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(57)【要約】
慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法を提供する。
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によ
れば、過酸化水素を非ヒト動物に投与することで、慢性
膀胱炎の病態を適切に表すモデル動物を提供できる。前
記過酸化水素は、例えば、直接的または間接的に膀胱に
投与でき、尿道からの投与が好ましい。本発明の製造方
法により得られたモデル非ヒト動物は、膀胱炎の病態を
長く維持できるため、例えば、慢性膀胱炎の治療候補剤
のスクリーニングに、極めて有用といえる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
過酸化水素を非ヒト動物に投与する工程を含むことを特徴とする、慢性膀胱炎モデル非ヒ
ト動物の製造方法。
【請求項２】
前記過酸化水素を、体重１ｋｇあたり１〜１０ｍＬ投与する、請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
前記過酸化水素を過酸化水素液として投与し、前記過酸化水素液における過酸化水素濃度
が、０．１〜５．０ｖ/ｖ％である、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
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前記過酸化水素液における過酸化水素濃度が、１．５ｖ/ｖ％である、請求項３記載の製
造方法。
【請求項５】
前記過酸化水素を、尿道から投与する、請求項１から４のいずれか一項に記載の製造方法
。
【請求項６】
前記非ヒト動物が、げっ歯目、ウサギ目、ネコ目、ウシ目、サル目、イヌ目、イタチ目、
イノシシ目および霊長目からなる群から選択された少なくとも一つである、請求項１から
５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
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前記非ヒト動物が、マウス、ラット、モルモット、ハムスター、ウサギ、イヌ、ネコ、フ
ェレット、ヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタ、カニクイザル、アカゲザルおよびマーモセットか
らなる群から選択された少なくとも一つである、請求項１から６のいずれか一項に記載の
製造方法。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか一項に記載の製造方法によって得られることを特徴とする、慢
性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項９】
過酸化水素の未投与状態で、下記（ａ）〜（ｈ）からなる群より選択される少なくとも１
つの特性を、少なくとも１週間示す、請求項８記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物：
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（ａ）１５分あたり、少なくとも２回の排尿
（ｂ）膀胱の線維化
（ｃ）膀胱壁の肥大
（ｄ）膀胱の炎症
（ｅ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱重量の増加
（ｆ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、血管透過性の増加
（ｇ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱における白血球数
の増加
（ｈ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱拡張時の下腹部の
ｌｉｃｋｉｎｇ行動（舐め行動）の時間の増加
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【請求項１０】
線維化マーカーの発現量が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と
比較して有意に高い、請求項８記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項１１】
前記線維化マーカーが、ＴＧＦ−β、ＦＧＦ−２、ＰＤＧＦ、ＩＧＦ−１、ＣＴＧＦ、コ
ラーゲンおよびヒドロキシプリンからなる群から選択された少なくとも一つである、請求
項１０記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項１２】
下記（Ａ）〜（Ｃ）の工程を含むことを特徴とする、慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリー
ニング方法。
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（Ａ）被検物質を、請求項８から１１のいずれか一項に記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動
物に投与する工程
（Ｂ）前記被検物質を投与した前記モデル非ヒト動物における慢性膀胱炎の症状の改善を
確認する工程
（Ｃ）前記（Ｂ）工程で得られた結果に基づいて、慢性膀胱炎の症状を改善する被検物質
を選択する工程
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
慢性膀胱炎の一種である間質性膀胱炎（Ｉｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ

Ｃｙｓｔｉｔｉｓ

；ＩＣ）は、頻尿、尿意亢進、尿意切迫感、炎症および膀胱痛等の症状を示す膀胱の器質
的疾患であり、その重症例では、生活の質が著しく低下する。間質性膀胱炎の根本的な原
因は、明らかになっていないが、これまでに、上皮機能不全、肥満細胞活性化および神経
因性炎という３つの病態生理学的な機構が示唆されている。近年、間質性膀胱炎は、有病
率が高いことが報告されており、認知度が高まるにつれて、臨床現場における治療薬のニ
ーズも高まっている。
【０００３】
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しかしながら、現状では、間質性膀胱炎に対する有効な治療法が確立されておらず、ま
た、現在、日本で使用されている治療薬のすべてが、承認された効能以外の適応外使用で
あって、間質性膀胱炎または間質性膀胱炎に伴う症状に適した治療薬は、世界的にもほと
んど実用化されていない。このように、間質性膀胱炎の治療薬の開発が進まない主な原因
の一つに、間質性膀胱炎の適切なモデル動物が存在しないことがあげられる。
【０００４】
これまで、間質性膀胱炎のモデル動物としては、シクロホスファミドを投与したモデル
動物（非特許文献１、２）、酢酸またはＬＰＳと、プロタミン硫酸とを投与したモデル動
物（非特許文献３、４）、および、ノックアウトのモデル動物（非特許文献５）が報告さ
れている。しかし、これらのモデル動物は、作製方法が煩雑であり、また、膀胱炎の症状
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は示すものの、慢性膀胱炎である間質性膀胱炎の病態を適切に表すモデル動物とは言い難
い。例えば、最も代表的な膀胱炎モデル動物であるシクロホスファミドで誘発される膀胱
炎モデル動物は、膀胱炎の程度が非常に強過ぎる、単回投与では急性膀胱炎の評価しかで
きない（非特許文献２）等の問題がある。また、膀胱炎がすぐに治癒するため、短い時間
のインターバルで低用量のシクロホスファミドを複数回投与することが必要となるが（非
特許文献３）、これは、慢性膀胱炎ではなく、急性膀胱炎を反映しているものと考えられ
る。したがって、間質性膀胱炎を含む慢性膀胱炎の病態を適切に表すモデル動物の提供が
、強く求められている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】Neurosci Lett.2007 Jun 29;421(3):250‑2. Epub 2007 Jun 2.
cological validationof a model of cystitis pain in the mouse.

Pharma

Wantuch C, Piesla

M,Leventhal L.
【非特許文献２】NeurourolUrodyn. 2011 Nov;30(8):1659‑65. doi: 10.1002/nau.21180.
Epub 2011 Jun 29.Functional characterization of a chronic cyclophosphamide‑indu
ced overactivebladder model in mice. Boudes M, Uvin P, Kerselaers S, Vennekens R
, VoetsT, De Ridder D.
【非特許文献３】J Urol. 2004 Oct;172(4 Pt 1):1529‑32. Intravesical botulinum tox
in aadministration produces analgesia against acetic acid induced bladder painre
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sponses in rats. Chuang YC, Yoshimura N, Huang CC, Chiang PH, Chancellor MB.
【非特許文献４】J Urol. 1996 Mar;155(3):1133‑8. Bladder injury model induced in
ratsby exposure to protamine sulfate followed by bacterial endotoxin. Stein PC,P
ham H, Ito T, Parsons CL.
【非特許文献５】Sci Rep. 2012;2:317. Epub 2012 Mar 19.BALB/c‑Fcgr2bPdcd1 mouseex
pressing anti‑urothelial antibody is a novel model of autoimmune cystitis.Sugino
Y, Nishikawa N, Yoshimura K, Kuno S, Hayashi Y, Yoshimura N, Okazaki T,Kanemats
u A, Ogawa O.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
そこで、本発明は、慢性膀胱炎の症状を示すモデル非ヒト動物を容易に製造する方法の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記目的を達成するために、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法は、過酸
化水素を非ヒト動物に投与する工程を含むことを特徴とする。
【０００８】
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物は、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造
方法によって得られることを特徴とする。
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【０００９】
本発明の慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリーニング方法は、下記（Ａ）〜（Ｃ）の工程
を含むことを特徴とする。
（Ａ）被検物質を、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に投与する工程
（Ｂ）前記被検物質を投与した前記モデル非ヒト動物における慢性膀胱炎の症状の改善を
確認する工程
（Ｃ）前記（Ｂ）工程で得られた結果に基づいて、慢性膀胱炎の症状を改善する被検物質
を選択する工程
【発明の効果】
【００１０】
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本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によれば、簡便な処理によって、慢性
膀胱炎の病態を適切に表すモデル動物を提供できる。前記製造方法により得られたモデル
非ヒト動物では、例えば、膀胱粘膜の障害および破綻、それによって引き起こされる粘膜
透過性の増加による炎症性細胞の浸潤および間質層の過形成という慢性膀胱炎のサイクル
が再現されているため、慢性膀胱炎の病態を適切に表しているといえる。このため、前記
モデル非ヒト動物は、例えば、慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリーニングに、極めて有用
といえる。さらに、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によれば、一般に安
価で入手可能な過酸化水素を非ヒト動物に投与することによって、前記モデル非ヒト動物
が得られるため、モデル動物を作製するのに必要な手間およびコストの観点からも有利で
ある。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物と従来の膀胱炎モデル
動物の排尿回数および膀胱重量の増加を比較した結果を示すグラフである。
【図２】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における粘膜透過性お
よび血管透過性を示すグラフである。
【図３】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における膀胱組織を示
す写真である。
【図４】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における膀胱組織を示
す写真である。
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【図５】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する既存治療薬の
薬効評価を示すグラフである。
【図６】実施例１において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における炎症マーカー
および線維化マーカーの発現誘導を示すグラフである。
【図７】実施例２において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における膀胱痛の評価
を示すグラフである。
【図８】実施例２において、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物における膀胱痛の評価
に対する既存治療薬の薬効評価を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】

10

（１）慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法は、前述のように、過酸化水素を非ヒ
ト動物に投与する工程を含むことを特徴とする。
【００１３】
本発明において、前記過酸化水素に代えて、活性酸素を発生させる任意の活性酸素発生
剤を使用できるが、過酸化水素を使用することが好ましい。本発明において前記過酸化水
素は、慢性膀胱炎誘導剤ともいえる。
【００１４】
本発明において、前記過酸化水素の投与量は、特に制限されない。前記過酸化水素の投
与量は、その上限が、例えば、体重１ｋｇあたり１０ｍＬであり、好ましくは体重１ｋｇ
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あたり７ｍＬであり、より好ましくは体重１ｋｇあたり５ｍＬであり、その下限が、例え
ば、体重１ｋｇあたり１ｍＬであり、好ましくは体重１ｋｇあたり１．５ｍＬであり、よ
り好ましくは体重１ｋｇあたり２ｍＬであり、その範囲が、例えば、体重１ｋｇあたり１
〜１０ｍＬであり、好ましくは体重１ｋｇあたり１．５〜７ｍＬであり、より好ましくは
体重１ｋｇあたり２〜５ｍＬである。
【００１５】
本発明において、前記過酸化水素の形態は、特に制限されない。前記過酸化水素は、例
えば、そのまま投与してもよいが、溶媒と混合した過酸化水素液として投与することが好
ましい。前記溶媒は、例えば、水、生理食塩水および緩衝液等があげられる。前記過酸化
水素を過酸化水素液として投与する場合、前記過酸化水素液における過酸化水素濃度は、
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その上限が、例えば、５．０ｖ/ｖ％であり、好ましくは３．０ｖ/ｖ％であり、より好ま
しくは２．０ｖ/ｖ％であり、その下限が、例えば、０．１ｖ/ｖ％であり、好ましくは０
．３ｖ/ｖ％であり、より好ましくは１．０ｖ/ｖ％であり、その範囲が、例えば、０．１
〜５．０ｖ/ｖ％であり、好ましくは０．３〜３．０ｖ/ｖ％であり、より好ましくは１．
０〜２．０ｖ/ｖ％である。前記過酸化水素液における過酸化水素濃度は、好ましくは、
１．５ｖ/ｖ％である。
【００１６】
本発明において、前記過酸化水素の投与方法は、特に制限されず、例えば、直接的また
は間接的に、膀胱に過酸化水素を投与できる方法が好ましい。前記投与方法は、例えば、
経静脈内投与および膀胱内投与があげられ、好ましくは、尿道からのカテーテル挿入によ
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る膀胱内投与である。
【００１７】
本発明において、非ヒト動物は、特に制限されない。前記非ヒト動物は、例えば、げっ
歯目、ウサギ目、ネコ目、ウシ目、サル目、イヌ目、イタチ目、イノシシ目、および霊長
目等があげられる。前記げっ歯目は、例えば、マウス、ラット、ハムスターおよびモルモ
ット等があげられる。他の前記非ヒト動物は、例えば、ウサギ、イヌ、ネコ、フェレット
、ヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタ、カニクイザル、アカゲザルおよびマーモセットがあげられ
る。前記非ヒト動物は、好ましくはげっ歯目であり、より好ましくはマウスおよびラット
であり、特に好ましくはマウスである。過酸化水素を投与する非ヒト動物は、例えば、モ
デル動物の作製に使用される一般的なものが使用できる。
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【００１８】
このような本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によって、慢性膀胱炎の症
状を示すモデル非ヒト動物が得られる。この本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物が示す
特性は、後述する。
【００１９】
（２）慢性膀胱炎モデル非ヒト動物
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物は、前述のように、本発明の慢性膀胱炎モデル非
ヒト動物の製造方法によって得られることを特徴とする。
【００２０】
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物は、例えば、前記過酸化水素の未投与状態で、下
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記（ａ）〜（ｈ）からなる群より選択される少なくとも１つの特性を、少なくとも１週間
示す。
（ａ）１５分あたり、少なくとも２回の排尿
（ｂ）膀胱の線維化
（ｃ）膀胱壁の肥大
（ｄ）膀胱の炎症
（ｅ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱重量の増加
（ｆ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、血管透過性の増加
（ｇ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱における白血球数
20

の増加
（ｈ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱拡張時の下腹部の
ｌｉｃｋｉｎｇ行動（舐め行動）の時間の増加
【００２１】
前記未投与状態とは、製造時の過酸化水素投与の後、さらなる過酸化水素の投与を行わ
ない状態を意味する。
【００２２】
本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物は、前記未投与状態で、膀胱炎の症状を長く維持
することができる。前記（ａ）〜（ｈ）の特性を示す期間は、例えば、少なくとも１週間
、好ましくは少なくとも２週間、より好ましくは少なくとも１ヶ月間である。
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【００２３】
前記（ａ）において、１５分あたりの排尿回数は、例えば、少なくとも２回〜３回、好
ましくは少なくとも４回〜５回、より好ましくは少なくとも５回である。
【００２４】
前記（ｂ）において、膀胱の線維化とは、膠原線維（コラーゲン）等の細胞外基質が増
加し、その結果、膀胱が硬化することを意味する。前記膀胱の線維化は、例えば、線維化
マーカーによって間接的に検出できる。具体例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物
の膀胱において、前記線維化マーカーの発現量が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対
する正常非ヒト動物と比較して有意に高い場合、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱
の線維化が生じていると判断できる。前記線維化マーカーは、特に制限されない。前記線
維化マーカーは、例えば、トランスフォーミング増殖因子β（ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎｇ
ｇｒｏｗｔｈ
ｂｌａｓｔ
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ｆａｃｔｏｒ（ＴＧＦ）−β）、線維芽細胞増殖因子−２（ｆｉｂｒｏ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ（ＦＧＦ）−２）、血小板由来増殖因子（ｐｌ

ａｔｅｌｅｔ−ｄｅｒｉｖｅｄ

ｇｒｏｗｔｈ

ン様増殖因子−１（ｉｎｓｕｌｉｎ−ｌｉｋｅ

ｆａｃｔｏｒ（ＰＤＧＦ））、インスリ
ｇｒｏｗｔｈ

−１）、結合組織増殖因子（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｅ

ｆａｃｔｏｒ（ＩＧＦ）

ｔｉｓｓｕｅ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａ

ｃｔｏｒ（ＣＴＧＦ））等の成長因子類、ならびに、コラーゲンおよびその構成アミノ酸
であるヒドロキシプロリンがあげられる。前記線維化マーカーは、好ましくはＴＧＦ−β
およびコラーゲンであり、より好ましくはコラーゲンである。前記モデル非ヒト動物に対
する正常非ヒト動物と比較して「有意に高いか否か」は、例えば、一般的な統計学的有意
差に基づき判断できる（以下、同様）。
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【００２５】
前記（ｃ）において、膀胱壁の肥大とは、炎症または線維化が生じた結果、膀胱壁の厚
みが増加することを意味する。前記膀胱壁の肥大は、例えば、前記非ヒト動物から取り出
した膀胱を解剖し、膀胱壁の厚みを測定する等の解剖学的所見によって判断できる。具体
例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱において、膀胱壁の厚みが、前記慢性
膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して有意に増加している場合、前
記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱壁の厚みが増加していると判断できる。前記モデル
非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して「有意に増加しているか否か」は、例えば
、一般的な統計学的有意差に基づき判断できる（以下、同様）。
【００２６】

10

前記（ｄ）において、膀胱の炎症とは、膀胱組織への感染、損傷および障害等の有害刺
激に対する生体防御反応を意味する。前記膀胱の炎症は、例えば、炎症マーカーによって
間接的に検出できる。具体例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱において、
前記炎症マーカーの発現量が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物
と比較して有意に高い場合、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱の炎症が生じている
と判断できる。前記炎症マーカーは、特に制限されない。前記炎症マーカーは、例えば、
ＩＬ−１β、ＴＦＮ−αおよびＩＬ−６等の炎症性サイトカイン類、ならびに、ＣＣＬ１
、ＣＣＬ２、ＣＸＣＬ１およびＣＸＣＬ２等のケモカイン類があげられる。前記炎症マー
カーは、好ましくは前記ケモカイン類および前記炎症性サイトカイン類であり、より好ま
しくは前記炎症性サイトカイン類である。

20

【００２７】
前記（ｅ）において、膀胱重量の増加は、例えば、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の
膀胱の重量が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して有意
に増加している場合、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱重量が増加していると判断
できる。
【００２８】
前記（ｆ）において、血管透過性とは、血液中に存在する物質の膀胱組織への移動度を
意味する。このため、血管透過性は、例えば、高分子タンパク質または血球成分が、血管
内から血管壁を通過する程度を意味する。炎症が生じると、血管透過性が増加し、白血球
の浸潤および浮腫等が発生する。後述の実施例において示すように、前記慢性膀胱炎モデ
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ル非ヒト動物では、下記（ｉ）の粘膜透過性が元の状態に戻った後も、前記血管透過性の
増加は持続する。したがって、前記血管透過性の増加が持続する期間は、好ましくは、前
記粘膜透過性の増加が持続する期間よりも長い。前記血管透過性は、例えば、エバンスブ
ルー等の染色用色素を前記非ヒト動物の静脈内に注射した後、前記非ヒト動物から膀胱を
取り出し、膀胱組織中の前記染色用色素の濃度を測定することによって測定できる。具体
例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱において、血管透過性が、前記慢性膀
胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して有意に増加している場合、前記
慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の血管透過性が増加していると判断できる。
【００２９】
前記（ｇ）において、白血球は、特に制限されない。前記白血球は、例えば、好中球、
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好酸球、好塩基球、リンパ球、マクロファージおよび単球があげられる。後述の実施例に
おいて示すように、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物では、下記（ｉ）の粘膜透過性の増
加による膀胱壁の欠失および薄層化が元の状態に戻った後も、白血球等の炎症系細胞の浸
潤は持続する。したがって、前記白血球数の増加が持続する期間は、好ましくは、前記粘
膜透過性の増加が持続する期間よりも長い。具体例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト
動物の膀胱において、白血球が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動
物と比較して有意に増加している場合、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の白血球が増加
していると判断できる。
【００３０】
前記（ｈ）において、下腹部のｌｉｃｋｉｎｇ行動（舐め行動）とは、前記慢性膀胱炎
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モデル非ヒト動物の膀胱痛に対するストレス反応を意味する。前記舐め行動は、具体的に
は、上半身を屈曲させ、尿道口またはその周辺を舌で舐める行動を意味する。後述の実施
例において示すように、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物では、下記（ｉ）の粘膜透過性
が元の状態に戻った後も、前記下腹部の舐め行動の時間の増加は継続する。前記舐め行動
の時間は、例えば、膀胱拡張時を基準として、１〜３０分、好ましくは、０〜６０分にお
いて、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物が、前記舐め行動を行っている時間である。前記
膀胱拡張の方法は、例えば、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱に前記溶媒を注入す
る方法があげられる。具体例として、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物において、前記慢
性膀胱炎モデル非ヒト動物の膀胱に生理的食塩水を注入した時を基準として、例えば、１
〜３０分における前記舐め行動の時間が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常
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非ヒト動物と比較して有意に増加している場合、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の舐め
行動の時間が増加していると判断できる。
【００３１】
その他の症状として、例えば、（ｉ）粘膜透過性の増加があげられる。粘膜透過性とは
、膀胱粘膜層のバリヤー機構の指標であり、その増加はバリヤー機構の障害および破綻を
意味する。前記粘膜透過性は、例えば、エバンスブルー等の染色用色素を前記非ヒト動物
に注射した後、前記非ヒト動物から膀胱を取り出し、前記染色用色素の濃度を測定するこ
とによって測定できる。
【００３２】
前記（ａ）〜（ｈ）または（ｉ）の症状について、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動

20

物と、前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較する場合、例えば、統計学的
有意差に基づき判断できる。前記統計解析手法は、公知の統計解析手法を選択して使用で
きる。前記統計解析手法は、特に制限されず、例えば、一元配置ＡＮＯＶＡ、一元配置反
復測定ＡＮＯＶＡ、ダネット検定、スチューデントのｔ検定およびウィルコクソン検定が
あげられ、これらを組み合わせることもできる。例えば、前記検定において、Ｐ値が０．
０５未満であった場合に有意差が認められたと判断し、一方、Ｐ値が０．０５以上であっ
た場合に有意差が認められなかったと判断できる。前記正常非ヒト動物は、例えば、慢性
膀胱炎を発症していない動物があげられる。
【００３３】
（３）慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリーニング方法
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本発明の慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリーニング方法は、前述のように、下記（Ａ）
〜（Ｃ）の工程を含むことを特徴とする。
（Ａ）被検物質を、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に投与する工程
（Ｂ）前記被検物質を投与した前記モデル非ヒト動物における慢性膀胱炎の症状の改善を
確認する工程
（Ｃ）前記（Ｂ）工程で得られた結果に基づいて、慢性膀胱炎の症状を改善する被検物質
を選択する工程
【００３４】
前記（Ａ）工程において、前記被検物質は、特に制限されない。前記被検物質は、例え
ば、天然化合物、有機化合物、無機化合物、核酸分子、タンパク質およびペプチドなどの
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単一化合物、化合物ライブラリー、遺伝子ライブラリーの発現産物、細胞抽出物、細胞培
養上清、発酵微生物産生物、海洋生物抽出物ならびに植物抽出物があげられる。
【００３５】
前記（Ａ）工程において、前記被検物質を本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に投与
する方法は、特に制限されない。前記投与方法は、例えば、経口投与および非経口投与が
あげられる。前記非経口投与は、例えば、経静脈内投与、筋肉内投与、腹腔内投与、皮下
投与、経鼻投与、経肺投与および経皮投与があげられる。前記被検物質がタンパク質およ
びペプチドである場合、例えば、前記タンパク質等をコードする遺伝子を有するウイルス
ベクターを構築し、その感染力を利用して、前記遺伝子を本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒ
ト動物に投与し、その体内で発現させてもよい。
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【００３６】
前記（Ｂ）工程において、慢性膀胱炎に対する改善の確認は、前記モデル非ヒト動物が
示す症状に基づいて行うことができる。慢性膀胱炎に対する改善の確認に用いられる症状
は、例えば、前記（ａ）〜（ｈ）があげられる。本発明において、「改善」とは、例えば
、慢性膀胱炎の症状が正常な状態へ回復していること、または、慢性膀胱炎の症状が緩和
していることをいう。当業者であれば、本明細書の記載に基づき、前記モデル非ヒト動物
において、慢性膀胱炎の症状が改善しているか否かを判定できる。具体例としては、例え
ば、前記被検物質を投与した前記モデル非ヒト動物と前記モデル非ヒト動物に対する正常
非ヒト動物との症状の比較、または、前記被検物質投与前もしくは投与後の症状の比較に
10

基づき、判定できる。
【００３７】
そして、前記（Ｃ）工程において、前記（Ｂ）工程の結果から、慢性膀胱炎の症状を改
善する被検物質を選択することにより、慢性膀胱炎の治療候補剤を得ることができる。な
お、本発明において、治療とは、例えば、慢性膀胱炎の症状の改善、予防の意味も含む。
【実施例】
【００３８】
以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明するが、本発明は実施例に記載された態様に
限定されるものではない。
【００３９】

20

［実施例１］
マウスの尿道から過酸化水素を投与して、慢性膀胱炎モデルマウスを作製し、その性質
を確認した。
【００４０】
（１）慢性膀胱炎モデルマウスの作製方法
過酸化水素を注入するマウスとして、５〜６週齢の雌性Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウス（日本
エスエルシー株式会社）を使用した。マウスの生育は、２０〜２６℃、３５％〜７５％の
相対湿度および１２時間の明暗周期に維持した飼育ケージを使用し、明期は、午前８時か
ら自動的に開始させ、飼育ケージ１つあたり４〜６匹のグループとした。マウスには、食
料および水を自由に与えた。
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【００４１】
そして、前記マウスへのＨ２Ｏ２の投与は、以下のようにして行った。まず、カテーテ
ルを通じて尿が観察されるまで、イソフルラン麻酔下、２４−Ｇポリプロピレンカテーテ
ルを膀胱に挿入し、尿が排出されるまで、下腹部をわずかに圧迫した。ついで、生理食塩
水（大塚製薬株式会社）にＨ２Ｏ２（三徳化学工業株式会社）を溶解させて、所定濃度（
１．５ｖ／ｖ％）のＨ２Ｏ２溶液を調製し、前記Ｈ２Ｏ２溶液５０μＬを、カテーテルを
通じて膀胱に注入した。３０分後に、前記Ｈ２Ｏ２溶液を膀胱に再度注入した。このよう
にして、実施例の慢性膀胱炎モデルマウスを得た。
【００４２】
比較例は、薬剤として、前記Ｈ２Ｏ２に代えてシクロホスファミド（和光純薬工業株式
会社）を使用した。具体的には、生理食塩水（大塚製薬株式会社）にシクロホスファミド
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（和光純薬工業株式会社）を溶解させて、１５ｍｇ／ｍＬのシクロホスファミド溶液を調
製し、これを体重１ｋｇあたりシクロホスファミド３００ｍｇとなるように、前記マウス
に腹腔内投与した。また、コントロールは、薬剤は未添加とし、前記にＨ２Ｏ２に代えて
、生理食塩水（大塚製薬株式会社）５０μＬを、前記マウスに腹腔内投与した。このよう
にして、比較例のモデルマウスおよびコントロールのモデルマウスを得た。
【００４３】
前記実施例、比較例およびコントロールのモデルマウスについて、以下に示す各特性を
確認した。なお、各特性の結果は、ＳＡＳプログラム（Ｖｅｒ．８．２、ＳＡＳ

Ｉｎｓ

ｔｉｔｕｔｅ社）を用いて、統計的に分析し、平均±Ｓ．Ｅ．Ｍとして示した。また、各
特性の結果は、一元配置ＡＮＯＶＡまたは一元配置反復測定ＡＮＯＶＡを行った後に、事
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後ダネット比較検定を行うことによって、統計的に分析し、すべての結果について、Ｐ値
が０．０５未満の場合に、統計的に有意であると判断した。
【００４４】
（２）排尿回数および膀胱重量の測定
前記（１）の作製方法において、前記Ｈ２Ｏ２投与（１．５ｖ／ｖ％）または前記シク
ロホスファミド投与後３時間、１日目および７日目のマウス（それぞれｎ＝６）について
、排尿回数および膀胱重量を測定した。また、コントロールとして、生理食塩水を投与し
たマウス（ｎ＝６）についても、排尿回数および膀胱重量を測定した。排尿回数は、以下
のように測定した。まず、前記モデルマウスを、濾紙（アドバンテッククロマトグラフィ
ー用濾紙Ｎｏ．５０、東洋濾紙株式会社）を敷いた透明なプラスチックケージ（２０ｃｍ
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×２５ｃｍ×１４ｃｍ：幅×長さ×高さ）内で、前記生育条件下に３０分間適応させた。
つぎに、濾紙を新しいものに交換し、前記マウスを１５分間自由に行動させ、前記マウス
の行動を録画した。その後、録画内容を確認して、前記濾紙上の排尿スポット（染み）の
数を数えることによって、１５分間における排尿回数を測定した。また、膀胱重量は、前
記マウスから膀胱を取り出し、その湿重量として測定した。なお、排尿回数および膀胱重
量は、同条件で処理したマウス群から任意に６匹を選択して測定した。
【００４５】
これらの結果を図１に示す。図１は、モデルマウスにおける１５分あたりの排尿回数お
よび膀胱重量を示すグラフである。図１において、左の上下のグラフが、排尿回数、右の
上下のグラフが、膀胱重量の結果であり、上の２つのグラフが、シクロホスファミドを投
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与した比較例のモデルマウス、下の２つのグラフが、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデル
マウスの結果である。また、図１において、「Ｃｏｎｔｒｏｌ」は、薬剤未投与の結果で
あり、「３ｈ、１ｄおよび７ｄ」は、それぞれ、薬剤投与後３時間、１日目および７日目
の結果である。
【００４６】
図１に示すように、比較例のモデルマウスの排尿回数は、投与後３時間において増加し
ていたが、その後、急激に減少し、投与後７日目には薬剤未投与とほぼ同じ状態になった
。一方、実施例のモデルマウスの排尿回数は、投与後、次第に増加し、投与後７日目にお
いても、投与後１日目よりも、さらに増加する傾向が確認された。また、比較例のモデル
マウスの膀胱重量は、投与後３時間において増加しており、投与後１日目は、その状態が
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維持されていたが、投与後７日目には薬剤未投与とほぼ同じ状態になった。一方、実施例
のモデルマウスの膀胱重量は、投与後３時間において増加しており、投与後７日目におい
ても、その状態が維持されていた。これらの結果は、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデル
マウスでは、シクロホスファミドを投与した比較例のモデルマウスと比較して、膀胱炎の
症状が持続する期間が極めて長いことを示している。
【００４７】
（３）膀胱の粘膜透過性および血管透過性の測定
膀胱の粘膜透過性および血管透過性の測定を行った。具体的には、粘膜透過性を評価す
るために、前記（１）の作製方法において、Ｈ２Ｏ２未投与（ｎ＝６）、あるいは前記Ｈ
２Ｏ２（１．５ｖ／ｖ％）投与後３時間、１日目および７日目のマウス（それぞれｎ＝６
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、４および１０）について、カテーテルを用いて、滅菌生理食塩水に溶解させた５％エバ
ンスブルー（ナカライテスク株式会社）０．０５ｍＬを膀胱内に注射した。また、血管透
過性を評価するために、Ｈ２Ｏ２未投与、あるいは前記Ｈ２Ｏ２（１．５ｖ／ｖ％）投与
後３時間、１日目および７日目のマウス（それぞれｎ＝６）について、滅菌生理食塩水に
溶解させた５％エバンスブルー０．１ｍＬを尾静脈に注射した。注射後３０分に、前記モ
デルマウスから膀胱を取り出した。そして、膀胱をホルムアミド１ｍＬ中で一晩加熱（５
６℃）し、エバンスブルーを抽出した。得られた抽出液における色素（エバンスブルー）
濃度（μｇ／ｍＬ）を、分光光度計（Ｂｉｏ−Ｒａｄ）により定量することによって、膀
胱の粘膜透過性および血管透過性をそれぞれ評価した。
【００４８】
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これらの結果を図２に示す。図２は、モデルマウスの膀胱における粘膜透過性および血
管透過性を、色素濃度により示すグラフである。図２において、左のグラフが、粘膜透過
性、右のグラフが、血管透過性の結果であり、「Ｃｏｎｔｒｏｌ」は、薬剤未投与の結果
であり、「３ｈ、１ｄおよび７ｄ」は、それぞれ、薬剤投与後３時間、１日目および７日
目の結果である。
【００４９】
図２に示すように、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスの粘膜透過性は、投与後
に増加し、投与後１日目においてもその状態が維持されていたが、投与後７日目において
は、薬剤未投与とほぼ同じ状態になった。また、前記実施例のモデルマウスの血管透過性
は、投与後に増加し、投与後７日目においてもその状態が維持されていた。これらの結果
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は、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスでは、膀胱粘膜層におけるバリヤー機構の
障害および破綻により炎症が惹起されるが、バリヤー機構の障害および破綻が数日以内に
治癒した後も、血管透過性の増加を伴った膀胱炎の症状が持続することを示している。
【００５０】
（４）膀胱の組織学的検査
前記（１）の方法で作製したＨ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスまたは生理食塩
水を投与したコントロールのモデルマウスに対し、ペントバルビタールナトリウム麻酔下
、カリウムフリーのリン酸緩衝生理食塩水を経心臓的に灌流させた。ついで、前記モデル
マウスから膀胱を取り出し、縦方向に分割した膀胱組織を、一晩、４％パラホルムアルデ
ヒドで後固定し、パラフィンに包埋した。得られたパラフィン包埋組織を５μｍの切片に

20

切断し、ヘマトキシリンおよびエオシンで染色した。そして、染色後の前記組織を、顕微
鏡システム（ＢＺ−８１００；株式会社キーエンス）により観察した。
【００５１】
これらの結果を図３および図４に示す。図３は、染色した膀胱組織の顕微鏡写真であり
、図４は、図３の拡大写真である。図３および図４において、上段の写真が、生理食塩水
を投与したコントロールのモデルマウス、下段が、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマ
ウスの結果である。
【００５２】
図３および図４に示すように、実施例のモデルマウスの膀胱は、コントロールのモデル
マウスと比較して、投与後３時間あるいは１日目においては、膀胱壁の欠失（例えば、図
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３における３時間後の写真中の矢印部分）、薄層化および間質の肥大化が生じていた。投
与後７日目においては、膀胱壁の欠失および薄層化は元の状態に戻っていたが、間質層の
肥大化はその状態が維持されていた。また、実施例のモデルマウスの膀胱は、コントロー
ルのモデルマウスと比較して、間質内において白血球等の炎症系細胞の浸潤が確認され、
投与後７日目においてもその状態が維持されていた（例えば、図４における７日目の写真
中の矢印部分）。これらの結果は、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスでは、まず
、膀胱壁の欠失および薄層化が生じ、膀胱炎の症状が惹起されるが、膀胱壁の欠失および
薄層化が数日以内に治癒した後も、炎症系細胞の浸潤を伴った膀胱炎の症状が持続するこ
とを示している。
【００５３】
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（５）既存治療薬の薬効効果の確認
前記（１）の方法で作製した、Ｈ２Ｏ２の投与後７日目の実施例のモデルマウスに対し
て、既存治療薬の腹腔内投与を行った。前記既存治療薬として、適用外使用の薬剤であり
、慢性膀胱炎の治療薬として十分ではないことが報告されているものを使用した。具体的
には、三環系抗うつ薬であるアミトリプチリン（ＡＭＴ、１ｍｇ／ｋｇ）、非ステロイド
系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）であるインドメタシン（ＩＮＤ、３ｍｇ／ｋｇ）、抗コリン薬
であるオキシブチニン（ＯＸＹ、３ｍｇ／ｋｇ）、オピオイド鎮痛薬であるモルヒネ（Ｍ
ＯＲ、３ｍｇ／ｋｇ）を使用した。体重あたりの投与量は、それぞれ、括弧内に示す。な
お、アミトリプチリン（ｎ＝７）、インドメタシン（ｎ＝７）、オキシブチニン（ｎ＝７
）およびモルヒネ（ｎ＝６）は、使用直前に、５％ＤＭＳＯおよび２％Ｔｗｅｅｎ８０（
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ナカライテスク株式会社）を含む生理食塩水（ｎ＝７）に溶解させて使用した。また、コ
ントロールとして、前記既存治療薬に代えて、生理食塩水（ｎ＝６）を同様に腹腔内投与
した（Ｖ）。そして、前記既存治療薬の投与後３０分に、前記（２）と同様の方法により
、排尿回数および膀胱重量を測定した。また、前記（１）の方法で作製したコントロール
のモデルマウスについて、前記既存治療薬を投与することなく、同様に排尿回数および膀
胱重量を測定した。
【００５４】
これらの結果を図５に示す。図５は、左が、モデルマウスにおける１５分あたりの排尿
回数を示すグラフであり、右が、膀胱重量を示すグラフである。図５の両グラフにおいて
、各バーは、左から、コントロールモデルマウス（saline）、生理食塩水投与の実施例モ

10

デルマウス（Ｖ）、ＡＭＴ投与の実施例モデルマウス、ＩＮＤ投与の実施例モデルマウス
、ＯＸＹ投与の実施例モデルマウス、および、ＭＯＲ投与の実施例モデルマウスの結果で
ある。
【００５５】
図５に示すように、これらの既存治療薬を投与した実施例モデルマウスの排尿回数は、
前記既存治療薬を未投与の実施例モデルマウス（Ｖ）と比較して、有意に減少した。一方
、これらの既存治療薬を投与した実施例モデルマウスと、前記既存治療薬を未投与の実施
例モデルマウスとの間で、膀胱重量の増加に有意差は認められなかった。これらの結果は
、前記既存治療薬が排尿回数を低減させたものの、膀胱炎を治療できたことを示すもので
はなかった。つまり、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスが、慢性膀胱炎の症状を
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適切に表しており、慢性膀胱炎の治療薬のスクリーニングならびに評価に使用できること
を示している。
【００５６】
（６）炎症性サイトカインおよび線維化マーカーの発現
前記（１）の作製方法において、前記Ｈ２Ｏ２投与（１．５ｖ／ｖ％）後、３時間、１
日目および７日目の実施例モデルマウス（それぞれｎ＝４）について、炎症性サイトカイ
ンであるインターロイキン−１β（ＩＬ−１β）、腫瘍壊死因子（Ｔｕｍｏｒ
ｏｓｉｓ

Ｎｅｃｒ

Ｆａｃｔｏｒ（ＴＮＦ））−αおよびインターロイキン−６（ＩＬ−６）、な

らびに、線維化マーカーであるトランスフォーミング増殖因子（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｉｎ
ｇ

Ｇｒｏｗｔｈ

Ｆａｃｔｏｒ（ＴＧＦ））‑βの発現を確認した。具体的には、前記
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マウスから膀胱を取り出し、常法に基づいて、トータルＲＮＡを抽出し、Ｒｅａｌ−Ｔｉ
ｍｅ

ＲＴ−ＰＣＲ法により、各炎症性サイトカインおよび線維化マーカーのｍＲＮＡの

発現量を測定した。また、薬剤未投与のコントロールモデルマウスについても、同様に炎
症性サイトカインおよび線維化マーカーのｍＲＮＡの発現量を測定した（ｎ＝３）。
【００５７】
これらの結果を図６に示す。図６は、モデルマウスの膀胱における各炎症性サイトカイ
ン（ＩＬ−１β、ＴＮＦ−αおよびＩＬ−６）および線維化マーカー（ＴＧＦ‑β）のｍ
ＲＮＡの発現量を示すグラフである。図６の各グラフにおいて、「Ｃｏｎｔｒｏｌ」は、
薬剤未投与のコントロールモデルマウスの結果であり、「３ｈ、１ｄおよび７ｄ」は、そ
れぞれ、Ｈ２Ｏ２投与後３時間、１日目および７日目の実施例モデルマウスの結果である
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。
【００５８】
図６に示すように、実施例モデルマウスにおいて、ＩＬ−６は、Ｈ２Ｏ２投与後３時間
をピークに徐々に減少したが、ＩＬ−１βおよびＴＮＦ−αは、投与後３時間から発現誘
導が認められ、７日目でもほぼ持続していた。また、図６に示すように、実施例モデルマ
ウスにおいて、線維化マーカーであるＴＧＦ−βは、徐々に発現が増加した。これらの結
果は、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスでは、膀胱炎の症状が持続する期間が極
めて長く、さらに、膀胱の線維化も生じていることを示している。膀胱の線維化は、症状
の持続が短い急性膀胱炎で見られる所見ではなく、症状の持続が長い慢性膀胱炎で見られ
る所見である。このことからも、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスが、慢性膀胱
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炎の症状を適切に表していることがわかる。
【００５９】
［実施例２］
マウスの尿道から過酸化水素を投与して、慢性膀胱炎モデルマウスを作製し、膀胱痛の
評価を行った。
【００６０】
（１）膀胱痛の評価
膀胱痛の評価を行った。具体的には、前記実施例（１）の作製方法において、生理食塩
水投与後１日目および７日目のマウス（それぞれｎ＝７および１２）、あるいはＨ２Ｏ２
（１．５ｖ／ｖ％）投与後１日目および７日目のマウス（それぞれｎ＝６および１５）に
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ついて、イソフルラン麻酔下で、カテーテルを用いて、５０μＬの生理食塩水を膀胱内に
注入した。前記注入後、前記膀胱内に注入した生理食塩水は排出させず、前記カテーテル
を抜去した。つぎに、前記マウスを麻酔から回復させ、回復後２０分間の行動をビデオ撮
影し、下腹部へのlicking行動（舐め行動）を行う時間を測定することによって、膀胱痛
を評価した。
【００６１】
これらの結果を図７に示す。図７は、モデルマウスの舐め行動の時間を示すグラフであ
る。図７において、横軸は、薬剤投与後の日数を示し、縦軸は、舐め行動の時間を示す。
また、図７において、「Ｓａｌｉｎｅ」は、生理食塩水投与のコントロールのモデルマウ
スの結果であり、「１．５％Ｈ２Ｏ２」は、実施例のモデルマウスの結果である。
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【００６２】
図７に示すように、生理食塩水投与のコントロールのモデルマウスは、いずれの日数に
おいても、舐め行動の時間は、変化しなかった。これに対して、Ｈ２Ｏ２を投与した実施
例のモデルマウスの舐め行動の時間は、投与後７日目において増加し、投与後１４日目（
図示せず）においてもその状態が維持されていた。これらの結果は、Ｈ２Ｏ２を投与した
実施例のモデルマウスでは、遅発性且つ持続性の膀胱痛が生じていることを示している。
【００６３】
（２）既存治療薬の薬効効果の確認
前記実施例２（１）の方法で作製した、Ｈ２Ｏ２の投与後７日目の膀胱痛の評価に用い
た実施例のモデルマウスに対して、膀胱内に生理食塩水を注入する３０分前に、既存治療
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薬の腹腔内投与を行った。前記既存治療薬および前記既存治療薬の体重あたりの投与量は
、前記実施例１（５）と同様とした。なお、アミトリプチリン（ｎ＝１２）、インドメタ
シン（ｎ＝６）、オキシブチニン（ｎ＝５）およびモルヒネ（ｎ＝１１）は、使用直前に
、５％ＤＭＳＯおよび２％Ｔｗｅｅｎ８０（ナカライテスク株式会社）を含む生理食塩水
に溶解させて使用した。また、コントロールとして、前記既存治療薬に代えて、５％ＤＭ
ＳＯおよび２％Ｔｗｅｅｎ８０を含む生理食塩水（ｎ＝１５）を同様に腹腔内投与した（
Ｖｅｈ）。そして、前記実施例２（１）と同様にして、舐め行動の時間を測定した。また
、前記実施例２（１）の方法で作製したコントロールのモデルマウスについて、前記既存
治療薬を投与することなく、同様に舐め行動の時間を測定した（ｎ＝１２）。
【００６４】
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これらの結果を図８に示す。図８は、モデルマウスの舐め行動の時間を示すグラフであ
る。図８において、各バーは、左から、コントロールのモデルマウス（saline）、生理食
塩水投与の実施例のモデルマウス（Ｖｅｈ）、ＭＯＲ投与の実施例のモデルマウス、ＡＭ
Ｔ投与の実施例のモデルマウス、ＯＸＹ投与の実施例のモデルマウスおよびＩＮＤ投与の
実施例のモデルマウスの結果である。
【００６５】
図８に示すように、ＭＯＲまたはＡＭＴを投与した実施例のモデルマウスの舐め行動の
時間は、未投与の実施例のモデルマウス（Ｖｅｈ）と比較して有意に減少した。一方、Ｏ
ＸＹまたはＩＮＤを投与した実施例のモデルマウスの舐め行動の時間は、未投与の実施例
のモデルマウス（Ｖｅｈ）と比較して有意な差はみられなかった。ヒトの慢性膀胱炎にお
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いて、ＭＯＲおよびＡＭＴは、膀胱痛の症状緩和に使用されており、他方、ＯＸＹおよび
ＩＮＤは、膀胱痛の症状緩和には、ほとんど効果がないことが知られている。このため、
前記既存治療薬を実施例のモデルマウスに投与した結果は、ヒトの慢性膀胱炎における結
果と一致する。つまり、Ｈ２Ｏ２を投与した実施例のモデルマウスが、慢性膀胱炎におけ
る膀胱痛の症状を適切に表しており、慢性膀胱炎の治療薬のスクリーニングならびに評価
に使用できることを示している。
【００６６】
以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上記実施
形態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のス
コープ内で当業者が理解しうる様々な変更をできる。
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【００６７】
この出願は、２０１２年１０月３０日に出願された日本出願特願２０１２−２３８５２
８を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
以上のように、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によれば、慢性膀胱炎
の病態を適切に表すモデル動物を提供できる。前記製造方法により得られたモデル非ヒト
動物では、例えば、膀胱粘膜の障害および破綻、それによって引き起こされる粘膜透過性
の増加による炎症性細胞の浸潤および間質層の過形成という慢性膀胱炎のサイクルが再現
されているため、慢性膀胱炎の病態を適切に表しているといえる。このため、前記モデル
非ヒト動物は、例えば、慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリーニングに、極めて有用といえ
る。さらに、本発明の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製造方法によれば、一般に入手可能
な過酸化水素を非ヒト動物に投与することによって、前記モデル非ヒト動物が得られるた
め、モデル動物を作製するのに必要な手間およびコストの観点から有利である。
【図１】

【図５】

【図６】
【図２】
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【図７】
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【図３】

【図８】
【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月11日(2014.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
過酸化水素を非ヒト動物に投与する工程を含み、
前記過酸化水素を過酸化水素液として投与し、前記過酸化水素液における過酸化水素濃度
が、１．０〜２．０ｖ／ｖ％であることを特徴とする、慢性膀胱炎モデル非ヒト動物の製
造方法。
【請求項２】
前記過酸化水素を、体重１ｋｇあたり１〜１０ｍＬ投与する、請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
前記過酸化水素液における過酸化水素濃度が、１．５ｖ／ｖ％である、請求項１または２
記載の製造方法。
【請求項５】
前記過酸化水素を、尿道から投与する、請求項１から４のいずれか一項に記載の製造方法
。
【請求項６】
前記非ヒト動物が、げっ歯目、ウサギ目、ネコ目、ウシ目、サル目、イヌ目、イタチ目、

(16)
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イノシシ目および霊長目からなる群から選択された少なくとも一つである、請求項１から
５のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項７】
前記非ヒト動物が、マウス、ラット、モルモット、ハムスター、ウサギ、イヌ、ネコ、フ
ェレット、ヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタ、カニクイザル、アカゲザルおよびマーモセットか
らなる群から選択された少なくとも一つである、請求項１から６のいずれか一項に記載の
製造方法。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか一項に記載の製造方法によって得られることを特徴とする、慢
性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項９】
過酸化水素の未投与状態で、下記（ａ）〜（ｈ）からなる群より選択される少なくとも１
つの特性を、少なくとも１週間示す、請求項８記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物：
（ａ）１５分あたり、少なくとも２回の排尿
（ｂ）膀胱の線維化
（ｃ）膀胱壁の肥大
（ｄ）膀胱の炎症
（ｅ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱重量の増加
（ｆ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、血管透過性の増加
（ｇ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱における白血球数
の増加
（ｈ）前記モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と比較して、膀胱拡張時の下腹部の
ｌｉｃｋｉｎｇ行動（舐め行動）の時間の増加
【請求項１０】
線維化マーカーの発現量が、前記慢性膀胱炎モデル非ヒト動物に対する正常非ヒト動物と
比較して有意に高い、請求項８記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項１１】
前記線維化マーカーが、ＴＧＦ−β、ＦＧＦ−２、ＰＤＧＦ、ＩＧＦ−１、ＣＴＧＦ、コ
ラーゲンおよびヒドロキシプリンからなる群から選択された少なくとも一つである、請求
項１０記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動物。
【請求項１２】
下記（Ａ）〜（Ｃ）の工程を含むことを特徴とする、慢性膀胱炎の治療候補剤のスクリー
ニング方法。
（Ａ）被検物質を、請求項８から１１のいずれか一項に記載の慢性膀胱炎モデル非ヒト動
物に投与する工程
（Ｂ）前記被検物質を投与した前記モデル非ヒト動物における慢性膀胱炎の症状の改善を
確認する工程
（Ｃ）前記（Ｂ）工程で得られた結果に基づいて、慢性膀胱炎の症状を改善する被検物質
を選択する工程
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【国際調査報告】
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