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(57)【要約】
【課題】Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療に好適
に用いられる新規な予防又は治療剤、及びＴｈ１７細胞
誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニング方法を提
供する。
【解決手段】Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤
は、アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対する
アゴニスト活性を示さず、且つ、アディポネクチン受容
体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すアゴ
ニストを有効成分として含有する。また、Ｔｈ１７細胞
誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニング方法は、
アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴ
ニスト活性を示さず、且つ、アディポネクチン受容体２
（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示す候補アゴ
ニストをスクリーニングすることを含む。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、ア
ディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すアゴニストを有効
成分として含有する、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【請求項２】
前記アゴニストが下記（ａ）〜（ｄ）のいずれかである、請求項１に記載のＴｈ１７細
胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
（ａ）配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。
（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインからなるタンパク質。
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（ｃ）配列番号１で示されるアミノ酸配列に対して８０％以上の配列同一性を有し、アデ
ィポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、アディポ
ネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すタンパク質。
（ｄ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインに対して８０％以上の配列
同一性を有し、アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さ
ず、且つ、アディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すタン
パク質。
【請求項３】
前記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が関節リウマチ及び多発性硬化症でない、請求項１又は２
に記載のＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
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【請求項４】
前記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が自己免疫疾患でない、請求項１又は２に記載のＴｈ１７
細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【請求項５】
前記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が、乾癬、乾癬性関節炎、強直性脊椎症、視神経脊髄炎、
アルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病、１型糖尿病、２型糖尿病、痛風、
白斑、ぶどう膜炎、急性及び慢性腎炎、急性及び慢性疼痛、炎症性腸疾患、肝線維症、膵
線維症、炎症性肺疾患、又はアレルギー性疾患である、請求項１又は２に記載のＴｈ１７
細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【請求項６】
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請求項１〜５のいずれか一項に記載のＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤を製造
するための、前記アゴニストの使用。
【請求項７】
アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、ア
ディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示す候補アゴニストを
スクリーニングすることを含む、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニ
ング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤、及びＴｈ１７細胞誘導性疾患の
予防又は治療剤のスクリーニング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
Ｔｈ１７細胞は、ＩＬ−１７やＩＬ−２２等のサイトカインを産生し、好中球や上皮細
胞を活性化させるエフェクターＴ細胞である。Ｔｈ１７細胞は、関節リウマチ、多発性硬
化症、炎症性腸疾患等の自己免疫疾患；喘息や接触性過敏症、遅延型過敏症等のアレルギ
ー疾患；乾癬、乾癬性関節炎、強直性脊椎症；等の様々な疾患の病態形成において重要な
役割を果たしていることが知られている。
【０００３】
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本発明者らは、以前、Ｃ１ｑ／ＴＮＦ−ｒｅｌａｔｅｄ

ｐｒｏｔｅｉｎ

３（ＣＴＲ

Ｐ３）が関節リウマチや多発性硬化症に関与していることを報告した（例えば、特許文献
１参照）。ＣＴＲＰ３は、短いＮ末端可変領域、コラーゲンドメイン、及びＣ末端補体Ｃ
１ｑドメインからなる可溶性分泌タンパク質であり、ＴＮＦ及び補体Ｃ１ｑに類似した結
晶構造を有する。しかし、ＣＴＲＰ３の受容体及びその受容体を発現する細胞は未だ同定
されていない。
【０００４】
Ｃ１ｑドメインは、分泌タンパク質のアディポネクチンも有している。アディポネクチ
ンは、アディポネクチン受容体１（ＡｄｉｐｏＲ１）及びアディポネクチン受容体２（Ａ
ｄｉｐｏＲ２）等へ結合することで作用を及ぼすことが知られているが、Ｃ１ｑドメイン
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はその結合に重要であることが報告されている。
【０００５】
アディポネクチンが、ナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化に関与していることは
多数報告されている。しかし、アディポネクチンがＴｈ１７細胞への分化を促進するとい
う報告（例えば、非特許文献１及び２参照）がある一方で、該分化を抑制するという報告
（例えば、非特許文献３及び４参照）もある。このように、Ｔｈ１７細胞への分化メカニ
ズムにおけるアディポネクチンの役割は未だ明確に解明されておらず、Ｔｈ１７細胞誘導
性疾患の予防又は治療剤へのアディポネクチンの応用が容易でないという問題がある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１５／０７２５４４号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｓｕｎ

ｅｔ

ａｌ．，Ｓｃｉ．

Ｒｅｐ．；２０１５；５；１１２９

６
【非特許文献２】Ｊｕｎｇ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．；２０１２；１８８；

２５９２
【非特許文献３】Ｂａｏ

ｅｔ

ａｌ．，Ｂｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．；２０１８；
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１７５；３３７９
【非特許文献４】Ｚｈａｎｇ

ｅｔ

ａｌ．，Ｍｏｌ．Ｎｅｕｒｏｂｉｏｌ．；２０１７

：５４；４９０８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、上記に鑑みて提案されたものであり、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治
療に好適に用いられる新規な予防又は治療剤、及びＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治
療剤のスクリーニング方法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】
40

【０００９】
本発明者らは、上記目的について鋭意研究した結果、アディポネクチン受容体１に対す
るアゴニスト活性を示さず、且つ、アディポネクチン受容体２に対するアゴニスト活性を
示すアゴニストが、ナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化を抑制すること、及びＴｈ
１７細胞誘導性疾患の予防又は治療に有効であることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。より具体的には、本発明は、以下のようなものを提供する。なお、アディポネクチン
受容体１（ＡｄｉｐｏＲ１）及びアディポネクチン受容体２（ＡｄｉｐｏＲ２）は、ＰＡ
ＱＲ（ｐｒｏｇｅｓｔｉｎ
Ｃｌａｓｓ

ａｎｄ

ＡｄｉｐｏＱ

ｒｅｃｅｐｔｏｒｓ）ファミリーの

Ｉに分類される受容体であり、それぞれＰＡＱＲ１、ＰＡＱＲ２とも称され

る。
【００１０】
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アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且

つ、アディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すアゴニスト
を有効成分として含有する、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【００１１】
＜２＞

上記アゴニストが下記（ａ）〜（ｄ）のいずれかである、＜１＞に記載のＴｈ１

７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
（ａ）配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。
（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインからなるタンパク質。
（ｃ）配列番号１で示されるアミノ酸配列に対して８０％以上の配列同一性を有し、アデ
ィポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、アディポ
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ネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すタンパク質。
（ｄ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインに対して８０％以上の配列
同一性を有し、アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さ
ず、且つ、アディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示すタン
パク質。
【００１２】
＜３＞

上記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が関節リウマチ及び多発性硬化症でない、＜１＞又

は＜２＞に記載のＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【００１３】
＜４＞

上記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が自己免疫疾患でない、＜１＞又は＜２＞に記載の

20

Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【００１４】
＜５＞

上記Ｔｈ１７細胞誘導性疾患が、乾癬、乾癬性関節炎、強直性脊椎症、視神経脊

髄炎、アルツハイマー病、ハンチントン病、パーキンソン病、１型糖尿病、２型糖尿病、
痛風、白斑、ぶどう膜炎、急性及び慢性腎炎、急性及び慢性疼痛、炎症性腸疾患、肝線維
症、膵線維症、炎症性肺疾患、又はアレルギー性疾患である、＜１＞又は＜２＞に記載の
Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤。
【００１５】
＜６＞

＜１＞〜＜５＞のいずれか一つに記載のＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療

剤を製造するための、上記アゴニストの使用。
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【００１６】
＜７＞

アディポネクチン受容体１（ＰＡＱＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且

つ、アディポネクチン受容体２（ＰＡＱＲ２）に対するアゴニスト活性を示す候補アゴニ
ストをスクリーニングすることを含む、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤のスク
リーニング方法。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療に好適に用いられる新規な予
防又は治療剤、及びＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニング方法を提
供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対
して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導を行った場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）
のポピュレーションを示す図である。
【図１Ｂ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対
して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導を行った場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）
の割合を示すグラフである。
【図１Ｃ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対
して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導を行った場合の、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量
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を示す図である。
【図２Ａ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加した場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１
７細胞）のポピュレーションを示す図である。
【図２Ｂ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加した場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１
７細胞）の割合を示すグラフである。
【図２Ｃ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加した場合の、培養上清中のＩＬ−１７タン
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パク質量を示すグラフである。
【図３Ａ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細
胞への分化誘導を行った場合の、ＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ１細胞）のポピュレーション
を示す図である。
【図３Ｂ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細
胞への分化誘導を行った場合の、ＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ１細胞）の割合を示すグラフ
である。
【図３Ｃ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細
胞への分化誘導を行った場合の、培養上清中のＩＦＮ−γタンパク質量を示すグラフであ
る。
【図４Ａ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導
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＋

を行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、ＩＬ−１７

Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）の

ポピュレーションを示す図である。
【図４Ｂ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導
を行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）の
割合を示すグラフである。
【図４Ｃ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７細胞への分化誘導
を行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量を
示すグラフである。
【図４Ｄ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細胞への分化誘導を
行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、ＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ１細胞）のポピ
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ュレーションを示す図である。
【図４Ｅ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細胞への分化誘導を
行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、ＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ１細胞）の割合
を示すグラフである。
【図４Ｆ】ＷＴマウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１細胞への分化誘導を
行う際にＡｄｉｐｏＲｏｎを添加した場合の、培養上清中のＩＦＮ−γタンパク質量を示
すグラフである。
【図５Ａ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加し、且つ、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカー又は
ＡｄｉｐｏＲ２ブロッカーを添加した場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）のポ
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ピュレーションを示す図である。
【図５Ｂ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加し、且つ、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカー又は
ＡｄｉｐｏＲ２ブロッカーを添加した場合の、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）の割
合を示すグラフである。
【図５Ｃ】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞に対して、Ｔｈ１７
細胞への分化誘導を行う際にＣＴＲＰ３を添加し、且つ、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカー又は
ＡｄｉｐｏＲ２ブロッカーを添加した場合の、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量を示
すグラフである。
【図６】Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスにベセルナクリームを塗布した際の
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、マウスの耳の腫れ（耳の厚さ）を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明の実施形態について説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定さ
れるものではない。
【００２０】
＜Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤＞
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤は、アディポネクチン受容
体１（ＡｄｉｐｏＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、アディポネクチン受容
体２（ＡｄｉｐｏＲ２）に対するアゴニスト活性を示すアゴニスト（以下、「特定アゴニ
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スト」ともいう。）を有効成分として含有する。
【００２１】
上述したアディポネクチンやアディポネクチン受容体のアゴニストであるＡｄｉｐｏＲ
ｏｎは、ＡｄｉｐｏＲ１及びＡｄｉｐｏＲ２の双方に対してアゴニスト活性を示すことが
知られている。後述する実施例で示すように、ＡｄｉｐｏＲｏｎはＴｈ１７細胞及びＴｈ
１細胞の双方への分化を抑制したのに対し、特定アゴニストはＴｈ１７細胞への分化のみ
抑制し、Ｔｈ１細胞への分化には影響を及ぼさなかった。これらのことより、Ａｄｉｐｏ
Ｒ１の活性化が、Ｔｈ１細胞への分化を抑制することが明らかとなった。
【００２２】
ここで、Ｔｈ１細胞は細胞性免疫において非常に重要な役割を果たしているため、Ｔｈ

20

１細胞への分化が抑制されると、免疫機構の正常な働きが妨げられることとなる。したが
って、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤に含まれる有効成分は、Ｔｈ１細胞への
分化は抑制せず、Ｔｈ１７細胞への分化のみを抑制する選択的アゴニストであることが好
ましい。特定アゴニストは、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活性は示さず、Ａｄｉｐ
ｏＲ２に対してのみアゴニスト活性を示す（換言すると、Ｔｈ１７細胞への分化のみ抑制
し、Ｔｈ１細胞への分化は抑制しない）ことから、上記選択的アゴニストとして有用であ
る。
【００２３】
本明細書において、「Ｔｈ１７細胞誘導性疾患」とは、Ｔｈ１７細胞によって誘導され
る疾患のことをいう。本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患は特に限定されないが、
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一実施形態では関節リウマチ及び多発性硬化症でない疾患であり、また、他の一実施形態
では自己免疫疾患でない疾患である。このようなＴｈ１７細胞誘導性疾患の具体例として
は、乾癬、乾癬性関節炎、強直性脊椎症、視神経脊髄炎、アルツハイマー病、ハンチント
ン病、パーキンソン病、１型糖尿病、２型糖尿病、痛風、白斑、ぶどう膜炎、急性及び慢
性腎炎、急性及び慢性疼痛、潰瘍性大腸炎等の炎症性腸疾患；肝線維症、膵線維症、炎症
性肺疾患、又は喘息や接触性皮膚炎、遅発性過敏症等のアレルギー性疾患；等が挙げられ
る。
【００２４】
特定アゴニストは、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、Ａｄｉｐ
ｏＲ２に対するアゴニスト活性を示すものであれば特に限定されない。本発明者らが鋭意
研究を重ねた結果、ＣＴＲＰ（Ｃ１ｑ／ＴＮＦ−ｒｅｌａｔｅｄ
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ｐｒｏｔｅｉｎ）ファ

ミリーに属するタンパク質の一つであるＣＴＲＰ３が、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニス
ト活性を示さず、且つ、ＡｄｉｐｏＲ２に対するアゴニスト活性を示すことが確認された
。したがって、本実施形態における特定アゴニストの一例としては、ＣＴＲＰ３が挙げら
れる。
【００２５】
ＣＴＲＰ３の由来は特に制限されず、ヒト由来であってもマウス等の他の動物由来であ
ってもよいが、ヒト由来であることが好ましい。ＣＴＲＰ３のアミノ酸配列は、米国生物
工学情報センター（ＮＣＢＩ）のＧｅｎＢａｎｋデータベースに登録されている情報を参
照することができる。例えば、ＧｅｎＢａｎｋデータベースには、ヒトＣＴＲＰ３のアミ
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ノ酸配列としてアクセッション番号ＡＡＩ１２９２６等が、マウスＣＴＲＰ３のアミノ酸
配列としてアクセッション番号ＡＡＹ２１９２８等が登録されている。典型的なアミノ酸
配列は以下のとおりである。アミノ酸配列の下線部分は球状ドメイン（ｇＣ１ｑドメイン
）を示す。
【００２６】
（ヒトＣＴＲＰ３のアミノ酸配列（配列番号１））
ＭＬＷＲＱＬＩＹＷＱＬＬＡＬＦＦＬＰＦＣＬＣＱＤＥＹＭＥＳＰＱＴＧＧＬＰＰＤＣＳ
ＫＣＣＨＧＤＹＳＦＲＧＹＱＧＰＰＧＰＰＧＰＰＧＩＰＧＮＨＧＮＮＧＮＮＧＡＴＧＨＥ
ＧＡＫＧＥＫＧＤＫＧＤＬＧＰＲＧＥＲＧＱＨＧＰＫＧＥＫＧＹＰＧＩＰＰＥＬＱＩＡＦ
ＭＡＳＬＡＴＨＦＳＮＱＮＳＧＩＩＦＳＳＶＥＴＮＩＧＮＦＦＤＶＭＴＧＲＦＧＡＰＶＳ
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ＧＶＹＦＦＴＦＳＭＭＫＨＥＤＶＥＥＶＹＶＹＬＭＨＮＧＮＴＶＦＳＭＹＳＹＥＭＫＧＫ
ＳＤＴＳＳＮＨＡＶＬＫＬＡＫＧＤＥＶＷＬＲＭＧＮＧＡＬＨＧＤＨＱＲＦＳＴＦＡＧＦ
ＬＬＦＥＴＫ
【００２７】
（マウスＣＴＲＰ３のアミノ酸配列（配列番号２））
ＭＬＧＲＱＲＩＷＷＨＬＬＰＬＬＦＬＰＦＣＬＣＱＤＥＹＭＥＳＰＱＡＧＧＬＰＰＤＣＳ
ＫＣＣＨＧＤＹＧＦＲＧＹＱＧＰＰＧＰＰＧＰＰＧＩＰＧＮＨＧＮＮＧＮＮＧＡＴＧＨＥ
ＧＡＫＧＥＫＧＤＫＧＤＬＧＰＲＧＥＲＧＱＨＧＰＫＧＥＫＧＹＰＧＶＰＰＥＬＱＩＡＦ
ＭＡＳＬＡＴＨＦＳＮＱＮＳＧＩＩＦＳＳＶＥＴＮＩＧＮＦＦＤＶＭＴＧＲＦＧＡＰＶＳ
ＧＶＹＦＦＴＦＳＭＭＫＨＥＤＶＥＥＶＹＶＹＬＭＨＮＧＮＴＶＦＳＭＹＳＹＥＴＫＧＫ
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ＳＤＴＳＳＮＨＡＶＬＫＬＡＫＧＤＥＶＷＬＲＭＧＮＧＡＬＨＧＤＨＱＲＦＳＴＦＡＧＦ
ＬＬＦＥＴＫ
【００２８】
このように、ヒトＣＴＲＰ３とマウスＣＴＲＰ３のアミノ酸配列における全体の相同性
は９６％と高く、球状ドメイン（ｇＣ１ｑドメイン）部分においては、９９％と更に高い
相同性を有している。
【００２９】
ＣＴＲＰ３は、市販品を使用してもよく、遺伝子組換え法又は化学合成法により製造し
てもよい。遺伝子組換え法によりＣＴＲＰ３を製造する場合、例えば、発現ベクターを用
いて大腸菌、酵母等の微生物、植物細胞、昆虫細胞、又は動物細胞にＣＴＲＰ３をコード
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する遺伝子を導入し、タンパク質を発現させればよい。ヒトＣＴＲＰ３又はマウスＣＴＲ
Ｐ３を製造する場合、立体構造の保持及び翻訳後修飾の観点から、哺乳動物細胞が好まし
く用いられる。化学合成法によりＣＴＲＰ３を製造する場合、液相法、固相法、Ｂｏｃ法
、Ｆｍｏｃ法等を単独で又は組み合わせて製造すればよい。
【００３０】
ＣＴＲＰ３は、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、ＡｄｉｐｏＲ
２に対するアゴニスト活性を示す限り、野生型ＣＴＲＰ３のアミノ酸配列において１個又
は数個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付加されたアミノ酸配列からなる変異型ＣＴＲ
Ｐ３であってもよい。
【００３１】

40

変異型の各アミノ酸配列と野生型の各アミノ酸配列との配列同一性は、例えば、８０％
以上であってもよく、８５％以上であってもよく、９０％以上であってもよく、９３％以
上であってもよく、９５％以上であってもよい。この場合、後述する球状ドメイン部分の
配列同一性が８０％以上であることが好ましく、９０％以上であることがより好ましく、
９３％以上であることが更に好ましく、９５％以上であることが特に好ましく、１００％
であることが極めて好ましい。
ここで、「配列同一性」とは、２つのアミノ酸配列をアラインメントした場合の配列間
の一致性を意味し、例えば、ＢＬＡＳＴプログラム（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ
．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／Ｂｌａｓｔ／ｃｇｉ）を使用して算出することができる。
【００３２】
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なお、ＣＴＲＰファミリーに属するタンパク質は、その球状ドメイン（ｇＣ１ｑドメイ
ン）のみでも生体内に存在し、球状ドメインが機能部位であると考えられている（Ｔｒｅ
ｎｄｓ．

Ｉｍｍｕｎｏｌ．，２５（１０）：５５１−６１（２００４））。そこで、特

定アゴニストは、ＣＴＲＰ３の球状ドメインを構成するペプチドであってもよい。
【００３３】
また、特定アゴニストは、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、Ａ
ｄｉｐｏＲ２に対するアゴニスト活性を示す限り、ＣＴＲＰ３の球状ドメインのアミノ酸
配列において１個又は数個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付加されたアミノ酸配列か
らなる変異型の球状ドメインを構成するペプチドであってもよい。このとき、変異型の各
アミノ酸配列と野生型の各アミノ酸配列との配列同一性は、例えば、８０％以上であって
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もよく、８５％以上であってもよく、９０％以上であってもよく、９３％以上であっても
よく、９５％以上であってもよい。
【００３４】
特定アゴニストとして好適なものとしては、例えば、下記（ａ）〜（ｄ）から選択され
るものが挙げられる。
（ａ）配列番号１で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。
（ｂ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインからなるタンパク質。
（ｃ）配列番号１で示されるアミノ酸配列に対して８０％以上の配列同一性を有し、アデ
ィポネクチン受容体１（ＡｄｉｐｏＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、アデ
ィポネクチン受容体２（ＡｄｉｐｏＲ２）に対するアゴニスト活性を示すタンパク質。
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（ｄ）配列番号１で示されるアミノ酸配列のｇＣ１ｑドメインに対して８０％以上の配列
同一性を有し、アディポネクチン受容体１（ＡｄｉｐｏＲ１）に対するアゴニスト活性を
示さず、且つ、アディポネクチン受容体２（ＡｄｉｐｏＲ２）に対するアゴニスト活性を
示すタンパク質。
【００３５】
特定アゴニストは、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、Ａｄｉｐ
ｏＲ２に対するアゴニスト活性を示すものであれば、タンパク質やペプチド以外の形態（
例えば、低分子化合物等）であってもよい。
【００３６】
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤は、必要に応じて、特定ア
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ゴニスト以外の成分を含有していてもよい。特定アゴニスト以外の成分としては、賦形剤
、崩壊剤、結合剤、滑沢剤、界面活性剤、緩衝剤、溶解補助剤、安定化剤、等張化剤、懸
濁化剤、乳化剤、緩衝剤、溶剤；等が挙げられる。
【００３７】
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤の剤形は特に制限されず、
用途に応じて選択することができる。例えば、本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患
の予防又は治療剤の剤形としては、注射用液剤、注射用凍結乾燥粉末剤等の非経口剤；錠
剤、顆粒剤、カプセル剤、液剤等の経口剤；等が挙げられる。
【００３８】
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤は、医薬品の分野において
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採用される任意の方法や適当な改良を加えた方法によって製造することができる。
【００３９】
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤の投与量は、投与対象、投
与経路、対象疾患、症状等に応じて適宜決定される。また、投与回数や投与間隔等も特に
制限されず、単回投与であっても、複数回投与であってもよい。
【００４０】
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤の投与対象となる動物種は
特に限定されず、ヒトを投与対象としてもよいし、サル、ブタ、ウシ、イヌ、ネコ、マウ
ス等の非ヒト動物を投与対象としてもよい。
【００４１】
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なお、本明細書において「予防」には、発症を防ぐことのほか、発症の時期を遅らせる
ことも含まれる。また、「治療」には、症状を消失又は軽減させることのほか、症状の進
行の度合いを抑制することも含まれる。
【００４２】
また、本実施形態によれば、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤を製造するため
の特定アゴニストの使用もまた提供される。
【００４３】
＜Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療方法＞
本実施形態によれば、特定アゴニストを含む薬剤を、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又
は治療を必要とする対象に投与することを含む、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患を予防又は治療
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するための方法が提供される。該方法における投与対象や投与回数等は、Ｔｈ１７細胞誘
導性疾患の予防又は治療剤について上述した投与対象や投与回数等を採用することができ
る。また、本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤は、他の有効成分
を含む医薬品等と併用して投与してもよい。
【００４４】
＜Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニング方法＞
本実施形態に係るＴｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤のスクリーニング方法は、
アディポネクチン受容体１（ＡｄｉｐｏＲ１）に対するアゴニスト活性を示さず、且つ、
アディポネクチン受容体２（ＡｄｉｐｏＲ２）に対するアゴニスト活性を示す候補アゴニ
ストをスクリーニングすることを含む。上述のとおり、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニス
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ト活性を示さず、且つ、ＡｄｉｐｏＲ２に対するアゴニスト活性を示す特定アゴニストは
、Ｔｈ１７細胞への分化を抑制する。したがって、ＡｄｉｐｏＲ１に対するアゴニスト活
性を示さず、且つ、ＡｄｉｐｏＲ２に対するアゴニスト活性を示すような活性化の有無を
指標とすることにより、Ｔｈ１７細胞誘導性疾患の予防又は治療剤をスクリーニングする
ことができる。
【００４５】
ＡｄｉｐｏＲ１及びＡｄｉｐｏＲ２の活性化を評価する方法は特に制限されず、任意の
方法を採用することができる。
【実施例】
30

【００４６】
以下に実施例によって本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によっ
て制限されるものではない。なお、統計解析はスチューデントの両側ｔ検定により行った
（＊Ｐ＜０．０５；＊＊Ｐ＜０．０１；＊＊＊Ｐ＜０．００１）。
【００４７】
＜材料及び方法＞（マウス）
ＣＴＲＰ３をコードする遺伝子であるＣ１ｑｔｎｆ３をノックアウトしたＫＯマウス（
Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス）を作製した。Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスは、Ｃ５７ＢＬ
／６マウスをもとに既報（Ｂｉｏｃｈｅｍ．

Ｂｉｏｐｈｙｓ．

Ｒｅｓ．

Ｃｏｍｍｕ

ｎ．，４４３：４２（２０１４））に従って作製した。野生型（ＷＴ）のＣ５７ＢＬ／６
40

マウスは、日本エスエルシー株式会社から購入した。
【００４８】
マウスは、８：００〜２０：００の照明サイクルのクリーンルーム内でＳＰＦ条件下に
て飼育した。マウスには、γ線滅菌した通常のＦ１食餌（船橋農場社）及び酸性化水道水
（０．００２ＮのＨＣｌでｐＨ２．５に調整）を与えた。以下の試験には、週齢（８〜１
２週齢）及び性別を揃えたマウスを使用した。
【００４９】
（ナイーブＴ細胞の精製）
Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスの脾臓から、Ｎａｉｖｅ
ｃｅｌｌ

Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ

Ｋｉｔ（Ｍｉｌｔｅｎｙｉ

、ナイーブＴ細胞の精製を行った。

ＣＤ４＋

Ｔ

Ｂｉｏｔｅｃ社）を用いて
50
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【００５０】
（ナイーブＴ細胞からＴｈ１細胞への分化誘導）
ナイーブＴ細胞を、プレートコートした４μｇ／ｍＬの抗ＣＤ３（クローン１４５−２
Ｃ１１、ＢｉｏＬｅｇｅｎｄ社）並びに可溶性１μｇ／ｍＬの抗ＣＤ２８（クローン３７
．５１、ＢｉｏＬｅｇｅｎｄ社）、１０μｇ／ｍＬの抗ＣＤ４（クローン１１Ｂ１１、Ｂ
ｉｏＬｅｇｅｎｄ社）、及び５ｎｇ／ｍＬのｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｍｕｒｉｎｅ

Ｌ−１２（ＰｅｐｒｏＴｅｃｈ社）を含み、１０％ＦＢＳを含有するＸ−ＶＩＶＯ

Ｉ
２０

ｍｅｄｉｕｍ（Ｌｏｎｚａ社）中で３日間培養して刺激した。培養はｒｅｃｏｍｂｉｎ
ａｎｔ

ｈｕｍａｎ

ＣＴＲＰ３（Ａｖｉｓｃｅｒａ

ｉｐｏＲｏｎ（Ｃａｙｍａｎ
ｐｈａ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ社）、Ａｄ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ社）、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカー（Ａｌ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ社）、及びＡｄｉｐｏＲ２ブロッカー（Ａｌｐｈａ

10

Ｄｉ

ａｇｎｏｓｔｉｃ）の非存在下又は存在下で行った。
【００５１】
（ナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化誘導）
ナイーブＴ細胞を、プレートコートした４μｇ／ｍＬの抗ＣＤ３（クローン１４５−２
Ｃ１１、ＢｉｏＬｅｇｅｎｄ社）並びに可溶性１μｇ／ｍＬの抗ＣＤ２８（クローン３７
．５１、ＢｉｏＬｅｇｅｎｄ社）、１０μｇ／ｍＬの抗ＩＦＮγ（クローンＲ４−６Ａ２
、ＢｉｏＬｅｇｅｎｄ社）、１０μｇ／ｍＬの抗ＣＤ４（クローン１１Ｂ１１、ＢｉｏＬ
ｅｇｅｎｄ社）、２０ｎｇ／ｍＬのｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｍｏｕｓｅ

ｅｐｒｏＴｅｃｈ社）、５ｎｇ／ｍＬのｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ＩＬ−６（Ｐ

ｈｕｍａｎ

β１（ＰｅｐｒｏＴｅｃｈ社）、及び１０ｎｇ／ｍＬのｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ＴＧＦ−

ｓｅ
Ｏ

20

ｍｏｕ

ＩＬ−１α（ＰｅｐｒｏＴｅｃｈ社）を含み、１０％ＦＢＳを含有するＸ−ＶＩＶ
２０

ｍｅｄｉｕｍ（Ｌｏｎｚａ社）中で４又は５日間培養して刺激した。培養はｒ

ｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｈｕｍａｎ

ＣＴＲＰ３（Ａｖｉｓｃｅｒａ

ｃｅ社）、ＡｄｉｐｏＲｏｎ（Ｃａｙｍａｎ
ロッカー（Ａｌｐｈａ
ｌｐｈａ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ社）、ＡｄｉｐｏＲ１ブ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ社）、及びＡｄｉｐｏＲ２ブロッカー（Ａ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ）の非存在下又は存在下で行った。

【００５２】
（フローサイトメトリー）
細胞を５０ｎｇ／ｍＬのＰＭＡ（Ｓｉｇｍａ社）、５００ｎｇ／ｍＬのイオノマイシン

30

（Ｓｉｇｍａ社）、及び２μＭのモネンシン（Ｓｉｇｍａ社）で４時間刺激した。刺激後
、細胞を染色バッファー（２％ＦＣＳ及び０．１％アジ化ナトリウムを含有するＨＢＳＳ
）中の抗マウスＣＤ１６／ＣＤ３２モノクローナル抗体（２．４Ｇ２、ハイブリドーマ培
養上清から精製したもの）で処理して、ＦｃＲ結合をブロックした。次に、マウスＩＬ−
１７Ａ抗体（ＴＣ１１−１８Ｈ１０．１）、マウスＩＦＮ−γ抗体（ＸＭＧ１．２）、及
びマウスＣＤ４抗体（ＲＭ４−５）を用いて、４℃で３０分間、既報（Ｎａｔ．Ｃｏｍｍ
ｕｎ．，６：７４６４（２０１５））に従って染色した。なお、これらの抗体は、Ｂｉｏ
ｌｅｇｅｎｄ社から入手した。その後、ＦＡＣＳ

Ｃａｎｔｏ

びＣｅｌｌＱｕｅｓｔソフトウェア（Ｂｅｃｔｏｎ
ｗＪｏソフトウェア（Ｔｒｅｅ

ＩＩサイトメーター、及

Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ社）又はＦｌｏ
40

Ｓｔａｒ社）により解析した。

【００５３】
（ＥＬＩＳＡ）
培養上清中のＩＬ−１７及びＩＦＮ−γのタンパク質量は、ＩＬ−１７
ＭＡＸ

ｓｔａｎｄａｒｄ（Ｒ＆Ｄ

ＥＬＩＳＡ

ＭＡＸ

Ｓｙｓｔｅｍｓ社）及びｍｏｕｓｅ

ｓｔａｎｄａｒｄ（Ｒ＆Ｄ

ＥＬＩＳＡ
ＩＦＮ−γ

Ｓｙｓｔｅｍｓ社）を用いてそれぞれ

解析した。
【００５４】
＜試験例１＞
試験例１では、ＣＴＲＰ３欠損による、Ｔｈ１７細胞への分化における影響を確認した
。上述した方法で、Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウスのナイーブＴ細胞からＴ
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ｈ１７細胞への分化誘導を行い、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）のポピュレーショ
ンを、フローサイトメトリーにより解析した。また、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質
量を、ＥＬＩＳＡにより解析した。
【００５５】
同様の実験を３回行い、平均値と標準偏差を求めた。フローサイトメトリーの結果を図
１Ａ及び図１Ｂに示し、ＥＬＩＳＡの結果を図１Ｃに示す。
【００５６】
図１Ａ及び図１Ｂに示されるように、Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスにおいては、ＷＴマ
ウスと比較して、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞のポピュレーションが有意に増加していた。また、
図１Ｃに示されるように、Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスにおいては、ＷＴマウスと比較し

10

て、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量が有意に増加していた。これらの結果より、Ｃ
ＴＲＰ３欠損により、ナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化が亢進することがわかっ
た。
【００５７】
＜試験例２＞
試験例２では、ＣＴＲＰ３を添加した場合の、Ｔｈ１７細胞への分化における影響を確
認した。Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への
分化誘導において、ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｈｕｍａｎ

ＣＴＲＰ３を５０、１００、

２００ｎｇ／ｍＬの濃度となるように培地に添加して培養を行い、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（
Ｔｈ１７細胞）のポピュレーションを、フローサイトメトリーにより解析した。また、培

20

養上清中のＩＬ−１７タンパク質量を、ＥＬＩＳＡにより解析した。
【００５８】
同様の実験を４回行い、平均値と標準偏差を求めた。フローサイトメトリーの結果を図
２Ａ及び図２Ｂに示し、ＥＬＩＳＡの結果を図２Ｃに示す。
【００５９】
図２Ａ及び図２Ｂに示されるように、ＣＴＲＰ３の濃度依存的に、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞
のポピュレーションが有意に減少していた。また、図２Ｃに示されるように、ＣＴＲＰ３
の濃度依存的に、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量が有意に減少していた。これらの
結果より、ＣＴＲＰ３は、ナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化を抑制することがわ
30

かった。
【００６０】
＜試験例３＞
試験例３では、ＣＴＲＰ３を添加した場合の、Ｔｈ１細胞への分化における影響を確認
した。Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製したナイーブＴ細胞からＴｈ１細胞への分化
誘導において、ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ

ｈｕｍａｎ

ＣＴＲＰ３を５０、１００、２０

０ｎｇ／ｍＬの濃度となるように培地に添加して培養を行い、ＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ
１細胞）のポピュレーションを、フローサイトメトリーにより解析した。また、培養上清
中のＩＦＮ−γタンパク質量を、ＥＬＩＳＡにより解析した。
【００６１】
同様の実験を４回行い、平均値と標準偏差を求めた。フローサイトメトリーの結果を図

40

３Ａ及び図３Ｂに示し、ＥＬＩＳＡの結果を図３Ｃに示す。
【００６２】
図３Ａ及びＢに示されるように、ＣＴＲＰ３をいずれの濃度で添加しても、ＩＦＮ−γ
＋

Ｔ細胞のポピュレーションへの影響は示されなかった。同様に、図３Ｃに示されるよう

に、ＣＴＲＰ３をいずれの濃度で添加しても、ＩＦＮ−γタンパク質量への影響は示され
なかった。これらの結果より、ＣＴＲＰ３は、ナイーブＴ細胞からＴｈ１細胞への分化に
は影響しないことがわかった。
【００６３】
＜試験例４＞
試験例４では、アディポネクチン受容体のアゴニストであるＡｄｉｐｏＲｏｎを添加し
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た場合の、Ｔｈ１７細胞及びＴｈ１細胞への分化における影響を確認した。ＷＴマウスか
ら精製したナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞及びＴｈ１細胞への分化誘導において、Ａｄ
ｉｐｏＲｏｎを１、２、３μｇ／ｍＬの濃度となるように培地に添加して培養を行い、Ｉ
Ｌ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）及びＩＦＮ−γ＋Ｔ細胞（Ｔｈ１細胞）のポピュレー
ションを、フローサイトメトリーにより解析した。また、培養上清中のＩＬ−１７タンパ
ク質量及びＩＦＮ−γタンパク質量を、ＥＬＩＳＡにより解析した。
【００６４】
同様の実験を４回行い、平均値と標準偏差を求めた。Ｔｈ１７細胞に関するフローサイ
トメトリーの結果を図４Ａ及び図４Ｂに示し、ＥＬＩＳＡの結果を図４Ｃに示す。また、
Ｔｈ１細胞に関するフローサイトメトリーの結果を図４Ｄ及び図４Ｅに示し、ＥＬＩＳＡ

10

の結果を図４Ｆに示す。
【００６５】
図４Ａ及び図４Ｂに示されるように、ＡｄｉｐｏＲｏｎの濃度依存的に、ＩＬ−１７＋
Ｔ細胞のポピュレーションが有意に減少していた。また、図４Ｃに示されるように、Ａｄ
ｉｐｏＲｏｎの濃度依存的に、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量が有意に減少してい
た。また、図４Ｄ及び図４Ｅに示されるように、ＡｄｉｐｏＲｏｎの濃度依存的に、ＩＦ
Ｎ−γ＋Ｔ細胞のポピュレーションが有意に減少していた。また、図４Ｆに示されるよう
に、ＡｄｉｐｏＲｏｎの濃度依存的に、培養上清中のＩＦＮ−γタンパク質量が有意に減
少していた。これらの結果より、ＡｄｉｐｏＲｏｎは、Ｔｈ１７細胞及びＴｈ１細胞の双
20

方への分化を抑制することがわかった。
【００６６】
＜試験例５＞
試験例５では、Ｔｈ１７細胞への分化における、ＡｄｉｐｏＲ１及びＡｄｉｐｏＲ２に
対するＣＴＲＰ３のアゴニスト活性を確認した。Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスから精製し
たナイーブＴ細胞からＴｈ１７細胞への分化誘導において、ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ
ｕｍａｎ

ｈ

ＣＴＲＰ３を２００ｎｇ／ｍＬとなるように培地に添加し、更に、Ａｄｉｐｏ

Ｒ１に対するブロッカー（ＡｄｉｐｏＲ１
るブロッカー（ＡｄｉｐｏＲ２

ｂｌｏｃｋｅｒ）又はＡｄｉｐｏＲ２に対す

ｂｌｏｃｋｅｒ）を１０μｇ／ｍＬとなるように培地に

添加して培養を行い、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞（Ｔｈ１７細胞）のポピュレーションを、フロ
ーサイトメトリーにより解析した。また、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量を、ＥＬ

30

ＩＳＡにより解析した。
【００６７】
同様の実験を４回行い、平均値と標準偏差を求めた。フローサイトメトリーの結果を図
５Ａ及び図５Ｂに示し、ＥＬＩＳＡの結果を図５Ｃに示す。
【００６８】
図５Ａ及び図５Ｂに示されるように、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカーを添加した場合には、
ＩＬ−１７＋Ｔ細胞のポピュレーションへの影響は示されず、ＡｄｉｐｏＲ２ブロッカー
を添加した場合には、ＩＬ−１７＋Ｔ細胞のポピュレーションが有意に増加していた。ま
た、図５Ｃに示されるように、ＡｄｉｐｏＲ１ブロッカーを添加した場合には、培養上清
中のＩＬ−１７タンパク質量には変化がみられなかったが、ＡｄｉｐｏＲ２ブロッカーを
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添加した場合には、培養上清中のＩＬ−１７タンパク質量が有意に増加していた。これら
の結果より、ＣＴＲＰ３によるＴｈ１７細胞への分化抑制作用は、ＡｄｉｐｏＲ１に対す
るアゴニスト活性によるものではなく、ＡｄｉｐｏＲ２に対するアゴニスト活性によるも
のであることがわかった。
【００６９】
＜試験例６＞
試験例６では、ＣＴＲＰ３がＴｈ１７細胞誘導性疾患である乾癬に及ぼす影響を確認し
た。Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウス及びＷＴマウス（ｎ＝６ずつ）の耳の腹側表面に、１４
ｍｇのベセルナクリーム（５％イミキモド；持田製薬社）を毎日塗布した。耳の厚さは、
マイクロメーターカリパスによって測定した。乾癬症状は耳の腫れを指標として確認し、
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塗布０日目の耳と比較した耳の厚さの百分率として示し、平均値と標準偏差を求めた。結
果を図６に示す。
【００７０】
図６に示されるように、ＷＴマウスに比べて、Ｃ１ｑｔｎｆ３−／−マウスでは、耳の
腫れが経時的に大きくなる症状がみられた。これらの結果より、ＣＴＲＰ３欠損によりＴ
ｈ１７細胞誘導性疾患が重篤化することがわかった。
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