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(57)【要約】
【課題】
本発明の主な課題は、網状肢端色素沈着症の治療又は
予防のために用いうる薬剤を提供することにある。
【解決手段】
本発明として、例えば、ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇
されることができる化合物（例えば、レチノイド）を有
効成分として含有することを特徴とする、網状肢端色素
沈着症治療剤又は予防剤を挙げることができる。また、
皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞内のＡＤＡＭ１０
遺伝子の全部又は一部が変異を生じる、ないしはそれら
を改変することによって作製され、体幹ないし四肢に色
素斑が散在していることを特徴とする病態モデル動物や
、かかる病態モデル動物を用いることを特徴とする、網
状肢端色素沈着症の治療剤又は予防剤をスクリーニング
する方法も本発明として挙げることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇されることができる化合物を有効成分として含有することを
特徴とする、網状肢端色素沈着症治療剤又は予防剤。
【請求項２】
ＡＤＡＭ１０が、皮膚細胞におけるものである、請求項１に記載の治療剤又は予防剤。
【請求項３】
前記化合物がレチノイドである、請求項１又は２に記載の治療剤又は予防剤。
【請求項４】
レチノイドが、トレチノイン、アリトレチノイン、アダパレン、ビタミンＡ、イソトレチ
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ノイン、酢酸レチノール、アシトレチン、タミバロテン、タザロテン、エトレチナート、
トコレチナート、ベザロテン、イソトレチノイン

アニサチル、プロピオン酸レチノール

、パルミチン酸レチノール、モテレチナイド及びレチノイン酸ｐ−ヒドロキシアニリド群
から選択されるものである、請求項３に記載の治療剤又は予防剤。
【請求項５】
レチノイドが、アダパレン、エトレチナート、又はタザロテンである、請求項３に記載の
治療剤又は予防剤。
【請求項６】
皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞内のＡＤＡＭ１０遺伝子の全部又は一部が変異を生
じる、ないしはそれらを改変することによって作製され、体幹ないし四肢に色素斑が散在
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していることを特徴とする、病態モデル動物。
【請求項７】
皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞に特異的にＡＤＡＭ１０遺伝子の異常があり、体幹
ないし四肢に色素斑が散在していることを特徴とする、病態モデル動物。
【請求項８】
前記動物がヘアレスマウスである、請求項６又は７に記載の病態モデル動物。
【請求項９】
請求項６〜８のいずれか一項に記載の病態モデル動物を用いることを特徴とする、網状肢
端色素沈着症の治療剤又は予防剤をスクリーニングする方法。
30
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、網状肢端色素沈着症治療剤又はその予防剤、及びその薬剤スクリーニングな
どに用いることができる病態モデル動物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
網状肢端色素沈着症（ｒｅｔｉｃｕｌａｔｅ
ｆ

ａｃｒｏｐｉｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ

ｏ

Ｋｉｔａｍｕｒａ：ＲＡＫ）は、手足を中心に点状から網目状に色素沈着する遺伝性
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色素異常症の一種である。１９４３年に北村らによって初めて報告された。当初は日本で
の報告が主であったが、徐々に国内外で報告されるようになった。
ＲＡＫは、幼少時から手足、腕、もも、首にかけて網目状の皮膚のシミができ、広がっ
ていく病気である。患者の７割ほどが２０歳までに発症し、徐々に肘膝や首にも広がって
いく。中年になるまで拡大し、その後ようやく拡大は止まる。そのほか掌蹠の点状の陥凹
も見られる。病理組織学的には、色素班部は表皮突起が延長して、その先端に色素沈着が
認められる。炎症細胞の浸潤はわずかである。
このＲＡＫの有効な治療法は、残念ながら未だ確立されておらず、該治療法ないし治療
薬が望まれている。
【０００３】
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このＲＡＫは常染色体優性遺伝形式を示すことは以前から分かっていた。最近になって
、本発明者らがその遺伝子変異が蛋白分解酵素ＡＤＡＭ１０であることを突き止めた（例
えば、非特許文献１参照）。
ＡＤＡＭ１０は、細胞表面に存在するディスインテグリンとメタロプロテアーゼドメイ
ンを有するＡＤＡＭファミリーに属する蛋白質の一つであり、様々な膜蛋白質の細胞外ド
メインの一部を切断することにより、切断を受けた蛋白質の働きを活性化させたり、抑制
させたりする働きを持つ。
ＡＤＡＭ１０の遺伝子番号は、米国国立生物工学情報センター（ＮＣＢＩ）によれば、
ＮＭ＿００１１１０．２であり、Ｅｎｓｅｍｂｌによれば、ＥＮＳＴ０００００２６０４
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０８である。
なお、自然発生したヘテロ接合性ＡＤＡＭ１０領域の大規模ゲノムＤＮＡを全身性に欠
損したヘアレスマウスは、体幹四肢にＲＡＫの色素斑に類似した小色素斑が散在すること
が知られている（非特許文献３参照）。
【０００４】
レチノイドは、レチノイン酸受容体又はレチノイドＸ受容体に結合してレチノイン酸活
性を有する一群の化合物である。その代表例として、ビタミンＡを挙げることができる。
レチノイドが結合したレチノイン酸受容体やレチノイドＸ受容体は、正常細胞及び腫瘍細
胞の増殖や分化を制御する転写因子として機能する。
現在、レチノイドは、主に外用剤ないし内服剤として、にきびやしわなどの皮膚科治療
薬として広く使用されている。また、急性全骨髄性白血病の治療薬としても使用されてい
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る。
このレチノイドの一つであるアシトレチンが神経芽細胞腫細胞においてＡＤＡＭ１０の
発現を上昇させたとの報告がある（非特許文献２参照）。しかしながら、このようなレチ
ノイドが皮膚細胞においてもＡＤＡＭ１０の発現を上昇させるかどうかについては不明で
ある。ましてやレチノイドが、ＲＡＫの治療薬として有効かどうかについては全く明らか
でない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の課題は、主として、網状肢端色素沈着症（ＲＡＫ）の治療又は予防のために用
いうる薬剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明者らは、網状肢端色素沈着症の原因遺伝子がＡＤＡＭ１０遺伝子であることを先
に突き止めたが（非特許文献１など）、それを基に鋭意検討を重ねた結果、後述の通り、
レチノイドが角化細胞や線維芽細胞、色素細胞といった皮膚を構成する細胞群においてい
ずれもＡＤＡＭ１０の発現を上昇させることを初めて見出し、本発明を完成した。そして
、実際に、ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇させるレチノイドが、ＲＡＫ様色素斑が散在する
病態モデルマウスの色素斑を消失させることを、本発明者らは確認した。
【０００８】
本発明として、例えば、次のものを挙げることができる。
［１］ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇されることができる化合物（以下、「ＡＤＡＭ１０発
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現上昇薬」という）を有効成分として含有することを特徴とする、網状肢端色素沈着症治
療剤又は予防剤（以下、まとめて「本発明治療剤」という）。
［２］皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞内のＡＤＡＭ１０遺伝子の全部又は一部が変
異を生じる、ないしはそれらを改変することによって作製され、体幹ないし四肢に色素斑
が散在していることを特徴とする、病態モデル動物（以下、「本発明モデル動物」という
）。
［３］上記［２］に記載の病態モデル動物を用いることを特徴とする、網状肢端色素沈着
症の治療剤又は予防剤をスクリーニングする方法。
【発明の効果】
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【０００９】
本発明治療剤によれば、網状肢端色素沈着症を治療ないし改善することができる。また
、その発症を予防することができる。
本発明モデル動物によれば、網状肢端色素沈着症の治療剤ないし予防剤をスクリーニン
グすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】正常ヒト表皮角化細胞（ＮＨＥＫ）におけるＡＤＡＭ１０遺伝子の相対的発現量
を表す。
【図２】正常ヒト線維芽細胞（ＮＨＤＦ）におけるＡＤＡＭ１０遺伝子の相対的発現量を
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表す。
【図３】正常ヒト色素細胞（ＮＨＥＭ）におけるＡＤＡＭ１０遺伝子の相対的発現量を表
す。
【図４】本発明モデル動物（遺伝子改変ヘアレスマウス）の写真である。左写真は薬物投
与前の状態を、右写真は薬物投与後の状態を、それぞれ表す。
【図５】本発明モデル動物（遺伝子改変ヘアレスマウス）の写真である。左写真は薬物投
与前の状態を、右写真は薬物投与後の状態を、それぞれ表す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
１

本発明治療剤について
本発明治療剤は、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬を有効成分として含有することを特徴とする
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。
ＡＤＡＭ１０発現上昇薬としては、ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇させることができる化
合物であれば特に制限されないが、特に皮膚細胞において、ＡＤＡＭ１０の発現量を上昇
されることができる化合物が好ましい。
具体的なＡＤＡＭ１０発現上昇薬としては、例えば、レチノイドを挙げることができる
。レチノイドの具体例としては、トレチノイン、アリトレチノイン、アダパレン、ビタミ
ンＡ、イソトレチノイン、酢酸レチノール、アシトレチン、タミバロテン、タザロテン、
エトレチナート、トコレチナート、ベザロテン、イソトレチノイン

アニサチル、プロピ

オン酸レチノール、パルミチン酸レチノール、モテレチナイド、レチノイン酸ｐ−ヒドロ
キシアニリド、ＳＲ１１２３７、ＴＴＮＰＢ、ＣＧＰ５２６０８、Ａ１１２０、フェンレ
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チニド、ＥＣ２３、Ｃｈ５５、ＢＭＳ７５３、ＡＭ８０、ＡＭ５８０、ＡＣ５５６４９、
ＡＣ２６１０６６、ＣＤ４３７、ＣＤ１５３０、ＢＥＸＡＲＯＴＥＮＥ、ＬＧ１０５０６
及びＣＤ３２５４を挙げることができる。この中、トレチノイン、アリトレチノイン、ア
ダパレン、ビタミンＡ、イソトレチノイン、酢酸レチノール、アシトレチン、タミバロテ
ン、タザロテン、エトレチナート、トコレチナート、ベザロテン、イソトレチノイン

ア

ニサチル、プロピオン酸レチノール、パルミチン酸レチノール、モテレチナイド、レチノ
イン酸ｐ−ヒドロキシアニリドが好ましく、またアダパレン、エトレチナート、タミバロ
テン、タザロテンが特に好ましい。
【００１２】
本発明治療剤は、常法により製造することができる。例えば、レチノイドなどのＡＤＡ
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Ｍ１０発現上昇薬を、そのまま又は医薬上許容される無毒性かつ不活性な担体中に、０．
０１〜９９．５重量％の範囲内で、好ましくは０．５〜９０重量％の範囲内で常法により
配合することによって製造することができる。
上記担体として、固形、半固形又は液状の希釈剤、充填剤、その他の処方用の助剤を挙
げることができる。これらを一種又は二種以上用いることができる。
【００１３】
本発明治療剤は、固形又は液状の用量単位で、皮膚に適用する外用剤や内服剤等の経口
投与製剤、注射剤、点滴製剤、坐剤等の外用剤以外の非経口投与製剤などの形態をとるこ
とができる。中でも、外用剤が好ましい。
【００１４】
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本発明治療剤が外用剤の形態である場合、かかる外用剤としては、皮膚の局所表面に有
効成分を直接投与できる剤形であれば特に限定されず、例えば、軟膏剤、液剤（懸濁剤、
乳剤、ローション剤等）、パップ剤、テープ剤、エアゾール剤、及び外用散剤を挙げるこ
とができる。
【００１５】
これらの製剤を調製するに際して、有効成分であるＡＤＡＭ１０発現上昇薬以外に、通
常の外用剤を調製するのに使用される各種配合成分を適宜選択して使用することができる
。そのような成分として、軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、ないしローション剤の場合には
、白色ワセリン、黄色ワセリン、ラノリン、サラシミツロウ、セタノール、ステアリルア
ルコール、ステアリン酸、硬化油、ゲル化炭化水素、ポリエチレングリコール、流動パラ
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フィン、スクワラン等の基剤；オレイン酸、ミリスチン酸イソプロピル、トリイソオクタ
ン酸グリセリン、クロタミトン、セバシン酸ジエチル、アジピン酸ジイソプロピル、ラウ
リン酸ヘキシル、脂肪酸、脂肪酸エステル、脂肪族アルコール、植物油等の溶剤および溶
解補助剤；トコフェロール誘導体、Ｌ−アスコルビン酸、ジブチルヒドロキシトルエン、
ブチルヒドロキシアニソール等の酸化防止剤；パラヒドロキシ安息香酸エステル等の防腐
剤；グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム等の保湿剤；ポリオキ
シエチレン誘導体、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂
肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、レシチン等の界面活性剤；カルボ
キシビニルポリマー、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチル
セルロースナトリウム塩類、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル
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セルロース等の増粘剤等を挙げることができる。更に、所望により安定剤、保存剤、吸収
促進剤、ｐＨ調整剤、その他の適当な添加剤を配合することができる。
【００１６】
また、パップ剤については、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸共重合体等の粘着付与剤
；硫酸アルミニウム、硫酸カリウムアルミニウム、塩化アルミニウム、メタケイ酸アルミ
ン酸マグネシウム、ジヒドロキシアルミニウムアセテート等の架橋剤；ポリアクリル酸ナ
トリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ゼラチン、アルギン酸ナトリ
ウム、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩類、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の増粘剤；グリセリ
ン、ポリエチレングリコール（マクロゴール）、プロピレングリコール、１，３−ブタン
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ジオール等の多価アルコール類；ポリオキシエチレン誘導体等の界面活性剤；Ｌ−メント
ール等の香料；パラヒドロキシ安息香酸エステル等の防腐剤；精製水等を挙げることがで
きる。更に、所望により安定剤、保存剤、吸収促進剤、ｐＨ調整剤、その他の適当な添加
剤を配合することができる。
【００１７】
テープ剤については、天然ゴム、イソプレンゴム、ポリイソブチレン、ポリブテン、液
状ポリイソプレン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体（ＳＩＳブロック
共重合体）、スチレン−ブタジエン−スチレンブロック共重合体、スチレン−エチレン・
ブチレン−スチレンブロック共重合体や、（メタ）アクリル酸アルキルエステル（共）重
合体、ポリアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル樹脂等の粘着剤；脂

10

環族飽和炭化水素系樹脂、ロジン系樹脂、テルペン系樹脂等の粘着付与樹脂；液状ゴム、
流動パラフィン等の軟化剤；ジブチルヒドロキシトルエン等の酸化防止剤；プロピレング
リコール等の多価アルコール；オレイン酸等の吸収促進剤；ポリオキシエチレン誘導体等
の界面活性剤、その他の適当な添加剤を配合することができる。また、ポリアクリル酸ナ
トリウムやポリビニルアルコールのような含水可能な高分子と少量の精製水を加えて含水
テープ剤とすることもできる。この場合にあっても、更に、所望により安定剤、保存剤、
吸収促進剤、ｐＨ調整剤、その他の適当な添加剤を配合することができる。
【００１８】
エアゾール剤については、軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、懸濁剤、乳剤、液剤及びロー
ション剤等の調製に用いられる白色ワセリン、黄色ワセリン、ラノリン、サラシミツロウ
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、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、硬化油、ゲル化炭化水素、ポリエ
チレングリコール、流動パラフィン、スクワラン等の基剤；オレイン酸、ミリスチン酸イ
ソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、セバシン酸イソプロピル、トリイソオクタン酸
グリセリン、クロタミトン、セバシン酸ジエチル、ラウリン酸ヘキシル、脂肪酸、脂肪酸
エステル、脂肪族アルコール、植物油等の溶剤及び溶解補助剤；トコフェロール誘導体、
Ｌ−アスコルビン酸、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール等の酸
化防止剤；パラヒドロキシ安息香酸エステル等の防腐剤；グリセリン、プロピレングリコ
ール、ヒアルロン酸ナトリウム等の保湿剤；ポリオキシエチレン誘導体、グリセリン脂肪
酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール
脂肪酸エステル、レシチン等の界面活性剤；カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム
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、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩類、ヒドロキ
シプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の増粘剤；さらに、各種
安定剤、緩衝剤、矯味剤、 懸濁化剤、乳化剤、芳香剤、保存剤、溶解補助剤、その他の
適当な添加剤を配合することができる。
【００１９】
外用散剤については、バレンショデンプン、コメデンプン、トウモロコシデンプン、タ
ルク、酸化亜鉛等の賦形剤又はその他の適当な添加剤を配合することができる。この場合
にあっても、更に、所望により各種安定剤、保存剤、吸収促進剤、その他の適当な添加剤
を配合することができる。
【００２０】

40

上記外用剤を調製する方法としては特に限定されず、所望の剤形に応じて、各成分及び
必要に応じた基剤成分をよく混練する等の常法により製造することができる。また、パッ
プ剤やテープ剤の調製においては、混練した混合物を剥離紙上に展延、乾燥し、さらに柔
軟な支持体と貼り合わせ、所望の大きさに裁断することにより調製することができる。
【００２１】
上記外用剤は、例えば、軟膏剤、液剤（懸濁剤、乳剤、ローション剤等）、エアゾール
剤及び外用散剤の場合には、皮膚患部に塗布等により直接適用したり、あるいは、布等の
支持体に塗布又は含浸させて適用したりするなど、常法により使用することができる。ま
た、パップ剤やテープ剤の場合には、これらの製剤を皮膚患部に直接貼付することにより
使用することができる。
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【００２２】
本発明治療剤に係る外用剤の使用量は、含有有効成分の種類や配合量、患者の症状や年
齢等により異なるが、一般的には、成人に対して数日に１回〜１日数回適用することがで
きる。好ましくは、１日１〜３回適用するが、症状によっては投与回数を減らしたり増や
したりすることもできる。
【００２３】
有効成分の配合量は、外用剤としての剤型等によって異なり、一概に限定できないが、
目的とする治療ないし予防効果が発揮できるのに十分な量であればよい。具体的な配合量
としては、 製剤全重量に対して０．０１〜６０重量％であり、好ましくは０．１〜４０
重量％、より好ましくは１〜３０重量％である。配合量が６０重量％より多くなると、外
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用剤としての物性の保持が困難なものとなり、それ以上配合しても効果の増大は望めない
。また配合量が０．１重量％未満であると、目的とする治療ないし予防効果を十分に発揮
することができないおそれがある。なお、上記の製剤全重量とは、外用剤がパップ剤の場
合には膏体全重量であり、テープ剤の場合には粘着剤全重量を意味する。
【００２４】
本発明治療剤が内服剤等の経口投与製剤の形態である場合、かかる経口投与製剤として
は特に限定されず、例えば、末剤、カプセル剤、錠剤、糖衣剤、顆粒剤、散剤、懸濁剤、
液剤、シロップ剤、エリキシル剤、トローチ剤を挙げることができる。
【００２５】
末剤については、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬を適当な細かさにすることにより製造するこ
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とができる。
【００２６】
散剤については、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬を適当な細かさにし、次いで同様に細かくし
た医薬用担体、例えば、澱粉、マンニトールのような可食性炭水化物と混合することによ
り製造することができる。任意に風味剤、保存剤、分散剤、着色剤、香料等を添加するこ
とができる。
【００２７】
カプセル剤については、まず上述のようにして粉末状となった末剤や散剤あるいは錠剤
の項で述べるように顆粒化したものを、例えば、ゼラチンカプセルのようなカプセル外皮
の中へ充填することにより製造することができる。滑沢剤や流動化剤、例えば、コロイド
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状のシリカ、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、固形のポリ
エチレングリコールを粉末状のものに混合し、その後充填操作を行うことにより製造する
こともできる。崩壊剤や可溶化剤、例えば、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメ
チルセルロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロー
スナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム
を添加すれば、カプセル剤が摂取されたときの医薬の有効性を改善することができる。ま
た、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬の微粉末を植物油、ポリエチレングリコール、グリセリン、
界面活性剤中に懸濁分散し、これをゼラチンシートで包んで軟カプセル剤とすることもで
きる。
【００２８】

40

錠剤については、賦形剤を加えて粉末混合物を作り、顆粒化もしくはスラグ化し、次い
で崩壊剤又は滑沢剤を加えた後、打錠することにより製造することができる。また、上述
のように顆粒化やスラグ化の工程を経ることなく、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬を流動性の不
活性担体と混合した後に直接打錠することによっても製造することができる。
こうして製造される錠剤にフィルムコーティングや糖衣を施すことができる。シェラッ
クの密閉被膜からなる透明又は半透明の保護被覆、糖や高分子材料の被覆及びワックスよ
りなる磨上被覆をも用いることができる。
【００２９】
上記粉末混合物は、適当に粉末化された物質を上述の希釈剤やベースと混合することに
より製造することができる。必要に応じて、結合剤（例えば、カルボキシメチルセルロー

50

(8)

JP 2015‑227330 A 2015.12.17

スナトリウム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ゼラチン、ポ
リビニルピロリドン、ポリビニルアルコール）、溶解遅延化剤（例えば、パラフィン）、
再吸収剤（例えば、四級塩）、吸着剤（例えばベントナイト、カオリン）等を添加するこ
とができる。具体的には、まず結合剤、例えば、シロップ、澱粉糊、アラビアゴム、セル
ロース溶液又は高分子物質溶液で湿らせ、攪拌混合し、これを乾燥、粉砕して顆粒とする
ことができる。このように粉末を顆粒化する代わりに、まず打錠機にかけた後、得られる
不完全な形態のスラグを破砕して顆粒にすることも可能である。このようにして作られる
顆粒に、滑沢剤としてステアリン酸、ステアリン酸塩、タルク、ミネラルオイル等を添加
することにより、互いに付着することを防ぐことができる。
【００３０】

10

他の経口投与製剤、例えば、液剤、シロップ剤、トローチ剤、エリキシル剤についても
また、その一定量がＡＤＡＭ１０発現上昇薬の一定量を含有するように用量単位形態にす
ることができる。
【００３１】
シロップ剤については、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬等を適当な香味水溶液に溶解して製造
することができる。エリキシル剤については、非毒性のアルコール性担体を用いることに
より製造することができる。
【００３２】
懸濁剤については、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬等を非毒性担体中に分散させることにより
製造することができる。必要に応じて、可溶化剤や乳化剤（例えば、エトキシ化されたイ

20

ソステアリルアルコール類、ポリオキシエチレンソルビトールエステル類）、保存剤、風
味付与剤（例えば、ペパーミント油、サッカリン）等を添加することができる。
【００３３】
必要であれば、経口投与のための用量単位処方をマイクロカプセル化することができる
。当該処方はまた、被覆をしたり、高分子・ワックス等中に埋め込んだりすることにより
作用時間の延長や持続放出をもたらすこともできる。
【００３４】
本発明治療剤が注射剤や点滴製剤の形態である場合、かかる注射剤等は、用時調製の注
射用キットないし点滴用キットであってもよい。
【００３５】

30

外用剤以外の非経口投与製剤は、皮下・筋肉又は静脈内注射用とした液状用量単位形態
、例えば、溶液や懸濁液の形態をとることができる。当該非経口投与製剤は、ＡＤＡＭ１
０発現上昇薬の一定量を、注射の目的に適合する非毒性の液状担体、例えば、水性や油性
の媒体に懸濁し又は溶解し、次いで当該懸濁液又は溶液を滅菌することにより製造するこ
とができる。注射液を等張にするために非毒性の塩や塩溶液を添加することができる。ま
た、安定剤、保存剤、乳化剤等を添加することもできる。同様に点滴製剤とすることもで
きる。
【００３６】
坐剤については、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬を低融点の水に可溶又は不溶の固体、例えば
、ポリエチレングリコール、カカオ脂、半合成の油脂［例えば、ウイテプゾール（登録商

40

標）］、高級エステル類（例えば、パルミチン酸ミリスチルエステル）又はそれらの混合
物に溶解又は懸濁させて製造することができる。
【００３７】
本発明治療剤が外用剤以外の形態である場合の投与量は、体重、年齢等の患者の状態、
剤形、投与方法、投与経路、症状の程度等によって異なるが、一般的には成人に対して、
レチノイドなどのＡＤＡＭ１０発現上昇薬の用量として、経口剤の場合、１回当たり約０
．００５ｍｇ／ｋｇ〜約１０ｍｇ／ｋｇの範囲内が適当であり、約０．０１ｍｇ／ｋｇ〜
約５ｍｇ／ｋｇの範囲内が好ましく、約０．０２ｍｇ／ｋｇ〜約２ｍｇ／ｋｇの範囲内が
より好ましく、非経口剤の場合、１回当たり約０．０００５ｍｇ／ｋｇ〜約１ｍｇ／ｋｇ
の範囲内が適当であり、約０．００１ｍｇ／ｋｇ〜約０．５ｍｇ／ｋｇの範囲内が好まし
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く、約０．００２ｍｇ／ｋｇ〜約０．２ｍｇ／ｋｇの範囲内がより好ましい。場合によっ
ては、これ以下でも足りるし、また逆にこれ以上の用量を必要とするときもある。
【００３８】
本発明治療剤が外用剤以外の形態である場合の投与回数は、ＡＤＡＭ１０発現上昇薬の
種類や用量、剤形、患者の状態等によって異なるが、例えば、１日１回〜数回又は１日〜
数日間に1回の間隔で投与することができる。
【００３９】
２

本発明モデル動物について
本発明モデル動物は、皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞内のＡＤＡＭ１０遺伝子の
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全部又は一部が変異を生じる、ないしはそれらを改変することによって作製され、体幹な
いし四肢に色素斑が散在していることを特徴とする。
本発明における「皮膚の細胞」としては、表皮の角化細胞や色素細胞、また真皮の線維
芽細胞を挙げることができ、好ましくは角化細胞、色素細胞であり、より好ましくは角化
細胞である。また、ＡＤＡＭ１０遺伝子の変異を生じる、ないしはそれらを改変すること
等は、皮膚細胞特異的であることが好ましい。
【００４０】
本発明モデル動物は、皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞内のＡＤＡＭ１０遺伝子を
変異・改変等することにより作製されればよく、皮膚の細胞全体又はその一部構成細胞以
外の他の部位のＡＤＡＭ１０遺伝子は正常であってもよい。好ましい本発明モデル動物と
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しては、表皮の一部を成す角化細胞内特異的にＡＤＡＭ１０遺伝子の全部又は一部が変異
を生じる、ないしはそれらを改変することによって作製され、体幹ないし四肢に色素斑が
散在しているものを挙げることができる。
【００４１】
ここで「変異」には、（大規模）欠損や遺伝子組換えが含まれ、かかる欠損としては、
ヘテロ接合性欠損とホモ接合性欠損を挙げることができ、そのいずれであってもよいが、
ヘテロ接合性欠損が好ましい。また、ＡＤＡＭ１０タンパク質が正常に生成されなければ
よいので、ＡＤＡＭ１０遺伝子全体を欠損する必要は特になく、正常に生成されなければ
ＡＤＡＭ１０遺伝子の一部塩基配列を欠損するのみであってもよい。また変異ないし改変
は、ＡＤＡＭ１０タンパク質が正常に生成されないのような遺伝子操作であり、具体的な
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変異ないし改変としては、ＡＤＡＭ１０遺伝子の全部又は一部の塩基配列を置換、欠失、
又は挿入することを挙げることができる。
【００４２】
なお、本発明モデル動物には、作製方法を問わず、皮膚の細胞全体又はその一部構成細
胞に特異的にＡＤＡＭ１０遺伝子の異常があり、体幹ないし四肢に色素斑が散在している
ものも含まれる。ここで「異常」とは、ＡＤＡＭ１０タンパク質が正常に生成されないよ
うな、ＡＤＡＭ１０遺伝子の塩基配列の全部又は一部に置換、欠失、挿入などの遺伝子変
異や改変がある状態をいう。
【００４３】
色素斑は、通常、点状色素斑もしくは一部融合した網目状の色素斑などである。かかる
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色素斑は、ヒトの網状肢端色素沈着症の皮膚症状に類似したものである。
【００４４】
本発明モデル動物に係る「動物」としては、例えば、齧歯類を挙げることができ、齧歯
類が好ましく、ヘアレスの齧歯類がより好ましい。具体的な当該動物としては、例えば、
マウス、ラット、モルモットを挙げることができる。この中、（ヘアレス）マウス、（ヘ
アレス）ラットが好ましい。
【００４５】
本発明モデル動物は、公知の方法により作製することができる。例えば、コンディショ
ナルノックアウトマウスを作製するために一般的に用いられているＣｒｅ−ｌｏｘＰ部位
特異的組換えシステムを利用した遺伝子改変マウスの交配により作製することができる。
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【００４６】
本発明モデル動物は、ヒトの網状肢端色素沈着症（ＲＡＫ）の原因遺伝子であるＡＤＡ
Ｍ１０遺伝子に欠損等の異常があり、ＲＡＫの皮膚症状に類似した点状もしくは網目状の
色素斑が散在していることなどから、ＲＡＫの治療剤又は予防剤をスクリーニングするた
めに用いることができる。
具体的な上記スクリーニング方法は、例えば、被検薬（通常は外用剤の形態）を本発明
モデル動物の色素斑の散在する皮膚表面に、通常数日に１回から１日に数回、とくに１日
１〜２回の範囲内で適当な期間、例えば１日〜３０日の間、適量を塗布し、色素斑の経過
状態を肉眼で観察することにより行うことができる。
10
【実施例】
【００４７】
次に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明は下記実施例に限定される
ものではない。
【００４８】
実施例１

皮膚細胞における各種レチノイドによるＡＤＡＭ１０発現量の検討

［材料および実験方法］
（１）材料：ＡＤＡＭ１０発現上昇薬（レチノイド）
・ａｌｌ−ｔｒａｎｓ−Ｒｅｔｉｎｏｉｃ

Ａｃｉｄ（ａｔＲＡ、Ｔｒｅｔｉｎｏｉｎ：
20

トレチノイン）
・９−ｃｉｓ−Ｒｅｔｉｎｏｉｃ

Ａｃｉｄ（Ａｌｉｔｒｅｔｉｎｏｉｎ：アリトレチノ

イン）
上記化合物は和光純薬株式会社から入手した。
・Ａｄａｐａｌｅｎｅ（アダパレン）
・Ｒｅｔｉｎｙｌ

ａｃｅｔａｔｅ（Ｒｅｔｉｎｏｌ

ａｃｅｔａｔｅ：酢酸レチノール

）
・Ｔａｍｉｂａｒｏｔｅｎｅ（タミバロテン）
上記化合物はＳｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ社から入手した。
・Ｔａｚａｒｏｔｅｎｅ（タザロテン）
30

上記化合物はＳｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ社から入手した。
・ａｔＲｅｔｉｎｏｌ（ａｌｌ−ｔｒａｎｓ−Ｒｅｔｉｎｏｌ：ビタミンＡ）
上記化合物は和光純薬株式会社から入手した。
・Ａｃｉｔｒｅｔｉｎ（アシトレチン）
上記化合物はＳａｎｔａ

Ｃｒｕｚ

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社から入手した。

ヒトＡＤＡＭ１０遺伝子およびヒトＡＣＴＢ遺伝子のＴａｑｍａｎ

ｐｒｏｂｅおよび

ｐｒｉｍｅｒはＡＢＩ社から入手した。
ＮＨＥＫ，ＮＨＤＦおよびＮＨＥＭはクラボウ社から入手した。
【００４９】
（２）細胞および培養法
各レチノイドの効果を確認するため、正常ヒト表皮角化細胞（ＮＨＥＫ）、正常ヒト線

40

維芽細胞（ＮＨＤＦ）および正常ヒト色素細胞（ＮＨＥＭ）を使用した。
これらの細胞の培養には、それぞれの細胞に対して、Ｈｕｍａｎ
ｅ

Ｇｒｏｗｔｈ

（Ｌｉｆｅ

Ｍｅｌａｎｏｃｙｔ

Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（ＨＭＧＳ）を含んだｍｅｄｉｕｍ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）、Ｌｏｗ

ｕｐｐｌｅｍｅｎｔ（ＬＳＧＳ）を含んだｍｅｄｉｕｍ
ｏｌｏｇｉｅｓ社製）、Ｈｕｍａｎ

Ｓｅｒｕｍ

ｐｌｅｍｅｎｔ（ＨＫＧＳ）を含んだｍｅｄｉｕｍ

Ｇｒｏｗｔｈ

１０６（Ｌｉｆｅ

Ｋｅｒａｔｉｎｏｃｙｔｅ

Ｍ２５４

Ｇｒｏｗｔｈ

１５４（Ｌｉｆｅ

Ｓ

ｔｅｃｈｎ
Ｓｕｐ

ｔｅｃｈｎｏｌ

ｏｇｉｅｓ社製）を増殖培養液として用い、空気中に５％の割合で炭酸ガスを含む培養器
内で３７℃にて行った。
【００５０】
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（３）細胞での薬剤アッセイ
１２ウェル細胞培養プレート（商標：Ｆａｌｃｏｎ、ＢＤ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社

製）に、１×１０５個の細胞を植え込み、２４時間培養後、相対的発現量を確認できる最
大濃度の各レチノイドを適当量添加し、７２時間培養を行った。
【００５１】
（４）リアルタイムＰＣＲによる遺伝子発現解析
各細胞におけるＡＤＡＭ１０遺伝子の相対発現量を測定するために、それぞれ適量レチ
ノイド添加して培養した細胞をＲＮｅａｓｙ

Ｍｉｎｉ

Ｋｉｔ（ＱＩＡＧＥＮ社製）を

用いて細胞を回収し、取扱説明書に従ってＲＮＡを抽出した。抽出したＲＮＡをＳｕｐｅ
ｒＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ＶＩＬＯ

Ｍａｓｔｅｒ

Ｍｉｘ（Ｌｉｆｅ

ｔｅｃｈｎｏ

10

ｌｏｇｉｅｓ社製）を用いて取扱説明書に従ってＲＴした。それらのｃＤＮＡ内のＡＤＡ
Ｍ１０のｃＤＮＡの相対量をＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒ（登録商標）４８０
Ｍａｓｔｅｒ（Ｒｏｃｈｅ
ｅ

Ｐｒｏｂｅｓ

Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ社製）とＴａｑＭａｎ（Ｒ）

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ

Ａｓｓａｙｓ（Ｌｉｆｅ

Ｇｅｎ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）

を用いて、リアルタイムＰＣＲ装置であるＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒ（登録商標）４８０
Ｓｙｓｔｅｍ（Ｒｏｃｈｅ

Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ社製）にて測定し、データはＬｉｇｈｔ

Ｃｙｃｌｅｒ（登録商標）４８０

Ｓｏｆｔｗａｒｅで解析を行った。それぞれの細胞の

ＡＤＡＭ１０遺伝子およびＡＣＴＢ遺伝子の発現量を測定し、ＡＣＴＢ遺伝子の発現量で
ｃＤＮＡ量の補正を行い、さらに、薬剤添加した細胞の補正ＡＤＡＭ１０遺伝子発現量を
ＤＭＳＯ添加で培養した細胞（コントロール）のそれと比較して相対増加率を計算した。

20

【００５２】
［結果］
図１〜３に示された結果から、コントロール（ＤＭＳＯ）に対し、各レチノイドは皮膚
細胞におけるＡＤＡＭ１０遺伝子の発現量を上昇させていることが明らかである。
【００５３】
実施例２

本発明モデル動物を用いた、ＲＡＫに対するレチノイドの効果の検討

（１）本発明モデル動物の作製
まず、自然発生したヘテロ接合性ＡＤＡＭ１０領域の大規模ゲノムＤＮＡ欠損へアレス
マウスは、体幹四肢に小色素斑が散在することから（非特許文献３参照）、当該マウスを
人工的に作製すべく、ＡＤＡＭ１０

ｆｌｏｘｅｄマウス（Ｂ６；１２９Ｓ６−Ａｄａｍ

30

ｔｍ１Ｚｈｕ

１０

／Ｊ）（米国ジャクソン研究所から入手、雄15週齢）および全身発現を

するためのＣＡＧ−Ｃｒｅトランスジェニックマウス（理研バイオリソースセンターから
入手、雌12週齢）を交配した全身性ＡＤＡＭ１０ヘテロ接合性ノックアウトマウスをHos
（登録商標）：ＨＲ−１をバッククロスして遺伝子背景をB6化したヘアレスマウス（日本
SLC社から入手、雄15週齢）と交配して常法によりヘアレス化したマウスの作製を試みた
。
【００５４】
さらに、上記ＡＤＡＭ１０

ｆｌｏｘｅｄマウスおよび角化細胞特異的に発現をするた

めのＫ１４−Ｃｒｅトランスジェニックマウス（ＳＴＯＣＫ

Ｔｇ（ＫＲＴ１４−Ｃｒｅ

）１Ａｍｃ／Ｊ）（米国ジャクソン研究所販売、雄15週齢）を交配した表皮特異的ＡＤＡ

40

Ｍ１０ヘテロ接合性ノックアウトマウスを常法によりヘアレス化したマウスを作製したと
ころ、非特許文献１に記載の自然発生マウスと同様に色素斑が16週齢前後から出現した。
【００５５】
上記の表皮特異的ＡＤＡＭ１０ヘテロ接合性ノックアウトマウスをヘアレス化したマウ
スは、網状肢端色素沈着症（ＲＡＫ）の原因遺伝子であるＡＤＡＭ１０が欠損しているこ
と、また皮膚表面に散在する色素斑の所見等から、ＲＡＫと十分にみなすことができ、こ
のマウス（20週齢、雄）をＲＡＫモデルマウスとして、各種レチノイド外用剤を塗布し皮
疹の改善がみられるかどうか検討した。
【００５６】
（２）各種レチノイド外用剤の効果検討
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使用薬剤は、（ａ）０．１％アダパレンゲル（ディフェリン（登録商標）ゲル０．１％
、ガルデルマ社製）と、（ｂ）０．１％タザロテンクリーム（タズレットクリーム０．１
％、グレンマーク社製）の２種類のレチノイドであり、１回０．１〜０．５ｇ、１日１回
ずつを、前記（１）で作製した本発明モデル動物（遺伝子改変ヘアレスマウス）の背部全
体に塗布した。（ａ）の薬剤は４週間後に（ｂ）の薬剤は６週間後に皮疹の改善を肉眼で
確認した。その結果を図４及び図５に示す。図４は（ａ）の薬剤についての結果であり、
図５は（ｂ）の薬剤についての結果である。
【００５７】
図４及び図５から明らかな通り、（ａ）（ｂ）の薬剤とも、マウス背部に見られた小色
10

素斑がそれぞれの塗布期間後には消失した。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
本発明治療剤は、網状肢端色素沈着症の治療剤又は予防剤として有用である。また、本
発明モデル動物は、ヒトの網状肢端色素沈着症の治療剤又は予防剤をスクリーニングする
ために有用である。

【図１】

【図２】
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