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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移植片対宿主疾患を検査するための方法であって，被験者または被検動物から得た試料中
のＣＣＬ８蛋白質の量を測定し，得られた測定値を移植片対宿主疾患の診断または経過の
指標とすることを特徴とする方法。
【請求項２】
移植片対宿主疾患の診断が移植片対宿主疾患の臨床症状の発症前に行われる，請求項１記
載の方法。
【請求項３】
ＣＣＬ８蛋白質の量が抗ＣＣＬ８抗体を用いて測定される，請求項１または２に記載の方
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法。
【請求項４】
ＣＣＬ８蛋白質の量が，質量分析計，高速液体クロマトグラフィーおよび２次元電気泳動
からなる群より選択される方法を用いて測定される，請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
抗ＣＣＬ８抗体を含む移植片対宿主疾患の検査薬。
【請求項６】
移植片対宿主疾患の治療薬の候補物質を選択する方法であって，
移植片対宿主疾患のモデル動物に試験物質を投与し，
前記モデル動物から得た試料中のＣＣＬ８蛋白質の量を測定し，そして，
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試験物質を投与したときに投与していないときと比較してＣＣＬ８蛋白質の量が低い場合
に，その試験物質を移植片対宿主疾患の治療薬の候補物質として選択する，
の各工程を含む方法。
【請求項７】
抗ＣＣＬ８抗体を有効成分として含む，移植片対宿主疾患を治療するための医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する出願
本出願は，日本特許出願２００７−１６５５４７（２００７年６月２２日出願）に基づ
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く優先権を主張しており，この内容は本明細書に参照として取り込まれる。
【０００２】
技術分野
本発明は，移植片対宿主疾患を検査するための方法および試薬，ならびに治療方法およ
び治療用医薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００３】
造血幹細胞移植（Ｈｅｍａｔｏｐｏｉｅｔｉｃ

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ

Ｔｒａｎｓｐｌ

ａｎｔａｔｉｏｎ：ＨＳＣＴ）は，他人の造血幹細胞を患者に移植してその造血機能およ
び免疫機能を再構築させる療法であり，広範な種類の血液，腫瘍，代謝および免疫疾患の
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治療法として確立している。最近２０年間に移植後免疫抑制療法は著しく進歩したが，移
植片対宿主疾患（Ｇｒａｆｔ

Ｖｅｒｓｕｓ

Ｈｏｓｔ

Ｄｉｓｅａｓｅ；ＧＶＨＤ）は

依然として生命にかかわる重大な移植後合併症である。ＨＳＣＴのレシピエント（患者）
の３０−８０％は，免疫抑制剤を用いた予防法にもかかわらず，ＧＶＨＤを発症する。し
たがって，ＧＶＨＤを早期に診断し，早期に治療を開始し，治療効果を客観的にモニター
することが望ましい。また現在の治療法では完治しないことがあり，新たな治療方法の開
発が望まれる。ＧＶＨＤの発症率，診断，治療については，Sullivanら（Sullivan
Graft

vs.

Thomas
well

host

disease.

Hematopoietic

Publishing;

In:

Cell

Blume

KG,

Forman

Transplantation.

3rd

SJ,

Appelbaum

ed.

Malden,

FR,
MA:

KM.
eds.
Black

2004:635‑664）を参照されたい。
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【０００４】
しかしながら，現在のところ，ＧＶＨＤの診断は，主として皮膚発疹，高ビリルビン血
症，下痢などの臨床徴候に基づいて行われており，ＧＶＨＤを他の類似する合併症（静脈
閉塞病，ウイルスの再活性化，毒性に関連する治療計画など）から区別しうる決定的なバ
イオマーカーは存在しない。このため，ＧＶＨＤの鑑別診断には臓器生検などの侵襲的方
法が必要である。しかし，生検は侵襲的でしかも主観的な診断方法である。したがって，
生検に頼ることなく，初期に正確・客観的で定量的な診断を与え，ＧＶＨＤの適切な治療
およびＨＳＣＴの転帰の改善を可能とする新たな方法の開発が求められている。
【０００５】
最近のプロテオミクスの進歩は，生物学的液体中における蛋白質の広範囲な発現を調べ
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，疾病または病的状態における新規なバイオマーカーを同定するいくつかの手法を提供す
る。これらの手法の１つは表面増強レーザー脱離／イオン化飛行時間質量分析器（ＳＥＬ
ＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳ）であり，これは，血漿等の複雑な組成の体液から蛋白質を分離して

比較蛋白質プロファイルを生成するための，ハイスループットでありかつ感度の高いプロ
テオミクス的アプローチである。Petricoinら（Petricoin
BA,

et

ncer.

al.
Lancet.

Use

of

proteomic

patterns

in

serum

EF,

Ardekani

AM,

to

identify

ovarian

Hitt
ca

2002;359:572‑577）は，SELDIを用いたプロテオミクス解析による卵巣

癌バイオマーカーについて報告している。ＳＥＬＤＩにおいては，生物学的サンプルから
得た蛋白質を，プロテインチップ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ
ｍｏｎｔ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｒｅ

ＣＡ）上の化学的に修飾したアフィニティー表面に選択的に結合させ，非特異
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的に結合した不純物を洗い流す。次に，捕捉された蛋白質をＴＯＦ−ＭＳにより分析して
，各蛋白質の分子量（ｍ／ｚ）および相対濃度（強度）のスペクトルを生成する。最近の
研究では，この技術を癌および他の疾病の診断に適用して，成功している。
【０００６】
ＧＶＨＤにおけるヒトの体液のプロテオミクス分析についても報告がある。しかし，ヒ
トの臨床試料を用いた実験では，遺伝的背景および環境により影響されるアーチファクト
を回避することができず，このことが新規のバイオマーカーの発見を困難にしている。特
にＨＳＣＴ後の患者においては，広範な種類の既存疾病，調整的養生計画，ＧＶＨＤ予防
法などが存在するため，これまでのところ，プロテオミクス分析を含めた生化学的方法に
基づいて有用なマーカーが見いだされたという報告はない。例えば，Kaiserら（Kaiser
T,
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transplantation.

2004;104:340‑349）は，尿を材料としてプロテオミクス解析によるＧＶＨＤの

マーカーの検討を報告している。２つのタンパク質（リューコトリエン；炎症メディエー
ター，血清アルブミン；血清でもっとも多いタンパク質）が同定されたが，ＧＶＨＤ特異
的なタンパク質は見つからなかった。
【０００７】
本明細書において引用される参考文献は以下のとおりである。これらの文献に記載され
る内容はすべて本明細書に参照として取り込まれる。これらの文献のいずれかが，本明細
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書に対する先行技術であると認めるものではない。
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【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は，移植片対宿主疾患を検査する方法，かかる方法に用いる検査薬，ならびに治
療方法および治療用医薬組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは，移植片対宿主疾患を発症しているモデル動物と対照との間で異なるよう
に発現されている蛋白質を広範囲に調べたところ，移植片対宿主疾患ではＣＣＬ８の発現
量が有意に上昇していることを発見し，さらに移植片対宿主疾患の臨床症状の発症および
経過とＣＣＬ８の発現量とが相関することを見い出して，本発明を完成した。
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【００１０】
すなわち，本発明は，移植片対宿主疾患を検査するための方法であって，被験者または
被検動物から得た試料中のＣＣＬ８蛋白質の量を測定し，得られた測定値を移植片対宿主
疾患の診断または経過の指標とすることを特徴とする方法を提供する。好ましくは，移植
片対宿主疾患の診断は移植片対宿主疾患の臨床症状の発症前に行われる。
【００１１】
本発明の方法においては，好ましくは，ＣＣＬ８蛋白質の量は抗ＣＣＬ８抗体を用いて
測定する。また好ましくは，ＣＣＬ８蛋白質の量は，質量分析計（ＭＳ），高速液体クロ
マトグラフィー（ＨＰＬＣ）および２次元電気泳動からなる群より選択される方法を用い
て測定される。
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【００１２】
本発明はまた，抗ＣＣＬ８抗体を含む移植片対宿主疾患の検査薬を提供する。
【００１３】
本発明はさらに，移植片対宿主疾患の治療薬の候補物質を選択する方法を提供する。こ
の方法は，移植片対宿主疾患のモデル動物に試験物質を投与し，前記モデル動物から得た
試料中のＣＣＬ８蛋白質の量を測定し，そして，試験物質を投与したときに投与していな
いときと比較してＣＣＬ８蛋白質の量が低い場合に，その試験物質を移植片対宿主疾患の
治療薬の候補物質として選択する，の各工程を含む。
【００１４】
本発明はまた，抗ＣＣＬ８抗体を有効成分として含む，移植片対宿主疾患を治療するた
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めの医薬組成物を提供する。本発明はさらに，移植片対宿主疾患を治療する方法であって
，移植片対宿主疾患を有する被験者に抗ＣＣＬ８抗体を投与することを含む方法を提供す
る。
【発明の効果】
【００１５】
本発明にしたがえば，移植片対宿主疾患の発症および経過を高い信頼性をもって診断す
ることができ，本発明の方法により従来主観的であった診断が客観的定量的で，より正確
な診断が可能となる。さらに，本発明にしたがえば，移植片対宿主疾患を治療すること，
特に既存の治療方法に抵抗性の患者において移植片対宿主疾患を治療することが可能とな
る。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は，マウスＧＶＨＤモデルの臨床症状と病理学的スコアの経時変化を示す。
【図２】図２は，ＧＶＨＤモデルマウスから得たサンプルの代表的なＳＥＬＤＩスペクト
ル，および各時点におけるサンプル中の８９７２Ｄａピークの平均正規化強度値を示す。
【図３】図３は，ＣｓＡ投与モデルマウスから得たサンプルの代表的なＳＥＬＤＩスペク
トル，および各時点におけるサンプル中の８９７２Ｄａピークの平均正規化強度値を示す
。
【図４】図４は，同種移植モデルマウスから得たサンプルの代表的なＳＥＬＤＩスペクト
ル，および各時点におけるサンプル中の８９７２Ｄａピークの平均正規化強度値を示す。
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【図５】図５は，８９７２Ｄａの蛋白質を含むＨＰＬＣ画分のＳＥＬＤＩスペクトルおよ
び２Ｄ電気泳動の結果を示す。
【図６】図６は，８９７２Ｄａの蛋白質から分離されたペプチドの代表的ＭＳ／ＭＳスペ
クトルおよび同定されたアミノ酸配列を示す。
【図７】図７は，イムノアッセイによるＣＣＬ８蛋白質の検出を示す。
【図８】図８は，ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質レベルの経時変化を示す。
【図９】図９は，ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質レベルの経時変化を示す。
【図１０】図１０は，ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質の検出を示す。
【図１１】図１１は，複数のヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質の検出を示す。
【図１２】図１２は，ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質レベルの経時変化を示す
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。
【図１３】図１３は，ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８蛋白質レベルの経時変化を示す
。
【図１４】図１４は，ＴＬＲリガンドを投与したマウスとＧＶＨＤマウスにおけるＣＣＬ
８の蛋白質レベルを示す。
【図１５】図１５は，マウスＧＶＨＤモデルの臨床症状とＣＣＬ８蛋白質レベルの経時変
化を示す。
【図１６】図１６は，抗ＣＣＬ８抗体を投与したマウスＧＶＨＤモデルの組織染色を示す
。
【図１７】図１７は，マウスＧＶＨＤモデルにおける抗ＣＣＬ８抗体の治療効果の病理学
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的評価を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
本発明は，被験者の血液などの被検試料におけるＣＣＬ８の発現量を測定することによ
り，移植片対宿主疾患を診断し，経過をモニタリングする方法を特徴とする。下記の実施
例に具体的に示されるように，骨髄移植や臍帯血移植を受けた患者のうち，移植片対宿主
疾患を発症している患者ではＣＣＬ８の発現量が有意に高いこと，および移植片対宿主疾
患の臨床症状の発症とＣＣＬ８の発現との間に相関があることが認められた。
【００１８】
ＣＣＬ８とは，ケモカイン・ファミリーに属する塩基性ヘパリン結合性分泌蛋白質であ
り，ＭＣＰ−２とも称される（GenBank

Accession

No.

10

NP＿005614)。この蛋白質は，

単球，線維芽細胞，上皮細胞などで産生され，レセプターとして，ＣＣＲ２，ＣＣＲ３，
ＣＣＲ５およびＣＣＲ１１に結合することが知られている。ＣＣＬ８は，ＣＤ４陽性Ｔ細
胞，ＣＤ８陽性Ｔ細胞，単球，ＮＫ細胞，好酸球，好塩基球などを標的細胞とすることが
明らかにされている。移植片対宿主疾患は，造血幹細胞移植後３つの段階を経て発症する
と考えられている。第１段階は，造血幹細胞移植のための宿主（患者）の準備としての放
射線照射を含むプレコンディショニング，第２段階は移植Ｔ細胞の活性化，増殖，分化，
第３段階は，細胞性または炎症性エフェクターの出現である（この機構については，以下
の２編の総説を参照；Reddy
sease.
logy

Hematol

of

Oncol.

P.

Pathophysiology

2003;21:149‑161.,

graft‑versus‑host

disease.

of

acute

Semin

Ferrara

JL,

Hematol.

graft‑versus‑host
Reddy

P.

di

Pathophysio
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2006;43:3‑10.）。第２段

階では，移植Ｔ細胞の活性化に樹状細胞が抗原提示することが必須である。この樹状細胞
の分化増殖活性化にＣＣＬ８を含むケモカインが重要な働きをする（第２段階におけるケ
モカインの重要性については，以下を参照；Wysocki
azar

BR,

Blood.

Serody

JS.

Leukocyte

migration

and

CA,

Panoskaltsis‑MortariA,

graft‑versus‑host

Bl

disease.

2005;105:4191‑4199.)。しかしながら，生体内におけるＣＣＬ８の役割や免疫系

の調節におけるその意義は十分に解明されていない。したがって，本発明において見いだ
されたＣＣＬ８の発現と移植片対宿主疾患との相関のメカニズムは現在のところ不明であ
る。
【００１９】
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ＣＣＬ８蛋白質の量を測定すべき被検試料としては，被験者または被検動物から得た体
液，血液，血清，血漿などを用いることができる。また，被験者から採取された組織や細
胞を用いてもよい。
【００２０】
被験者から得た試料におけるＣＣＬ８蛋白質の量は，抗ＣＣＬ８抗体を用いて，当該技
術分野においてよく知られる免疫学的測定法を用いて測定することができる。抗ＣＣＬ８
抗体はポリクローナル抗体であってもモノクローナル抗体であってもよい。各種の抗ＣＣ
Ｌ８ポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体が市販されており，それらのいずれの
抗体も本発明において用いることができる。
【００２１】
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あるいは，抗体は当該技術分野においてよく知られる方法により作成してもよい。ＣＣ
Ｌ８に結合するポリクローナル抗体は，ＣＣＬ８またはそのペプチド断片を感作抗原とし
て用いて動物を免疫し，免疫した動物から抗体を含有する抗血清を単離し，ＥＬＩＳＡア
ッセイ，ウエスタンブロット分析，またはラジオイムノアッセイ等の当該技術分野におい
てよく知られる方法を用いて，所望の特異性を有する抗体の存在を確認することにより得
ることができる。
【００２２】
ＣＣＬ８に結合するモノクローナル抗体は，当該技術分野においてよく知られる方法に
したがって，ＣＣＬ８またはそのペプチド断片を感作抗原として用いて動物を免疫し，得
られる免疫細胞を取り出して骨髄腫細胞と融合させ，抗体を産生するハイブリドーマを選
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択してクローニングし，このハイブリドーマを培養することにより得ることができる。
【００２３】
本発明において用いられる抗ＣＣＬ８モノクローナル抗体には，ハイブリドーマにより
産生される抗体に加えて，抗体遺伝子を含む発現ベクターで形質転換した形質転換体によ
り生産される遺伝子組換え抗体が含まれる。遺伝子組み換え抗体は，ＣＣＬ８に結合する
モノクローナル抗体を生産するハイブリドーマから抗体をコードするｃＤＮＡをクローニ
ングし，これを発現ベクター中に挿入して，動物細胞，植物細胞などを形質転換し，この
形質転換体を培養することにより製造することができる。また，トランスジェニック動物
に抗ＣＣＬ８抗体をコードする遺伝子を導入して，トランスジェニック動物で抗ＣＣＬ８
抗体を産生させることができる。
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【００２４】
ヒト患者を治療する目的で用いる場合には，本発明にしたがう抗ＣＣＬ８抗体はヒト型
キメラ抗体またはヒト化抗体であることが好ましい。ヒト型キメラ抗体は，ヒト以外の動
物の抗体の重鎖可変領域および軽鎖可変領域と，ヒト抗体の重鎖定常領域および軽鎖定常
領域から構成される抗体である。ヒト化抗体は，ヒト以外の動物由来抗体の相補性決定領
域（ＣＤＲ）と，ヒト抗体由来のフレームワーク領域（ＦＲ）およびＣ領域から構成され
る。ヒト型キメラ抗体およびヒト化抗体は，ヒト体内における抗原性が低下しているため
，本発明の医薬組成物の有効成分として有用である。ヒト型キメラ抗体およびヒト化抗体
を得るための一般的な遺伝子組換え手法ならびにこれらの抗体の結合活性を評価する方法
は，当該技術分野においてよく知られている。あるいは，ヒト抗体遺伝子の全てのレパー
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トリーを有するトランスジェニック動物にＣＣＬ８を投与することによって，抗ＣＣＬ８
ヒト抗体を得ることもできる。
【００２５】
さらに，本発明においては，抗体断片を用いることもできる。抗体断片とは，全長の抗
ＣＣＬ８抗体の一部が欠失しているがＣＣＬ８に対する結合能を有するペプチドをいう。
抗体断片の例としては，例えば，Fab，Fab'，F(ab')2，Fvなどを挙げることができる。抗
体断片は，抗体を酵素で処理して抗体断片を生成させることによって得ることができる。
さらに，本発明の抗体断片には，抗ＣＣＬ８抗体のＶＬ鎖とＶＨ鎖をリンカー等で連結す
ることにより構築される抗体断片やその二量体，例えば，scFv，ダイアボディー，sc(Fv)
2なども含まれる。
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【００２６】
このようにして得られた抗体を用いて，免疫学的方法により，被験者または被検動物か
ら得た試料中のＣＣＬ８蛋白質を測定する。測定は，定性的であっても定量的であっても
よい。被験者から得たＣＣＬ８の発現の免疫学的測定は，例えば，ラジオイムノアッセイ
，ＥＬＩＳＡ，免疫沈降法，免疫凝集法，ウエスタンブロット等を用いて行うことができ
る。
【００２７】
例えば，典型的な例として，以下のようにしてサンドイッチＥＬＩＳＡを行うことがで
きる。被験者の末梢血を採血して血漿を調製し，これを抗ＣＣＬ８抗体を固定化したプレ
ートまたはチップに加え，適当な時間インキュベートする。プレートまたはチップを洗浄
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して未結合成分を除去した後，別の抗ＣＣＬ８抗体を加える。この抗体は，酵素，蛍光色
素，化学発光物質，ビオチン，放射線化合物等により検出可能なように標識することがで
きる。適当な時間インキュベートした後，プレートまたはチップを洗浄し，蛍光，発光，
放射活性等を測定することにより，標識を検出する。あるいは，抗ＣＣＬ８抗体を結合さ
せた後，二次抗体（例えばヤギ抗マウス抗体）を加えてシグナルを増強してもよい。二次
抗体は，酵素，蛍光色素，化学発光物質，ビオチン，放射線化合物等により検出可能なよ
うに標識することができる。このようにして，被験者から得た血漿におけるＣＣＬ８蛋白
質の量を測定することができる。
【００２８】
別の態様においては，凝集反応を利用した検出方法を用いてＣＣＬ８蛋白質を検出する
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ことができる。この方法においては，抗ＣＣＬ８抗体を結合させた担体，例えばラテック
ス粒子を用いてＣＣＬ８を検出することができる。抗ＣＣＬ８抗体を結合させたラテック
ス粒子を試料と混合して一定時間インキュベートすると，試料中にＣＣＬ８が含まれる場
合には粒子が凝集する。この凝集の程度を肉眼で観察するか，または分光光度計を用いて
定量することにより，試料中のＣＣＬ８を検出することができる。
【００２９】
別の態様においては，表面プラズモン共鳴現象を利用したバイオセンサーを用いてＣＣ
Ｌ８蛋白質を検出することができる。表面プラズモン共鳴現象を利用したバイオセンサー
は，蛋白質−蛋白質間の相互作用を表面プラズモン共鳴シグナルとしてモニターすること
が可能である。例えば，ＢＩＡｃｏｒｅ（Ｐｈａｒｍａｃｉａ製）等のバイオセンサーを
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用いることにより，ＣＣＬ８蛋白質と抗ＣＣＬ８抗体の結合を検出することができる。具
体的には，抗ＣＣＬ８抗体を固定化したセンサーチップに，被検試料を接触させ，抗ＣＣ
Ｌ８抗体に結合するＣＣＬ８蛋白質を共鳴シグナルの変化として検出することができる。
【００３０】
あるいは，ＣＣＬ８蛋白質は，実施例２に示されるように，被検試料を金属キレート剤
やヘパリン等のアフィニティー担体を用いて粗精製（濃縮）した後に，ＭＳにより検出お
よび定量してもよい。また，実施例３に示されるように，HPLCにより検出および定量して
もよく，２次元電気泳動をした後に銀染色により検出および定量してもよい。
【００３１】
本発明はまた，抗ＣＣＬ８抗体を含む移植片対宿主疾患検査薬を提供する。本発明の移
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植片対宿主疾患検査薬は，検査キットの形で提供することができる。検査キットは，ＣＣ
Ｌ８の検出のための試薬，例えば，抗ＣＣＬ８抗体を有効成分として含む。また，このキ
ットは，測定に必要な適当な試薬類，例えば緩衝液，希釈液，反応停止液，洗浄液，コン
トロール標品などをさらに含んでいてもよい。
【００３２】
本発明においては，このようにして測定されたＣＣＬ８蛋白質の量を指標として，移植
片対宿主疾患の検査を行うことができる。本発明の方法にしたがえば，目視や下痢量の観
察ではなく，ＣＣＬ８蛋白質をマーカーとして，移植片対宿主疾患を客観的に診断するこ
とができ，移植片対宿主疾患の発症および経過をモニタリングすることができる。本発明
の検査方法は，例えば，移植片対宿主疾患の発症前の診断（早期診断），発症の確定診断
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，重篤度の判定，疾患の経過のモニタリング，治療効果の判定，および予後の予測に有用
である。特に，図１４において示されるように，ＣＣＬ８蛋白質の発現量はＴＬＲ（Toll
‑like

receptor）を介した経路によっては上昇しないため，ＣＣＬ８蛋白質をマーカー

として用いることにより，移植片対宿主疾患と細菌やウイルス感染とを鑑別診断すること
が可能である。
【００３３】
下記の実施例において示されるように，移植片対宿主疾患を発症している患者における
ＣＣＬ８の発現量は，発症前と対比して有意に上昇している。実施例８においては，骨髄
移植モデルマウスにおいて，ＣＣＬ８の発現量は移植片対宿主疾患の臨床徴候が認められ
る２日前から上昇し始めたことが示された。さらに，図８および９に示されるように，Ｃ
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ＣＬ８の発現量は，ヒト患者においても，移植片対宿主疾患の臨床徴候が観察される前か
ら上昇し始めており，このことは，本発明の方法にしたがって移植片対宿主疾患の早期診
断が可能であることを示す。また，本発明の方法は，治療効果の判定にも有用である。図
８および９に示されるように，治療によって移植片対宿主疾患の臨床徴候が改善されると
ともに，ＣＣＬ８の発現量が低下することが観察された。治療抵抗性ＧＶＨＤにおいては
通常のメチルプレドニゾロン治療では効果がなく，さらに厳しい治療を施す必要があるが
，そのような治療は副作用が強いため，本発明の方法によって治療効果を適切にモニタリ
ングしながら，投与量を調節したり処置を施すことは有益である。
【００３４】
また，図１１に示されるように，ＣＣＬ８の発現量は移植片対宿主疾患の重篤度や予後
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と相関するため，本発明の方法にしたがって，重篤な患者を早期に発見して適切に対処し
た治療を行うことが可能になる。
【００３５】
さらに，本発明の方法は，移植片対宿主疾患の治療法の開発および改良にも有用である
。図１１に示されるように，ＣＣＬ８の発現量の検査によって治療抵抗性ＧＶＨＤ症例を
持った患者が明確化される。これらの患者には未だ治療法が確立されていない。従って，
これらの症例に対して上述のようなモニタリングを行いながら多剤併用等の効果を検討す
ることにより，適切な治療法の開発が期待できる。
【００３６】
さらに，移植片対宿主疾患には一般に特効薬がないことから，本発明にしたがって，Ｃ
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ＣＬ８の発現量を指標として，移植片対宿主疾患の治療薬の有力な候補物質をスクリーニ
ングすることが可能である。スクリーニングは，移植片対宿主疾患のモデル動物に試験物
質を投与し，モデル動物から得た試料中のＣＣＬ８蛋白質の量を測定することにより行う
。試験物質としては，例えば，抗ＣＣＬ８抗体を用いることができる。あるいは，試験物
質は，種々の合成又は天然の化合物ライブラリー，コンビナトリアルライブラリー，オリ
ゴヌクレオチドライブラリー，ペプチドライブラリー等のライブラリーから取得してもよ
い。また，細菌，真菌類，藻類，植物，動物等の天然物からの抽出物やその部分精製物を
試験物質として用いてもよい。試験物質を投与したときに投与していないときと比較して
ＣＣＬ８蛋白質の量が低い場合には，その試験物質を移植片対宿主疾患の治療薬の候補物
質として選択することができる。すなわち，本発明の検査方法は，移植片対宿主疾患の新
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規治療法開発におけるプラットフォームを提供するものである。
【００３７】
本発明はまた，抗ＣＣＬ８抗体を有効成分として含む，移植片対宿主疾患を治療するた
めの医薬組成物，および抗ＣＣＬ８抗体を投与することにより，移植片対宿主疾患を治療
する方法を提供する。下記の実施例９に示されるように，移植片対宿主疾患モデル動物に
抗ＣＣＬ８抗体を投与して病理学的に評価したところ，皮膚における表皮真皮接合部への
炎症細胞浸潤の減少，毛胞部および皮脂腺の障害の軽減が認められ，抗ＣＣＬ８抗体の投
与がＧＶＨＤの治療に有効であることが明らかになった。
【００３８】
本発明の医薬組成物は，当業者に公知の方法で製剤化することができる。例えば，薬学

30

的に許容しうる担体もしくは媒体，具体的には，滅菌水や生理食塩水，植物油，乳化剤，
懸濁剤，界面活性剤，安定剤，香味剤，賦形剤，ベヒクル，防腐剤，結合剤などと適宜組
み合わせて，一般に認められた製薬実施に要求される単位用量形態で混和することによっ
て製剤化することができる。
【００３９】
経口投与用には，本発明の抽出物または化合物またはその塩を当該技術分野においてよ
く知られる薬学的に許容しうる担体と混合することにより，錠剤，丸薬，糖衣剤，カプセ
ル，液体，ゲル，シロップ，スラリー，懸濁液等として処方することができる。
【００４０】
非経口投与用には，本発明の抽出物または化合物またはその塩を当該技術分野において
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よく知られる薬学的に許容しうるベヒクルを用いて，注射用製剤，噴霧投与用製剤，経皮
投与用製剤などの形態に製剤することができる。
【００４１】
本発明の医薬組成物は，経口投与または非経口投与により患者に投与することができる
。好ましくは非経口投与である。投与経路としては，例えば，静脈内注射，筋肉内注射，
腹腔内注射，皮下注射，直腸内投与，経鼻投与，経肺投与，経皮投与などが挙げられる。
投与量としては，例えば，一回の投与につき体重1kgあたり0.0001mgから1000mgの範囲で
選択することができる。投与経路および投与量は，患者の年齢，症状の重篤度，投与中の
他の薬剤などを考慮して，担当医師が適宜選択することができる。
【００４２】
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本明細書において明示的に引用される全ての特許および参考文献の内容は全て本明細書
に参照として取り込まれる。
【００４３】
以下に実施例により本発明をより詳細に説明するが，本発明はこれらの実施例により限
定されるものではない。
【実施例１】
【００４４】
骨髄移植（ＢＭＴ）
マウスに異種骨髄移植を行うことにより急性ＧＶＨＤを誘導した。レシピエントマウス
としてはＢＡＬＢ／ｃ（Ｈ−２ｄ）を用い，ドナーマウスとしては，異種ＢＭＴ用にＣ５
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７ＢＬ／６（Ｈ−２ｂ）を，同種ＢＭＴ用にＢＡＬＢ／ｃ（Ｈ−２ｄ）を用いた。マウス
はいずれも７−１２週齢であった（Ｓａｎｋｙｏ

Ｌａｂｏ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｃｏｒｐ

ｏｒａｔｉｏｎ）。
【００４５】
ＢＭＴの日に，ドナーマウスを頸椎脱臼により犠牲死させた。大腿骨および脛骨の軸を
フラッシングすることにより，ドナーの骨髄細胞を集め，２％ウシ胎児血清／１％ペニシ
リン−ストレプトマイシンを含むダルベッコ改変イーグル培地に入れて，単一細胞懸濁液
を調製した。細胞をＲＰＭＩ１６４０培地で洗浄し，同じ培地に再懸濁した。骨髄細胞接
種物は，異種ＢＭＴ用には２００μＬ中２ｘ１０７個の骨髄細胞，同種ＢＭＴ用には１０
０μＬ中１ｘ１０６個の骨髄細胞を含むよう調製した。
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【００４６】
レシピエントＢＡＬＢ／ｃマウスはＢＭＴの前に少なくとも７日間酸性水で飼育して，
致死線量照射後の敗血症を防止した。レシピエントマウスに０．３４Ｇｙ／分間の割合で
合計８．５Ｇｙの体照射を行い，３時間以内にドナー骨髄細胞を尾静脈から静脈内注射し
た。
【００４７】
ＧＶＨＤのモニタリング
レシピエントマウスを，ＧＶＨＤの臨床徴候，すなわち，体重減少，猫背の姿勢，皮膚
紅斑，脱毛および下痢について毎日観察した。異種ＢＭＴマウスにおいては，移植後７日
以内に急性ＧＶＨＤの臨床症状，例えば下痢およびひだ状の白苔が，２１日以内に皮膚紅

30

斑および脱毛が認められた。第１４日と第２１日の間に死亡例がみられた。
【００４８】
組織病理学的分析
レシピエントマウスを，移植後第７日，第１４日，第２１日および第２８日に犠牲死さ
せた。皮膚，肝臓および小腸を取り出し，１０％ホルマリン緩衝液中で固定した。固定し
た組織をパラフィンに包埋し，切片を作成し，ヘマトキシリンおよびエオシンで染色し，
顕微鏡下で調べた。代表的臓器における，ＧＶＨＤと対応すると考えられる組織学的変化
は，以下のとおりである：皮膚（表皮真皮接合部への単核球の浸潤および毛包または皮脂
腺の傷害）；肝臓（単核球の門脈への浸潤および肝細胞壊死）；および小腸（クリプト細
胞のアポトーシスおよび絨毛の拡張または平坦化）。評点システムは，これらの臓器のそ

40

れぞれについてネガティブを０とし，ポジティブを１とした（１匹のマウスについて最大
スコアは６である）。図１に，各時点における平均の病理学的スコアを臨床症状とともに
示す。この結果は５回の独立した実験の代表例である。レシピエントマウスは移植後のす
べての時点でＧＶＨＤの病理学的兆候を有しており，病理学スコアは第１４日で最大であ
った。また，各時点において，病理学スコアはＧＶＨＤの臨床所見と一致していた。
【００４９】
血漿のサンプリング
ＢＭＴ前，およびＢＭＴ後第７日，第１４日，第２１日および第２８日に血液をサンプ
リングした。血液サンプルは，生きたマウスの尾静脈からヘパリン被覆キャピラリーチュ
ーブを用いて採取し，３０分以内に１０，０００ｒｐｍで５分間遠心分離して，血漿を調
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製した。これはアッセイするまで−８０℃で保存した。
【実施例２】
【００５０】
ＳＥＬＤＩプロテインチップアレイ分析
各血漿サンプル１０μＬに，Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ７．４）中に９ｍｏｌ／Ｌ尿素お
よび１０ｇ／Ｌ

ＣＨＡＰＳを含む２０μＬの溶液を加えた。混合物を４℃で１５分間ボ

ルテックスし，Ｔｒｉｓ−ＨＣｌで１：４０に希釈した。８スポット固定化金属アフィニ
ティー捕捉アレイ（ＩＭＡＣ−３０）を５０ｍｍｏｌ／Ｌ

ＣｕＳＯ４で活性化した。希

釈したサンプル（５０μＬ）をプロテインチップアレイの各スポットに加え，振盪器で１
時間インキュベートした。同じＴｒｉｓ−ＨＣｌで洗浄した後，水で軽くすすぎ，各スポ
ットに０．５μｌの飽和シナピン酸（ｓｉｎａｐｉｎｉｃ

10

ａｃｉｄ；ＳＰＡ）を２回加

え，風乾した。キレートされた金属に結合した蛋白質の質量／電荷（ｍ／ｚ）スペクトル
を，Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ
間質量分析器（ＰＢＳ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｂｉｏｌｏｇｙ

ＩＩ，Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ

Ｓｙｓｔｅｍ

ＩＩ飛行時

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ）を

用いて測定した。データは，レーザー強度２００および検出器感度８で得られた６５個の
レーザーショットを平均することにより求めた。
【００５１】
ＳＥＬＤＩ−ＴＯＦ質量分析スペクトルの統計学的分析
すべてのスペクトルをコンパイルし，Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ
Ｓｏｆｔｗａｒｅ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｃｈｉｐ

３．２．０．を用いてデータの予備的分析を行った。血漿サンプル

20

としては，ＧＶＨＤ群（移植後第７日，第１４日，第２１日および第２８日）５０サンプ
ルおよび対照群（ＢＭＴ前）２８サンプルの合計７８サンプルを用いた。その結果，ｍ／
ｚ＝２ｋ〜２００ｋの範囲で，異なるように発現されている計１６９本のピークが検出さ
れた。これらのピークについて，Ｂｉｏｍａｒｋｅｒ

Ｐａｔｔｅｒｎ

ｓ

Ｓｏｆｔｗ

ａｒｅを用いて２群間を比較することにより，ピーク強度の変化が５倍以上でかつｐ＜０
．０５のピークを抽出したところ，ＧＶＨＤ群で上昇したものは１０本，低下したものは
９本認められた。
【００５２】
ＳＥＬＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳによる蛋白質プロファイリング

上述の２．０−２００ｋＤａの質量範囲の１６９個のピークについて，ピーク強度の値
を用いてさらに分析を行った。Ｂｉｏｍａｒｋｅｒ
ｒｅ（ＢＰＳ，Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ

Ｐａｔｔｅｒｎ

ｓ
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Ｓｏｆｔｗａ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ）を用いて，クロス

バリデーション法により１６９個のピークすべてを用いて分類ツリーを作成した。簡単に
は，分類ツリーは１回に１つの規則を質問の形で用いてデータを２つのノードに分割する
。この実験では，分割の決定はＳＥＬＤＩ蛋白質発現プロファイルから同定されたピーク
またはクラスターの正規化強度レベルに基づいて行った。すなわち，ＳＥＬＤＩプロファ
イルから同定された各ピークまたはクラスターは分類プロセス中の変数である。末端ノー
ドに達して，データ分類からさらなる分割が得られなくなるまで分割のプロセスを続けた
。
【００５３】

40

この方法を用いて複数の分類ツリーを作成し，分類ツリー分析に基づいて，最も優良な
ツリーを選択した。その結果，ＧＶＨＤ群で対照群と比較して有意に上昇したピークの１
つとして，８９７２Ｄａのピークが選択された。８９７２Ｄａのピークを用いることによ
り，ＧＶＨＤ群と対照群を，感度および特異度ともに１００％で分類することができた。
【００５４】
８９７２Ｄａピークの発現例を図２に示す。図２Ａは，同じ個体のマウスから得た正常
コントロールサンプル（ｐｒｅＢＭＴ；移植前）およびＧＶＨＤサンプル（移植後第７日
，第１４日，第２１日および第２８日）の代表的なＳＥＬＤＩスペクトルを６０００−１
００００Ｄａ範囲で示す。線で囲まれた部分は平均質量８９７２Ｄａのピークを示す。こ
のピークは，正常血漿と比較してＧＶＨＤで過剰発現されており，第７日以降にピーク強
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度の有意な上昇が認められる。組織スコアとピーク強度はともに第２８日では低下してい
た。図２Ｂは，各時点におけるサンプル中の８９７２Ｄａピークの平均正規化強度値を示
す（それぞれｎ＝９）。ＧＶＨＤサンプルのピークの平均発現は，コントロールサンプル
（ｐｒｅＢＭＴ；移植前）の平均発現と比較して有意に高かった。
【００５５】
ＣｓＡ投与モデル
ＧＶＨＤの治療薬であるシクロスポリンＡ（ＣｓＡ）（Ｎｏｖａｒｔｉｓ

Ｐｈａｒｍ

ａ）を０．９％ＮａＣｌで１．６７ｍｇ／ｍＬに希釈した。異種移植マウスに，移植後第
８日から第１３日まで，ＣｓＡを毎日２０ｍｇ／ｋｇの用量で腹腔内投与した。図３にＣ
ｓＡ投与例の同一個体における８９７２Ｄａピークの推移，および各時点におけるサンプ

10

ル中の８９７２Ｄａピークの平均正規化強度値（それぞれｎ＝４）を示す。ＣｓＡ処置Ｇ
ＶＨＤマウスにおいては，８９７２Ｄａのピーク強度は第７日に上昇し，ＣｓＡ投与後に
低下した。
【００５６】
同種移植モデル
ＢＡＬＢ／ｃマウスから移植された骨髄グラフトを有するＢＡＬＢ／ｃマウスを用いた
同種移植モデルでは，ＧＶＨＤは誘発されず，移植前サンプルと移植後サンプルにおいて
，ピークの平均発現には有意な差が認められなかった（図４Ａ，Ｂ）。
【実施例３】
20

【００５７】
蛋白質の分離
プールされた血漿サンプルから，最も量の多い３種類の血漿蛋白質（アルブミン，Ｉｇ
Ｇ，トランスフェリン）を免疫除去クロマトグラフィー（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｉｔｙ

Ｒｅｍｏｖａｌ

Ｃｏｌｕｍｎ

ＭＳ−３，４．６ｍｍＩＤ

ｘ

Ａｆｆｉｎ
５０ｍｍ；Ａ

ｇｉｌｅｎｔ）により除去した。５０μＬの血漿をバッファＡ（Ａｇｉｌｅｎｔ）で５倍
に希釈し，免疫除去カラムに注入した。フロースルー画分を回収し，高速液体クロマトグ
ラフィー（ＨＰＬＣ）でさらに分離した。ＨＰＬＣで用いた分離カラムはＩｎｅｒｔｓｉ
ｌ（登録商標）Ｐｈカラム（５μｍ，４．６ｍｍＩＤ

ｘ

１５０ｍｍ；ＧＬ

Ｓｃｉｅ

ｎｃｅｓ）であった。溶出勾配プロファイルは以下のとおりである：（１）溶出溶媒：Ａ
２％ＡＣＮ／０．１％ＴＦＡ，Ｂ

８０％ＡＣＮ／０．１％ＴＦＡ；（２）直線勾配：

30

０−１００％Ｂ／５０分間；流速１．０ｍｌ／分間。
【００５８】
画分は３０秒ごとに集め，２μＬの画分をＡｕチップ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ）に負荷し
，ＳＰＡマトリクスで処理して，各画分の組成をＳＥＬＤＩ−ＴＯＦ
た。ＳＥＬＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳでモニターし

ＭＳモニタリングにしたがって，溶出時間３１．０−３１．５

分（約３８％アセトニトリル）のＨＰＬＣ画分を回収した。ＧＶＨＤサンプルにおいては
大量の８９７２Ｄａ蛋白質が含まれていたが，コントロールサンプルにはほとんど含まれ
ていなかった（図５Ａ）。この画分を凍結乾燥し，２００μＬの溶解バッファ（７Ｍ尿素
，２Ｍチオ尿素，５０ｍＭＤＴＴ，２％アンフォリン，３％ＣＨＡＰＳ，１％Ｔｒｉｔｏ
40

ｎＸ−１００）に溶解した。
【００５９】
次に，このようにして濃縮したサンプルを２Ｄ電気泳動で分離した。超音波処理の後，
サンプル溶液をＩＰＧゲルストリップ（ｐＨ３−１１，ＮＬ，長さ１１ｃｍ，Ａｍｅｒｓ
ｈａｍ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）に負荷し，ストリップを３０Ｖで１０時間再水和させた

。１次元目の分離である等電点電気泳動法（ＩＥＦ）は，ＩＰＧｐｈｏｒシステム（Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）を用いて，２０℃で合計１２ｋＶｈｒで行った。

ＩＥＦの後，ＩＰＧストリップを，６Ｍ尿素，２％ＳＤＳ，３０％グリセロール，０．０
０２％ブロモフェノールブルー，および１％ジチオスレイトールを含む５０ｍＭ

Ｔｒｉ

ｓ−ＨＣｌ（ｐＨ８．８）中で１５分間平衡化し，次にジチオスレイトールの代わりに２
．５％ヨードアセトアミドを含む同じバッファ中で１５分間再び平衡化した。２次元目の
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分離であるＳＤＳ−ＰＡＧＥは，８−２０％勾配ポリアクリルアミドゲルを用いて行い，
４０ｍＡ／ゲルの定電流で電気泳動した。２Ｄ電気泳動の後，蛋白質を硝酸銀染色により
可視化した。ＧＶＨＤおよびコントロールサンプルの２つのゲルの画像を比較することに
より，６，５００Ｄａ−１２，３００Ｄａに位置する，ＧＶＨＤサンプルで高度に発現さ
れているスポットが同定された（図５Ｂ，Ｃ）。
【００６０】
蛋白質の同定
候補蛋白質である８９７２Ｄａのスポットをゲル内消化した。簡単には，切り出したゲ
ルスポットを１００％ＡＣＮおよび１００ｍＭ

ＮＨ４ＨＣＯ３で洗浄し，次に真空乾燥

し，５μＬのトリプシン溶液（５０ｍＭＮＨ４ＨＣＯ３および５ｍＭＣａＣｌ２中１２．

10

５ｎｇ／μＬ）中で３７℃で１６時間インキュベートした。得られたペプチドを２０μＬ
の２０ｍＭＮＨ４ＨＣＯ３で１回，２０μＬの５０％ＡＣＮ中５％ギ酸で３回抽出した。
回収した抽出物を真空乾燥して約４０μＬとし，次にナノフローＨＰＬＣ−ＥＳＩ−ＭＳ
／ＭＳで分析した。ＨＰＬＣはＤｉＮａシステム（ＫＹＡ）を用いて行い，トリプシン消
化したサンプルをＨｉ

Ｑｓｉｌ（登録商標）Ｃ１８カラム（７５μｍＩＤｘ５０ｍｍ；

ＫＹＡ）で分離した。分離条件は以下のとおりである。溶出溶媒Ａ：０．１％ギ酸，溶媒
Ｂ：０．１％ギ酸中７０％ＡＣＮ，勾配：０−１００％Ｂ／４０分間，流速：２００ｎＬ
／分間。分離したペプチドは，ＱＳＴＡＲ
ｄ

ＸＬ

Ｑ−ＴＯＦ質量分析器（Ａｐｐｌｉｅ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）を用いて特性決定した。得られた質量分析データを用いて，

ＭＡＳＣＯＴソフトウエア（Ｍａｔｒｉｘ

Ｓｃｉｅｎｃｅ

Ｉｎｃ．）によりＮＣＢＩ

20

蛋白質データベースを検索した。
【００６１】
その結果，８９７２Ｄａの蛋白質の部分アミノ酸配列は，ＣＣＬ８前駆体の配列と一致
した。８９７２Ｄａの蛋白質から分離されたペプチドの代表的ＭＳ／ＭＳスペクトルを図
６に示す。このペプチドは，ナノＬＣ−ＭＳ／ＭＳによりＣＣＬ８ペプチド６８−７９（
ＱＧＭＳＬＣＶＤＰＴＱＫ）であると同定された。同様にして，理論的質量にマッチした
１１種類のペプチドが同定された。これらのペプチドの配列を合わせると，ＣＣＬ８前駆
体のアミノ酸配列の５２％がカバーされた（下線）。
1

MKIYAVLLCL
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RINNIQCPME

LLIAVPVSPE
AVVFQTKQGM

KLTGPDKAPV
SLCVDPTQKW

TCCFHVLKLK
VSEYMEILDQ

IPLRVLKSYE
30

KSQILQP（配列番号１）

【００６２】
ＣＣＬ８前駆体の推定質量は１１，０１７Ｄａであり，推定ｐＩは８．６４である。Ｃ
ＣＬ８前駆体は，１９アミノ酸のシグナルペプチドおよびそれに続く７８アミノ酸残基の
成熟ＣＣＬ８配列を含む。成熟ＣＣＬ８の推定質量は８９７２Ｄａであり，推定ｐＩは８
．４５であり，これは，ＳＥＬＤＩ−ＴＯＦ

ＭＳおよび２Ｄ−ＰＡＧＥにより得られた

データと一致する。
【実施例４】
【００６３】
イムノアッセイによるＣＣＬ８発現の確認
特異的ウサギ抗マウスＣＣＬ８抗体を用いるＳＥＬＤＩイムノアッセイにより，８９７

40

２ＤａマーカーがＣＣＬ８であることをさらに確認した。ＰＳ２０（Ｐｒｅａｃｔｉｖａ
ｔｅｄ

Ｓｕｒｆａｃｅ）プロテインチップ（Ｃｉｐｈｅｒｇｅｎ）の各スポットに０．

１μｇの抗マウスＣＣＬ８抗体を加え，加湿チャンバ中で室温で２時間インキュベートし
た。残留活性部位を５μｌの１Ｍエタノールアミン（ｐＨ８．０）で３０分間ブロッキン
グした後，スポットをＰＢＳ中０．５％ＴｒｉｔｏｎＸ１００で３回，ＰＢＳで２回洗浄
した。血漿サンプルをＰＢＳで１：７５に希釈し，ＰＳ２０チップの抗体固定化スポット
に加え，バイオプロセッサを用いて室温で穏やかに混合しながら２時間インキュベートし
た。各スポットをＰＢＳ中０．５％ＴｒｉｔｏｎＸ１００で２回，ＰＢＳで２回洗浄した
。５ｍＭＨＥＰＥＳで軽く洗浄した後，ＳＰＡマトリクスを加え，ＰＢＳ
ｔｅｉｎ

ＩＩ

Ｐｒｏ

ＣｈｉｐリーダーでＭＳ分析を行った。その結果，ＧＶＨＤ血漿サンプルから
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はＣＣＬ８が検出されたが，コントロールサンプルからはほとんど検出されなかった（図
７）。
【実施例５】
【００６４】
ヒト臨床サンプルにおけるＣＣＬ８発現
ヒト臨床サンプルとしては，骨髄移植を受けたヒト患者から得た血漿をＰＢＳ中に１：
２５で希釈したものを用いた。実施例４と同様にして，ＰＳ２０プロテインチップを用い
，抗ヒトＣＣＬ８抗体を用いて，ＳＥＬＤＩイムノアッセイによりヒト患者におけるＣＣ
Ｌ８の発現を調べた。
10

【００６５】
患者１（図８）
５歳男子
診断：ファンコーニ貧血
処置：非血縁者間臍帯血移植（ＣＢＳＣＴ（ＵＲ））
予防薬：ＣｓＡ＋ＭＭＦ
経過：移植後第１３日に皮膚ＧＶＨＤに発症，同日よりメチルプレドニゾロン治療（ｍ
ＰＳＬ）開始した。ＣＣＬ８は臨床的にＧＶＨＤが発症する前の移植後１０日に出現した
。これは治療によりいったん低下した。しかし，その後ＧＶＨＤが再発するとともにＣＣ
Ｌ８の発現量も再び増加した。患児は，いったんは治療に反応したが，最終的に治療抵抗
性ＧＶＨＤにより死亡した。ＣＣＬ８の発現量が，ＧＶＨＤの発症および治療効果に相関

20

していた。また，治療抵抗性に陥るとＣＣＬ８は低下しなくなった。
【００６６】
患者２（図９）
１０歳男子
診断：慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）
処置：非血縁者間骨髄移植（ＢＭＴ（ＵＲ））
予防薬：ＦＫ＋ＭＴＸ
経過：移植後第１９日に皮膚ＧＶＨＤに発症，同日よりメチルプレドニゾロン治療（ｍ
ＰＳＬ）開始した。同日ＣＣＬ８は，あきらかな増加を示した。ＧＶＨＤは，いったん第
２段階から第３段階へと進行したが，その後治療により改善し，ＣＣＬ８も再び高い発現

30

は見られなかった。
【００６７】
患者３（図１０）
３歳女子
診断：急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）
処置：適合同胞間骨髄移植（ＢＭＴ（ｍａｔｃｈｅｄ−ｓｉｂ．））
予防薬：ＭＴＸ
経過：ＧＶＨＤ発症なし。経過中一度もＣＣＬ８の高発現は見られなかった。
【００６８】
40

患者４（図１２）
１１歳女子
診断：急性リンパ性白血病（ＡＬＬ）
処置：適合同胞間骨髄移植（ＭＳＤ−ＢＭＴ）
予防薬：短期ＭＴＸ
経過：移植後第１１日にＧＶＨＤ発症。ＣＣＬ８の発現の増加を示した。同日よりシク
ロスポリンＡをＣＩＶ投与した。第１４日にはＧＶＨＤの症状は改善し，ＣＣＬ８の発現
も低下した。
【００６９】
患者５（図１３）
重症の再生不良性貧血を有する19歳女性が，HLA

1

抗原がマッチしていない父親から
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骨髄幹細胞移植を受けた。患者は150mg/m2のフルダラビン(Flu)および120mg/kgのシクロ
ホスファミド(CY),および24mg/kgの抗胸腺細胞グロブリン(ATG)から構成される移植前調
整を受け，タクロリムスでＧＶＨＤを予防した。移植後第１０日に，患者は高熱を発症し
，第１６日に四肢および胴体に非定型皮膚発疹を発症した。下痢は認められなかった。第
２０日にはＣＣＬ８はあきらかな増加を示した。第２３日に皮膚生検を実施し，メチルプ
レドニゾロン(mPSL)治療を開始した。第３１日にはＧＶＨＤの症状は改善し，ＣＣＬ８の
発現も低下した。
【実施例６】
【００７０】
10

移植片対宿主疾患患者と正常人におけるＣＣＬ８の血漿濃度定量結果
正常人の血漿および造血幹細胞移植を受けた患者で，移植片対宿主疾患を発症したもの
および発症しなかったものの血漿ＣＣＬ８を定量した。結果を図１１に示す。数値の単位
はｐｇ／ｍＬである。造血幹細胞移植を受けた患者で，移植片対宿主疾患を発症しなかっ
たものの血漿ＣＣＬ８濃度は，６．９２−４８．０ｐｇ／ｍＬ平均２３．３ｐｇ／Ｌであ
った。しかし，移植片対宿主疾患を発症したものの血漿ＣＣＬ８濃度は，５２．０−３３
３．６ｐｇ／ｍＬ平均１３３．３ｐｇ／ｍＬと明らかに高濃度であった。さらに，治療抵
抗性ＧＶＨＤの２例では，３３３．６ｐｇ／ｍＬおよび２９０．４ｐｇ／ｍＬと極めて高
い濃度を示した。この２症例は，ＧＶＨＤの治療に対して抵抗性であり死亡した。正常人
では血漿ＣＣＬ８濃度は，０−３２．６ｐｇ／ｍＬ，平均１８．９ｐｇ／ｍＬと極めて低
値であった。これらの結果から，移植片対宿主疾患を発症した患者では血漿ＣＣＬ８量が
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正常人より有意に高く，さらに，治療抵抗性ＧＶＨＤの患者では極めて高いことがわかる
。
【００７１】
以上の結果から，ヒト患者におけるＧＶＨＤの発症および経過とＣＣＬ８の発現量との
間には強い相関があることが明らかになった。
【実施例７】
【００７２】
感染症との鑑別診断
マウスにＴＬＲリガンドを投与したときのＣＣＬ８の発現レベルを測定した。
雌BALB/c(H‑2d)マウスは，Sankyo

Labo

Service

Corporation(Tokyo，Japan)から購

30

入した。マウスは実験開始時に8−10週齢であった。試薬は，特に示さないかぎり，すべ
てSIGMA/ALDRICH(Tokyo，Japan)から購入した。
【００７３】
野生型BALB/cマウスの腹腔内に，500μｌのPBS中の，5μｇのリポ多糖類(LPS)(Eschric
hia

coli)，5μｇのポリ(I:C)(GE

Health

care

BioScience，Tokyo，Japan)および20

mgのD‑GalN，100mgのペプチドグリカン(PGN)(staphylococcus

aureus)(Invitorogen，CA

，USA)，20mgのZymosan‑A(Invitorogen，CA，USA)または20nmolのCpG‑ODN(Invitorogen，
CA，USA)を注射した。対照マウスには，500μLのPBSを腹腔内に注射した。注射の４時間
後，血漿サンプルを回収した。LPS，ポリ(I:C)，PGN，Zymosan‑A，またはCpG‑ODNの投与
40

量は予備実験により決定した。
【００７４】
注射の４時間後，ヘパリン処理シリンジを用いてマウス血漿をサンプリングし，30分以
内に5，000rpmで7分間遠心分離した。分注した血漿はアッセイするまで‑80℃で保存した
。ボランティアおよび患者から採血を行って血漿サンプルを調製し，分注してアッセイす
るまで‑80℃で保存した。
【００７５】
ヒトCCL8は酵素免疫アッセイ(ELISA)を用いて測定した。ヒトCCL8

ELISAキットは，Ra

yBiotech(Norcross，GA)から購入し，製造元のプロトコルにしたがって使用した。プレー
トはプレートリーダーで450nmで読んだ(Multiskan
，

Finland)。

JX，Thermo

Labsystems，Helsinki
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【００７６】
結果は平均+/‑SEで表した。統計学的有意性分析は，両側または片側t‑テストのいずれ
かにより実施した。有意差はp<0.05に設定した。多重比較用にボンフェローニ補正を適用
した。結果は一連の実験の代表的データである。
【００７７】
図１４に示されるように，ＣＣＬ８のレベルはＴＬＲリガンドの投与によっては上昇し
ないことが明らかとなった。このことは，細菌やウイルスの感染によってはＣＣＬ８の発
現レベルは上昇しないことを示しており，ＣＣＬ８の発現を指標としてＧＶＨＤと感染症
との鑑別診断が可能であることを示唆する。
10

【実施例８】
【００７８】
ＧＶＨＤ発症前診断
実施例１と同様にして，マウス同種BMTを行い，第1，3，5，および7日において採血を
行い，ヘパリン血漿サンプルを得た。これらをMouse

CCL8

ELISAを用いて血漿中CCL8の

濃度を定量した。
【００７９】
一方で，同種BMT後第0日から第7日までの体重の変化，および第７日における体重減少
，猫背の姿勢，毛並，皮膚，下痢をスコアリングし，0，1，2の３段階評価を行った。体
重減少については10%未満の減少を0，10‑25%未満の減少を1，25%以上の減少を2点とした
。猫背の姿勢については正常であるものを0，やや見られるものを1，ほとんど猫背である
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場合を2点とした。毛並については，正常を0，やや毛羽立っているものを1，ほとんど毛
づくろいをせず，全身が毛羽立っているものを2点とした。皮膚については，正常である
ものを0，尾や足に硬化が見られるものを１，有毛箇所に無毛部分が現れてきたものを2点
とした。下痢については，正常を０，やや下痢のものを１，完全な下痢を２点とした。臨
床的ＧＶＨＤ評価は各クライテリアの合計点を示しており，最高点は１０点である。
【００８０】
血漿中CCL8の濃度の経時変化を図１５に示す。血漿中CCL8の濃度は，骨髄移植後早期か
ら上昇し第5日から著増した。これに対し，第6日まではＧＶＨＤの臨床徴候は認められな
かった。臨床的ＧＶＨＤ評価では，第７日において約2.5点であり，ＧＶＨＤ初期の状態
であった。この後，すべてのマウスにおいて第7日以降，ＧＶＨＤ症状が進行し，第28日

30

でのスコアは6.3であった。
【００８１】
これらの結果から，血中CCL8蛋白質の定量は，マウスにおけるＧＶＨＤ発症前診断，あ
るいはＧＶＨＤ早期診断に有用であると考えられる。
【実施例９】
【００８２】
抗ＣＣＬ８抗体を用いるＧＶＨＤの治療
抗マウスＣＣＬ８ウサギ抗体は，合成ＣＣＬ８ペプチドをウサギに投与し，得られた抗
血清から，アフィニティーカラムを用いて抗ＣＣＬ８ＩｇＧ画分を精製することにより調
製した。対照の正常ウサギ抗体としては，正常ウサギ血清のＩｇＧ画分を用いた。
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【００８３】
実施例１と同様にしてマウスに骨髄移植を行った。異種骨髄移植前日より３日間連続し
て，抗マウスＣＣＬ８ウサギ抗体または正常ウサギ抗体をレシピエントマウス尾静脈より
１００μｇずつ投与した。抗マウスＣＣＬ８抗体（治療群）と正常ウサギ抗体（対照群）
は各３匹ずつ治療を行った。骨髄移植１４日後に頸椎脱臼により犠牲死させた。皮膚，肝
臓および小腸を取り出し，１０％ホルマリン緩衝液中で固定した。固定した組織をパラフ
ィンに包埋し，切片を作成し，ヘマトキシリンおよびエオシンで染色し，顕微鏡下でＧＶ
ＨＤと考えられる病理学的症状を調べた。評価方法は以下のとおりである：皮膚（表皮真
皮接合部への単核球の浸潤および毛包または皮脂腺の傷害）；肝臓（単核球の門脈への浸
潤および肝細胞壊死）；および小腸（クリプト細胞のアポトーシスおよび絨毛の拡張また
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は平坦化）。陽性（＋），陽性と陰性の中間（＋／−），陰性（−）の三段階で評価した
。
【００８４】
図１６に皮膚組織染色結果の代表例を示す。（ａ）抗マウスCCL8抗体投与，（ｂ）正常
ウサギ抗体投与（対照）。皮膚におけるＧＶＨＤ症状である皮脂腺の傷害(矢頭)および，
表皮真皮接合部へのリンパ球の浸潤(矢印)が正常ウサギ投与群に見られるが，抗マウスCC
L8抗体投与群では認められない。
【００８５】
図１７に上述の評点システムを用いた結果を示す。皮膚における表皮真皮接合部への炎
症細胞浸潤の減少，毛胞部および皮脂腺の障害の軽減が抗ＣＣＬ８抗体処理マウスにのみ
認められた。このことは，抗ＣＣＬ８抗体処理がＧＶＨＤの治療に効果があることを示唆
する。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
本発明は，移植片対宿主疾患の診断および経過のモニタリング，ならびに治療に有用であ
る。
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