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明 細 書  

晴乳動物丁細胞のサイトカインの分析方法と関連する一切の疾患の評価   

法と予防・治療の分析  

技術分野  

［0001］ 本発明は、哺乳動物のT細胞サイトカインの分析方法と関連する一切の疾患の評  

価法と予防・治療に関するものである。  

背景技術  

［0002］ 獲得免疫に関与するヘルパー T（Th）リンパ球は、生産するサイトカインの相違によ  

りThl、Th2をはじめとするいくつかのサブセットに分類される。インターフェロン（IF  

N）－γ、インターロイキン（IL）－2などを作るものをThl細胞と呼び、主としてIL－4  

，－5，－6，－10，－13を作るものをTh2細胞と呼んでいる。Thlサイトカインである  

IFN－γはTh2反応を抑制することが知られ、Th2サイトカインであるIL－10はThl  

反応を抑制する事が知られている。   

［0003］ 近年Thl／Th2細胞の応答性に対して抑制的に機能するTh細胞とT細胞（Tr）の  

存在が証明され、特に潜在型TGF－βを高濃度に生産する細胞をTh3細胞と呼ん  
1  

でいる。腫瘍やアレルギーをはじめとする様々な疾患において、このような複数のTh  

反応の強弱やバランスの破綻と疾患の関連性が示唆されている。  

［0004］ 関連する従来例として、例えば、特開2005－2028号公報に記載のものがある。こ  

のものは、Thl細胞またはThl細胞に分泌されるサイトカインの反応（Thl反応）によ  

り腫瘡の形成が誘導される疾患はThl－D（Thl疾患）、Th2細胞またはTh2細胞  

に分泌されるサイトカインの反応（Th2反応）により腫瘡形成が誘導される疾患はTh  

2－D（Th2疾患）、Th3細胞またはTh3細胞とトランスフォーミング増殖因子（TGF）  

－βとの反応（Th3反応）により腫瘡形成が誘導される疾患はTh3－D（Th3疾患）  

のいずれかの疾患において誘導される腫瘡に、インターフェロンーγを主成分とする  

哺乳動物の免疫反応性腫瘡形成抑制剤を適用することを特徴とするものである。  

特許文献1：特開2005－2028号公報  

発明の開示   
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発明が解決しようとする課題  

［0005］ 本発明者は、腫瘍やアレルギーをはじめとするレドックス制御、各Th反応すなわち  

Thパラダイムパターンの変動する様々な疾患において、このようなTh反応の強弱や  

バランスの破綻と疾患の関連性があるとの知見に基づいて、T細胞サブセットが産出  

するサイトカインの組み合せと疾患の相関関係を明らかにすることにより個体に対す  

る疾患情報の制御が必要であると思い至った。  

課題を解決するための手段  

［0006］ 本発明は、このような課題を達成するために、哺乳動物のThl、Th2、及びTh3の  

各サイトカインを測定する工程と、測定結果から各サイトカインのパラダイムパターン  

を求める工程と、前記パラダイムパターンとその関連疾患の評価法と予防・治療を関  

連付ける工程と、を備える、哺乳動物のサイトカインの分析方法であることを特徴とす  

るものである。   

［0007］ 本発明者が鋭意検討したところ、Thl、Th2、及びTh3の各サイトカインのパラダイ  

ムパターンは、個体によって異なり、それによって固体ごとの免疫力の強さが異なり、  

また、感染症や癌などの疾患を患っている場合にはこのパターンが異なってくる事が  

判った。この結果、Thl、Th2、及びTh3の各サイトカインのパラダイムパターンを調  

べる事により、感染症や癌などの疾患の診断や、これら疾患に対する抵抗力など固  

体の状態を判断することができる。したがって、このパラダイムパターンを求めることに  

よって固体ごとにもっとも適した治療（テーラーメード医療）を適用する事が可能となる   

0  

［0008］ パラダイムパターンとはヘルパーT細胞であるCD4陽性細胞、ThlであるIFN－γ  

陽性CD4陽性細胞、Th2であるインターロイキン4陽性CD4細胞、Th3であるトラン  

スフォーミンググロクスファクターβ1陽性CD4陽性細胞の各細胞数をフローサイトメ  

トリー法により測定し、得られた散布図からヘルパーT細胞中のThl，Th2，Th3の  

各細胞の割合を算出したパターンであり、このパターンから免疫反応の質といえるTh  

l／Th2バランスと免疫制御の強さを示すTh3の割合を導き出すことができる   

［0009］ Thl、Th2、及びTh3の各サイトカインのバランスの正常レベルからのずれは、後  

述の適した薬剤を哺乳動物個体に適用することによって補正することができる。治療   
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の過程で、このバランスをチェックすれば、治療効果の程度を評価することが可能と  

なる。   

［0010］ 本発明において、前記Thl、Th2、及びTh3のサイトカインの代表例は、順番に、I  

FN－γ、IL－4、TGF－β1である。さらに、本発明は、前記Thl、Th2、及びTh3  

の少なくとも一つのTh反応を制御する薬剤を哺乳動物に投与する工程を含む方法  

である。さらに、本発明において、パラダイムパターンを求めるために必要なサイトカ  

インの測定の代表例は、各サイトカイン反応を発揮するTh細胞数、即ち、各サイトカ  

インを生成する細胞の数をフローサイトメータを用いて測定することである。これに代  

えて各サイトカインの濃度を測定してもよい。サイトカインの反応には、人為的な活性  

化刺激を加えていない無刺激のTh細胞におけるTh反応と人為的な活性化刺激を  

加えたTh細胞におけるTh反応がある。前者のTh反応は哺乳動物個体における免  

疫反応を表すものであるので、表現型Th反応あるいは活性型Th反応と言うことにす  

る。後者のTh反応は哺乳動物が持っている潜在的な免疫反応を表すものであるの  

で、細胞内在型Th反応或いは潜在型Th反応という。  

［0011］ 本願の第2の発明は、哺乳動物のThl、Th2、及びTh3の各サイトカインを測定す  

る第1工程と、測定値をコンピュータに入力する第2工程と、コンピュータを用いて各  

サイトカインのパラダイムパターンを求める第3工程と、前記パラダイムパターンをモニ  

ターに表示する工程と、コンピュータの演算手段が、当該パラダイムパターンと、予め  

メモリに記憶された、各疾患に於ける既知のパラダイムパターンとを比較する第4工  

程と、を備える、哺乳動物のサイトカインの分析方法である。   

［0012］ このパラダイムパターン同士を比較するために、パラダイムパターンのグレートを示  

す、基準線（グレーティング直線）をパラダイムパターンから求め、この基準線のグレー  

トをデータベースと比較して、哺乳動物固体のTh反応の傾向、或いは哺乳動物個体  

の疾病診断、或いは疾病予測を知ることができる。正常でないパラダイムパターンを  

正常タイプに変化或いは復帰させるために、パラダイムパターンから使用可能な薬剤  

を予測することができる。  

［0013］ 更に本発明は、コンピュータの演算手段が、前記比較の結果、測定されたパラダイ  

ムパターンから、測定対象固体の疾患或いは疾患の治療状態を特定する第5工程を   
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備える。さらに他の発明は、この分折方法を実施するためのコンピュータ装置である。  

［0014］TGF－βは活性型（酸化）と潜在型（latentform）があり、潜在型は、酸やプラスミンな  
1  

どにより活性型（activatedform）に変換される。本発明では、TGF－βは腫瘍性疾患  
1  

の評価の修飾因子となることを明らかにした。このサイトカインはレドックス制御と関連  

して病態を進展させる。   

［0015］ レドックス制御とは、酸化ストレスにより細胞が発現する機能を修飾することをいう。  

レドックス（redox）とは酸化・還元が関与する化学反応やその環境をいう。生体内で生  

じた酸化ストレスは、情報分子としてシグナル伝達系を作動してレドックス制御系に影  

響する。酸化ストレスの原因となる活性酸素は、ミトコンドリア電子伝達系、好中球の  

オキシダーゼ、放射線、重金属、アルキル化剤などによって生じる。レドックス制御状  

態が酸化型に傾いた状態では、細胞が活性酸素などを除去する能力は低下し、高  

い酸化ストレス下ではDNAが損傷するなどさまざまな障害が発生して、Th反応性は  

低下する。TGF－βは抗酸化酵素であるカタラーゼ、グルタチオンペルオキシダー  

ゼGPX、スーパーオキシドジスムターゼSOD、などの遺伝子発現を抑制する。特に  

、慢性炎症などでTGF－βの産生が高まると、このような抗酸化酵素の発現が抑制さ  

れ、ますます活性酸素の蓄積を招く結果となる。本発明者は、レドックス制御がTh3  

反応の動態を規定するとの知見を得た。さらに、活性型TGF－βはThl反応に抑制  
1  

的に作用して、繰り返し産生されることにより、症状が悪化していく方向性を固定する  

作用を有することを明らかにした。本発明における哺乳動物とは、ヒト、ヒト以外の犬  

や猫などの家畜やその他のものをいう。  

発明の効果  

［0016］ 本発明によれば、Th反応の強弱やバランスの破綻と疾患の関連性があるとの知見  

に基づいて、T細胞サブセットが産出するサイトカインの組み合せと疾患の相関関係  

を明らかにすることにより個体に対する疾患情報の制御が可能となった。  

発明を実施するための最良の形態  

［0017］ 実施例1  

5才令の雄のゴールデンレトリバー（顔面腫瘍及び左眼球突出の症状）を使用した  

。MR撮像によりシストを伴った腫瘡を確認し、ダイナミックMR撮像法により悪性腫瘍   
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と診断した。   

［0018］ ヘパリン0．5mlを加えたシリンジにて頚静脈より採血し、血液をPBSに倍希釈し、F  

ico11氏液に重層、遠心して末梢血中単核球（PBMC）を分離した。この単核球を4×10  

6個／mlとなるように10％牛血清加RPMI1640メディウムに浮遊させる。この細胞浮  

遊液を刺激群（細胞内在型）と無刺激群（表現型）に分ける。刺激群には、PMA40n  

g／ml、Ionomycin4FLg／mlを添加しポリクローナルなリンパ球活性化刺激を加える  

。その後、使役群、無刺激群とも37℃、5．0％二酸化炭素存在下で一定時間インキ  

ューベーションする。それぞれのサイトカインの産生量は、IL－4が刺激後4時間程  

度でピークを迎え、IFN－γ、TGF－βは4時間程度でプラトーとなる。このため、イ  

ンキューベーションは4時間行う。  

［0019］ インキュベート終了2時間前に、細胞内タンパク質輸送阻害剤であるBrefeldinA  

を40〃g／ml加え、産生サイトカインを細胞内（ゴルジ装置内に）にトラップする。イン  

キュベート終了後、冷PBSを加えて活性化リンパ球の反応を止め、4℃にて遠心洗  

浄を2回行う。上清を除去し、50FLlXサンプル数の10％FBS加RPMI1640を加え  

る。各サンプルに細胞表面抗原に対する標識抗体を加え、氷上で45分培養してCD  

4やCD8などの細胞表面タンパク質を染色する。  

［0020］ それぞれのサンプルにIntraprepReagentl（BeckmanCoulter社）を100FLl加える。  

室温で15分インキュベー卜し、PBSを加えて遠心洗浄する。上清を除去し、それぞれ  

のサンプルにIntraprepReagent2（BeckmanCoulter社）を100FLl加え、室温で5分間  

インキュベー卜する。表面タンパクの染色後、5．5％ホルムアルデヒドにより細胞を固  

定し、サポニン処理により細胞膜透過性を高め、表現型あるいは細胞内在型Thサイ  

トカインを測定するサンプルにそれぞれのサイトカインに対する標識抗体を入れ、室  

温にて20分間インキュベー卜する。PBSを加えて遠心洗浄する。次いで、0．5％ホ  

ルムアルデヒド加PBS500FLlに浮遊させ、フローサイトメーターによりTHl／2／3反  

応を分析する。  

［0021］ 得られたデータからThl／2／3パラダイムパターン（paradigmpattern）を解析し、  

病期、病態・病勢、薬剤耐性、薬効の評価、薬剤の選択などを評価する。Thl，Th2  

，Th3の濃度のバランスをグラフ化するに際して、CD4〔グラフの軸〕とCD8（グラフの   
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軸）というふたっの基準によって、Thlサイトカイン（INF－γ）、Th2サイトカイン（IL  

－4）、Th3サイトカイン（TGF－β1）の産生細胞のそれぞれの数を「点」とした散布図  

をフローアイトメトリーによって得た。なお、Th反応とはCD4という印のついたリンパ  

球（ヘルパーT細胞）と各Thサイトカインの作用と機能を併せ持った集合体の事であ  

る。次いで、各Th反応を有するCD4（＋）CD8（－）細胞の数を散布図のなかからカウ  

ントし、これを三つの棒グラフとして表した。   

［0022］ 図1は、表現型Thl／2／3反応における、正常犬と担癌犬とにおける、Thl／2／  

3のパラダイムパターンを示し、図2は細胞内在型Thl／2／3反応における、正常犬  

と担癌犬とにおける、Thl／2／3のパラダイムパターンを示した。   

［0023］ パラダイムパターンの映像化は、次のようにして行われる。哺乳動物のThl、Th2、  

及びTh3の各細胞数をコンピュータに入力し、コンピュータを用いて各サイトカイン細  

胞のパラダイムパターンが計算され、これがモニターに表示される。  

［0024］ 図1及び図2に示すように、固体（正常犬か担癌犬）の相違によって、ヘルパーT細  

胞（Th）のサブセットが呈する複数のサイトカインの強弱のバランスが異なることが確  

認できた。したがって、サイトカインのパラダイムパターンと固体の性質や状態を関連  

付けることができ、このことは、パターンを調べる事によって遺伝子の診断をすること  

無く、固体の状態を診断することができることを実証したものである。図1及び図2に  

おいて、図の縦軸はCD4陽性細胞に対する各Thサイトカイン陽性CD4陽性細胞の  

割合（％）を意味する。すなわち、  

（Thサイトカイン陽性CD4陽性細胞数／CD4陽性細胞数）×100（％）、  

によって定義される。   

［0025］ 次に、Thl／2／3反応の少なくとも一つを制御する物質を投与することによって、  

Thl／2／3のパターンを変えることができた。克元勝（マンネンタケ菌糸抽出物）の4  

5g／headを1日1回を哺乳固体に経口投与した。この物質は、Th2反応を抑制し、同  

時にThl反応を増強する薬剤である。これを用いて表現型Th2反応が優位であった  

症例に投与した。その結果、Thl反応が上昇して病的Th反応のインバランスが改善  

された。  

［0026］ DB菌（枯草菌の一種の菌体成分）、120mg／heads．i．dを1日1回哺乳固体に経口投   
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与した。この菌は数日間の投与により薬剤耐性を誘導する薬剤である。この薬剤耐  

性は、TGF－βの増量によりSmad－7が同時に増加し、結果的にNK／NKT活性を  
1  

抑制した。  

［0027］ 担癌宿主では血衆中のTGF－βは正常犬と比較して高値を示し、特に第5病日  
1  

に高い値を認めた。細胞内サイトカインについては正常犬と比較するとPMA添加Ion  

omycine刺激に対するリンパ球の活性は弱かった。各サイトカインの動態は第5病日  

にIFN－γが高値を示し、IL－4は低値を示した。TGF－βは大きな変動は見られ  
1  

なかった。NK細胞活性は第3，5病日に著しく上昇したが第7病日には低下が認め  

られた。  

［0028］ 本症例のTh反応パラダイムは高濃度のTGF－βの抑制によるアナジーの状態で  
1  

あると考えられた。NK細胞活性は通常、放射線治療により著しく低下するが、BRM  

投与によりNK細胞活性を増強すると、Th2細胞からIL－4産生が抑制され、IFN－  

γ産生が促進されることから、腫瘍の増大、転移の抑制に有効なThl反応が強化さ  

れると考えられる。   

［0029］実施例2  

次に良性腫瘍の例について説明する。レドックス状態が酸化を呈したので、腫瘡中  

の活性型TGF－β（TransformingGrowthFactor－β1：Th3反応）を測定した結果  
1  

は以下の通りである。  

活性型あるいは潜在型Th2反応サイトカイン／TGF－βの産生  
1  

潜在型／活性型TGF－β（ng／ml）  
1  

血衆中 正常値1．70（イヌの潜在型、活性型は検出－）  

血衆中 潜在型4．94 活性型一  

腫瘡内 潜在型 ＋†活性型18．88  

このような結果、治療法を変更して治療したところ活性型TGF－βは検出されず  
1  

臨床症状（治療法変更後56日現在）は著しく改善された。  

［0030］実施例3  

次に、パラダイムパターンから、疾病の診断や予測を自動的に可能にする例につ  

いて説明する。正常犬、非正常犬（悪性腫瘍、良性腫瘍や感染症など）について、実   



WO200（i／090874  PCT／JP200（i／303577  

施例1に基づいて各サイトカイン反応を測定する。Thl，Th2，Th3の各軸からなる3  

次元の座標空間に、各サイトカインの反応量（細胞数）をトラップする。次いで、この素  

データを最小二乗法によって因子軸を決定する。この因子軸に直角に交わる因子軸  

を追加して、この二つの2次元の座標軸に基づいて、各測定値の相関係数を算出す  

る。   

［0031］ 次いで、正常大の群と、各異常大の群（例えば、悪性腫瘍、或いは良性腫瘍）につ  

いて、各群の相関係数からTh反応のパラダイムパターンを作成する。各群についえ  

、各Thの相関係数の平均を算出する。図3は、パラダイムパターンの一例である。こ  

のパラダイムパターンの傾向（グレーティング）が、基準線によって決定される。図3に  

おいて、30が基準線の一例である。Thlとth2との関係が相互に相反する状態、即  

ち、Thlサイトカインである、INF－γはTh2を抑制し、Th2サイトカインであるIL－1  

0はThlを抑制する関係にあることから、Thlの最大値とTh2の最小値（零）との結線  

と、Th2の最大値とThlの最小値との結線との交点を通過するものとして、基準線が  

定義される。この基準線の傾き32がグレーティングとして評価される。  

［0032］ 正常大の群と、各症例の異常群のそれぞれについて、グレーティングを求めること  

により、グレーティングのレベル、例えば、正常レベル、小異常レベル（＋）、中異常レ  

ベル（＋＋＋）、大異常レベル（＋＋＋）を策定することができる。グレーティングが高  

くなるほど、異常レベルが高いことになり、例えば、癌であれば悪性度が高いことを示  

している。例えば、a＜b＜（a，bは、正の値）としたときに、  

正常レベル：グレーティング≦a  

良性腫瘍：a＜グレーティング≦b  

悪性腫瘍：b＜グレーティング  

の関係を定めることができる。したがって、ある検査対象である固体についての各Th  

反応を測定し、その測定値に基づいてパラダイムパターンを形成して基準線を求め、  

これを予め定まっているグレーティングのレベルと比較することによって、外科的な検  

査や遺伝子診断などの、本願発明の検査項目として説明されたもの以外の検査を行  

うことなしに、検査固体の疾病診断或いは将来の発症を予見することができる。なお  

、グレーティングのレベルの決定に必要な検査対象固体として、種別、体重別、年齢   
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別、性別などの区別は必要ではないが、ある項目について検査対象固体を区別して  

もよい。  

［0033］ このグレーティングのレベルはデータベース化されて、コンピュータシステムのメモリ  

に予め記憶されている。検査固体のTh測定値から既述の基準線、グレーティングを  

求める過程はコンピュータプログラムによって自動化されている。また、検査して得ら  

れたグレーティング値とデータベースのグレーティングレベルとの比較、比較のため  

の演算もコンピュータプログラムによって自動化されている。図4は、コンピュータシス  

テムを示すものであり、検査データを入力する入力装置10と、データベース16を備  

えるメモリ14と、測定値とデータベースを比較して各種演算を実行する演算装置を備  

えている。データベースは、CDやDVDのような外部記録媒体によって提供されても  

よい。   

［0034］実施例4  

図5は、実施例1と同様にして得た、良性腫瘍の場合におけるパラダイムパターンで  

ある。表現型Thl／Th2／Th3反応、細胞内在型Thl／Th2／Th3反応のいずれ  

においても、Th3の割合が少ないことが分かる。即ち、既述のグレーティングの評価と  

Th3の割合の評価によって、悪性腫瘍と良性腫瘍の区別をTh反応のパラダイムパタ  

ーンから可能になることが分かる。なお、悪性腫瘍および良性腫瘍の場合のパラダイ  

ムパターンにおいて、Thlに対してTh2の値が増加している点において共通するも  

のの、Th3の値については、後者のものが前者のものに比較して顕著に小さくなって  

いることがわかる。すなわち、Thlに比較してTh2が大きい場合に腫瘍の存在が疑わ  

れ、Th3の値が大きいことによって悪性腫瘍の存在が疑われる。さらに、良性腫瘍の  

場合、各Th反応のパラダイムパターンを表現型および内在型で比較すると、表現型  

のものではTh3では、基準線より上に相関係数の値が位置しているのに対して、内  

在型ものでは基準線より下に相関係数の値が位置している。悪性腫瘍の場合は、Th  

3の相関係数の値は表現型および内在型とも基準線より上に位置している。これによ  

っても、悪性腫瘍および良性腫瘍の区別が可能となる。  

図面の簡単な説明  

［0035］［図1］表現型THl／2／3（無刺激群）におけるサイトカイン産生の割合をビジュアル   



WO200（i／090874  PCT／JP200（i／303577  10   

化したグラフである。  

［図2］細胞内在型THl／2／3（刺激群）におけるサイトカイン産生の割合をビジュア   

ル化したグラフである。  

［図3］各Th反応の相関係数と基準線戸の関係を示す特性図である。  

［図4］各Th反応の結果の測定値に基づいて、疾患の予測、診断を自動化するコンピ   

ュータシステムのブロック図である。   

［図5］良性腫瘍における、各Th反応のパラダイムパターンを示したものであり、（1）は  

表現型のパラダイムパターンであり、（2）は内在型のパラダイムパターンである。   
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請求の範囲   

哺乳動物のThl、Th2、及びTh3の各細胞内のサイトカインを測定する工程と、各   

サイトカインのパラダイムパターンを求める工程と、パラダイムパターンと疾患とを関連   

付ける工程と、を備える、哺乳動物のサイトカインの分析方法。  

前記パラダイムパターンに基づいて、特定疾患に梶患する可能性を決定する請求   

項1記載の方法。  

前記パラダイムパターンと特定疾患の予防又は治療を関連付ける請求項1又は2   

記載の方法。  

前記Thl、Th2、及びTh3のサイトカインが順番に、主としてインターフェロンーγ  

、インターロイキンー4、TGF－βである請求項1記載の方法。  
1  

前記Thl、Th2、及びTh3の少なくとも一つのあるいは複数のTh反応を制御する  

薬剤を投与する工程を含む請求項1記載の方法。   

前記サイトカインを測定する工程は、体液中と細胞内の前記サイトカインを測定する   

工程を備える、請求項1記載の方法。  

前記サイトカインを測定する工程は、表現型Th反応と細胞内在型Th反応を測定   

する工程を備える、請求項1記載の方法。   

前記パラダイムパターンに、レドックス制御、TGF－β1の活性化の行程の評価結  

果、NK及び／又はNKT細胞活性の測定値の少なくとも一つを組み合わせて、疾患   

を関連付ける請求項1の方法。   

レドックス制御が表現型あるいは細胞内在型TGF－βに規定される前記Th3反応  
1  

を調整する請求項1又は3記載の方法。  

哺乳動物のThl、Th2、及びTh3の各サイトカインを測定する第1工程と、測定値   

をコンピュータに入力する第2工程と、コンピュータを用いて各サイトカイン反応のパ   

ラダイムパターンを求める第3工程と、前記パラダイムパターンをモニタに表示する工  

程と、コンピュータの演算手段が、当該パラダイムパターンと、予めメモリに記憶され  

た、各疾患に於ける既知のパラダイムパターンとを比較する第4工程と、を備える、哺   

乳動物のサイトカイン、Th反応の型ならびに感染症などの病態の分析方法。  

コンピュータの演算手段が、前記比較の結果、測定されたパラダイムパターンの図   

［1］  

［2］  

［3］  

［4］  

［5］  

［6］  

［7］  

［8］  

［9］  

［10］  

［11］  
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示化から、測定対象個体の疾患或いは疾患の病態とその治療・方法を特定する第5  

工程を備える請求項10記載の方法。   

［12］   Th反応が変化する疾患、とくにThl／2／3病に対するThl／2反応のパターンとレド  

ックス制御、Thl／2／3反応のパターンによりクロストークすることと、これに基づいた治  

療法。  

Th3サイトカインである表現型TGF－βの増加と異常な上昇の確認と、これに関連  
1  

したTh3反応の優位性（増強）、さらにレドックス制御の偏重固定化、その結果誘導さ  

れる細胞内型Thl反応とTh2反応のアンバランスならびに反応性の低下に基づくテ   

ーラーメイド療法の評価方法。   

［13］  
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MitsuyoshiONO′”Thl／Th2 Paradigm kara Kento  
Shita Kareiniyoru Atopy－SeiHifuen no Sai”，  
Nihon ShoniAllergy Gakkaishi，V0l．18，N0．4′  
2004′ page 513   

TURCANU，V．′ Cellidentification andis01ation  
On the basis of cytokine secretion：A novel  
t001forinvestigatingimmune responses，Nature  
Medicine，V0l．7，N0．3，2001，PageS 373 t0 376   

JP 2004－503468 A （Erasmus Universiteit  
Rotterdam）′  
05 February，2004（05．02．04）′  
＆US 2003／0166556 Al   ＆ EPl138692 A  

＆ W0 2001／072831A  

1′2′4－11′13  A  

1′2′4－11′13  

1′2′4－11′13  

（The Regents of the University  2002－513765 A  1′2′4－11′13  
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California），  
May′ 2002（14．05．02）  

2005／0202032 Al   ＆ EPlO94828 A  

1999／056763 A  
S
 
O
 
 PEREZ－MACHADO′ M．A．′ Reduced transforming  

growth factor－β1－PrOducing T cellsin the  
duodenalmucosa of children with f00d allergy，  
EuropeanJournalofImmun010gy，V0l．33，N0．8，  
2003′ pageS 2307 亡0 2315   

CHRISTENSEN，H．R．′ LactobacilliDifferentially  
Modulate Expression of Cytokines and Maturation  
Surface Markers in Murine Dendritic Cells，The  
JournalofImmun010gy，V0l．168，N0．1，2002，  
pages171亡0178  

1′2′4－11′13  

1′2′4－11′13  
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InternationalapplicationNo．   

PCT／JP2006／303577  
INTERNATIONALSEARCHREI｝ORT  

BoxNo．II Observationswherecertainclaimswerelbundunsearchable（Continuationofitem20ffirstsheet）  

ThisinternationalsearchreporthasnotbeenestablishedinrespectofcertainclaimsunderArticle17（2）（a）fbrthefbllowingreasons：  

1・［∃claimsNos．‥3′12  

becausetheyrelatetosubjectmatternotrequiredtobesearchedbythisAnthority，namely：   

Claims3and12pertaintomethods fortreatment of thehumanbodybytherapy  
and diagnostic methods and thus relate to a subject matter which this  
InternationalSearching Authorityis not required，under the provisions of  
Article17（2）（a）（i）of the PCT  （continued to extra sheet）  

2・［コclaimsN。S．‥  
becausetheyrelatetopartsoftheinternationalapplicationthatdonotcomplywiththeprescribedrequlrementStOSuChan  

extentthatnomeaningfu1internationalsearchcanbecarriedout，SPeCifically：  

3・［コclaimsN。S．‥  
becausetheyaredependentclaimsandarenotdraRedinaccordancewiththesecondandthirdsentencesofRule6．4（a）．  

BoxNo．III Observationswhereunityofinventionislacking（Continuationofitem30ffirstsheet）  

ThisInternationalSearchingAnthorityfbundmultipleinventionsinthisinternationalapplication，aSfbllows：  

1・［コAsallrequiredadditi。nalsearchfeesweretimelypaidbythe。PPlicant，thisinternati。nalsearchrep。rtC。VerSallsearch。ble  
claims．  

2・［コAsallsearch。bleclaimsc。uldbesearchedwith。utefn，rtjustifyinganadditi。nalfee，thisAuth。ritydidn。tinvitepayment。f  
anyadditionalfbe．  

3・［コAs。nlys。me。ftherequiredadditi。nalsearchfeesweretimelypaidbythe。PPlicant，thisinternati。nalsearchrep。rtC。VerS  
Onlythoseclaimsfbrwhichfbeswerepaid，SPeCificallyclaimsNos．：  

4・［コN。req。iredadditi。nalsearchfbesweretimelypaidbytheapplicant．C。nSeq。ently，thisinternati。nalsearchrep。rtis  
restrictedtotheinventionfirstmentionedintheclaims；itiscoveredbyclaimsNos．：  

RemarkonProtest  ［コTheadditi。nalsearchfbeswereacc。mPaniedbytheapplicant，spr。teStand，Whereapplicable，  
PaymentOfaprotestfbe．．  

［コTheadditi。nalsearchfbeswereacc。mPaniedbytheapplicant，spr。teStb。ttheapplicablepr。teSt  
fbewasnotpaidwithinthetimelimitspecifiedintheinvitation．  

［コN。Pr。teStaCC。mPaniedthepayment。fadditi。nalsearchfbes．  
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国際出願番号 PCT／JP2006／303577  国際調査報告  

A． 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））  

l川Il √J（）ハ．●′．●′Jミ●′（ご（）（ノバ．（JJJ．．い川●／J；（）（）（ご（）（ノバ．（〃J．．いJ／ツナノ（）（）（ご（）（ノバ．（JJJ．．いJハ●汀（）（）（ご（）（ノバ．（JJJ．（ソご¢J（と（ご（）（ノバ．（JJJ  

B． 調査を行った分野  

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））  

ht．Cl．GβJ胴囲仔β肱βJ力』∂J朋み竹β仔β肱βJ力』∂J月2み竹β（加肱βJ力』∂J摺ろ竹β仔β肱βJ人 口2射〝仔β肱βJノ  

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの  

日本国実用新案公報  
日本国公開実用新案公報  
日本国実用新案登録公報  
日本国登録実用新案公報  

19221996年  
19712006年  
19962006年  
19942006年  

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）  

JMEDPlus（JOIS），JSTPlus（JOIS）  

C． 関連すると認められる文献  

引用文献の  
カテゴリー＊  

関連する  
請求の範囲の番号  引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  

大塚宜一，消化管とTGF－β，小児科臨床，Vol．54， N  

O．9，2001， p．1693′～1700  

1695ページ左欄37～40行   

古市賢吾，腎疾患と炎症，血管医学，Vol．4， No．5，2  

003，p．499－506  

504ページ左欄11～14行  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  

狩’c欄の続きにも文献が列挙されている。  「 パテントファミリーに関する別紙を参照。  

＊ 引用文献のカテゴリー  

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す  

もの  

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日  

以後に公表されたもの  

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行  

日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す  

る文献（理由を付す）  

「0」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願  

の日の後に公表された文献  

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって  

出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論  

の理解のために引用するもの  

「Ⅹ」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明  

の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以  

上の文献との、当業者にとって自明である組合せに  

よって進歩性がないと考えられるもの  

「＆」同一パテントファミリー文献  

国際調査を完了した日  国際調査報告の発送日  
16．03．2006   04．04．2006  

特許庁審査官（権限のある職員）  3312  国際調査機関の名称及びあて先  

日本国特許庁（ISA／JP）  
郵便番号1008915  

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号  

加々美 一恵  

電話番号 0335811101 内線 3252  
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国際出願番号 PCT／JP2006／303577  国際調査報告  

C（続き）． 関連すると認められる文献  

引用文献の  
カテゴリー＊  

関連する  
請求の範囲の番号  引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  

GIOMI，B．，Thl，Th2and Th3cytokinesin the pathogenesis of  

bullouspemphigoid，JournalofDermatologicalScience，Vol．30，  

No．2，2002，p．126－128  

Abstract   

堀内泉，ヘルパー T細胞と脱髄疾患，内科，Vol．88， No．  

4，2001，p．738－741  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  

小野三佳，Thl／Th2パラダイムから検討した加齢によるアト  

ピー性皮膚炎の差異，日本小児アレルギー学会誌，Vol．18，  

No．4，2004，p．513  

TURCANU，Ⅴ．，Cellidentification andisolation on the basis of  

cytokine secretion：A noveltoolforinvestigatingimmune  

responses，Nature Medicine，Vol．7，No．3，2001，P．373－376   

JP 2004－503468 A（エラスムス ユニフェルシティト  
ロツテルダム）2004．02．05  

＆US 2003／0166556Al＆EPl138692A＆WO2001／072831A   

JP 2002－513765 A（ザ リージェンツ オブ ザ ユニ  
バーシティ オブ カリフォルニア）2002．05．14  

＆US 2005／0202032Al＆EPlO94828A＆WO1999／056763A  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  

PEREZ－MACHADO，M．A．，Reduced transforming growth  

factor－β1－PrOducingT cellsin the duodenalmucosaofchildren  
Withfoodallergy，EuropeanJournalofImmunology，Vol．33，No．8，  

2003，p．2307－2315  

CHRISTENSEN，H．R．，LactobacilliDifferentially Modulate  

ExpressionofCytokinesandMaturationSurfaceMarkersinMurine  

DendriticCells，TheJournalofImmunology，Vol．168，No．1，2002，  

p．171－178  

1，2，  

4－11，   

13  

1，2，  

4－11，   

13  
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国際出願番号 PCT／JP2006／303577  国際調査報告  

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）  

法第8条第3項（PCT17条（2）（a））の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作  

成しなかった。  

は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。  1．障 請求の範囲3、12  

つまり、  

請求の範囲3、12は、人の身体の治療による処置及び診断方法に関するものであっ  
て、PCT第17条（2）（a）（i）及びPCT規則39．1（iv）の規定により、  
この国際調査機関が国際調査を行うことを要しない対象に係るものである。   

2．F請求の範囲  は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい  

ない国際出願の部分に係るものである。つまり  

3．「 請求の範囲  は、従属請求の範囲であってPCT規則6．4（a）の第2文及び第3文の規定に  

従って記載されていない。   

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）  

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。  

1．「 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求  

の範囲について作成した。   

2．「 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追  

加調査手数料の納付を求めなかった。   

3．F… 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納  

付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。  

4．「≡ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載  

されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意  

「 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。  

F 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間  

内に支払われなかった。  

F 追加調査手数料の納付を伴う異議申立てがなかった。  
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