗原をさらに含むことができる
。
【００７６】
　治療的な組み合わせ薬は、さらに１つ以上の薬学上許容可能なキャリアとの組み合わせ
で提供できる。ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および（組み合わせ中に存在する場合
）抗原は、異なる部位に、および／または異なる経路で、逐次に同時投与しても良いので
、治療的な組み合わせ薬を２つ以上の調合物中に提供しても良い。２つ以上の調合物中で
提供する場合、各調合物は、残りの調合物中に含まれるキャリアまたはキャリア群と同様
のまたは異なるキャリアを含むことができる。代案としては、ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ
作動薬、および（組み合わせ中に存在する場合）抗原は、単一キャリアまたはキャリアの
組み合わせを含むことができる単一調合物中に提供しても良い。
【００７７】
　各成分または成分の混合物は、例えば錠剤、トローチ剤、非経口調合物、シロップ、ク
リーム、軟膏、煙霧剤調合物、経皮パッチ、経粘膜パッチなどのあらゆる適切な従来の投
薬形態で投与しても良い。
【００７８】
　治療的な組み合わせ免疫賦活薬は、治療措置において単一処置薬として投与できる。代
案としては、本発明の治療的な組み合わせ免疫賦活薬は、本発明の別の治療的な組み合わ
せ薬と、１つ以上の医薬品組成物と、あるいは抗ウィルス物質、抗生物質、追加的ＩＲＭ
化合物などのその他の活性作用薬と組み合わせて投与しても良い。
【００７９】
　ＴH１免疫応答を誘導し、ＣＤ８+エフェクターＴ細胞のプールを産生する能力のために
、本発明の特定の組み合わせ免疫賦活薬は、ウィルス疾患および腫瘍を処置するのに特に
有用かもしれない。この免疫調節活性は、本発明の組み合わせ免疫賦活薬およびワクチン
が、
（ａ）例えばアデノウィルス、ヘルペスウィルス（例えばＨＳＶ－Ｉ、ＨＳＶ－ＩＩ、Ｃ
ＭＶ、またはＶＺＶ）、ポックスウィルス（例えば痘瘡またはワクシニア、または伝染性
軟属腫などのオルトポックスウィルス）、ピコルナウィルス（例えばライノウィルスまた
はエンテロウィルス）、オルソミクソウィルス（例えばインフルエンザウィルス）、パラ
ミクソウィルス（例えばパラインフルエンザウィルス、おたふく風邪ウィルス、はしかウ
ィルス、呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ））、コロナウィルス（例えばＳＡＲＳ）、パポ
バウィルス（例えば生殖器疣、尋常性肬贅、または足底疣贅を引き起こすものなどの乳頭
腫ウィルス）、ヘパドナウィルス（例えば肝炎Ｂウィルス）、フラビウイルス（例えば肝
炎Ｃウィルスまたはデングウィルス）、またはレトロウィルス（例えばＨＩＶなどのレン
チウイルス）による感染から罹る疾患などのウィルス疾患、
（ｂ）例えばエシェリキア属、エンテロバクター、サルモネラ、ブドウ球菌、赤痢菌、リ
ステリア、アエロバクター、ヘリコバクター、クレブシエラ、プロテウス、シュードモナ
ス、連鎖球菌、クラミジア、マイコプラズマ、肺炎球菌、ナイセリア、クロストリジウム
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、バシラス、コリネバクテリウム、マイコバクテリウム、カンピロバクター、ビブリオ、
セラチア、プロビデンシア、クロモバクテリウム、ブルセラ、エルシニア、ヘモフィルス
、またはボルデテラなどの細菌感染から罹る疾患などの細菌疾患、
（ｃ）クラミジアと、カンジダ症、アスペルギルス症、ヒストプラスマ症、クリプトコッ
クス髄膜炎をはじめとするがこれに限定されるものではない真菌疾患と、またはマラリア
、ニューモシステイスカリニ肺炎、レーシュマニア症、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をはじめとするがこれに限定されるものではない
寄生虫性疾患などのその他の感染性疾患、
（ｄ）例えば上皮内新生物形成、子宮頚部異形成、光線性角化症、基底細胞癌、扁平細胞
癌、腎細胞癌、カポジ肉腫、メラノーマ、腎細胞癌などの新生物疾患、骨髄性白血病、慢
性リンパ性白血病、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はじめとするが、これに限定されるものではない白
血病、およびその他の癌（例えば上で同定された癌）、および
（ｅ）アトピー性皮膚炎または湿疹、好酸球増加症、喘息、アレルギー、アレルギー性鼻
炎、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、オメン症候群、円板状
エリテマトーデス、円形脱毛症などのＴH２媒介アトピー性および自己免疫疾患と、ケロ
イド形成およびその他のタイプの瘢痕の阻害と、慢性創傷をはじめとする創傷治癒の増進
などであるが、これに限定されるものではない病状を処置するのに有用であることを示唆
する。
【００８０】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬のいくつかの実施態様はまた、例えばＢＣＧ、コレラ、
ペスト、腸チフス、肝炎Ａ、肝炎Ｂ、肝炎Ｃ、インフルエンザＡ、インフルエンザＢ、パ
ラインフルエンザ、ポリオ、狂犬病、はしか、おたふく風邪、風疹、黄熱病、破傷風、ジ
フテリア、ヘモフィルスインフルエンザｂ、結核、髄膜炎菌性および肺炎球菌ワクチン、
アデノウィルス、ＨＩＶ、水痘、サイトメガロウィルス、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
ィルス、乳頭腫ウィルス、黄熱病、およびアルツハイマー疾患に関連して使用するための
、例えば生ウィルス、細菌、または寄生虫抗原と、不活性化ウィルス、腫瘍－由来、原生
動物、生物体－由来、真菌、または細菌抗原、類毒素、毒素と、自己抗原と、多糖類と、
タンパク質と、糖タンパク質と、ペプチドと、細胞ワクチンと、ＤＮＡワクチンと、組み
換えタンパク質と、糖タンパク質と、ペプチドなどの体液性および／または細胞性いずれ
かの媒介免疫応答を生じるあらゆる材料との組み合わせで使用するためのワクチンアジュ
バントとして有用かもしれない。
【００８１】
　本発明の組み合わせ免疫賦活薬はまた、損なわれた免疫機能を有する個人において特に
有用であるかもしれない。例えばＩＲＭ化合物は、例えば移植患者、癌患者、およびＨＩ
Ｖ患者において、細胞媒介免疫の抑制後に生じる日和見感染および腫瘍を処置するために
使用されても良い。
【００８２】
　本発明はまた、治療的に効果的な量の本発明の組み合わせ免疫賦活薬を動物に投与する
ステップを含む、動物においてウィルス感染を処置する方法、および動物において新生物
疾患を処置する方法を提供する。ウィルス感染を処置または阻害するために治療的に効果
的な量は、未処置対照動物に比べて、ウィルス病変、ウィルス負荷、ウィルス産生速度、
および死亡率などのウィルス感染徴候の１つ以上に低下を引き起こす量である。新生物病
状を処置するために治療的に効果的な組み合わせの量は、未処置対照動物に比べて、例え
ば腫瘍サイズ減少、腫瘍病巣数減少を引き起こし、または腫瘍生育を遅延させる量である
。
【００８３】
　特定の一実施態様では、本発明の組み合わせ免疫賦活薬を使用して、生体内（ｉｎ　ｖ
ｉｖｏ）で腫瘍生育を阻害しても良い。特定の抗原を発現する腫瘍細胞を有する被験者を
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ＴＬＲ作動薬、ＴＮＦ／Ｒ作動薬、および任意に抗原を含有する治療的な組み合わせ薬で
免疫しても良い。いくつかの実施態様では、処置法は初回免疫および２回目の追加免疫を
含むことができる。本発明の治療的な組み合わせ薬で免疫された被験者から採取された腫
瘍は、概して（ａ）免疫されない被験者、または（ｂ）抗原のみで免疫された被験者のい
ずれかから採取された腫瘍（図５および６）よりも小さい。
【００８４】
　図６は、腫瘍抗原として卵白アルブミンを発現するメラノーマ細胞でチャレンジされた
マウスにおける腫瘍サイズを比較する。メラノーマ細胞でのチャレンジの７日後、マウス
を（ａ）卵白アルブミンペプチド、（ｂ）卵白アルブミンペプチドおよびＴＬＲ作動薬、
または（ｃ）卵白アルブミンペプチド、ＴＬＲ作動薬、およびＴＦＮＲ作動薬のいずれか
で免疫した。２１日目（免疫化の１４日後）に、腫瘍を切除して測定した。抗原／ＴＬＲ
作動薬／ＴＦＮＲ作動薬の組み合わせは、抗原または抗原／ＴＬＲ作動薬の組み合わせに
よる免疫化で提供される保護に比べて、より優れた腫瘍生育に対する保護を提供した。
【００８５】
　図７は、腫瘍抗原として卵白アルブミンを発現する、メラノーマ細胞でチャレンジされ
たマウスにおける腫瘍サイズを比較し、そこでは（ａ）マウスは腫瘍に対する２つの免疫
化を受け入れ、（ｂ）免疫化の抗原成分は、卵白アルブミンペプチドでなく腫瘍細胞溶解
産物を含んだ。図７は、ＴＮＦ／Ｒ作動薬および抗原の組み合わせによる免疫化が、抗原
のみで免疫されたマウスに比べて、腫瘍生育に対するごくわずかまたは皆無の保護を提供
することを示す。ここでも抗原／ＴＬＲ作動薬／ＴＦＮＲ作動薬の組み合わせは、抗原ま
たは抗原／ＴＬＲ作動薬の組み合わせによる免疫化が提供する保護に比べて、より優れた
腫瘍生育に対する保護を提供した。
【００８６】
　場合によっては、組み合わせ免疫賦活薬に対する免疫応答の相乗的性質がタイプＩイン
ターフェロンに依存する程度は、組み合わせのＴＬＲ作動薬によって活性化されるＴＬＲ
を活性化することで典型的に観察されるタイプＩインターフェロン刺激と相関する。図１
０は、タイプＩインターフェロンを典型的に誘導するＴＬＲの作動薬（例えばＴＬＲ７、
ＴＬＲ３、ＴＬＲ９、およびＴＬＲ４）をＴＬＲの作動薬として含む、組み合わせ免疫賦
活薬に対する免疫応答の相乗的性質が、タイプＩインターフェロンに対する受容体を欠い
たマウスにおいて顕著に低下できることを示す。したがってこのような組み合わせ免疫賦
活薬に対する相乗的免疫応答は、少なくとも部分的にタイプＩインターフェロンに左右さ
れる。しかし図１０はまた、典型的にタイプＩインターフェロンの合成をほとんど、また
は全く誘導しないＴＬＲの作動薬（ＴＬＲ２／６作動薬であるＭＡＬＰ－２）を含む組み
合わせ免疫賦活薬によって生じた相乗的免疫応答が、タイプＩインターフェロン非依存性
であることを示す。
【００８７】
　さらに、図１１はＭＡＬＰ－２を含む組み合わせ免疫賦活薬によって誘導されるインタ
ーフェロン－非依存性相乗的免疫応答が、その他のＴＬＲ２作動薬を使用して誘導できる
ことを示す。例えばＴＬＲ２作動薬Ｐａｍ３ｃｙｓはまた、ＩＦＮαβ受容体ノックアウ
トマウスにおいて相乗的免疫応答を誘導できる（すなわちマウスはインターフェロン－依
存性細胞シグナルを処理できない）。
【００８８】
　したがって本発明の方法を使用して、所望のレベルのタイプＩインターフェロン誘導、
免疫応答の所望のタイプＩインターフェロン依存性、または双方によって、組み合わせ免
疫賦活薬を適応させることが可能かもしれない。例えばウィルス感染に対する治療的なま
たは予防的な処置を提供するために、高レベルのインターフェロン誘導および／またはタ
イプＩインターフェロン依存性の免疫応答が求められる場合、ＴＬＲ７作動薬を含む組み
合わせ免疫賦活薬が望ましいかもしれない。代案としては、例えば皮下細菌感染または寄
生虫性感染に対する治療的なまたは予防的な処置を提供するために、タイプＩインターフ
ェロン産生の誘導なしに相乗的免疫応が求められる場合は、組み合わせ免疫賦活薬がＴＬ
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【００８９】
　本発明に従った処置は、１つ以上の免疫化を含んでも良い。処置が１つを超える免疫化
含む場合、処置は、あらゆる適切な頻度で投与されるあらゆる適切ないくつかの免疫化を
含むことができる。治療措置における免疫化の回数および頻度は、処置する病状およびそ
の時期、被験者の免疫系の状態、投与される特定のＴＬＲ作動薬およびその量、投与され
る特定のＴＮＦ／Ｒ作動薬およびその量、そして（存在すれば）投与される特定の抗原お
よびその量をはじめとするが、これに限定されるものではない１つ以上の因子に少なくと
もある程度左右される。
【００９０】
　いくつかの実施態様では、本発明の治療的な組み合わせ薬は、抗原成分を必要としない
かもしれない。特定の条件（例えばＢ細胞リンパ腫または慢性細菌またはウィルス感染）
では、抗原を含まない組み合わせ免疫賦活薬を使用して効果的な処置が得られるかもしれ
ない。このような病状は、例えば病状が、病状を処置できる細胞媒介免疫応答を生じるの
に十分な病状－特異的抗原の量または多様性を提供するかもしれないので、このやり方で
処置可能かもしれない。
【実施例】
【００９１】
　以下の実施例は、単に本発明の特徴、利点、およびその他の詳細をさらに例証するため
に選択された。しかし実施例はこの目的を果たしながら、使用する特定の材料および量な
らびにその他条件および詳細は、この本発明の範囲を不当に制限するものではないことが
明示的に理解されるものとする。
【００９２】
　特に断りのない限り、以下の実施例で使用したマウスは、マサチューセッツ州ウィルミ
ントンのチャールス・リバー・ラボラトリーズ（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｒｉｖｅｒ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｉｎｃ．（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ、ＭＡ））から入手できるＣ５７Ｂ
Ｌ６マウスである。
【００９３】
　以下の実施例で使用されるＴＬＲ作動薬を表１で特定する。
【００９４】
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【表１】

【００９５】
　卵白アルブミンペプチド（ＳＩＩＮＦＥＫＬ、ＳＥＱＩＤＮＯ：１）およびＴＲＰ２－
ΔＶペプチド（ＳＩＹＤＦＦＶＷＬ、ＳＥＱＩＤＮＯ：２）は、カリフォルニア州サニー
ヴェールのアメリカン・ペプタイド社（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｃｏ．（Ｓ
ｕｎｎｙｖａｌｅ、ＣＡ））から得られた。
【００９６】
　ＭＨＣ四量体試薬は、下で述べるようにしてケドル（Ｋｅｄｌ）ら、ＪＥＭ　１９２（
８）：１１０５～１１１３（２０００）で述べられる真核生物（バキュロウィルス）発現
系を使用して調製した。
【００９７】
実施例１
　２～５匹のマウスを（Ａ）１００μｇの卵白アルブミンペプチド、（Ｂ）１００μｇの
卵白アルブミンペプチド＋１００μｇの抗－ＣＤ４０抗体（１Ｃ１０）、（Ｃ）１００μ
ｇの卵白アルブミンペプチド＋２００μｇのＩＲＭ１、または（Ｄ）１００μｇの卵白ア
ルブミンペプチド＋１００μｇの１Ｃ１０抗－ＣＤ４０抗体＋２００μｇのＩＲＭ１で静
脈内免疫した。免疫化の５日後、マウスから脾臓を切除して均質化した。均質化した細胞
懸濁液を卵白アルブミン－特異的Ｔ細胞（Ｋｅｄｌら、ＪＥＭ　１９２（８）：１１０５
～１１１３（２０００））を検出するために主要組織適合性複合体（ＭＨＣ）四量体試薬
で染色し、カリフォルニア州サンディエゴのＢＤバイオサイエンシズ・ファーミンゲン（
ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ））
からのＣＤ８染色、およびバイオサイエンシズ・ファーミンゲン（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅ
ｎｃｅｓ　Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ））からのＣＤ４４染色で
染色した。フローサイトメトリーにかけると、卵白アルブミン－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞は
、図１に示すドットプロットの右上４分の１区中に示される。抗－ＣＤ４０抗体およびＩ
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抗－ＣＤ４０抗体またはＩＲＭいずれか単独での刺激後の卵白アルブミン－特異的ＣＤ８
+Ｔ細胞集団の増殖を超えた。
【００９８】
実施例２
　マウスに、ミズーリ州セントルイスのシグマ・ケミカル（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｃｏ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ））からの卵白アルブミン５ｍｇ、５０μｇのＦＧ
Ｋ４．５抗－ＣＤ４０抗体、および２２０μｇのＩＲＭ１を腹腔内注射した。マウスをそ
れぞれ４、５、６、９、および１２日目に屠殺した。屠殺マウスから脾臓を切除して均質
化した。実施例１で述べるようにして、均質化した細胞懸濁液を染色し分析した。フロー
サイトメトリーにかけると、卵白アルブミン－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞（上）および卵白ア
ルブミン－特異的ＣＤ８+／ＣＤ４４＋Ｔ細胞（下）が同定され、各ドットブロットの右
上４分の１区中に示される。右上４分の１区中の数値は、その４分の１区中の細胞の百分
率を示す。これらのデータは、実施例１で観察されたＣＤ８+Ｔ細胞増殖における相乗効
果が、（ａ）異なるＣＤ４０作動薬、および（ｂ）抗原としてのフルサイズの卵白アルブ
ミンタンパク質によっても観察されたことを示す。
【００９９】
実施例３
　マウスを１００μｇのＦＧＫ４．５抗－ＣＤ４０抗体＋２００μｇのＩＲＭ１と、（Ａ
）ペプチドなし、（Ｂ）１００μｇの卵白アルブミンペプチド、または（Ｃ）１００μｇ
のＴＲＰ２－ΔＶペプチドのいずれかとで静脈内免疫した。免疫化の５日後、マウスから
脾臓を切除して均質化した。ＴＲＰ２－ΔＶ－特異的Ｔ細胞を検出するためにＭＨＣ四量
体試薬を調製したこと以外は、実施例１のようにして均質化した細胞懸濁液を染色した。
フローサイトメトリーにかけると、ＴＲＰ２－ΔＶ－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞は、図３に示
すドットブロットの右上４分の１区中に示される。右上４分の１区中の数値は、その４分
の１区中の細胞の百分率を示す。データは、抗－ＣＤ４０抗体およびＩＲＭとさらに別の
抗原との組み合わせによる刺激後の抗原－特異的ＣＤ８+Ｔ細胞の相乗的増殖を示す。
【０１００】
実施例４
　０日目に、マウスを１００μｇの卵白アルブミンペプチド＋２００μｇのＩＲＭ１＋１
００μｇの１Ｃ１０抗－ＣＤ４０抗体で静脈内免疫した。２８日目に、マウスを（Ａ）未
チャレンジ、（Ｂ）１００μｇの卵白アルブミンペプチドで静脈内チャレンジ、または（
Ｃ）１００μｇの卵白アルブミンペプチド＋２００μｇのＩＲＭ１で静脈内チャレンジし
た。３３日目にマウスを屠殺して、脾臓を切除して脾臓細胞を均質化した。実施例１で述
べるようにして、均質化した細胞を染色し分析した。データを図４に示す。抗原、ＣＤ４
０作動薬、およびＴＬＲ作動薬（実施例１に示す）による免疫化の結果として起きたＣＤ
８+Ｔ細胞の相乗的増殖は、（Ｃ）に示すＩＲＭおよび抗原での処置により再活性化でき
る長命のＣＤ８+メモリＴ細胞のプールを産生した。
【０１０１】
実施例５
　表２に示すように、マウスを静脈内免疫した。５日目にマウスを屠殺して脾臓を採取し
、実施例１のようにして細胞を均質化して染色し分析した。データを図５に示す。右上４
分の１区中の数値は、その４分の１区における細胞の百分率を示す。
【０１０２】
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【表２】

【０１０３】
実施例６
　０日目に、マウスをＰＢＳ中の１×１０5メラノーマＢ１６卵巣腫瘍細胞で皮内チャレ
ンジした（ケドル（Ｋｅｄｌ）らＰＮＡＳ　９８（１９）：１０８１１～１０８１６）。
７日目に、マウスを（Ａ）１００μｇの卵白アルブミンペプチド、（Ｂ）１００μｇの卵
白アルブミンペプチド＋２００μｇのＩＲＭ１、または（Ｃ）１００μｇの卵白アルブミ
ンペプチド＋２００μｇのＩＲＭ１＋１００μｇの１Ｃ１０抗－ＣＤ４０抗体のいずれか
によって免疫した。２１日目にマウスを屠殺して、ノギスによって腫瘍を二次元で測定し
た。データを図６に示す。抗原、ＩＲＭ、およびＣＤ４０作動薬による免疫化は、ＩＲＭ
単独での免疫化よりも緩慢な腫瘍生育をもたらした。
【０１０４】
　マウスはまた、ＩＲＭ１をＩＲＭ２をで置換したこと以外は上述のようにしてチャレン
ジし、上述のようにして免疫した。ＩＲＭ１の代わりにＩＲＭ２を使用して観察された結
果は、ＩＲＭ１を使用して観察された結果と同様であった。
【０１０５】
実施例７
　実施例６のようにして、マウスを０日目に腫瘍でチャレンジした。５匹のマウスをそれ
ぞれ７日目に、（Ａ）１×１０6細胞同等物（ＣＥ）の腫瘍溶解産物、（Ｂ）１×１０6Ｃ
Ｅ腫瘍溶解産物＋２００μｇのＩＲＭ１、（Ｃ）１×１０6ＣＥ腫瘍溶解産物＋１００μ
ｇのＦＧＫ４．５抗－ＣＤ４０抗体、または（Ｄ）１×１０6ＣＥ腫瘍溶解産物＋２００
μｇのＩＲＭ１＋１００μｇのＦＧＫ４．５抗－ＣＤ４０抗体で免疫した。１４および２
０日目に、マウスにおいてノギスで腫瘍サイズを測定した。データを図７に示す。ＩＲＭ
および抗－ＣＤ４０作動薬の組み合わせによる免疫化は、ＩＲＭ単独またはＣＤ４０作動
薬単独による免疫化よりも緩慢な腫瘍生育をもたらす。
【０１０６】
実施例８
　０日目に、マウスに５００μｇの卵白アルブミン、５０μｇのＣＤ４０作動薬（ＦＧＫ
４．５）と、５００μｇのＩＲＭ３、２００μｇのＩＲＭ４、８００μｇのＩＲＭ５、８
００μｇのＩＲＭ２、またはＩＲＭなし（対照）のいずれかとを腹腔内注射した。６日目
にマウスを屠殺して、脾臓細胞を採取して実施例２で述べるようにして分析した。図８は
、マウス（各群でｎ=３）の各群で観察されたＣＤ８+Ｔ細胞の平均百分率を示す。ＣＤ４
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０作動薬を異なるＩＲＭ化合物との組み合わせで使用して、ＣＤ８+Ｔ細胞の相乗的増殖
が実証される。
【０１０７】
実施例９
　０日目に、マウスを１ｍｇの卵白アルブミン、２００μｇのＩＲＭ１と、２００μｇの
ＣＤ４０リガンド（ＦＧＫ４．５）、２００μｇの４－１ＢＢリガンド（カリフォルニア
州サンディエゴのイーバイオサイエンスからの抗－マウス４－１ＢＢ抗体、クローン１７
Ｂ３（ｅＢｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ））、またはＴＮＦ／Ｒ作
動薬なし（対照）のいずれかとによって免疫した。６日目に、マウスを屠殺して脾臓細胞
を採取し、実施例２で述べるようにして分析した。結果を図９に示す。ＩＲＭ１を異なる
ＴＮＦ／Ｒ作動薬との組み合わせで使用して、ＣＤ８+Ｔ細胞の相乗的増殖が実証される
。
【０１０８】
実施例１０
　０日目に、一組の野生型マウス（ニューヨーク州ジャーマンタウンのタコニック（Ｔａ
ｃｏｎｉｃ（Ｇｅｒｍａｎｔｏｗｎ、ＮＹ））からのＢ６／１２９　Ｆ１）および一組の
ＩＦＮαβ受容体ノックアウトマウス（コロラド州デンバーのナショナル・ジュウイッシ
ュ・メディカル・アンド・リサーチセンター（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｅｗｉｓｈ　Ｍｅｄ
ｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ（Ｄｅｎｖｅｒ、ＣＯ））に、１０
０μｇのＳＩＩＮＦＥＫＬペプチド、５０μｇのＦＧＫ４５（ＣＤ４０作動薬）と、（ａ
）なし（ＣＤ４０のみ）、（ｂ）１００μｇのＩＲＭ１（＋ＴＬＲ７）、（ｃ）５０μｇ
のポリＩＣ（＋ＴＬＲ３）、１００μｇのＣｐＧ（＋ＴＬＲ９）、３０μｇのＬＰＳ（＋
ＴＬＲ４）、または２５μｇのＭＡＬＰ－２（＋ＴＬＲ２）のいずれかとを腹腔内に注射
した。６日目にマウスを屠殺し脾臓細胞を採取して、実施例２で述べるようにして分析し
た。
【０１０９】
　図１０は、組み合わせ免疫賦活薬によるマウスの免疫化後に、野生型およびＩＦＮノッ
クアウトマウスにおいて産生する四量体+Ｔ細胞の百分率、ひいては様々なＴＬＲの作動
薬を含む組み合わせ免疫賦活薬によって誘導した際の相乗的免疫応答のＩＦＮ依存性を示
す。
【０１１０】
実施例１１
　一組の野生型マウス（ニューヨーク州ジャーマンタウンのタコニック（Ｔａｃｏｎｉｃ
（Ｇｅｒｍａｎｔｏｗｎ、ＮＹ））からのＢ６／１２９Ｆ１）および一組のＩＦＮαβ受
容体ノックアウトマウス（コロラド州デンバーのナショナル・ジュウイッシュ・メディカ
ル・アンド・リサーチセンター（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｅｗｉｓｈ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ａ
ｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ（Ｄｅｎｖｅｒ、ＣＯ））に、０日目に５０μｇ
のＦＧＫ４５（ＣＤ４０作動薬）を腹腔内注射した。４時間後、マウスに１００μｇのＳ
ＩＩＮＦＥＫＬを単独で、または１００μｇのＩＲＭ１（ＴＬＲ７作動薬）、２５μｇの
ＭＡＬＰ－２、カリフォルニア州サンディエゴのアレクシス・バイオケミカルズ（Ａｌｅ
ｘｉｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｃｏｒｐ．（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、ＣＡ））からの
５０μｇのＰａｍ３ｃｙｓ、１００μｇのＰａｍ３ｃｙｓ、または２５０μｇのＰａｍ３
ｃｙｓのいずれかを静脈注射した。６日目にマウスを屠殺し脾臓細胞を採取して、実施例
２で述べるようにして分析した。結果を図１１に示す。ＴＬＲ２／６作動薬であるＭＡＬ
Ｐ－２を含む組み合わせ免疫賦活薬によって観察されたインターフェロン－非依存性相乗
的免疫応答は、ＴＬＲ２作動薬であるＰａｍ３ｃｙｓを含む組み合わせ免疫賦活薬を使用
しても観察された。
【０１１１】
　本発明の範囲と精神を逸脱することなく、本発明の様々な修正と変更が可能であること
は業者には明らかである。例証的な実施態様および実施例は実施例としてのみ提供され、
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本発明の範囲を制限することを意図しない。本発明の範囲は以下で述べる特許請求の範囲
によってのみ制限されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１】
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　TLR作動薬およびTNF/R作動薬を、それぞれ、被験者の抗原に対する免疫応答を増大させ
るのに他方との組み合わせにおいて有効な量で含む、医薬組成物。
【請求項２】
　TLR作動薬およびTNF/R作動薬を、それぞれ、TH1免疫応答を誘導するのに他方との組み
合わせにおいて有効な量で含む、被験者においてTH1免疫応答を誘導するための医薬組成
物。
【請求項３】
　TLR作動薬およびTNF/R作動薬を、それぞれ、抗原特異的CD8+T細胞を活性化するのに他
方との組み合わせにおいて有効な量で含む、被験者において抗原特異的CD8+T細胞を活性
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って抗原特異的CD8+エフェクターT細胞を産生させるのに有効な量で含む、抗原に予め曝
露された被験者において抗原特異的CD8+メモリT細胞を活性化するための医薬組成物。
【請求項６】
　ワクチンであって、TLR作動薬、TNF/R作動薬、および抗原を、それぞれ該ワクチンで免
疫された被験者において該抗原に対する免疫応答を誘導するのに他のものとの組み合わせ
において有効な量で含む、前記ワクチン。
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