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クロベタゾール、クロトリマゾールを皮膚疾患および炎症性皮膚疾患である湿疹、皮膚炎群の湿
疹、アトピー性皮膚炎、手湿疹、接触性皮膚炎および、脂漏性皮膚炎などの治療に用いる。

※

これは、一部抜粋していますので、詳細は、公表特許公報を参照してください。
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(57)【要約】
本発明は、非ステロイド性イムノフィリン依存性免疫抑制剤(NsIDI)およびグループAエン
ハンサー(Group A enhancer)(例えば抗真菌剤、抗痛風剤、抗感染症剤、抗原虫剤、抗ウ
イルス剤、保湿剤、日焼け防止剤、ビタミンD化合物、微小管阻害剤、もしくは亜鉛塩)、
またはこれらの類似物もしくは代謝物を患者に投与することによる、免疫炎症性疾患であ
ると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者を治
療する方法を特徴とする。本発明は、免疫炎症性疾患を治療または予防するための、NsID
IおよびグループAエンハンサー、またはその類似物もしくは代謝物を含む薬学的組成物も
特徴とする。

(2)
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インビボにおいて炎症性サイトカインの分泌もしくは産生を低下させるか、または免疫
炎症性疾患を治療するのにともに十分な量で、非ステロイド性イムノフィリン依存性免疫
抑制剤(NsIDI)およびグループAエンハンサー(Group A enhancer)を含む組成物。
【請求項２】
NsIDIがカルシニューリン阻害剤である、請求項1記載の組成物。
【請求項３】
カルシニューリン阻害剤が、シクロスポリン、タクロリムス、アスコマイシン、ピメク
ロリムス、ABT‑281、またはISAtx247である、請求項2記載の組成物。

10

【請求項４】
NsIDIが、FK506結合タンパク質に結合する、請求項1記載の組成物。
【請求項５】
NsIDIがラパマイシンまたはエベロリムスである、請求項4記載の組成物。
【請求項６】
グループAエンハンサーが、抗ウイルス剤、抗真菌剤、抗痛風剤、抗原虫剤、抗感染症
剤、日焼け防止剤、微小管阻害剤、保湿剤、または亜鉛塩である、請求項1記載の組成物
。
【請求項７】
グループAエンハンサーが抗ウイルス剤である、請求項6記載の組成物。
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【請求項８】
抗ウイルス剤がアシクロビルである、請求項7記載の組成物。
【請求項９】
グループAエンハンサーが抗真菌剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項１０】
抗真菌剤がクロトリマゾールである、請求項9記載の組成物。
【請求項１１】
グループAエンハンサーが抗痛風剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項１２】
抗痛風剤がコルヒチンである、請求項11記載の組成物。
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【請求項１３】
グループAエンハンサーが抗原虫剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項１４】
抗原虫剤がメトロニダゾールである、請求項13記載の組成物。
【請求項１５】
グループAエンハンサーが抗感染症剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項１６】
抗感染症剤がニトロフラゾンである、請求項15記載の組成物。
【請求項１７】
グループAエンハンサーが日焼け防止剤である、請求項6記載の組成物。
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【請求項１８】
日焼け防止剤がオキシベンゾンである、請求項17記載の組成物。
【請求項１９】
グループAエンハンサーが保湿剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項２０】
保湿剤が尿素である、請求項19記載の組成物。
【請求項２１】
グループAエンハンサーが微小管阻害剤である、請求項6記載の組成物。
【請求項２２】
グループAエンハンサーが亜鉛塩である、請求項6記載の組成物。
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【請求項２３】
局所投与用に製剤化されている、請求項1記載の組成物。
【請求項２４】
1.0 %(w/w)を上回る亜鉛を含む、請求項23記載の組成物。
【請求項２５】
クリーム、フォーム、ペースト、ローション、ゲル、スティック、スプレー、パッチ、
または軟膏として製剤化されている、請求項23記載の組成物。
【請求項２６】
全身投与用に製剤化されている、請求項1記載の組成物。
【請求項２７】
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非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)、COX‑2阻害剤、生物製剤、小分子免疫調節剤、疾患修
飾性抗リウマチ薬(DMARD)、キサンチン、抗コリン作用化合物、β受容体アゴニスト、気
管支拡張剤、コルチコステロイド、保湿剤、亜鉛塩、ビタミンD化合物、プソラレン、レ
チノイド、および5‑アミノサリチル酸から選択される追加的な薬剤をさらに含む、請求項
1記載の組成物。
【請求項２８】
追加的な薬剤が、イブプロフェン、ジクロフェナク、およびナプロキセンから選択され
るNSAIDである、請求項27記載の組成物。
【請求項２９】
追加的な薬剤が、ロフェコキシブ、セレコクシブ、バルデコキシブ、およびルミラコキ

20

シブから選択されるCOX‑2阻害剤である、請求項27記載の組成物。
【請求項３０】
追加的な薬剤が、アデリムマブ(adelimumab)、エタネルセプト、およびインフリキシマ
ブから選択される生物製剤である、請求項27記載の組成物。
【請求項３１】
追加的な薬剤が、メトトレキセートおよびレフルノマイドから選択されるDMARDである
、請求項27記載の組成物。
【請求項３２】
追加的な薬剤が、テオフィリンから選択されるキサンチンである、請求項27記載の組成
物。

30

【請求項３３】
追加的な薬剤が、イプラトロピウムおよびチオトロピウム(tiotropium)から選択される
抗コリン作用化合物である、請求項27記載の組成物。
【請求項３４】
追加的な薬剤が、硫酸イブテロール、メシル酸ビトルテロール、エピネフリン、フマル
酸フォルモテロール、イソプロテロノール、塩酸レバルブテロール、硫酸メタプロテレノ
ール、酢酸ピルブテロール、キシナホ酸サルメテロール、およびテルブタリンから選択さ
れるβ受容体アゴニストである、請求項27記載の組成物。
【請求項３５】
追加的な薬剤が、カルシポトリエンおよびカルシポトリオールから選択されるビタミン
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D化合物である、請求項27記載の組成物。
【請求項３６】
追加的な薬剤が、メトキサレンから選択されるプソラレンである、請求項27記載の組成
物。
【請求項３７】
追加的な薬剤が、アシトレチンおよびタゾレテンから選択されるレチノイドである、請
求項27記載の組成物。
【請求項３８】
追加的な薬剤が、メサラミン、スルファサラジン、バルサラジド2ナトリウム、および
オルサラジンナトリウムから選択される5‑アミノサリチル酸である、請求項27記載の組成
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物。
【請求項３９】
追加的な薬剤が、VX 702、SCIO 469、ドラマピモド(doramapimod)、RO 30201195、SCIO
323、DPC 333、プラナルカサン(pranalcasan)、ミコフェノレート、およびメリメポディ
ブ(merimepodib)から選択される小分子免疫調節剤である、請求項27記載の組成物。
【請求項４０】
追加的な薬剤が、尿素およびパントテノールから選択される保湿剤である、請求項27記
載の組成物。
【請求項４１】
追加的な薬剤が亜鉛塩である、請求項27記載の組成物。
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【請求項４２】
追加的な薬剤が、クロベタゾール、トリアムシノロン、ベタメタゾン、ヒドロコルチゾ
ン、ハロベタソール、ジフロラゾン、モメタゾン、ハルシノニド、フルチカゾン、プレド
ニゾン、およびデキサメタゾンから選択されるコルチコステロイドである、請求項27記載
の組成物。
【請求項４３】
NsIDIおよびグループAエンハンサーを同時に、または相互に14日以内に、インビボにお
いて患者における炎症性サイトカインの分泌もしくは産生を低下させるのに十分な量を患
者に投与する段階を含む、患者における炎症性サイトカインの分泌または産生を低下させ
る方法。
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【請求項４４】
NsIDIおよびグループAエンハンサーを同時に、または相互に14日以内に、患者を治療す
るのに十分な量を患者に投与する段階を含む、免疫炎症性疾患であると診断されたか、ま
たは免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者を治療する方法。
【請求項４５】
免疫炎症性疾患が、皮膚炎症性疾患、慢性関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎、
喘息、慢性閉塞性肺疾患、リウマチ性多発性筋痛、巨細胞性動脈炎、全身性エリテマトー
デス、多発性硬化症、重症筋無力症、強直性脊椎炎、または乾癬性関節炎である、請求項
44記載の方法。
【請求項４６】
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NsIDIが、シクロスポリン、タクロリムス、アスコマイシン、ピメクロリムス、ABT‑281
、ISAtx247、ラパマイシン、またはエベロリムスである、請求項44記載の方法。
【請求項４７】
グループAエンハンサーが、抗ウイルス剤、抗真菌剤、抗痛風剤、抗原虫剤、抗感染症
剤、日焼け防止剤、微小管阻害剤、保湿剤、または亜鉛塩である、請求項44記載の方法。
【請求項４８】
グループAエンハンサーが抗ウイルス剤である、請求項44記載の方法。
【請求項４９】
抗ウイルス剤がアシクロビルである、請求項48記載の方法。
【請求項５０】
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グループAエンハンサーが抗真菌剤である、請求項44記載の方法。
【請求項５１】
抗真菌剤がクロトリマゾールである、請求項50記載の方法。
【請求項５２】
グループAエンハンサーが抗痛風剤である、請求項44記載の方法。
【請求項５３】
抗痛風剤がコルヒチンである、請求項52記載の方法。
【請求項５４】
グループAエンハンサーが抗原虫剤である、請求項44記載の方法。
【請求項５５】
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抗原虫剤がメトロニダゾールである、請求項54記載の方法。
【請求項５６】
グループAエンハンサーが抗感染症剤である、請求項44記載の方法。
【請求項５７】
抗感染症剤がニトロフラゾンである、請求項56記載の方法。
【請求項５８】
グループAエンハンサーが日焼け防止剤である、請求項44記載の方法。
【請求項５９】
日焼け防止薬がオキシベンゾンである、請求項58記載の方法。
【請求項６０】
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グループAエンハンサーが保湿剤である、請求項44記載の方法。
【請求項６１】
保湿剤が尿素である、請求項60記載の方法。
【請求項６２】
グループAエンハンサーが微小管阻害剤である、請求項44記載の方法。
【請求項６３】
グループAエンハンサーが亜鉛塩である、請求項44記載の方法。
【請求項６４】
NsIDIおよびグループAエンハンサーが局所的に投与される、請求項44記載の方法。
【請求項６５】
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免疫炎症性疾患が皮膚炎症性疾患である、請求項45記載の方法。
【請求項６６】
皮膚炎症性疾患が、乾癬、アトピー性皮膚炎、手の皮膚炎、または光線性角化症である
、請求項65記載の方法。
【請求項６７】
NsIDIおよびグループAエンハンサーが、全身的に投与される、請求項44記載の方法。
【請求項６８】
NSAID、COX‑2阻害剤、小分子免疫調節剤、疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)、キサンチ
ン、抗コリン作用化合物、β受容体アゴニスト、気管支拡張剤、コルチコステロイド、保
湿剤、亜鉛塩、ビタミンD化合物、プソラレン、レチノイド、および5‑アミノサリチル酸
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から選択される追加的な薬剤を投与する段階をさらに含む、請求項44記載の方法。
【請求項６９】
請求項28〜42のいずれか一項記載の組成物を患者に投与する段階を含む、請求項68記載
の方法。
【請求項７０】
細胞に、NsIDIおよびグループAエンハンサーを同時に、または相互に14日以内に、イン
ビボにおいて細胞における炎症性サイトカインの分泌もしくは産生を低下させるのに十分
な量を接触させる段階を含む、細胞における炎症性サイトカインの分泌または産生を低下
させる方法。
【請求項７１】
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細胞がインビボにおける哺乳動物細胞である、請求項70記載の方法。
【請求項７２】
NsIDIおよびグループAエンハンサーを同時か、または相互に14日以内に、患者を治療す
るのに十分な量で患者に投与する段階を含む、増殖性皮膚疾患であると診断されたか、ま
たは増殖性皮膚疾患を発症するリスクがあると診断された患者を治療する方法。
【請求項７３】
以下を含むキット：
(i)NsIDIおよびグループAエンハンサーを含む組成物；ならびに
(ii)該組成物を、免疫炎症性疾患であると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症す
るリスクがあると診断された患者に投与する際の指示書。
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【請求項７４】
以下を含むキット：
(i)NsIDI；
(ii)グループAエンハンサー；ならびに
(iii)該NsIDIおよび該グループAエンハンサーを、免疫炎症性疾患であると診断されたか
、または免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者に投与する際の指示書
。
【請求項７５】
以下を含むキット：
(i)NsIDI；ならびに
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(ii)該NsIDIおよびグループAエンハンサーを、免疫炎症性疾患であると診断されたか、ま
たは免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者に投与する際の指示書。
【請求項７６】
以下を含むキット：
(i)グループAエンハンサー；ならびに
(ii)該グループAエンハンサーおよびNsIDIを、免疫炎症性疾患であると診断されたか、ま
たは免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者に投与する際の指示書。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、免疫炎症性疾患の治療に関する。
【背景技術】
【０００２】
免疫炎症性疾患は、身体の免疫防御の不適切な活性化を特徴とする。免疫応答は、感染
侵入体を標的とするのではなく、身体自身の組織または移植組織を標的として、これを損
なってしまう。免疫系によって標的とされる組織は疾患によって異なる。例えば、炎症性
皮膚疾患の場合、免疫応答は皮膚を対象とする。炎症性皮膚疾患は数百万人に影響を及ぼ
しており、ならびにアトピー性皮膚炎、乾癬、壊疽性膿皮症、扁平苔癬、酒さ、および脂
漏性皮膚炎などの状態を含む。皮膚以外の組織を標的とする免疫炎症性疾患は、喘息、ア
レルギー性眼内炎疾患、関節炎、糖尿病、溶血性貧血、炎症性の腸もしくは胃腸の障害(
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例えばクローン病や潰瘍性大腸炎)、多発性硬化症、重症筋無力症、掻痒感/炎症、慢性関
節リウマチ、肝硬変、および全身性エリテマトーデスなどの状態を含む。
【０００３】
免疫炎症性疾患に対する現在の治療法は通常、免疫抑制剤に依っている。このような薬
剤の有効性は多様であり、およびその使用はしばしば、有害な副作用を伴うことがある。
したがって、免疫炎症性疾患に対する改善された治療薬および治療法が求められている。
【発明の開示】
【０００４】
発明の概要
発明者らは、非ステロイド性イムノフィリン依存性免疫抑制剤(NsIDI)(例えばシクロス
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ポリンA)とグループAエンハンサー(Group A enhancer)(例えば抗真菌剤、抗痛風剤、抗感
染症剤、抗原虫剤、抗ウイルス剤、保湿剤、日焼け防止剤、ビタミンD化合物、または亜
鉛塩)の組み合わせが、炎症性サイトカインの分泌の抑制に際して、いずれかの薬剤単独
の場合より有効であることを発見した。したがって、NsIDIと上記薬剤、ならびにその構
造的または機能的な類似体の組み合わせを、本発明の抗免疫炎症的な組み合わせに使用す
ることができる。
【０００５】
1つの局面では、本発明は一般に、NsIDIおよびグループAエンハンサーを、インビボに
おいて炎症性サイトカインの分泌もしくは産生を低下させるのに、または免疫炎症性疾患
を治療するのにともに十分な量で含む組成物を特徴とする。
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【０００６】
任意で、このような組成物は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)、COX‑2阻害剤、生物製
剤、疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARD)、キサンチン、抗コリン作用化合物、β受容体アゴ
ニスト、気管支拡張剤、コルチコステロイド、小分子免疫調節剤、保湿剤、亜鉛塩、プソ
ラレン、レチノイド、ビタミンD化合物、または5‑アミノサリチル酸をさらに含む。いく
つかの態様では、このような組成物は、局所投与用または全身投与用に製剤化される。
【０００７】
本発明は、NsIDIおよびグループAエンハンサーを、インビボでにおいて患者における炎
症性サイトカインの分泌または産生を低下させるのにともに十分な量で含む組成物を患者
に投与することで、患者における炎症性サイトカインの分泌または産生を低下させる方法
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も提供する。
【０００８】
本発明は、患者における炎症性サイトカインの分泌または産生を低下させる方法も特徴
とする。この方法は、NsIDIおよびグループAエンハンサーを患者に同時に、または相互に
14日以内に、インビボにおいて患者における炎症性サイトカインの分泌もしくは産生を低
下させるのに、ともに十分な量を投与する段階を含む。
【０００９】
加えて本発明は、免疫炎症性疾患であると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症
するリスクがあると診断された患者を治療する方法を特徴とする。この方法は、NsIDIお
よびグループAエンハンサーを同時に、または相互に14日以内に、患者を治療するのに十
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分な量で患者に投与する段階を含む。1つの態様では、NsIDIおよびグループAエンハンサ
ーは1つの組成物としてともに投与される。
【００１０】
本発明は、細胞(例えばインビボの哺乳動物細胞)による炎症性サイトカインの分泌また
は産生を低下させる方法も特徴とする。この方法は、NsIDIおよびグループAエンハンサー
を同時に、または相互に14日以内に、インビボにおいて細胞における炎症性サイトカイン
の分泌もしくは産生を低下させるのに十分な量で細胞に接触させる段階を含む。
【００１１】
本発明は、増殖性皮膚疾患であると診断されたか、または増殖性皮膚疾患を発症するリ
スクがあると診断された患者を治療する方法を特徴とする。この方法は、NsIDIおよびグ
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ループAエンハンサーを同時に、または相互に14日以内に、患者を治療するのに十分な量
で患者に投与する段階を含む。1つの態様では、NsIDIおよびグループAエンハンサーは1つ
の組成物としてともに投与される。
【００１２】
本発明は、NsIDIおよびグループAエンハンサーを含む組成物、ならびに免疫炎症性疾患
であると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者
への組成物の投与に関する指示書を含むキットをさらに提供する。
【００１３】
本発明は、NsIDI、グループAエンハンサー、ならびにNsIDIおよびグループAエンハンサ
ーの、免疫炎症性疾患であると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症するリスクが
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あると診断された患者への投与に関する指示書を含むキットも提供する。
【００１４】
本発明は、NsIDI；ならびにNsIDIおよびグループAエンハンサーの、免疫炎症性疾患で
あると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症するリスクがあると診断された患者へ
の投与に関する指示書を含むキットも提供する。
【００１５】
加えて本発明は、グループAエンハンサー、ならびにグループAエンハンサーおよびNsID
Iの、免疫炎症性疾患であると診断されたか、または免疫炎症性疾患を発症するリスクが
あると診断された患者への投与に関する指示書を含むキットを提供する。
【００１６】
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上記の任意の局面の好ましい態様では、グループAエンハンサーは例えば、クロトリマ
ゾールなどの抗真菌剤；コルヒチンなどの抗痛風剤；アシクロビルなどの抗ウイルス剤；
メトロニダゾールなどの抗原虫剤；ニトロフラゾンなどの抗感染症剤；オキシベンゾンな
どの日焼け防止剤；尿素などの保湿剤；ビタミンD化合物、微小管阻害剤、または亜鉛塩
である。グループAエンハンサーは、本明細書に記載された任意のグループAエンハンサー
から選択可能である。
【００１７】
上記の任意の局面の別の好ましい態様では、NsIDIおよびグループAエンハンサーは局所
投与用に製剤化される。局所製剤には、0.10%、0.25%、0.5%、1%、2%、3%、4%、5%、6%、
7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%、30%、またはさらには35%(w/w)を上回る亜鉛を含める
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ことができる。望ましくは組み合わせは、クリーム、フォーム、ペースト、ローション、
ゲル、スティック、スプレー、パッチ、または軟膏として製剤化され、および、乾癬、ア
トピー性皮膚炎、手の皮膚炎、または光線性角化症などの皮膚炎症性疾患の治療目的で局
所的に塗布される。
【００１８】
上記の任意の局面の好ましい態様では、NsIDIは例えば、シクロスポリン、タクロリム
ス、アスコマイシン、ピメクロリムス、ABT‑281、もしくはISAtx247などのカルシニュー
リン阻害剤か、またはラパマイシンやエベロリムスなどの、FK506結合タンパク質と相互
作用する分子である。
【００１９】
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上記の任意の局面の1つの態様では、組み合わせの治療活性成分は、NsIDIおよびグルー
プAエンハンサーからなる。
【００２０】
本明細書に記載された任意の組み合わせに関して、本発明は、本明細書に記載された任
意の免疫炎症性疾患または増殖性皮膚疾患の治療用の薬物の製造における組み合わせの活
性成分の使用を特徴とする。このような薬物は、本明細書に記載された任意の製剤化手法
を使用して調製することができる。さらに、薬物は、本明細書に記載された任意の方法で
投与することができる。
【００２１】
本発明の好ましい組み合わせは、シクロスポリンとアシクロビル；タクロリムスとアシ
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クロビル；アスコマイシンとアシクロビル；ピメクロリムスとアシクロビル；ABT‑281と
アシクロビル；ISAtx247とアシクロビル；ラパマイシンとアシクロビル；エベロリムスと
アシクロビル；シクロスポリンとクロトリマゾール；タクロリムスとクロトリマゾール；
アスコマイシンとクロトリマゾール；ピメクロリムスとクロトリマゾール；ABT‑281とク
ロトリマゾール；ISAtx247とクロトリマゾール；ラパマイシンとクロトリマゾール；エベ
ロリムスとクロトリマゾール；シクロスポリンとコルヒチン；タクロリムスとコルヒチン
；アスコマイシンとコルヒチン；ピメクロリムスとコルヒチン；ABT‑281とコルヒチン；I
SAtx247とコルヒチン；ラパマイシンとコルヒチン；エベロリムスとコルヒチン；シクロ
スポリンとメトロニダゾール；タクロリムスとメトロニダゾール；アスコマイシンとメト
ロニダゾール；ピメクロリムスとメトロニダゾール；ABT‑281とメトロニダゾール；ISAtx
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247とメトロニダゾール；ラパマイシンとメトロニダゾール；エベロリムスとメトロニダ
ゾール；シクロスポリンとニトロフラゾン；タクロリムスとニトロフラゾン；アスコマイ
シンとニトロフラゾン；ピメクロリムスとニトロフラゾン；ABT‑281とニトロフラゾン；I
SAtx247とニトロフラゾン；ラパマイシンとニトロフラゾン；エベロリムスとニトロフラ
ゾン；シクロスポリンとオキシベンゾン；タクロリムスとオキシベンゾン；アスコマイシ
ンとオキシベンゾン；ピメクロリムスとオキシベンゾン；ABT‑281とオキシベンゾン；ISA
tx247とオキシベンゾン；ラパマイシンとオキシベンゾン；エベロリムスとオキシベンゾ
ン；シクロスポリンと尿素；タクロリムスと尿素；アスコマイシンと尿素；ピメクロリム
スと尿素；ABT‑281と尿素；ISAtx247と尿素；ラパマイシンと尿素；エベロリムスと尿素
；シクロスポリンと亜鉛塩；タクロリムスと亜鉛塩；アスコマイシンと亜鉛塩；ピメクロ
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リムスと亜鉛塩；ABT‑281と亜鉛塩；ISAtx247と亜鉛塩；ラパマイシンと亜鉛塩；エベロ
リムスと亜鉛塩；シクロスポリンとビタミンD2；タクロリムスとビタミンD2；アスコマイ
シンとビタミンD2；ピメクロリムスとビタミンD2；ABT‑281とビタミンD2；ISAtx247とビ
タミンD2；ラパマイシンとビタミンD2；エベロリムスとビタミンD2；シクロスポリンとビ
タミンD3；タクロリムスとビタミンD3；アスコマイシンとビタミンD3；ピメクロリムスと
ビタミンD3；ABT‑281とビタミンD3；ISAtx247とビタミンD3；ラパマイシンとビタミンD3
；エベロリムスとビタミンD3；ならびに、尿素、パントテノール、または亜鉛塩をさらに
含む任意の上記の組み合わせを含む。
【００２２】
本発明の組成物、キット、方法のある特定の態様では、組成物もしくはキット中の、ま
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たは方法に使用される唯一の薬理学的に活性のある薬剤は、記載された薬剤(例えばNsIDI
およびグループAエンハンサー、またはNsIDI、グループAエンハンサー、ならびに記載さ
れた他の薬剤)である。この態様では、薬理学的に不活性な賦形剤が、組成物もしくはキ
ット中に存在するか、または方法の実施に使用される場合もある。
【００２３】
本発明に有用な化合物は、ジアステレオマーやエナンチオマーなどの異性体、塩、エス
テル、アミド、チオエステル、溶媒和化合物、およびこれらの多形、ならび本明細書に記
載されたに化合物のラセミ混合物および純粋な異性体を含む、任意の薬学的に許容される
形状の、本明細書に記載された化合物を含む。
【００２４】

20

「非ステロイド性イムノフィリン依存性免疫抑制剤」または「NsIDI」は、炎症性サイ
トカインの産生もしくは分泌を低下させる、イムノフィリンに結合する、または炎症応答
の下方調節を引き起こす、任意の非ステロイド性薬剤を意味する。NsIDIは、シクロスポ
リン、タクロリムス、アスコマイシン、ピメクロリムス、ABT‑281、またはISAtx247など
のカルシニューリン阻害剤、ならびにカルシニューリンのホスファターゼ活性を阻害する
他の薬剤(ペプチド、ペプチド断片、化学的に修飾されたペプチド、もしくはペプチド模
倣物)を含む。NsIDIは、FK506結合タンパク質FKBP‑12に結合して白血球の抗原誘導性の増
殖およびサイトカイン分泌をブロックする、ラパマイシン(シロリムス)およびエベロリム
スも含む。
【００２５】
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「グループAエンハンサー」は、抗ウイルス剤、抗真菌剤、抗痛風剤、抗原虫剤、抗感
染症剤、日焼け防止剤、微小管阻害剤、保湿剤、ビタミンD化合物、または亜鉛塩を意味
する。
【００２６】
「コルチコステロイド」は、水素化されたシクロペンタノペルヒドロフェナントレン環
系を特徴とし、ならびに免疫抑制活性および/または抗炎症活性を有する、任意の天然ま
たは合成の化合物を意味する。天然のコルチコステロイドは一般に副腎皮質で産生される
。合成コルチコステロイドは、ハロゲン化され得る。コルチコステロイドの例は本明細書
に記載されている。
【００２７】
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「小分子免疫調節剤」は、炎症性サイトカインの産生もしくは分泌を低下させるか、炎
症応答の下方調節を引き起こすか、またはイムノフィリン非依存的に免疫系を調節する、
非ステロイド性の非NsIDI化合物を意味する。例示的な小分子免疫調節剤は、VX 702(Vert
ex Pharmaceuticals)、SCIO 469(Scios)、ドラマピモド(doramapimod)(Boehringer Ingel
heim)、RO 30201195(Roche)、およびSCIO 323(Scios)などのp38 MAPキナーゼ阻害剤、DPC
333(Bristol Myers Squibb)などのTACE阻害剤、プラナルカサン(pranalcasan)(Vertex P
harmaceuticals)などのICE阻害剤、ならびにミコフェノラート(mycophenolate)(Roche)お
よびメリメポディブ(merimepodib)(Vertex Pharmaceuticals)などのIMPDH阻害剤である。
【００２８】
「低用量」は、ヒトの任意の疾患または状態の治療用の所与の投与経路用に製剤化され
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た特定の化合物の最低標準推奨投与量より少なくとも5%(例えば少なくとも10%、20%、50%
、80%、90%、もしくはさらには95%)少ない量を意味する。例えば、吸入投与用に製剤化さ
れた低用量のコルチコステロイドは、経口投与用に製剤化された低用量のコルチコステロ
イドとは異なる。
【００２９】
「高用量」は、ヒトの任意の疾患または状態の治療用の特定の化合物の最高標準推奨投
与量より少なくとも5%(例えば少なくとも10%、20%、50%、100%、200%、もしくはさらには
300%)多い量を意味する。
【００３０】
「中用量」は、低用量と高用量の間の投与量を意味する。
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【００３１】
「治療すること」とは、免疫炎症性疾患もしくは増殖性皮膚疾患の治療用または予防用
の薬学的組成物を投与すること、または処方することを意味する。
【００３２】
「患者」は、任意の動物(例えばヒト)を意味する。本発明の方法、組成物、およびキッ
トを使用する治療の対象となる他の動物は、ウマ、イヌ、ネコ、ブタ、ヤギ、ウサギ、ハ
ムスター、サル、モルモット、ラット、マウス、トカゲ、ヘビ、ヒツジ、ウシ、魚類、お
よび鳥類を含む。
【００３３】
「十分な量」という表現は、免疫炎症性疾患または増殖性皮膚疾患を、臨床的に意味の
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ある様式で治療もしくは予防するのに必要とされる、本発明の方法、組成物、およびキッ
トにおける化合物の量を意味する。免疫炎症性疾患もしくは増殖性皮膚疾患に起因するか
、または同疾患に寄与する状態の治療的処置のために本発明の実施に使用される十分な量
の活性化合物は、投与様式、患者の年齢、体重、および全般的健康に依存して変動する。
最終的には、処置担当者が、適切な量および投与法を決定する。
【００３４】
「より有効である」という表現は、方法、組成物、またはキットが、比較対照の別の方
法、組成物、またはキットより大きな有効性を示し、低い毒性を示し、安全で、簡便で、
耐性に優れているか、もしくは安価であるか、または大きな治療満足度を提供することを
意味する。当業者であれば有効性を、所与の適応症に適した任意の標準的な方法で測定す
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ることができる。
【００３５】
「免疫炎症性疾患」という表現は、自己免疫疾患、増殖性皮膚疾患、および炎症性皮膚
疾患を含む、さまざまな状態を包含する。免疫炎症性疾患では、炎症過程、免疫系の調節
異常、および細胞の望ましくない増殖によって健常組織が損なわれる。免疫炎症性疾患の
例は、尋常性座瘡；急性呼吸促迫症候群；アジソン病；アレルギー性鼻炎；アレルギー性
眼内炎疾患、ANCA関連小血管炎；強直性脊椎炎；関節炎；喘息；アテローム性動脈硬化症
；アトピー性皮膚炎；自己免疫性肝炎；自己免疫性溶血性貧血；自己免疫性肝炎；ベーチ
ェット病；ベル麻痺；水疱性類天疱瘡；脳虚血；慢性閉塞性肺疾患；肝硬変；コーガン症
候群；接触皮膚炎；COPD；クローン病；クッシング症候群；皮膚筋炎；糖尿病；円板状エ
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リテマトーデス；好酸球性筋膜炎；結節性紅斑；剥脱性皮膚炎；線維筋痛；巣状糸球体硬
化症；巣状分節状糸球体硬化症；巨細胞性動脈炎；痛風；痛風性関節炎；移植片対宿主病
；手湿疹；ヘノッホ・シェーンライン紫斑病；妊娠性疱疹；多毛症；特発性角膜強膜炎；
特発性肺線維症；特発性血小板減少性紫斑病；免疫性血小板減少性紫斑病；炎症性腸障害
または胃腸障害；炎症性皮膚疾患；扁平苔癬；ループス腎炎；リンパ腫性気管気管支炎；
黄斑浮腫；多発性硬化症；重症筋無力症；筋炎；非特異的繊維化性肺疾患；変形性関節炎
；膵炎；類天疱瘡妊娠；尋常性天疱瘡；歯周炎；結節性多発動脈炎；リウマチ性多発筋痛
；陰嚢掻痒症；掻痒感/炎症；乾癬；乾癬性関節炎；肺ヒストプラスマ症；慢性関節リウ
マチ；再発性多発性軟骨炎；サルコイドーシスに起因する酒さ；強皮症に起因する酒さ；
スイート症候群に起因する酒さ；全身性エリテマトーデスに起因する酒さ：蕁麻疹に起因
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する酒さ；帯状疱疹関連痛に起因する酒さ；サルコイドーシス；強皮症；分節性糸球体硬
化症；敗血症性ショック症候群；肩腱炎もしくは滑液包炎；シェーグレン症候群；スティ
ル病；脳卒中による脳細胞死；スイート病；全身性エリテマトーデス；全身性硬化症；高
安動脈炎；側頭動脈炎；中毒性表皮剥離症；移植臓器拒絶および移植臓器拒絶関連症候群
；結核；1型糖尿病；潰瘍性大腸炎；ブドウ膜炎；血管炎；ならびにヴェグナー肉芽腫症
である。
【００３６】
本明細書で用いる、「皮膚以外の炎症性疾患」は例えば、慢性関節リウマチ、炎症性腸
疾患、喘息、および慢性閉塞性肺疾患を含む。
【００３７】
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「皮膚炎症性疾患」または「炎症性皮膚疾患」は、乾癬、滴状乾癬、逆乾癬、膿疱性乾
癬、乾癬性紅皮症、急性熱性好中球性皮膚症、湿疹、乾皮性湿疹、発汗異常性湿疹、小水
疱性掌蹠湿疹、尋常性座瘡、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、
皮膚筋炎、剥脱性皮膚炎、手湿疹、汗疱、酒さ、サルコイドーシスに起因する酒さ、強皮
症に起因する酒さ、スイート症候群に起因する酒さ、全身性エリテマトーデスに起因する
酒さ、蕁麻疹に起因する酒さ、帯状疱疹痛に起因する酒さ、スイート病、好中球性汗腺炎
、無菌性膿疱症、薬疹、脂漏性皮膚炎、バラ色粃糠疹、皮膚の菊池病、妊娠性掻痒性蕁麻
疹性丘疹およびプラーク(pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy)、ス
ティーブンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮剥離症、タトゥー反応(tatoo reactio
n)、ウェルズ症候群(好酸球性蜂巣炎)、反応性関節炎(ライター症候群)、腸関連皮膚病‑
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関節炎症候群(bowel‑associated dermatosis‑arthritis syndrome)、リウマチ性好中球性
皮膚疾患(rheumatoid neutrophilic dermatosis)、好中球性エクリン汗腺炎(neutrophili
c eccrine hidradenitis)、手背の好中球性皮膚疾患、形質細胞限局性亀頭炎、亀頭包皮
炎、ベーチェット病、遠心性環状紅斑、色素異常性固定性紅斑、多形性紅斑、環状肉芽腫
、手の皮膚炎、光沢苔癬、扁平苔癬、硬化性萎縮性苔癬、慢性単純性苔癬、棘状苔癬、貨
幣状皮膚炎、壊疽性膿皮症、サルコイドーシス、角層下膿疱症、蕁麻疹、ならびに一過性
棘融解性皮膚症から選択される炎症性疾患を意味する。
【００３８】
「増殖性皮膚疾患」は、表皮または真皮における細胞分裂の加速を特徴とする良性もし
くは悪性の疾患を意味する。増殖性皮膚疾患の例は、乾癬、アトピー性皮膚炎、非特異的
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皮膚炎、一次刺激性接触性皮膚炎、アレルギー性接触性皮膚炎、皮膚の基底細胞および扁
平上皮細胞癌、葉状魚鱗癬、表皮剥離性角質増殖症、前癌性角化症、座瘡、ならびに脂漏
性皮膚炎である。
【００３９】
当業者には明らかなように、特定の疾患、障害、または状態は、増殖性皮膚疾患と炎症
性皮膚疾患の両方を特徴とする場合がある。このような疾患の一例が乾癬である。
【００４０】
「徐放」または「放出制御」は、治療的活性成分が製剤から、治療的に有益な血液レベ
ル(ただし毒性レベル未満)の成分が、例えば約12〜約24時間の範囲で長期間にわたって維
持されることで、例えば12時間または24時間の剤形を提供するように、制御された速度で
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放出されることを意味する。
【００４１】
「薬学的に許容される塩」は、過度の毒性、刺激、アレルギー反応などなく、ならびに
妥当な利益/リスク比に見合う、ヒトおよび低級動物の組織との接触時に適切な、正しい
医学的判断の範囲内に含まれる塩を意味する。薬学的に許容される塩は、当技術分野で周
知である。このような塩は、本発明の化合物の最終的な分離および精製中にインサイチュ
ーで、または遊離塩基の官能基を適切な有機酸と反応させることで個別に調製できる。代
表的な酸付加塩は、酢酸塩、アジピン酸塩、アルギン酸塩、アスコルビン酸塩、アスパラ
ギン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、安息香酸塩、重硫酸塩、ホウ酸塩、酪酸塩、樟脳酸塩
、カンファースルホン酸(camphorsulfonate)塩、クエン酸塩、シクロペンタンプロピオン
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