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(57)【要約】
【課題】　関節リウマチ患者に対して生物学的製剤の効果を評価し、それを通じて最適な
薬剤を選択する際に利用できる再現性の高いバイオマーカーを見出し、効果的な評価方法
を提供すること。
【解決手段】　ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトを有するｂＤＭＡＲＤ
の中から、関節リウマチ患者に対して有効な薬剤を選択するための方法であって、関節リ
ウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフラマソーム関連遺伝子群から選択され
る１またはそれ以上の遺伝子、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以
上の遺伝子、およびＮＫ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝
子の発現量を測定し、当該患者に対する各薬剤の治療効果予測スコアを算出し、各薬剤の
治療効果を比較する方法。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトを有するｂＤＭＡＲＤの中から、関
節リウマチ患者に対して有効な薬剤を選択するための方法であって、
　関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフラマソーム関連遺伝子群から
選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　測定されたインフラマソーム関連遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対する
ＴＮＦ阻害剤の治療効果予測スコアを算出し、ＴＮＦ阻害剤の治療効果を予測する工程と
、
　前記末梢血サンプルにおいて、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ
以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　測定されたＢ細胞特異的発現遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対するトシ
リズマブの治療効果予測スコアを算出し、トシリズマブの治療効果を予測する工程と、
　前記末梢血サンプルにおいて、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそ
れ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　測定されたＮＫ細胞特異的発現遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対するア
バタセプトの治療効果予測スコアを算出し、アバタセプトの治療効果を予測する工程と、
　予測されたＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトの治療効果を比較する工
程と
　を有する、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記治療効果予測スコアは、測定された各遺伝子の発現
量と、関節リウマチ患者から得られた末梢血における当該測定された各遺伝子の発現量の
平均値および標準偏差とに基いて算出される、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記治療効果を予測する工程は、前記算出された治療効
果予測スコアを、薬剤投与半年後における関節リウマチに関連する指標の値が寛解を示す
確率を表す寛解達成率、及び／又は薬剤投与半年後における関節リウマチに関連する指標
の値が低疾患活動性を示す確率を表す低疾患活動性達成率と治療効果予測スコアとの相関
関係を示す相関プロファイルと比較することによって行われる、方法。
【請求項４】
　請求項３記載の方法において、前記指標はＣＤＡＩである、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記インフラマソーム関連遺伝子群は、以下の表１記載
の遺伝子を有する、方法。
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【表１】

【請求項６】
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　請求項１記載の方法において、前記Ｂ細胞特異的発現遺伝子群は、以下の表２記載の遺
伝子を有する、方法。
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【表２】
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　請求項１記載の方法において、前記ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群は、以下の表３記載の
遺伝子を有する、方法。
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【表３】
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　ＴＮＦ阻害剤の関節リウマチ患者に対する治療効果を予測する方法であって、
　関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフラマソーム関連遺伝子群から
選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と、
　前記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するＴＮＦ阻害剤の治療効果
を予測する工程と
　を有する、方法。
【請求項９】
　トシリズマブの関節リウマチ患者に対する治療効果を予測する方法であって、
　関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択
される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と、
　前記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するトシリズマブの治療効果
を予測する工程と
　を有する、方法。
【請求項１０】
　アバタセプトの関節リウマチ患者に対する治療効果を予測する方法であって、
　関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群から選
択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、
　前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と、
　前記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するアバタセプトの治療効果
を予測する工程と
　を有する、方法。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１つに記載の方法において、前記治療効果予測スコアを算出
する工程は、測定された各遺伝子の発現量と、関節リウマチ患者から得られた末梢血にお
ける当該測定された各遺伝子の発現量の平均値および標準偏差とに基いて行われる、方法
。
【請求項１２】
　請求項８～１０のいずれか１つに記載の方法において、前記治療効果を予測する工程は
、前記算出された治療効果予測スコアを、薬剤投与半年後における関節リウマチに関連す
る指標の値が寛解を示す確率を表す寛解達成率、及び／又は薬剤投与半年後における関節
リウマチに関連する指標の値が低疾患活動性を示す確率を表す低疾患活動性達成率と治療
効果予測スコアとの相関関係を示す相関プロファイルと比較することによって行われる、
方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、前記指標はＣＤＡＩである、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、関節リウマチに対する生物学的製剤の治療効果を予測する方法、およびそれ
を用いて最適薬剤を選択する方法に関する。具体的には、本発明は、関節リウマチ患者か
ら採血した血液を用いて、生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬（Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｄ
ｉｓｅａｓｅ－Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　ＡｎｔｉＲｈｅｕｍａｔｉｃ　Ｄｒｕｇ：以下、「
ｂＤＭＡＲＤ」）の治療効果を予測するためのバイオマーカー遺伝子の発現量を測定・標
準化し、その発現量から当該ｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測し、当該関節リウマチ患者に
おいて最適な薬剤を選択する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リウマチ性疾患の代表である関節リウマチは、慢性多発性関節炎を主症状とする全身性
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結合組織疾患であり、自己免疫疾患の一種である。関節リウマチは、３０～６０歳の女性
に好発し、有病者数は日本国内においては約７０万人と推測されている。関節リウマチ病
態の特徴として、関節滑膜における血管新生、炎症性細胞浸潤、滑膜細胞増殖、軟骨・骨
破壊などが挙げられる。また、関節リウマチにおける関節炎は改善と増悪を繰り返しなが
ら進行し、徐々に軟骨・骨破壊を引き起こし、関節リウマチ患者の日常労作の阻害や生活
の質の低下を招く。
【０００３】
　関節リウマチの治療薬としては、メトトレキサート（以下、「ＭＴＸ」）をはじめとす
る合成疾患修飾性抗リウマチ薬（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｄｉｓｅａｓｅ－Ｍｏｄｉｆｙｉ
ｎｇ　ＡｎｔｉＲｈｅｕｍａｔｉｃ　Ｄｒｕｇ：以下、「ｓＤＭＡＲＤ」）や、腫瘍壊死
因子（Ｔｕｍｏｒ　Ｎｅｃｒｏｓｉｓ　Ｆａｃｔｏｒ：以下、「ＴＮＦ」）阻害剤、トシ
リズマブ（以下、「ＴＣＺ」）、アバタセプト（以下、「ＡＢＴ」）をはじめとするｂＤ
ＭＡＲＤなどがある。しかし、これら関節リウマチ治療薬の効果は個人差が大きいため、
個々の患者毎に最適な薬剤を選択するオーダーメイド医療の開発が望まれている。
【０００４】
　とりわけｂＤＭＡＲＤのオーダーメイド医療に関しては、効果の個人差が大きいことに
加え、ｂＤＭＡＲＤが従来薬と比べて薬剤費が著しく高価であること、また、副作用リス
クが高いことなどから、個々の患者に応じてｂＤＭＡＲＤ投与前に最も高い効果が見込ま
れるｂＤＭＡＲＤを予測する方法の確立が求められている。
【０００５】
　ｂＤＭＡＲＤは各々の標的分子が明らかであるため、それによる効果的な治療は、１つ
または複数の特定の生物学的プロセスとリンクしているはずである。ところが、多くの生
物学的な理解やそれを示唆する証拠が存在するにも関わらず、現在のｂＤＭＡＲＤの処方
はこのような方法論に基いて行われているわけではない。２０１３年に発表された欧州リ
ウマチ学会関節リウマチ治療ガイドラインにおいても、従来型ｓＤＭＡＲＤで十分な効果
が得られなかった患者へのｂＤＭＡＲＤ使用に関して、代表的なｂＤＭＡＲＤであるＴＮ
Ｆ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトが並列的に考えられている（非特許文献１
）。このような状況は、患者毎に有効なｂＤＭＡＲＤが何かを決定するための指標・方法
が存在しないために生じている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ann Rheum Dis. 2014;73:492-509
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、関節リウマチ患者に対してｂ
ＤＭＡＲＤの効果を評価し、それを通じて最適なｂＤＭＡＲＤを選択する際に利用できる
再現性の高いバイオマーカーを見出し、効果的な評価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】
【０００８】
　本発明者らは、このような課題を解決するために、関節リウマチ患者について、個々の
遺伝子ではなく、関節リウマチ疾患に関連する機能を群として捉え、その群に属する遺伝
子全体の遺伝子発現量に着目した結果、特定の遺伝子の発現量とｂＤＭＡＲＤの効果とが
関連することを観察した。そこで、その遺伝子群の遺伝子発現量について鋭意研究を重ね
た結果、被験者から採取した血液中の特定の遺伝子群がｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測す
るためのマーカーとなり得ることを見出し、その遺伝子群の遺伝子発現量を測定すること
により、個人毎におけるｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測し、さらに、それを用いることに
より、個人毎に最適な薬剤を選択することができることを見出した。
【０００９】
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　具体的には、本発明の第一の主要な観点によれば、ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およ
びアバタセプトを有するｂＤＭＡＲＤの中から、関節リウマチ患者に対して有効な薬剤を
選択するための方法であって、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフ
ラマソーム関連遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工
程と、測定されたインフラマソーム関連遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対
するＴＮＦ阻害剤の治療効果予測スコアを算出し、ＴＮＦ阻害剤の治療効果を予測する工
程と、前記末梢血サンプルにおいて、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１または
それ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、測定されたＢ細胞特異的発現遺伝子群の各
遺伝子の発現量から、前記患者に対するトシリズマブの治療効果予測スコアを算出し、ト
シリズマブの治療効果を予測する工程と、前記末梢血サンプルにおいて、Ｎａｔｕｒａｌ
　Ｋｉｌｌｅｒ細胞（以下、「ＮＫ細胞」）特異的発現遺伝子群から選択される１または
それ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、測定されたＮＫ細胞特異的発現遺伝子群の
各遺伝子の発現量から、前記患者に対するアバタセプトの治療効果予測スコアを算出し、
アバタセプトの治療効果を予測する工程と、予測されたＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、お
よびアバタセプトの治療効果を比較する工程とを有する方法が提供される。
【００１０】
　このような構成によれば、関節リウマチ患者に特別な負荷を与えることなく、採血する
だけで、当該患者に対するＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトを有するｂ
ＤＭＡＲＤの治療効果を予測することが可能となる。また、このような構成によれば、低
侵襲的かつ簡便に関節リウマチ患者に対するＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタ
セプトを有するｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測し、最適な薬剤を選択することができる。
【００１１】
　血液中のインフラマソーム関連遺伝子群、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群、ＮＫ細胞特異的
発現遺伝子群のそれぞれから選択される１または複数の遺伝子の発現量を測定することに
より、関節リウマチ患者に対するＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトを有
するｂＤＭＡＲＤの治療効果を薬剤投与前に予測することができるため、効果が見込める
患者に絞った薬剤投与を行うことができ、医療費抑制につながる。また、患者毎の効果予
測を行うことができるため、個人差に左右されることなく薬剤を投与することができる。
【００１２】
　また、本発明の一実施形態によれば、このような方法において、前記治療効果予測スコ
アは、測定された各遺伝子の発現量と、関節リウマチ患者から得られた末梢血における当
該測定された各遺伝子の発現量の平均値および標準偏差とに基いて算出されることが好ま
しい。
【００１３】
　また、本発明の他の一実施形態によれば、このような方法において、前記治療効果を予
測する工程は、前記算出された治療効果予測スコアを、薬剤投与半年後における関節リウ
マチに関連する指標の値が寛解を示す確率を表す寛解達成率、及び／又は薬剤投与半年後
における関節リウマチに関連する指標の値が低疾患活動性を示す確率を表す低疾患活動性
達成率と治療効果予測スコアとの相関関係を示す相関プロファイルと比較することによっ
て行われることが好ましい。この場合、前記指標はＣｌｉｎｉｃａｌ Ｄｉｓｅａｓｅ Ａ
ｃｔｉｖｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ（以下、「ＣＤＡＩ」）であることが好ましい。
【００１４】
　さらに、本発明の別の一実施形態によれば、このような方法において、前記ＴＮＦ阻害
剤は、インフリキシマブ（以下、「ＩＦＸ」）、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリム
マブ、またはセルトリズマブペゴルであることが好ましく、インフリキシマブであること
が特に好ましい。
【００１５】
　また、本発明の第二の主要な観点によれば、ＴＮＦ阻害剤の関節リウマチ患者に対する
治療効果を予測する方法であって、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、イ
ンフラマソーム関連遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定す



(14) JP 2017-79730 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

る工程と、前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と
、前記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するＴＮＦ阻害剤の治療効果
を予測する工程とを有する方法が提供される。
【００１６】
　また、本発明の第三の主要な観点によれば、トシリズマブの関節リウマチ患者に対する
治療効果を予測する方法であって、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、Ｂ
細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工
程と、前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と、前
記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するトシリズマブの治療効果を予
測する工程とを有する方法が提供される。
【００１７】
　また、本発明の第四の主要な観点によれば、アバタセプトの関節リウマチ患者に対する
治療効果を予測する方法であって、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、Ｎ
Ｋ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する
工程と、前記測定された各遺伝子の発現量から、治療効果予測スコアを算出する工程と、
前記算出された治療効果予測スコアを元に、前記患者に対するアバタセプトの治療効果を
予測する工程とを有する方法が提供される。
【００１８】
　また、第二の主要な観点に係る発明において、前記ＴＮＦ阻害剤は、インフリキシマブ
、エタネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、またはセルトリズマブペゴルであること
が好ましく、特にインフリキシマブあることが好ましい。
【００１９】
　また、第二～第四の主要な観点に係る発明の一実施形態によれば、このような方法にお
いて、前記治療効果予測スコアを算出する工程は、測定された各遺伝子の発現量と、関節
リウマチ患者から得られた末梢血における当該測定された各遺伝子の発現量の平均値およ
び標準偏差とに基いて行われることが好ましい。
【００２０】
　さらに、第二～第四の主要な観点に係る発明の他の一実施形態によれば、このような方
法において、前記治療効果を予測する工程は、前記算出した治療効果予測スコアを、薬剤
投与半年後における関節リウマチに関連する指標の値が寛解を示す確率を表す寛解達成率
、及び／又は薬剤投与半年後における関節リウマチに関連する指標の値が低疾患活動性を
示す確率を表す低疾患活動性達成率と治療効果予測スコアとの相関関係を示す相関プロフ
ァイルと比較することによって行われることが好ましく、この場合、前記指標はＣＤＡＩ
であることが好ましい。
【００２１】
　なお、上記した以外の本発明の特徴および顕著な作用・効果は、次の発明の実施形態の
項および図面を参照することで、当業者にとって明確となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、各ｂＤＭＡＲＤ投与前後における疾患活動性の変化を示すグラフである
（ＡＬＬ：全ｂＤＭＡＲＤ、ＩＦＸ：インフリキシマブ、ＴＣＺ：トシリズマブ、ＡＢＴ
：アバタセプト）。いずれもｂＤＭＡＲＤの投与前と投与６ヶ月後のＣＤＡＩの変化を比
較している。
【図２】図２は、寛解群および非寛解群における本願発明に係る治療効果予測スコア（特
徴スコア）の比較結果を示すグラフである。図２ａがインフリキシマブ（ＩＦＸ）の、図
２ｂおよび図２ｃがトシリズマブ（ＴＣＺ）の、図２ｄ～図２ｈがアバタセプト（ＡＢＴ
）の結果である。ボックスは上から９５％信頼区間の上限、平均値、および９５％信頼区
間の下限を示す。ｐ値はスチューデントのＴ検定で算出した。各グラフにおいて、「ＲＥ
Ｍ」とは治療６ヶ月後にＣＤＡＩ≦２．８（寛解）を満たした患者群、「ＮＯＮ－ＲＥＭ
」とは治療６ヶ月後にＣＤＡＩ寛解を示さなかった（ＣＤＡＩ>２．８）患者群を示す。
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【図３】図３は、本願発明に係る治療効果予測スコア（特徴スコア）による予測の精度を
示すＲｅｃｅｉｖｅｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ（以下、Ｒ
ＯＣ）曲線解析結果である。いずれもｂＤＭＡＲＤの投与６ヶ月後のＣＤＡＩ非寛解を予
測している。図３ａがインフリキシマブの、図３ｂがトシリズマブの、図３ｃがアバタセ
プトの予測結果である。「非寛解」を「Ｐｏｓｉｔｉｖｅ：陽性」と定義している。ＡＵ
Ｃは曲線下面積（Ａｒｅａ　Ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　Ｃｕｒｖｅ）、ＰＰＶは陽性的中率（
Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｖａｌｕｅ）、ＮＰＶは陰性的中率（Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｖａｌｕｅ）を意味する。
【図４】図４は、各ｂＤＭＡＲＤの特徴スコア算出のための遺伝子のうち、それぞれ主要
な５つの遺伝子発現量をリアルタイム定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（以下、ｑＲＴ
－ＰＣＲと略記する）によって測定し、寛解群と非寛解群との差を検証した結果を示すグ
ラフである。サンプル間のデータ補正のための内部標準遺伝子にはＧＵＳＢを用いた。ｐ
値はスチューデントのＴ検定で算出している。各グラフにおいて、「ＲＥＭ」とは治療６
ヶ月後にＣＤＡＩ≦２．８（寛解）を満たした患者群、「ＮＯＮ－ＲＥＭ」とは治療６ヶ
月後にＣＤＡＩ寛解を示さなかった（ＣＤＡＩ>２．８）患者群を示す。
【図５】図５は、本願発明の一実施形態におけるスコアリング手法を説明する模式図であ
る。
【図６】図６は、特徴スコア算出のための各遺伝子群から選択された１遺伝子の発現量の
みを用いた場合と、各遺伝子群の全遺伝子の発現量を用いた場合とで、特徴スコアの相関
が見られることを示すグラフである。Ｒはピアソン相関係数を、ｐは無相関検定のｐ値を
示す。
【図７】図７は、本願発明の一実施形態における、ＣＤＡＩ低疾患活動性達成群と非達成
群との特徴スコアの比較結果を示すグラフである（ＩＦＸ：インフリキシマブ、ＴＣＺ：
トシリズマブ、ＡＢＴ：アバタセプト）。ボックスは上から９５％信頼区間の上限、平均
値、および９５％信頼区間の下限を示す。ｐ値はスチューデントのＴ検定で算出した。各
グラフにおいて、「ＬＤＡ」とは治療６ヶ月後にＣＤＡＩ≦１０（低疾患活動性）を満た
した患者群、「ＮＯＮ－ＬＤＡ」とは治療６ヶ月後にＣＤＡＩ低疾患活動性を示さなかっ
た（ＣＤＡＩ>１０）患者群を示す。
【図８】図８は、本願発明の一実施形態における、特徴スコアを用いたＣＤＡI低疾患活
動性達成の予測の精度を示すＲＯＣ曲線解析結果である。いずれもｂＤＭＡＲＤの投与６
ヶ月後のＣＤＡＩ低疾患活動性達成を予測している（ＩＦＸ：インフリキシマブ、ＴＣＺ
：トシリズマブ、ＡＢＴ：アバタセプト）。「低疾患活動性非達成」を「Ｐｏｓｉｔｉｖ
ｅ：陽性」と定義している。ＡＵＣは曲線下面積（Ａｒｅａ　Ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　Ｃｕ
ｒｖｅ）、ＰＰＶは陽性的中率（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｖａｌｕｅ
）、ＮＰＶは陰性的中率（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｖａｌｕｅ）を意
味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本願発明に係る一実施形態および実施例を、図面を参照して説明する。　
　本実施形態に係る、ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、およびアバタセプトを有するｂＤＭ
ＡＲＤの中から、関節リウマチ患者に対して有効な薬剤を選択するための方法は、上述し
たように、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフラマソーム関連遺伝
子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、測定されたイ
ンフラマソーム関連遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対するＴＮＦ阻害剤の
治療効果予測スコアを算出し、ＴＮＦ阻害剤の治療効果を予測する工程と、前記末梢血サ
ンプルにおいて、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の
発現量を測定する工程と、測定されたＢ細胞特異的発現遺伝子群の各遺伝子の発現量から
、前記患者に対するトシリズマブの治療効果予測スコアを算出し、トシリズマブの治療効
果を予測する工程と、前記末梢血サンプルにおいて、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群から選
択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定する工程と、測定されたＮＫ細胞特異
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的発現遺伝子群の各遺伝子の発現量から、前記患者に対するアバタセプトの治療効果予測
スコアを算出し、アバタセプトの治療効果を予測する工程と、予測されたＴＮＦ阻害剤、
トシリズマブ、およびアバタセプトの治療効果を比較する工程とを有するものである。
【００２４】
　ある薬剤を投与した場合に寛解に達する患者と達しない患者との間の生物学的特徴の差
を遺伝子発現情報から見出したい場合には、Ｇｅｎｅ　Ｓｅｔ　Ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ　
Ａｎａｌｙｓｉｓ法（以下、ＧＳＥＡ法）を用いることができる（Proc Natl Acad Sci U
 S A. 2005;102:15545-50.）。ＧＳＥＡ法は、機能的に関連する遺伝子群が、わずかでは
あっても協調的に発現変動しているかどうかを調べるのに適した分析法である。個々の遺
伝子レベルでの分析に比べ、より統合的で機能的な分析法である。このような特定の差に
寄与する遺伝子群を見出すための方法は、遺伝子を個々ではなく群として捉え、その遺伝
子群の総合的な発現量から協調的に変動する遺伝子群を解析できる手法であれば、ＧＳＥ
Ａ法に限られるものではない。
【００２５】
　従来の関節リウマチの遺伝子発現バイオマーカーに関連する研究は、多くが個々の遺伝
子レベルの分析に留まり、治療薬剤の作用機序との関連を説明するに至らないものが多か
った。遺伝子発現解析をより強力なものとするためには、遺伝子を個々ではなく、関連す
る遺伝子群として、総合的なネットワークの効果として結果を捉えることが不可欠である
。そして、このような解析を可能にする一例がＧＳＥＡ法である。
【００２６】
　本願発明の一実施形態においては、このＧＳＥＡ法を用いて解析する遺伝子群として、
リアクトームパスウェイ遺伝子セット（６７４セット）や血液細胞特異的発現遺伝子セッ
ト（１６セット）を挙げることができるが、ＧＳＥＡ法を用いて解析し得る遺伝子群はこ
れらに限られるものではない。すなわち、ＧＳＥＡ法とは、ある現象（例えば、特定の薬
剤を投与した場合の寛解）が生じる個体と生じない個体との間で遺伝子発現に差が認めら
れる場合に、その差に寄与する遺伝子群を協調的に捉えるための手法であるため、その解
析対象となる遺伝子群はどのような遺伝子の集団であっても良い。
【００２７】
　本願発明の一実施形態においては、上記のようにして得た、特定のｂＤＭＡＲＤを投与
した場合の寛解または非寛解に関連する遺伝子群について、関節リウマチ患者毎にその遺
伝子群の発現量を測定し、その発現量から１つの治療効果予測スコアを算出して、当該特
定のｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測することができる。このスコアリング手法としては、
例えば、あるｂＤＭＡＲＤを投与した場合の寛解または非寛解に関連する遺伝子群が１０
遺伝子だった場合、その１０の遺伝子について、サンプル毎に標準化した発現量を、遺伝
子毎にＺスコアなどでサンプル全体に渡って標準化し、この標準化した１０の遺伝子の発
現量について、サンプル毎に平均値を算出して、治療効果予測スコアとすることができる
。
【００２８】
　また、治療効果予測スコアは、特定のｂＤＭＡＲＤを投与した場合の寛解または非寛解
に関連する遺伝子群について患者毎に測定された各遺伝子の発現量と、関節リウマチ患者
から得られた末梢血における既に測定された各遺伝子の発現量情報（既定値であっても良
い。）とを元に算出することができる。すなわち、治療効果予測スコアとは、上述のとお
り、Ｚスコアなどの、サンプル全体に渡って標準化した遺伝子毎の特定のスコアの平均値
をとったものであるため、既に算出されている母集団の標準偏差と平均値に加えて、患者
毎に測定した各遺伝子の発現量がわかれば、新たな患者における治療効果予測スコアを算
出することが可能である。
【００２９】
　なお、上述のとおり、「治療効果予測スコア」とは、Ｚスコア化した各遺伝子の発現量
についてサンプル毎に平均値を算出したものであり、本願明細書においては、この「治療
効果予測スコア」を、「特徴スコア」や「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ｓｃｏｒｅ」と表現する
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【００３０】
　本願発明の一実施形態においては、上述のようにして算出した治療効果予測スコアを用
いて、各ｂＤＭＡＲＤの治療効果の予測を行うことができる。また、各ｂＤＭＡＲＤの治
療効果の予測結果を組み合わせることにより、患者毎に最適な薬剤を選択することができ
る。具体的には、治療効果予測スコアが、ＲＯＣ解析で得たスレッシュホールド（閾値、
カットオフ値）より大きいか小さいかで２群判別を行ない、各ｂＤＭＡＲＤについて、効
果「あり」または「なし」の予測を行うことができる。この結果、治療効果の予測を行っ
たｂＤＭＡＲＤのうち、１つのｂＤＭＡＲＤのみで効果ありと予測された場合には、当該
ｂＤＭＡＲＤを最適な薬剤とすることができる。一方で、複数のｂＤＭＡＲＤで効果あり
と予測された場合、または治療効果の予測を行った複数のｂＤＭＡＲＤのすべてで効果な
しと予測された場合には、各ｂＤＭＡＲＤでロジスティック回帰予測式により算出される
寛解達成または低疾患活動性達成の確率を比較することにより、最適な薬剤を選択するこ
とができる。
【００３１】
　本願発明の一実施形態においては、上述のようにして算出した治療効果予測スコアを、
寛解達成率、及び／又は低疾患活動性達成率と治療効果予測スコアとの相関関係を示す相
関プロファイルと比較することによって、治療効果を予測することができる。ここで、寛
解達成率は、ｂＤＭＡＲＤ投与半年後における関節リウマチに関連する指標の値が寛解を
示す確率を表すことができ、低疾患活動性達成率は、薬剤投与半年後における関節リウマ
チに関連する指標の値が低疾患活動性を示す確率を表すことができる。このような相関プ
ロファイルは、「治療効果予測スコア」が上記のとおり、ある薬剤を投与した場合の寛解
または非寛解に関連する遺伝子群に属する１または複数の遺伝子の発現量を元にして算出
されるものであるため、その遺伝子発現プロファイルと、その遺伝子発現プロファイルを
有する関節リウマチ患者が、当該薬剤を投与された場合に寛解や低疾患活動性を示す確率
とから得ることができる。
【００３２】
　また、「関節リウマチに関連する指標」とは、例えば、ＤＡＳ（Ｄｉｓｅａｓｅ　Ａｃ
ｔｉｖｉｔｙ　ｓｃｏｒｅ）、欧州リウマチ学会改善基準、アメリカリウマチ学会改善基
準、ＣＤＡＩ（Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｄｉｓｅａｓｅ Ａｃｔｉｖｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ）、Ｓ
ＤＡＩ（Ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ　Ｄｉｓｅａｓｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ）、お
よび血清ＣＲＰ（Ｃ反応性タンパク質）濃度等が含まれるが、関節リウマチの病勢や病態
の程度や活動性を数値化・スコア化して表すことのできるものであれば、これらに限られ
るものではない。本願発明の一実施形態においては、「関節リウマチに関連する指標」と
しては、ＣＤＡＩが好ましい。
【００３３】
　ＣＤＡＩ（Ｃｌｉｎｉｃａｌ ｄｉｓｅａｓｅ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｉｎｄｅｘ）とは、
所定の２８関節における圧痛関節数、腫脹関節数の評価、および患者による全般的評価、
医師による全般的評価を行い、得られた数値を加算して算出する最も汎用的な関節リウマ
チ活動性指標である。ＣＤＡＩ>２２である場合に高疾患活動性、１０<ＣＤＡＩ≦２２で
ある場合には中等度疾患活動性、２．８<ＣＤＡＩ≦１０である場合には低疾患活動性、
そして２．８以下の場合には寛解と分類評価される。
【００３４】
　また、本願発明に係る一実施形態において、インフラマソーム関連遺伝子群は、以下の
表１記載の遺伝子を有することができる。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
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　また、本願発明に係る一実施形態において、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群は、以下の表２
記載の遺伝子を有することができる。
【００３７】



(20) JP 2017-79730 A 2017.5.18

10

20

30

40

【表２】



(21) JP 2017-79730 A 2017.5.18

10

20

30

40



(22) JP 2017-79730 A 2017.5.18

10

20

30

40

50【００３８】



(23) JP 2017-79730 A 2017.5.18

　また、本願発明に係る一実施形態において、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群は、以下の表
３記載の遺伝子を有することができる。
【００３９】
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　本願発明に係る一実施形態において、ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、またはアバタセプ
トの関節リウマチ患者に対する治療効果を予測する場合には、その予測のために測定すべ
き遺伝子としては、対象となるそれぞれの遺伝子群（すなわち、インフラマソーム関連遺
伝子群、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群、またはＮＫ細胞特異的発現遺伝子群。）から選択さ
れる少なくとも１の遺伝子であっても良く、測定すべき遺伝子数は任意の数である。つま
り、これらの遺伝子群は、上述のとおり、あるｂＤＭＡＲＤを投与した場合の寛解または
非寛解に関連し、かつそれぞれの遺伝子が機能的に関連する遺伝子群としてピックアップ
されたものであるため、その遺伝子群を構成する各遺伝子も当然に、当該ｂＤＭＡＲＤを
投与した場合の寛解または非寛解に関連する。そのため、各遺伝子群から選択された１つ
の遺伝子の発現量を測定して、治療効果予測スコアを測定しても、その遺伝子に対応する
ｂＤＭＡＲＤの治療効果を予測することが可能である。
【００４１】
　なお、本願明細書において「バイオマーカー」とは、ある対象物の状態又は作用の評価
の指標となるものであって、例えばある遺伝子の発現量と相関するときの遺伝子関連物質
をいう。例えば、遺伝子それ自体、転写物であるｍＲＮＡ（Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ　Ｒｉｂ
ｏｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ）、翻訳物であるペプチド、遺伝子発現の最終産物であるタ
ンパク質などが含まれる。
【００４２】
　また、本願明細書において「発現量」とは、遺伝子の発現量を直接的に測定した値だけ
でなく、所定の計算や統計学的手法によって変換された値も含む概念である。また、「遺
伝子発現量」や「発現シグナル」、「遺伝子発現シグナル」、「発現シグナル値」、「遺
伝子発現シグナル値」、「遺伝子発現データ」、「発現データ」等も個々の遺伝子の発現
を反映する値を指すものとして同義である。
【００４３】
　また、本願明細書において「遺伝子発現」とは遺伝子の発現量により表現される生体の
遺伝子発現の態様を指し、１個の遺伝子の発現量により表される場合、および複数の遺伝
子の発現量により表される場合のいずれもが含まれる。また、「発現」も生体の遺伝子発
現の態様を指すものとして同義である。
【００４４】
　関節リウマチ治療薬としては、特に限定されるものではなく、従来から公知の治療薬お
よび今後開発されるあらゆる治療薬が含まれる。例えば、従来から公知の関節リウマチ治
療薬としては、非ステロイド性抗炎症薬、ステロイド薬、免疫抑制剤、合成疾患修飾性抗
リウマチ薬（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　Ｄｉｓｅａｓｅ－Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　ＡｎｔｉＲｈ
ｅｕｍａｔｉｃ　Ｄｒｕｇ：ｓＤＭＡＲＤ）、生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬（Ｂｉｏ
ｌｏｇｉｃａｌ　Ｄｉｓｅａｓｅ－Ｍｏｄｉｆｙｉｎｇ　ＡｎｔｉＲｈｅｕｍａｔｉｃ　
Ｄｒｕｇ：ｂＤＭＡＲＤ）などが挙げられる。より具体的には、ｓＤＭＡＲＤとしては、
メトトレキサート、トファシチニブ等が含まれ、ｂＤＭＡＲＤとしては、ＴＮＦ阻害剤、
トシリズマブ、アバタセプト等が含まれ、ＴＮＦ阻害剤としては、インフリキシマブ、エ
タネルセプト、アダリムマブ、ゴリムマブ、およびセルトリズマブペゴルを含むことがで
きるが、これらに限られるものではない。
【００４５】
　本願発明に係る一実施形態においては、上述のとおり、ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、
およびアバタセプトを有するｂＤＭＡＲＤの中から、関節リウマチ患者に対して有効な薬
剤を選択することが可能であるため、その前提として、ＴＮＦ阻害剤、トシリズマブ、お
よびアバタセプトを有するｂＤＭＡＲＤの関節リウマチ患者に対する治療効果を予測する
ことが可能である。例えば、ＴＮＦ阻害剤の関節リウマチ患者に対する治療効果を予測す
るためには、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、インフラマソーム関連遺
伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定し、上記と同様にして治
療効果予測スコアを算出し、この治療効果予測スコアと、寛解達成率、及び／又は低疾患
活動性達成率と治療効果予測スコアとの相関関係を示す相関プロファイルと比較すること
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によって、治療効果を予測することができる。ここで、寛解達成率および低疾患活動性達
成率とは、上述したとおりである。
【００４６】
　同様に、トシリズマブの関節リウマチ患者に対する治療効果を予測するためには、関節
リウマチ患者由来の末梢血サンプルにおいて、Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択される
１またはそれ以上の遺伝子の発現量を測定することによって、またアバタセプトの関節リ
ウマチ患者に対する治療効果を予測するためには、関節リウマチ患者由来の末梢血サンプ
ルにおいて、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群から選択される１またはそれ以上の遺伝子の発
現量を測定することによって、治療効果予測スコアを算出し、治療効果を予測することが
できる。
【実施例】
【００４７】
　以下に、実施例を用いて、本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
限定されるものではない。
【００４８】
（対象被験者）
　被験者の関節リウマチの診断は、米国リウマチ学会の１９８７年改正基準、または２０
１０年米国リウマチ学会／欧州リウマチ学会分類基準に基づいて行った。慶應義塾大学病
院および埼玉医科大学総合医療センターにおいて、２００７年５月から２０１１年１１月
の間に、メトトレキサート（≧６ｍｇ／週）に十分な感受性を示さず、かつインフリキシ
マブ（２００７年～）、トシリズマブ（２００８年～）、またはアバタセプト（２０１０
年～）のいずれかのｂＤＭＡＲＤ投与を開始した関節リウマチ患者２０９名（インフリキ
シマブ１４０例、トシリズマブ３８例、アバタセプト３１例）を被検対象とした。インフ
ォームドコンセントはヘルシンキ宣言に準じ、すべての患者から書面で取得した。また、
研究は慶應義塾大学および埼玉医科大学の学内倫理審査委員会での承認のもと進めた。
【００４９】
（治療効果判定方法）
　ｂＤＭＡＲＤは、日本リウマチ学会（http://www.ryumachi-jp.com/guideline.html）
のガイドラインに従って投与した。治療効果の判定にあたり、炎症因子（例えば、Ｃ反応
性タンパク質（ＣＲＰ）または赤血球沈降速度（ＥＳＲ）など）が組み込まれるＤＡＳ２
８等の疾患活動性指標は、トシリズマブの有効性を過大評価してしまうことが報告されて
おり（Mod Rheumatol. 2011;21:365-9.）、本願発明における指標としては好ましくない
。そこで、炎症因子が計算に含まれない疾患活動性指標であるＣＤＡＩを用いた。治療の
効果は、ｂＤＭＡＲＤ投与半年後のＣＤＡＩに基づき、ＣＤＡＩ≦２．８であれば寛解（
Ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ：ＲＥＭ）となったか、ＣＤＡＩ>２．８であれば非寛解（Ｎｏｎ－
Ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ：ＮＯＮ－ＲＥＭ）と判定した。効果が不十分または有害事象のため
ｂＤＭＡＲＤによる治療を６カ月継続できなかった患者については、Ｌａｓｔ Ｏｂｓｅ
ｒｖａｔｉｏｎ Ｃａｒｒｉｅｄ Ｆｏｒｗａｒｄ（以下、ＬＯＣＦ）法を適用し、ＣＤＡ
Ｉを取得した。これら計６サンプルのＬＯＣＦ ＣＤＡＩはいずれも>２．８であったため
、非寛解群に分類した。
【００５０】
（被験者の臨床背景）
　被験者の臨床背景を表４に示した。全２０９サンプルの患者年齢の中央値は５９歳であ
り、その罹病期間の中央値は３．３年であった。メトトレキサートの併用投与は中央値８
ｍｇであり、ＣＤＡＩの中央値は２１．７であった。ｂＤＭＡＲＤの中で、アバタセプト
を投与された患者は他剤より高齢であり、メトトレキサートの併用投与量はインフリキシ
マブ群が他に比べわずかに多かった。
【００５１】
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【表４】

【００５２】
（被験者の治療成績）
　全２０９症例のうち、６ヵ月のｂＤＭＡＲＤによる治療で寛解を達成した症例は２７．
３％であった（図１）。薬剤別の寛解率は、インフリキシマブ、トシリズマブ、アバタセ
プトでそれぞれ、３０．０％、２１．１％、および２２．６％であった。
【００５３】
（寛解群と非寛解群の臨床背景の違い）
　寛解群と非寛解群の間の臨床背景の違いを表５に示した。インフリキシマブ寛解群と非
寛解群との間には、女性の割合（ｐ＝０．０３４）、およびメトトレキサート以外の従来
型ｓＤＭＡＲＤ（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｓＤＭＡＲＤ：ｃｓＤＭＡＲＤ）の併用（
ｐ＝０．０１６）において有意差が認められた。また、ＳＪＣ（Ｓｗｏｌｌｅｎ　Ｊｏｉ
ｎｔ　Ｃｏｕｎｔ）２８、ＰｔＧＡ（Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅ
ｎｔ）、ＰｈＧＡ（Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ　Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）、ＤＡ
Ｓ２８－ＥＳＲ、ＳＤＡＩ、およびＣＤＡＩについても、インフリキシマブ寛解群と非寛
解群の間で有意差が認められ、非寛解群で値が高かった。トシリズマブについては、寛解
群に比べ非寛解群のＤＡＳ２８－ＥＳＲが高かった（ｐ＝０．０４５）。アバタセプトで
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【００５４】
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【表５】

【００５５】
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（ＲＮＡ抽出）
　ｂＤＭＡＲＤの投与前に、ＰＡＸｇｅｎｅ Ｂｌｏｏｄ ＲＮＡチューブ（ＰｒｅＡｎａ
ｌｙｔｉＸ社製）を用いて血液サンプルを採取した。採取した検体は、インフリキシマブ
、トシリズマブ、およびアバタセプトでそれぞれ、１４０症例、３８症例、３１症例（計
２０９症例）であった。
Ｔｏｔａｌ ＲＮＡは、取扱説明書に従って、ＰＡＸｇｅｎｅ Ｂｌｏｏｄ ＲＮＡキット
（ＰｒｅＡｎａｌｙｔｉＸ社製）を用いて抽出した。Ｔｏｔａｌ ＲＮＡの量および質は
、ＮａｎｏＤｒｏｐ１０００分光光度計（Ｔｈｅｒｍｏ Ｆｉｓｈｅｒ Ｓｃｉｅｎｔｉｆ
ｉｃ社製）およびＡｇｉｌｅｎｔ ２１００ Ｂｉｏａｎａｌｙｚｅｒ（Ａｇｉｌｅｎｔ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を使用して測定した。ＲＩＮ値（Ａｇｉｌｅｎｔ社が推
奨するＲＮＡ分解指標）>６．５ かつ ２６０／２８０ｎｍ 吸光度比>１．６のクオリテ
ィ条件を満たしたＴｏｔａｌ ＲＮＡを、続くマイクロアレイ遺伝子実験に使用した。
【００５６】
（遺伝子発現測定：マイクロアレイ実験・データ前処理）
　シアニン３標識の相補的ＲＮＡ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＲＮＡ：ｃＲＮＡ）は
、ＱｕｉｃｋＡｍｐラベリングキット（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製
）を用いて合成した。ｃＲＮＡはＷｈｏｌｅ　Ｈｕｍａｎ Ｇｅｎｏｍｅ　４４ Ｋ Ｍｉ
ｃｒｏａｒｒａｙｓ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）に１７時間６５
℃でハイブリダイズした。洗浄後、そのマイクロアレイを、ＤＮＡマイクロアレイスキャ
ナ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を用いてスキャンした。スキャン
画像からのシグナルの数値化は、Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｆｅａｔｕｒｅ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏ
ｎソフトウェア（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を使用して行った。
生数値化データに対して、統計解析ソフトウェアＲを用いて、順位ベースのデータ正規化
（クオンタイルノーマリゼーション）を適用した。
【００５７】
（解析対象プローブのフィルタリング）
　測定したマイクロアレイデータの中には、有効なシグナルが検出されないプローブが存
在する。これらは遺伝子発現量が極めて低い遺伝子に対するプローブであり、解析を行う
上でノイズとなる可能性が高い。そのためこれらプローブを除く目的で、ＧｅｎｅＳｐｒ
ｉｎｇソフトウェア（Ａｇｉｌｅｎｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を用いて、全２
０９症例中、５０症例以上で「有効シグナル」と判定されたプローブを抽出した。また、
同じ遺伝子に対して複数のプローブが設計されている場合、最もシグナル強度が高いプロ
ーブを採用した。さらに公式な遺伝子シンボルが割り当てられているプローブを採用し、
最終的に１４，７１８プローブを解析対象プローブとして選別した。
【００５８】
（ＧＳＥＡ法）
　各ｂＤＭＡＲＤによる治療を施した場合の寛解群および非寛解群の分子生物学的特徴の
差を調べるため、ＧＳＥＡ（Ｇｅｎｅ　Ｓｅｔ　Ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉ
ｓ）法を用いて解析した。ＧＳＥＡ法は、特定の決められた遺伝子セットが、２つの生物
学的状態間で統計学的に有意な違いを示すかどうかを決定する計算方法である（Proc Nat
l Acad Sci U S A. 2005;102:15545-50.）。遺伝子セットとしては、リアクトームパスウ
ェイデータベースの６７４個の遺伝子セットおよび２つの文献（Blood. 2009;113:e1-9, 
PLoS One. 2012;7:e29979）から得られた１６個の血液細胞特異的発現遺伝子セットの統
合リストを用いた。ＧＳＥＡの解析パラメーターは、並べ替え回数「１０００」、並べ替
えタイプ「表現系」、遺伝子ランキング法「シグナルノイズ比」、最小遺伝子セット遺伝
子数「１５」、最大遺伝子セット遺伝子数「５００」に設定した。解析の結果、Ｎｏｍｉ
ｎａｌ　ｐ－ｖａｌｕｅ<０．０５かつＦａｌｓｅ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｒａｔｅ<０．
１となった遺伝子セットを有意と判定した。ＧＳＥＡ法の結果を表６に示した。
【００５９】
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【表６】

【００６０】
（寛解および非寛解における遺伝子発現の特徴）
　リアクトーム遺伝子セットを対象とした分析では、インフリキシマブの非寛解群におい
て「Inflammasomes（インフラマソーム関連遺伝子群）」が、アバタセプトの非寛解群に
おいて「Elongation arrest and recovery（伸長と修復に関連する遺伝子群）」、「Regu
lation of apoptosis（アポトーシス調節関連遺伝子群）」、および「Formation of RNA 
pol II elongation complex（ＲＮＡポリメラーゼＩＩ伸長複合体の形成関連遺伝子群）
」が発現上昇していた。血液細胞特異的発現遺伝子セットを対象とした分析では、トシリ
ズマブの寛解群において、「Specific-CD19（Ｂ（ＣＤ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子
群）」および「B cells-induced（Ｂ細胞で発現誘導される遺伝子群）」などのＢ細胞に
関連する遺伝子群が発現上昇していた。また、アバタセプトの非寛解群において、「Spec
ific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群）」および「NK cells-induce
d（ＮＫ細胞で発現誘導される遺伝子群）」などのＮＫ細胞に関連する遺伝子群が発現上
昇していた。
【００６１】
（リアルタイム定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（ｑＲＴ－ＰＣＲ）による検証）
　ＧＳＥＡ法で抽出された主要な遺伝子セットの個々の遺伝子についてｑＲＴ－ＰＣＲを
行い、結果の検証を行った。測定した遺伝子は、インフリキシマブ効果予測因子としてイ
ンフラマソーム関連遺伝子群であるＡＰＰ、ＡＩＭ２、ＮＬＲＣ４、ＭＥＦＶ、およびＢ
ＣＬ２Ｌ１、トシリズマブ効果予測因子としてＢ細胞特異的発現遺伝子群であるＰＬＥＫ
ＨＧ１、ＡＦＦ３、ＦＣＥＲ２、ＵＧＴ８、およびＣＤ２２、アバタセプト効果予測因子
としてＮＫ細胞特異的発現遺伝子群である、ＢＮＣ２、ＣＤ１６０、ＰＤＧＦＲＢ、ＬＩ
Ｍ２、およびＫＩＲ３ＤＬ２である。Ｔｏｔａｌ　ＲＮＡ　５００ｎｇから、ＲＴ２ Ｈ
Ｔ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｒａｎｄ Ｋｉｔ（ＱＩＡＧＥＮ社製）を用いて相補的ＤＮＡ（Ｃｏ
ｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＤＮＡ：ｃＤＮＡ）を合成した。合成したｃＤＮＡを鋳型とし
、カスタムＲＴ２ Ｐｒｏｆｉｌｅｒ ＰＣＲアレイ（ＱＩＡＧＥＮ社製），およびアプラ
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イドバイオシステム７５００ Ｆａｓｔ Ｄｘ Ｒｅａｌ Ｔｉｍｅ ＰＣＲシステム（Ｔｈ
ｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製）を用いてｑＰＣＲを実行した。内
部標準遺伝子としてはＧＵＳＢ遺伝子を採用した。ターゲット遺伝子のサイクルスレッシ
ュホールド（Ｃｔ）値を内部標準遺伝子のＣｔ値で補正することにより、相対遺伝子発現
量を計算した。測定の結果、いずれの遺伝子もマイクロアレイ同様に寛解群と非寛解群で
差が認められ（図４）、マイクロアレイ結果の妥当性が証明された。
【００６２】
（特徴スコアの算出方法）
　ＧＳＥＡで同定された薬剤効果予測遺伝子セットの発現プロファイルを個々の患者で評
価できるようにすべく、スコアリング方法を考案した。その方法を図５に示す。具体的に
は、患者ごとに標的遺伝子セットに属するコア遺伝子群（ＧＳＥＡエンリッチメントスコ
アに寄与する遺伝子のサブセット）を、全２０９人の患者のデータに基づくＺスコア変換
を用いて標準化し、その後、すべてのコア遺伝子のＺスコアの平均を算出する。算出され
た平均をその患者の、その遺伝子セットの「特徴スコア」と定義した。
【００６３】
（特徴スコアと治療効果）
　各薬剤の効果予測遺伝子セットについて、寛解群と非寛解群の間の特徴スコアの差を比
較した（図２ａ～ｈ）。いずれの特徴スコアについても、寛解群と非寛解群との間で有意
な差が認められたことから、これらスコアを用いることで各薬剤の治療結果の予測が可能
と考えられた。
【００６４】
（特徴スコア間の情報量の類似性の確認）
　トシリズマブおよびアバタセプトの効果予測を行うための遺伝子セットに関しては、Ｇ
ＳＥＡ法により複数同定されていることから、それら効果予測遺伝子セット間の情報量の
類似性を確認した。情報量の類似性は、効果予測遺伝子セットの特徴スコアの相関分析に
より確認した。トシリズマブ効果予測遺伝子セットについては、「「Specific-CD19（Ｂ
（ＣＤ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群）」と「B cells-induced（Ｂ細胞で発現誘導
される遺伝子群）」の特徴スコアの間に高い相関が認められた（ピアソン相関係数０．９
９）。また、アバタセプト効果予測遺伝子セットについては、「Elongation arrest and 
recovery（伸長と修復に関連する遺伝子群）」、「Regulation of apoptosis（アポトー
シス調節関連遺伝子群）」、「Formation of RNA pol II elongation complex（ＲＮＡポ
リメラーゼＩＩ伸長複合体の形成関連遺伝子群）」の３つの特徴スコアの間に高い相関が
認められた（２遺伝子セットの組み合わせにより生じる３つの相関係数：０．７７、０．
９１、および０．８４）。また、「Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発
現遺伝子群）」と「NK cells-induced（ＮＫ細胞で発現誘導される遺伝子群）」の特徴ス
コアの間にも高い相関が認められた（相関係数０．９６）。これら同じ情報量を有する（
特徴スコアの相関の高い）遺伝子セットに関しては、それぞれ「Specific-CD19（Ｂ（Ｃ
Ｄ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群）」、「Elongation arrest and recovery（伸長と
修復に関連する遺伝子群）」、「Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現
遺伝子群）」を代表として以降の解析を進めた。
【００６５】
（臨床背景と特徴スコアの関連）
　寛解群と非寛解群では、上記遺伝子セットの発現プロファイル（特徴スコア）以外にも
、いくつかの臨床背景に有意な差が認められている（表４）。寛解群と非寛解群の特徴ス
コアの差が、臨床背景の差に依存するものでないことを確認するため、多重ロジスティッ
ク回帰分析を行い、特徴スコアの独立性を調べた。この結果、いずれの特徴スコアも、臨
床的背景を調整した上でも寛解および非寛解の予測に寄与する有意な因子であることが示
された（表７）。また、ロジスティック回帰分析において、アバタセプトでは、「Specif
ic-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群）」の特徴スコアが「Elongatio
n arrest and recovery（伸長と修復に関連する遺伝子群）」よりも有意であったため、
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その後のアバタセプト効果予測に関しては「Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞
特異的発現遺伝子群）」に重点をおいて解析を進めた。
【００６６】
【表７】

【００６７】
（ＲＯＣ分析）
　ＲＯＣ（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ：受
信者動作特性）分析は、２値データ（たとえば寛解／非寛解）と連続量データ（たとえば
特徴スコア）との関連の強さを解析したり、２群を分離するための連続量データの最適カ
ットオフ値を決定するために使用される分析法である。２値データと連続量データの関連
の強さはＲＯＣ曲線のＡＵＣ（Ａｒｅａ　Ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　Ｃｕｒｖｅ）で評価でき
る。
【００６８】
（ＲＯＣ分析による、特徴スコアを用いた予測パフォーマンスの評価）
　各薬剤の効果予測遺伝子セットの特徴スコアを用いて、ＲＯＣ解析を行った（図３）。
非寛解を予測する特徴スコアのＡＵＣは０．６３７（インフリキシマブ、特徴：Inflamma
somes（インフラマソーム関連遺伝子群））、０．７９６（トシリズマブ、特徴：Specifi
c-CD19（Ｂ（ＣＤ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群））、０．７６８（アバタセプト、
特徴：Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群））であった。ま
た、ＲＯＣ曲線から求められた最適カットオフ値はインフリキシマブ－Inflammasomes（
インフラマソーム関連遺伝子群）特徴スコアで０．１５７、トシリズマブ－Specific-CD1
9（Ｂ（ＣＤ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群）特徴スコアで０．５２４、アバタセプ
ト－Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群）特徴スコアで－０
．２０３であった。最適カットオフ値による陽性的中率（特徴スコアで「非寛解」と判定
された患者が実際に「非寛解」であった割合：ＰＰＶ）はインフリキシマブで８３．６％
、トシリズマブで９２．３％、アバタセプトで９４．７％であった。また、陰性的中率（
特徴スコアで「寛解」と判定された患者が実際に「寛解」であった割合：ＮＰＶ）はイン
フリキシマブで３８．８％、トシリズマブで５０．０％、アバタセプトで５０．０％であ
った。
【００６９】
（最適薬剤の選択方法）
　上記の方法で得られる３つのｂＤＭＡＲＤの効果予測結果を組み合わせることにより、
有効性の面から患者にとって最も適切な薬剤を選ぶことができる。その１例を次に示す。
インフリキシマブ効果予測に関しては、Inflammasomes（インフラマソーム関連遺伝子群
）特徴スコアを計算し、０．１５７より高ければ「効果なし（投与半年後に寛解達成が見
込めない）」、低ければ「効果あり（投与半年後に寛解達成が見込める）」と判定する。



(35) JP 2017-79730 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

トシリズマブ効果予測に関しては、Specific-CD19（Ｂ（ＣＤ１９陽性）細胞特異的発現
遺伝子群）特徴スコアを計算し、０．５２４より高ければ「効果あり（投与半年後に寛解
達成が見込める）」、低ければ「効果なし（投与半年後に寛解達成が見込めない）」と判
定する。アバタセプト効果予測に関しては、Specific-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞
特異的発現遺伝子群）特徴スコアを計算し、－０．２０３より高ければ「効果なし（投与
半年後に寛解達成が見込めない）」、低ければ「効果あり（投与半年後に寛解達成が見込
める）」と判定する。これら３剤の効果予測の結果、１剤のみで効果ありと判定された場
合、その薬剤を最適薬剤と判定できる。また、２剤以上で効果ありと判定された場合、あ
るいは３剤いずれも効果なしと判定された場合は、それぞれの特徴スコアを用いたロジス
ティック回帰予測式により算出される寛解達成の確率を比較し、より確率の高い薬剤を選
択することができる。
【００７０】
（最適薬剤の選択方法の検証）
　本願発明の薬剤を選択するため方法によって患者毎に有効な薬剤が選択され、その選択
された薬剤が投与された場合、本願発明に係る方法を適用しなかった場合と比べて投与後
の寛解達成率が改善されるか、または改善されるのであればどの程度改善されるかについ
て検証する必要がある。このような検証については、正確を期す場合には前向き検体を収
集して検証しなければならない。しかし、前述の実施例の２０９名の関節リウマチ患者に
おいても、偶然にも本願発明に係る方法によれば最適であると判断される薬剤が投与され
た症例群が存在するため、そのような症例を選択し、それ以外（または全体）の症例群と
の間の寛解達成率の違いを比較することで近似的な検証が可能である。その検証した結果
を表８に示す。
【００７１】
【表８】

【００７２】
　この検証結果によれば、全体の寛解達成率２７．３％と比較し、判定どおりに投薬され
た集団の寛解達成率は３７．４％に向上しており、このことは、本願発明に係る効果予測
を適用することにより、集団として、寛解達成率を約１０％向上することができることを
示している。
【００７３】
（各遺伝子群から１遺伝子を選択した場合の効果予測）
　続いて、インフラマソーム関連遺伝子群（９遺伝子，ＴＮＦ阻害剤効果予測）、Ｂ細胞
特異的発現遺伝子群（９２遺伝子，トシリズマブ効果予測）、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子
群（４１遺伝子，アバタセプト効果予測）からそれぞれ１遺伝子を選択し、その１遺伝子
の発現量からでもそれぞれの薬剤の効果予測が可能であることを示した。
【００７４】
　本実施例においては、インフラマソーム関連遺伝子群に属する遺伝子として、ＭＥＦＶ
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ＦＡＭ１２９Ｃ、ＴＣＬ１Ａを、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子群に属する遺伝子として、Ｎ
ＭＵＲ１、ＧＰＲ５６、ＦＧＦＢＰ２を、それぞれ選択し、その１遺伝子の発現量から特
徴スコアを算出した。その後、１遺伝子から得たそれぞれの特徴スコア（以下、「特徴ス
コア（１遺伝子）」という。）と、各遺伝子群に属する全遺伝子から得た特徴スコア（以
下、「特徴スコア（全遺伝子）」という。）とを比較し、相関関係を見出した。その結果
を図６に示す。図６は、１段目にインフラマソーム関連遺伝子群の特徴スコア（全遺伝子
）と、インフラマソーム関連遺伝子群から選択された１遺伝子の特徴スコア（１遺伝子）
とを比較した結果を、２段目にＢ細胞特異的発現遺伝子群の特徴スコア（全遺伝子）と、
Ｂ細胞特異的発現遺伝子群から選択された１遺伝子の特徴スコア（１遺伝子）とを比較し
た結果を、３段目にＮＫ細胞特異的発現遺伝子群の特徴スコア（全遺伝子）と、ＮＫ細胞
特異的発現遺伝子群から選択された１遺伝子の特徴スコア（１遺伝子）とを比較した結果
を、それぞれ示している。いずれの結果も、高い正の相関を示しており、これは、各遺伝
子群から１遺伝子を選択して薬剤の効果予測を行った場合と、各遺伝子群に属する全遺伝
子を用いて行った場合とで、その結果に相違がほぼないことを示すものである。
【００７５】
（低疾患活動性達成の予測）
　関節リウマチの治療は、寛解達成を目指すことが第一の目標であるが、長期罹患患者や
関節破壊が進行した患者では寛解達成が困難な場合もある。このような場合、低疾患活動
性の達成を治療目標とすることもある。そこで、特徴スコアを用いることにより、治療半
年後のＣＤＡＩ寛解達成のみならず、低疾患活動性の達成も予測できるかを、前述の２０
９名の関節リウマチ患者マイクロアレイデータ（インフリキシマブ１４０例、トシリズマ
ブ３８例、アバタセプト３１例）を用いて検証した。低疾患活動性達成群／非達成群の間
で、インフラマソーム関連遺伝子群の特徴スコア（インフリキシマブ効果予測）、Ｂ細胞
特異的発現遺伝子群の特徴スコア（トシリズマブ効果予測）、ＮＫ細胞特異的発現遺伝子
群の特徴スコア（アバタセプト効果予測）を比較した結果を図７に示す。いずれの特徴ス
コアも低疾患活動性達成群と非達成群の間で有意差、または有意傾向（ｐ<０．１）が認
められた。また、特徴スコアを用いたＲＯＣ分析結果を図８に示す。低疾患活動性の非達
成を予測するＡＵＣは０．６１１（インフリキシマブ、特徴：Inflammasomes（インフラ
マソーム関連遺伝子群））、０．７３１（トシリズマブ、特徴：Specific-CD19（Ｂ（Ｃ
Ｄ１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群））、０．６７９（アバタセプト、特徴：Specific
-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群））であった。また、ＲＯＣ曲線
から求められた最適カットオフ値はインフリキシマブ－Inflammasomes（インフラマソー
ム関連遺伝子群）特徴スコアで－０．０２４、トシリズマブ－Specific-CD19（Ｂ（ＣＤ
１９陽性）細胞特異的発現遺伝子群）特徴スコアで－０．３８０、アバタセプト－Specif
ic-CD56（ＮＫ（ＣＤ５６陽性）細胞特異的発現遺伝子群）特徴スコアで０．６１１であ
った。最適カットオフ値による陽性的中率（特徴スコアで「低疾患活動性非達成」と判定
された患者が実際に「低疾患活動性非達成」であった割合：ＰＰＶ）はインフリキシマブ
で３９．５％、トシリズマブで８５．７％、アバタセプトで６２．５％であった。また、
陰性的中率（特徴スコアで「低疾患活動性達成」と判定された患者が実際に「低疾患活動
性達成」であった割合：ＮＰＶ）はインフリキシマブで７９．７％、トシリズマブで８３
．９％、アバタセプトで８７．０％であった。また、これら低疾患活動性達成に対する予
測結果を寛解達成予測の結果と組み合わせることにより、患者にとって最適な薬剤を選ぶ
こともできる。たとえば、まず寛解達成の予測を行い、「いずれの薬剤も寛解達成しない
」と判定された場合、次に低疾患活動性が達成できるかどうかを判定し、低疾患活動性が
達成できる薬剤が選択できれば、それを最適薬剤として選択することができる。
【００７６】
　その他、本発明は、さまざまに変形可能であることは言うまでもなく、上述した一実施
形態に限定されず、発明の要旨を変更しない範囲で種々変形可能である。
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