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(57)【要約】

（修正有）

【課題】炎症性関節疾患に有用な治療薬の提供。
【解決手段】４−アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許
容される塩を有効成分として含有する、炎症性関節疾患治療薬。該４−アルキルウンベリ
フェロンとして、４−メチルウンベリフェロンであることが好ましい。該治療薬は、非ス
テロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬及び生物学的製剤からなる
群より選択される一以上の薬剤と組み合わせることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩を
有効成分として含有する、炎症性関節疾患治療薬。
【請求項２】
4‑アルキルウンベリフェロンが4‑メチルウンベリフェロンである、請求項１に記載の炎
症性関節疾患治療薬。
【請求項３】
炎症性関節疾患が、膠原病に伴う関節炎ないし滑膜炎である、請求項１又は２に記載の
炎症性関節疾患治療薬。
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【請求項４】
非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬及び生物学的製剤か
らなる群より選択される一以上の薬剤を組み合わせてなる、請求項１〜３のいずれか一項
に記載の炎症性関節疾患治療薬。
【請求項５】
4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩と
前記薬剤を含有する配合剤である、請求項４に記載の炎症性関節疾患治療薬。
【請求項６】
4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩を
含有する第１構成要素と、前記薬剤を含有する第２構成要素とからなるキットであること

20

を特徴とする、請求項４に記載の炎症性関節疾患治療薬。
【請求項７】
4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩を
含有し、投与時に前記薬剤が併用投与されることを特徴とする、請求項４に記載の炎症性
関節疾患治療薬。
【請求項８】
炎症性関節疾患の患者に対して治療上有効量の4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘
導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩を投与するステップを含む、炎症性関節疾患
の治療法。
【請求項９】
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非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬及び生物学的製剤か
らなる群より選択される一以上の薬剤を治療上有効量、併用投与することを特徴とする、
請求項８に記載の治療法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は医薬に関する。詳しくは、炎症性関節疾患治療薬及びその用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
関節リウマチに代表される炎症性関節疾患は患者数も多く、また、原因が不明又は十分
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に解明されていないものが殆どであり、より有効な治療法の提供が望まれている。従来の
炎症性関節疾患治療薬としては非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）、抗リウマチ薬（免疫
調節剤、免疫抑制剤、生物学的製剤）等が使用されている。これらの治療薬には一定の効
果が認められるものの、胃炎や胃潰瘍など消化器合併症、重症感染や肺炎或いは悪性腫瘍
の発生などの重篤な副作用が報告されている。ヒアルロン酸ナトリウムの関節内注射によ
る治療も行われているが、効果は限定的であり、全身性の炎症性関節疾患には効果がない
。例えば、関節リウマチを全身性疾患と考えた場合、ヒアルロン酸の関節内局所注入治療
は病勢自体を抑えられない。
【０００３】
炎症性関節疾患では滑膜のヒアルロン酸が過剰発現され、ヒアルロン酸と細胞表面受容
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体であるCD44が炎症の増悪に関連していること（非特許文献１）、ヒトでの血清ヒアルロ
ン酸濃度が炎症性関節疾患の活動性を反映していること（非特許文献２〜５）、更にはヒ
アルロン酸と細胞表面受容体であるCD44との相互作用を抗CD44抗体でブロックするとマウ
スでの炎症性関節疾患が抑制されること（非特許文献６）等が報告されており、ヒアルロ
ン酸の過剰発現が炎症性関節疾患の病態増悪に関連していることが示唆されている。但し
、ヒアルロン酸の産生を抑制した場合の効果については不明である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７−１９５５号公報
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【特許文献２】特開２０１１−１４０４５０号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Mikecz K et al, A & R, 1999, 42; 659‑668
【非特許文献２】Engstrom‑Laurent A et al, Ann Rheum Dis 1985; 44: 83‑88
【非特許文献３】Emlen W et al, J Rheumatol 1996;23:974‑8
【非特許文献４】Takei S et al, J Rheumatol 1996;23:1956‑62
【非特許文献５】Bjork J et al, Arthritis Rheum 1989;32:306‑311
【非特許文献６】Mikecz K, Brennan FR et al, Nat Med 1995;1:558‑563
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の課題は、炎症性関節疾患に対する新たな治療手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決すべく検討を進める中で本発明者らは、従来から利胆剤として使用され
、重篤な副作用がない4−アルキルウンベリフェロンに着目し、その炎症性関節疾患治療
剤としての有効性を調べることにした。4−アルキルウンベリフェロンについては、ヒア
ルロン酸合成酵素HAS2遺伝子の発現抑制作用、ヒアルロン酸分解酵素HYAL1遺伝子の発現
抑制作用、及びマトリックスメタロプロテアーゼMMP‑9遺伝子の発現抑制作用があり、が
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んの抑制に有効であることが報告されている（特許文献１）。また、4−アルキルウンベ
リフェロンの新規医薬用途として骨転移の治療が提案されている（特許文献２）。このよ
うに、従来、4−アルキルウンベリフェロンの標的は悪性腫瘍であり、滑膜増殖などに起
因する炎症性関節疾患に対する4−アルキルウンベリフェロンの治療効果は検討されてい
ない。
【０００８】
検討にあたって、まずコラーゲン誘発性関節炎マウスモデルを作製し、4−アルキルウ
ンベリフェロンの一つである4‑メチルウンベリフェロン（以下、4‑MUと略称する）を全身
投与（経口投与）した場合の関節炎症状の改善効果を調べるとともに、組織学的に骨軟骨
破壊の抑制効果を評価した。その結果、4‑MUはコラーゲン誘発性関節炎マウスモデルにお
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いて各種プロテアーゼの発現を抑制し、関節炎発症と増悪を有意に抑制することが判明し
た。一方、In vitroではヒトから得られた関節リウマチ滑膜細胞（関節リウマチ患者由来
の線維芽細胞様滑膜細胞）を用い、関節軟骨の破壊において重要な因子であるマトリック
スメタロプロテアーゼ（MMP）の発現抑制を指標として、抗炎症効果を評価したところ、4
‑MUがMMPの発現を有意に抑制した。更に検討を進め、MUの効果について既存薬（非ステロ
イド抗炎症薬）と比較したところ、4‑MUが有意に強いMMP抑制作用を示すことが明らかと
なった。4‑MUは内服薬として臨床応用されている薬剤である。本発明者らの検討によって
明らかになった事実、即ち、4‑MUが関節炎の進行抑制効果を示すことは、例えば、抗リウ
マチ薬とは異なり、肺線維症を初めとする重篤な各種合併症を少なくする薬剤として4‑MU
が有効であることを意味する。この4‑MUの特徴は臨床上の大きなメリットをもたらす。
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【０００９】
以下に列挙する本発明は主として上記成果に基づく。
［１］4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容され
る塩を有効成分として含有する、炎症性関節疾患治療薬。
［２］4‑アルキルウンベリフェロンが4‑メチルウンベリフェロンである、［１］に記載
の炎症性関節疾患治療薬。
［３］炎症性関節疾患が、膠原病に伴う関節炎ないし滑膜炎である、［１］又は［２］
に記載の炎症性関節疾患治療薬。
［４］非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬及び生物学的
製剤からなる群より選択される一以上の薬剤を組み合わせてなる、［１］〜［３］のいず
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れか一項に記載の炎症性関節疾患治療薬。
［５］4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容され
る塩と前記薬剤を含有する配合剤である、［４］に記載の炎症性関節疾患治療薬。
［６］4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容され
る塩を含有する第１構成要素と、前記薬剤を含有する第２構成要素とからなるキットであ
ることを特徴とする、［４］に記載の炎症性関節疾患治療薬。
［７］4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容され
る塩を含有し、投与時に前記薬剤が併用投与されることを特徴とする、［４］に記載の炎
症性関節疾患治療薬。
［８］炎症性関節疾患の患者に対して治療上有効量の4‑アルキルウンベリフェロン又は
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その誘導体、或いはこれらの薬学的に許容される塩を投与するステップを含む、炎症性関
節疾患の治療法。
［９］非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬及び生物学的
製剤からなる群より選択される一以上の薬剤を治療上有効量、併用投与することを特徴と
する、［８］に記載の治療法。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】コラーゲン誘発関節炎マウス（CIAマウス）の関節炎スコア（Arthritis score）
。4‑MU治療群（体重あたり0.5mg/g（n=5）、1.5mg/g（n=5）、3.0mg/g（n=15））とコン
トロール群の関節炎スコアを経時的に比較した。＊P<0.05
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【図２】4‑MU治療群（体重あたり3.0mg/g）とコントロール群の足の腫脹の比較。＊P<0.0
5
【図３】4‑MU治療群とコントロール群の肢の組織学的解析。
【図４】4‑MU治療群（体重あたり0.5mg/g（n=5）、1.5mg/g（n=5）、3.0mg/g（n=15））
とコントロール群の組織学的スコア（Histological score）の比較。＊P<0.05、＊＊P<0.
01
【図５】関節軟骨における4‑MU治療群とコントロール群のMMP‑3発現量の比較。上段は免
疫染色像。下段はMMP‑3陽性細胞の比率。＊＊P<0.01
【図６】関節軟骨における4‑MU治療群とコントロール群のMMP‑13発現量の比較。上段は免
疫染色像。下段はMMP‑13陽性細胞の比率。
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【図７】滑膜組織における4‑MU治療群とコントロール群のMMP発現量の比較。
【図８】ヒアルロン酸（HA）の局在とHAの集積に対する4‑MUの効果（HAに対する免疫染色
像）。
【図９】4‑MU治療群とコントロール群の血清ヒアルロン酸（HA）濃度の比較。＊＊p<0.01
、n.s.有意差なし
【図１０】MMP‑1の発現に対する4‑MUの効果。関節リウマチ患者由来の線維芽細胞様滑膜
細胞（RAFLS）をTNF‑αで刺激するとともに、4‑MUで処置し、MMP‑1の発現量を調べた。
【図１１】MMP‑3の発現に対する4‑MUの効果。関節リウマチ患者由来の線維芽細胞様滑膜
細胞（RAFLS）をTNF‑αで刺激するとともに、4‑MUで処置し、MMP‑3の発現量を調べた。
【図１２】4‑MUのHA集積抑制効果。免疫染色及びサンドイッチELISAにより、4‑MUで処置
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したRAFLSのHAを可視化および定量した。
【図１３】4‑MU治療群とインドメタシン治療群のMMP発現量の比較。
【図１４】4‑MU治療群とエトドラク治療群のMMP発現量の比較。
【図１５】4‑MU治療群とセレコキシブ治療群のMMP発現量の比較。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明は炎症性関節疾患に有効な治療薬を提供する。本発明の治療薬の治療対象は炎症
性関節疾患である。理論に拘泥する訳ではないが、本発明の治療薬はヒアルロン酸の産生
抑制を介して滑膜の炎症を抑制する。この作用機序に鑑み、本発明の治療薬は滑膜の炎症
が原因の疾患又は滑膜の炎症を伴う疾患に適用される。当該疾患の典型例は、膠原病に伴
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う関節炎ないし滑膜炎である。膠原病には、関節リウマチ、全身性エリトマトーデス、強
皮症等が含まれる。
【００１２】
本発明の治療薬の有効成分は4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれ
らの薬学的に許容される塩である。4‑アルキルウンベリフェロンとして、4‑メチルウンベ
リフェロン（4‑MU）、4‑エチルウンベリフェロン、4‑プロピルウンベリフェロン、4‑ブチ
ルウンベリフェロンなどの、4位に炭素数1〜4のアルキル基を有するウンベリフェロン（7
‑ヒドロキシクマリン）を例示することができる。その作用を損なわない程度に（作用を
高める場合を含む）改変を施した各種誘導体を有効成分として用いることもできる。ここ
での誘導体の例として4‑メチルエスクレチン（4‑ME）を挙げることができる。4‑MEには4‑
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MU同様にヒアルロン酸合成阻害能があることが報告されている（Morohashi H. et al., I
nt. J. Cancer:120, 2704‑2709(2007)）好ましくは、本発明の治療薬の有効成分として4‑
MUを用いる。4‑MUの構造を以下に示す。
【化１】
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【００１３】
4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体の薬学的に許容される塩としてナトリウム
塩、カリウム塩を例示できるが、これらに限定されるものではない。尚、4‑MUや4‑ME等は
和光純薬工業株式会社、東京化成工業株式会社、ナカライテスク株式会社などが販売して
おり、容易に入手可能である。
【００１４】
本発明の一態様では、上記有効成分（4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或
いはそれらの薬学的に許容される塩）と他の薬剤を併用する。この態様によれば、作用機
序の異なる二以上の薬剤による治療を行うことができ、相加的又は相乗的効果を期待でき
る。他の薬剤としては非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド薬、免疫調節薬、免疫抑制薬
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又は生物学的製剤を用いることができる。併用する他の薬剤の数は一つに限られない。即
ち、ここでの他の薬剤として二以上の薬剤を採用することもできる。非ステロイド系抗炎
症薬の例はアスピリン、コリンマグネシウム三サリチル酸、ジフルニサル、サルサレート
、セレコキシブ、ロフェコキシブ、バルデコキシブ、ジクロフェナク、エトドラク、フェ
ノプロフェン、フルルビプロフェン、イブプロフェン、インドメタシン、ケトプロフェン
、ケトロラク、メクロフェナム酸塩、メフェナム酸、メロキシカム、ナブメトン、ナプロ
キセン、オキサプロジン、ピロキシカム、スリンダク、トルメチンである。また、ステロ
イド薬の例はハイドロコルチゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、デキサメサ
ゾン、ベタメサゾンである。免疫調節剤（遅効性抗リウマチ薬）の例は金製剤、ペニシラ
ミン、ブシラミン、ロベンザリット、アクタリット、サラゾスルファピリジン、ヒドロキ
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シクロロキン、スルファサラジンである。免疫抑制剤の例はメトトレキサート、ミゾリビ
ン、レフルノミド、タクロリムス、シクロスポリンである。生物学的製剤の例はエタネル
セプト（可溶性TNF受容体とヒトIgGのFc領域との融合蛋白）、インフリキシマブ（抗ヒト
TNF‑αモノクローナル抗体）、トシリズマブ（ヒト化抗ヒトIL‑6レセプターモノクローナ
ル抗体）、アダリムマブ（ヒト型抗ヒトTNF‑αモノクローナル抗体）である。
【００１５】
この態様の特徴は、本発明の有効成分（4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、
或いはこれらの薬学的に許容される塩）と上記他の薬剤を組み合わせて用いることである
。典型的には、本発明の有効成分と他の薬剤を混合した配合剤として本発明の治療薬が提
供されることになる。一方、例えば、本発明の有効成分を含有する薬剤（第１構成要素）
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と、他の薬剤を含有する薬剤（第２構成要素）とからなるキットの形態で本発明の治療薬
を提供することもできる。この場合、治療期間内に第１構成要素及び第２構成要素が最低
１回ずつは投与されることになる。各要素の投与スケジュールは個別に設定することがで
きる。両要素を同時に投与することにしてもよい。ここでの「同時」は厳密な同時性を要
求するものではない。従って、両要素を混合した後に対象へ投与する等、両要素の投与が
時間差のない条件下で実施される場合は勿論のこと、片方の投与後、速やかに他方を投与
する等、両要素の投与が実質的な時間差のない条件下で実施される場合もここでの「同時
」の概念に含まれる。
【００１６】
本発明の有効成分と他の薬剤を併用する態様は以上のものに限定されず、例えば、有効
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成分として4‑アルキルウンベリフェロン又はその誘導体、或いはこれらの薬学的に許容さ
れる塩を含有する治療薬とし、それによる治療期間内に他の薬剤も投与するようにしても
よい。
【００１７】
本発明の治療薬の製剤化は常法に従って行うことができる。製剤化する場合には、製剤
上許容される他の成分（例えば、担体、賦形剤、崩壊剤、緩衝剤、乳化剤、懸濁剤、無痛
化剤、安定剤、保存剤、防腐剤、生理食塩水など）を含有させることができる。賦形剤と
しては乳糖、デンプン、ソルビトール、D‑マンニトール、白糖等を用いることができる。
崩壊剤としてはデンプン、カルボキシメチルセルロース、炭酸カルシウム等を用いること
ができる。緩衝剤としてはリン酸塩、クエン酸塩、酢酸塩等を用いることができる。乳化
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剤としてはアラビアゴム、アルギン酸ナトリウム、トラガント等を用いることができる。
懸濁剤としてはモノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸アルミニウム、メチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ラウリル硫酸ナ
トリウム等を用いることができる。無痛化剤としてはベンジルアルコール、クロロブタノ
ール、ソルビトール等を用いることができる。安定剤としてはプロピレングリコール、ア
スコルビン酸等を用いることができる。保存剤としてはフェノール、塩化ベンザルコニウ
ム、ベンジルアルコール、クロロブタノール、メチルパラベン等を用いることができる。
防腐剤としては塩化ベンザルコニウム、パラオキシ安息香酸、クロロブタノール等と用い
ることができる。
【００１８】
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製剤化する場合の剤形も特に限定されない。剤形の例は錠剤、散剤、細粒剤、顆粒剤、
カプセル剤、シロップ剤、注射剤、外用剤、及び座剤である。本発明の医薬には、期待さ
れる治療効果を得るために必要な量（即ち治療上有効量）の有効成分が含有される。本発
明の治療薬の有効成分量は一般に剤形によって異なるが、所望の投与量を達成できるよう
に有効成分量を例えば約0.1重量％〜約95重量％の範囲内で設定する。
【００１９】
本発明の治療薬はその剤形に応じて経口投与又は非経口投与（静脈内、動脈内、皮下、
皮内、筋肉内、又は腹腔内注射、経皮、経鼻、経粘膜など）によって対象に適用される。
これらの投与経路は互いに排他的なものではなく、任意に選択される二つ以上を併用する
こともできる（例えば、経口投与と同時に又は所定時間経過後に静脈注射等を行う等）。
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全身投与によらず、局所投与することにしてもよい。局所投与として、標的組織への直接
注入又は塗布を例示することができる。
【００２０】
本発明の治療薬の投与量は、期待される治療効果が得られるように設定される。治療上
有効な投与量の設定においては一般に患者の症状、年齢、性別、及び体重などが考慮され
る。当業者であればこれらの事項を考慮して適当な投与量を設定することが可能である。
例えば、成人（体重約60kg）を対象として一日当たりの有効成分量が約1,200mg、最大約3
,600mgとなるよう投与量を設定することができる。投与スケジュールとしては例えば１日
１回〜数回、２日に１回、或いは３日に１回などを採用できる。投与スケジュールの作成
においては、患者の症状や有効成分の効果持続時間などを考慮することができる。好まし
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い投与スケジュールの一つは、長期間に亘って連続的な投与を行う投与スケジュールであ
る。「長期間に亘る連続的な投与」とは、長期間に亘る投薬期間内に複数回の投薬を行う
ことを意味する。ここでの「長期間」とは１週間以上の期間を意味し、具体的には例えば
１月〜数年の間で投与期間を設定することができる。一日当たりの投与回数は例えば１〜
５回とする。炎症性関節疾患が慢性的病態であり、その治療のためには薬剤が常に作用し
ていることが好ましいことや有効成分の血中半減期を考慮すれば、投与スケジュールとし
て連日投与を採用することが好ましい。但し、患者の状態や経過によっては、投与しない
日を設けることにしてもよい（即ち、隔日投与などの投与スケジュールを採用してもよい
）。
【００２１】
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本発明の治療薬による治療と並行して、既存の治療法を適用することにしてもよい。既
存の治療法として薬物療法、外科的治療（手術）、リハビリテーションを挙げることがで
きる。二以上の既存の治療法を組み合わせて適用することにしてもよい。
【００２２】
以上の記述から明らかな通り本出願は、患者に対して本発明の治療薬を治療上有効量投
与することを特徴とする、炎症性関節疾患の治療法も提供する。
【実施例】
【００２３】
4−アルキルウンベリフェロンの新規医薬用途として、炎症性関節疾患の治療への適用
を検討した。
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【００２４】
１．材料と方法
（１）コラーゲン誘発関節炎（collagen‑induced arthritis CIA）の作製
7週齢のDBA/1Jマウスを日本エスエルシー株式会社（静岡）から購入した。すべての動
物実験は実験動物のケアと使用のための国際的なガイドラインに従い、動物倫理委員会の
承認のもとに行われた。
【００２５】
0.01M酢酸で溶解したウシタイプIIコラーゲン（2mg/ml）を１：１の比率でフロイド完
全アジュバントで乳化し、マウスの尾の皮下に100μl注射し、免疫した。その21日後にフ
ロイド不完全アジュバントで乳化させた50μgのウシタイプIIコラーゲンをマウスの尾の
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皮下に注射し、追加免疫した。
【００２６】
（２）4‑MUによる治療
マウス25匹（治療群）を3群に分けた。それぞれの群（体重あたり0.5mg/g（n=5）、1.5
mg/g（n=5）、3.0mg/g（n=15））のマウスに対し、4‑MUを5%アラビアガムで混濁し、混濁
液300μlを初回免疫後23日目から実験終了の42日目まで毎日、経口投与した。コントロー
ル群（n=15）には5%アラビアガムのみを毎日、経口投与した。関節リウマチ（RA）患者よ
り分離した滑膜様線維芽細胞（fibroblast like synoviocyte FLS）をin vitroにおいて1
0ng/mlのTNF‑αと4‑MU（0mM、0.1mM、0.5mM、1.0mM、1.5mM）で同時に処置した。続いて
、単層培養し、マトリックスメタロプロテアーゼ（MMPs）の発現やヒアルロン酸（HA）の
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分布、ヒアルロン酸合成酵素（HAS）mRNAのノックダウンの解析を行った。
【００２７】
（３）関節炎の臨床的な評価
ウシタイプIIコラーゲンによる初回免疫後より、マウスの関節炎の進展をモニタリング
した。少なくとも１つの足趾の腫脹もしくは足の腫脹が認められたとき、CIAが発症した
と判断した。関節炎の程度はそれぞれの足で次のように0‑3で等級分けを行った。0；正常
、1；1つの足趾の腫脹、2；2つかそれ以上の足趾の腫脹、3；足全体の腫脹。病状全体の
程度と進展を表すためにそれぞれのマウスの四肢のスコアの合計（1匹あたり最大で12点
）を関節炎スコア（arthritis score）として使用した。腫脹は足の腫脹の最大の前後径
を電気式ノギスで測定し、4つの足の腫脹増加量の合計を2日おきに記録した。
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【００２８】
（４）膝関節の腫脹の組織学的解析
初回免疫から42日後にマウスを全身麻酔下に4%パラホルムアルデヒド（PFA）で潅流固
定した。膝関節を摘出し、4%PFAで3日間固定、10%EDTAで30日間、4℃で脱灰した。各種濃
度のエタノールで脱水後、パラフィンにて包埋した。それぞれのサンプルはヘマトキシリ
ンとエオジンで染色した。１つの膝関節に対していつくかの矢状断の切片を調べ、最も所
見を認める切片を評価し、スコアリングした。典型的なものでは内顆の中央の切片を調べ
た。関節の組織学的変化には過去に報告されているパラメーターを使用した。それぞれの
マウスから得られたすべての切片は予備知識のない観察者によって次のように0‑3に等級
分けされた。0；正常、1；炎症細胞の浸潤、2；滑膜の肥厚とパンヌスの形成、3；骨びら
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んと骨破壊。両膝合計で最大6点満点とした。
【００２９】
（５）免疫染色
パラフィン包埋された切片をキシレンとエタノールで脱パラフィンした。TBS（Tris‑bu
ffered saline）で水和した後、50mM トリス酢酸ナトリウムバッファー（50mM Tris、60m
M 酢酸ナトリウム）で溶解した0.25U/mlのコンドロイチナーゼABCで処置した。3%H2O2を1
0分間作用させ、内因性ペルオキシダーゼを枯渇させた。3%ウシ血清アルブミン（BSA）で
1時間ブロッキングし、特異的抗体を4℃で1晩、2μg/mlのビオチン化HABP（b‑HABP）では
室温で2時間反応させた。1次抗体としてマウス抗MMP‑3抗体（100倍希釈）（ProteinTech
）とマウス抗MMP‑13抗体（100倍希釈）（ProteinTech）を使用した。TBS Tween‑20で3回
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洗浄後、抗MMP抗体を使用した場合にはSimplestain mouse Max‑PO（株式会社ニチレイ）
を、ビオチン化HABPを使用した場合はストレプトアビジン−ペルオキシダーゼ試薬(株式
会社ニチレイ)をそれぞれ室温で30分間反応させた。続いてDAB溶液（3', 3'‑diaminobenz
idine (DAB)‑hydrogen peroxide substrate medium：株式会社ニチレイ）を5分間反応さ
せ、ヘマトキシリンで対比染色を行った。ネガティブコントロールとして1次抗体を使用
せずに染色を行った。染色された細胞を顕微鏡下（倍率400倍）に3視野でそれぞれカウン
トし、その数を平均化した。視野におけるすべての軟骨細胞の数で染色されている軟骨細
胞の数を割ることにより染色細胞の割合を算出した。
【００３０】
（６）CIAマウスの血清HA濃度
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それぞれの群（n=10）で血清HA濃度を測定するために、潅流固定前に心臓より血液を採
取した。関節炎のないコントロールとして、免疫していない正常マウス（n=10）から血液
を採取した。凝固した血液を15分3000rpm（503g）で遠心し、血清を‑80℃で保存した。サ
ンドイッチELISAにて血清HA濃度を測定した。
【００３１】
（７）細胞培養
関節置換術を受けた関節リウマチ患者の滑膜組織より線維芽細胞様滑膜細胞（FLS）を
単離した。すべての患者（n=5）より同意が得られた。滑膜組織を小さな切片にし、ダル
ベッコ変法イーグル培地(DMEM)で溶解した4mg/ml コラゲナーゼを使用し、37℃で3時間分
離させた。70‑μm セルストレイナーでフィルタリング後、DMEMで洗浄した。10%ウシ胎仔
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血清と抗生剤(ペニシリン: 100U/ml, ストレプトマイシン: 100μg/ml, Amphotecerin‑B:
0.25μg/ml)の入ったDMEMで滑膜細胞を混濁した後、単層培養した。4継代〜6継代の細胞
を実験に使用した。
【００３２】
（８）細胞への刺激とリアルタイムPCR
FLS（1×105細胞/ウェル）を6ウェルプレートで2日間、培養後、洗浄し、血清の入って
いないDMEMで1晩飢餓状態とした。細胞を10ng/mlのTNF‑αで刺激し、同時に4‑MU（0mM、0
.1mM、0.5mM、1.0mM、1.5mM）で12時間処置した。4‑MUはジメチルスルホキシド(DMSO)で
溶解し、最終のDMSOの濃度が0.1%となるようにした。コントロールの細胞は血清の入って
いないDMEMで培養した。12時間処置した後、添付のプロトコールに従い、RNeasy（登録商
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標）Min Kit (QIAGEN)により全RNAを調製した。High Capacity cDNA Reverse transcript
ion kit (Applied Biosystems)を用い、cDNAへ逆転写を行った。
【００３３】
MMP‑1とMMP‑3の定量的な発現解析のためにLightCycler 480 SYBR Green 1 kit (Roche
Molecular Biochemical)とLightCycler instrument (Roche Diagnostics)を使用し、リア
ルタイムPCRを添付のプロトコールに従い行った。標的となるmRNAの相対的なレベルはGAP
DHにより標準化した。MMP‑1、MMP‑3、GAPDHのプライマー配列は以下の通りである。
MMP‑1用：5'‑TGGACCTGGAGGAAATCTTG‑3'（フォワード、配列番号１）、5'‑AGTTCATGAGCT
GCAACACG‑3'（リバース、配列番号２）
MMP‑3用：5'‑TTCCTTGGATTGGAGGTGAC‑3'（フォワード、配列番号３）、5'‑TGCCAGGAAAGG
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TTCTGAAG‑3'（リバース、配列番号４）
GAPDH用：5'‑TGAACGGGAAGCTCACTGG‑3'（フォワード、配列番号５）、5'‑TCCACCACCCTGT
TGCTGTA‑3'（リバース、配列番号６）
【００３４】
（９）ウエスタンブロット解析
FLSにおけるMMP‑1とMMP‑3のタンパクレベルの発現に対する4‑MUの効果をウエスタンブ
ロットで解析した。FLSをTNF‑α（10ng/ml）で刺激し、同時に4‑MU（0mM、0.1mM、0.5mM
、1.0mM、1.5mM）で24時間処置した。コントロールとして血清の入っていないDMEMで細胞
を培養した。細胞溶解液はRIPAバッファー（Santa Cruz Biotechnology）で調整し、タン
パク濃度はブラッドフォード法で測定した。抽出したタンパク質（1レーンにつき40μg）
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をサンプルとして、抗MMP‑1抗体、抗MMP‑3抗体、抗β−アクチン抗体を使用したウエスタ
ンブロット解析を行った。
【００３５】
（１０）siRNAでのFLSのトランスフェクション
4‑MUの効果がHA合成の抑制によって誘導されているものであるか否かを調べるために、
ヒアルロン酸合成酵素1（HAS1）とHAS2とHAS3をそれぞれ、もしくは３つともノックダウ
ンした後に、FLSをTNF‑α（10ng/ml）で刺激した。MMP‑1とMMP‑3のmRNA発現をリアルタイ
ムで評価した。ヒトのHAS1、HAS2、HAS3に特異的なsiRNAはSigma‑Aldrich社より購入した
。siRNAの配列は以下のとおりである。
HAS1用：5'‑CCUCUAGGCCUAUAUAGGATT‑3'（配列番号７）
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HAS2用：5'‑CCAGUAUCAGUUUGGUUUATT‑3'（配列番号８）
HAS3用：5'‑GACCCUGACUACUUGCGCATT‑3'（配列番号９）
【００３６】
ネガティブコントロールとしてMISSION siRNA universal negative control (Sigma‑Al
drich社)を使用した。添付のプロトコールに従ってLipofectamine2000 (Invitrogen)を使
用し、FLSにsiRNAをトランスフェクトした。12時間後にリアルタイムPCRにて、siRNAを用
いたノックダウン効率を測定した。HAS1とHAS2とHAS3のそれぞれ、もしくは３つのノック
ダウン下でのMMP‑1とMMP‑3のmRNA発現における4‑MUの効果をリアルタイムPCRにて解析し
た。
10

【００３７】
（１１）FLSでのHAの集積
チャンバースライド(BD Biosciences)に細胞（1×104）を6時間培養した。その後、10n
g/mlのTNF‑αで刺激し、同時に4‑MU（1.0mM）で12時間処置、一方は4‑MUで処置しなかっ
た。コントロールとして血清の入っていないDMEMのみで培養した。細胞を4%PFAで2時間室
温で固定した。内因性ペルオキシダーゼを枯渇させるため、30%メタノールで希釈した0.3
%H2O2で30分処置した。1%BSAで1時間室温で処置し、その後、2.0μg/mlのビオチン化HABP
で2時間、室温で処置した。ビオチン化HABPをストレプトアビジン−ペルオキシダーゼ試
薬(株式会社ニチレイ)とDAB含有基質溶液（株式会社ニチレイ）で検出した。
【００３８】
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（１２）HAの定量化
サブコンフルエントの状態のFLSを10ng/mlのTNF‑αで刺激し、同時に4‑MU（0mM、0.1mM
、0.5mM、1.0mM、1.5mM）で24時間処置した。コントロールとして血清の入っていないDME
Mで24時間培養した。以前報告された方法（Kakizaki et al, J Biol Chem, 2004; 279:33
281‑33289）でHAを採取した。培養液を分取し、「培養液サンプル」とした。細胞周囲のH
Aを取り除くため、細胞をトリプシン‑EDTAで10分間、37℃で処置した後、PBSで洗浄した
。トリプシン溶液と洗浄液を「細胞周囲サンプル」とした。細胞数を数えた後、細胞をプ
ロテアーゼK溶液(0.15 M Tris‑HCl, pH 7.5, 0.15 M NaCl, 10mM CaCl2, 20ユニットのプ
ロテアーゼKを含む5 mM deferoxaminemesylate)で2時間、55℃で処置し、その溶液を「細
胞内サンプル」とした。すべてのサンプルについて、タンパク分解酵素を不活化するため
に100℃で15分間加熱した。その後、4℃で30分間15000gで遠心し、解析に供した。HA濃度
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はサンドイッチELISAで測定した。
【００３９】
（１３）既存薬（NSAID）との比較
4‑MUの効果を、既存の非ステロイド抗炎症薬（インドメタシン、エトドラク、セレコキ
シブ）の効果と比較した。関節リウマチ患者由来のFLSを10ng/mlのTNF‑αで刺激し、同時
に4‑MU又は非ステロイド薬で12時間処置した。処置後の細胞のMMP‑1及びMMP‑3のmRNA発現
量を比較した。
【００４０】
（１４）統計解析
データは平均±標準偏差で表した。ボンフェローニ／ダン検定及びノンパラメトリック
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マン・ホイットニーのU検定を使用し、群間の統計的な有意差を求めた。P値が0.05以下
で有意差ありと判断した。
【００４１】
２．結果
（１）4‑MUでの治療によるCIAの臨床的な徴候の抑制
この実験で使用したものと同じ免疫プロトコールを使用した過去の文献（Rosloniec EF
, Cremer M, Kang AH, Myers LK, Brand DD: Collagen‑induced arthritis. Current pro
tocols in immunology / edited by John E Coligan

[et al] 2010, Chapter 15:Unit 1

5 15 11‑25.）では通常、初回免疫後、21日から28日に関節炎の徴候が現れ、病状が急速
に進行すると報告している。この報告を踏まえ、関節炎発症の早い時期での4‑MUの効果を
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調べるために、初回免疫から23日後に4‑MUによる治療を開始した。実際にコントロールマ
ウス（4‑MUによる治療をしない群）は初回免疫後23日から30日の間にほぼ100％CIAを発症
し、実験の正確性が裏付けられた。
【００４２】
臨床的な関節炎を21日目から42日目まで評価した。関節炎スコア（Arthritis score）
は濃度依存性に4‑MUによって抑制された（図１）。もっとも効果的であったのは3mg/gの4
‑MU投与群であった。関節炎スコア以外の評価として、関節炎の程度を評価するために足
の腫脹を測定した。足の腫脹は4‑MU治療群で有意に小さかった（P<0.05）（図２）。
【００４３】
4‑MUの毒性は治療群とコントロール群の体重及び食事量を毎日モニタリングすることで
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評価した。加えて、HAがその細胞外基質の維持と保全に重要な役割を担っている関節軟骨
をヘマトキシリン染色で評価した。すべてのマウスは実験の間、生存した。42日後、4群
間で体重に差はなく、4‑MUによって治療されたマウスの関節軟骨は顕微鏡的に正常であっ
た（データ示さず）。
【００４４】
（２）関節炎の程度の組織学的評価
42日目にコントロール群と4‑MU治療群のマウスを安楽死させ、肢の組織学的解析を行っ
た。コントロールマウスから得られた肢の膝関節は疾患による著明な変化を示した。その
変化は炎症性細胞の浸潤を伴った滑膜の肥厚、パンヌスの形成、激しい軟骨及び関節の破
壊等である（図３）。MU治療群の膝関節では軽度な滑膜炎を示し、明らかな軟骨や骨を破
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壊は認められなかった。組織学的スコア（Histological score）はコントロール群より4‑
MU治療群で低く、濃度依存性であった（図４）。滑膜炎の程度はコントロール群と比べ、
1.5mg/g治療群と3.0mg/g治療群で有意に低かった（図４）。
【００４５】
（３）免疫組織学
MMPファミリーは関節軟骨の破壊において重要な因子である。in vivoの関節軟骨と滑膜
組織でのMMPの発現における4‑MUの効果を評価するために、CIAマウスから採取した膝関節
の切片をサンプルとして免疫組織染色を行った。関節軟骨におけるMMP‑3とMMP‑13の発現
はコントロール群で顕著に増加していた。そして4‑MU治療によって抑制されていた（図５
、図６）。また、コントロール群において、それらの発現は滑膜の浸潤部位や滑膜組織で
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著明に増加していた。一方で4‑MUの治療により滑膜組織でのMMPの発現は抑制された（図
７）。
【００４６】
さらに膝関節でのHAの局在とHAの集積に対する4‑MUの効果を調べるために、CIAマウス
の膝関節の切片について、b‑HABPを使用した免疫染色を行った。コントロール群では骨へ
の滑膜の浸潤部位においてHAの異常な集積を認めた。4‑MU治療群や正常マウスにおいては
滑膜細胞のHAの染色性は弱かった。軟骨細胞のHAの染色性は4‑MU治療群と正常マウス群で
同程度であった（図８）。
【００４７】
（４）CIAマウスにおける血清HA濃度
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全身のHA濃度に対する4‑MUの効果を調べるために血清のHA濃度を測定した。血清HA濃度
は正常マウス群（CIAを誘発していない群）で696.2±335.2ng/ml、コントロール群（CIA
誘発マウス無治療群）で1264.5±438.7 ng/ml、4‑MU（3mg/g）治療CIAマウス群で539.4±
191.6 ng/mlであった（図９）。4‑MU治療群の血清HA濃度は正常マウス群と同程度であっ
た。一方で、無治療のCIAマウス群は血清HA濃度が4‑MU治療群と正常群に比べ有意に高か
った（p<0.01）。これらの結果は、4‑MU（3mg/g）の治療がCIAマウスの異常なHA濃度を正
常マウスの濃度まで正常化させることを示している。
【００４８】
（５）RAFLS（関節リウマチ患者由来の線維芽細胞様滑膜細胞）でのMMP‑1とMMP‑3のmRNA
、タンパク発現に対する4‑MUの効果
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関節軟骨破壊の因子であるMMPは関節リウマチ（RA）では主にFLSによって分泌されてい
る。RAFLSでのMMP‑1とMMP‑3に対する4‑MUの効果を調べるために、細胞をTNF‑α（10ng/ml
）で刺激し、同時に4‑MU（0mM, 0.1mM, 0.5mM, 1.0mM, 1.5mM）で処置した。リアルタイ
ムPCRと濃度測定を使ったウエスタンブロット解析の結果、MMP‑1とMMP‑3のmRNAとタンパ
クは濃度依存性に有意に4‑MUによって抑制された（図１０、１１）。
【００４９】
HAS1とHAS2とHAS3のそれぞれのノックダウンと３つ同時のノックダウン下において、MM
P‑1、MMP‑3のmRNA発現を調べた。HAS1、HAS2、HAS3それぞれ単独のノックダウンの効果は
4‑MUによる効果とは同等ではなかったが、3つ同時のノックダウンでは4‑MUと同等の効果
を示した。尚、単独のノックダウン効率はHAS1が95%、HAS2が61%、HAS3が72%であり、3つ

10

同時のノックダウンではHAS1が98%、HAS2が88%、HAS3が92%であった。これらの結果はMMP
‑1、MMP‑3発現における4‑MUの抑制効果はHA依存の経路を介していることを示唆する。
【００５０】
（６）RAFLSにおいて4‑MUはHAの集積を抑制する
FLSにおけるHA集積に対する4‑MUの効果を評価するためにビオチン化HABPを使用しHAを
可視化した。さらにサンドイッチELISAを使用し、HA濃度を測定した。図１２に示すよう
に、TNF‑α（10ng/ml）で12時間刺激した細胞はHAの著明な染色性を示した。特に細胞表
面と細胞周囲において著明であった。TNF‑αで刺激した細胞でのHAの染色性は4‑MUによっ
て抑制された。さらに糸状仮足を連想させる部位はTNF‑αの刺激によりHAが強く染色され
た。4‑MUによる処置はHAの染色性を抑制し、特にその糸状仮足を連想させる部位で抑制し
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た。一方で細胞内の染色性はTNF‑α刺激のみのものと4‑MUで処置したもので差がなかった
。4‑MUで処置した培養細胞における培地と細胞周囲のHA濃度は4‑MUで処置しないものに比
べ、用量依存性に低くなった。対照的に細胞内のHA濃度は4‑MUで処置したものとしないも
ので有意な差はなかった。このことは4‑MUがトリプシンに影響を受けるHAの集積を抑制し
ていること示している。トリプシンに影響を受けるHAはCD44のような細胞表面のHAレセプ
ターと結合するかもしれない。｛しじょうかそく｝を連想させる部位で抑制した。一方で
細胞内の染色性はTNF‑α刺激のみものと4‑MUで処置したもので変わりなかった（Fig.6A）
。4‑MUで処置した培養細胞における培地と細胞周囲のHA濃度は4‑MUで処置しないものに比
べ、用量依存性に低くなった。対象的に細胞内のHA濃度は4‑MUで処置したものとしないも
ので有意な差はなかった。このことは4‑MUがtrypsinに影響を受けるHAの集積を抑制して
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いること示している。trypsinに影響を受けるHAはCD44のような細胞表面のHAレセプター
と結合するかもしれない。
【００５１】
（７）既存薬（NSAID）との比較
既存の非ステロイド抗炎症薬（インドメタシン、エトドラク、セレコキシブ）と比較す
ることによって、4‑MUの効果を評価した。4‑MUは、インドメタシン及びエトドラクに比較
して、TNF‑αで刺激されたRAFLSにおけるMMP‑1及びMMP‑3のmRNAの発現を有意に抑制した
（図１３、１４）。また、セレコキシブとの比較においても、4‑MUの効果が高いことが示
された（図１５）。
【産業上の利用可能性】
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【００５２】
本発明の医薬は炎症性関節疾患の治療に用いられる。例えば、膠原病に伴う関節炎又は
滑膜炎に対して適用可能である。
【００５３】
この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。
特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこ
の発明に含まれる。本明細書の中で明示した論文、公開特許公報、及び特許公報などの内
容は、その全ての内容を援用によって引用することとする。
【配列表フリーテキスト】
【００５４】
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配列番号１〜６：人工配列の説明：プライマー
配列番号７〜９：人工配列の説明：siRNA
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