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(57)【要約】
　本発明は、小型核酸分子［例えば、ＲＮＡ｛例えば、
マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）および短鎖干渉ＲＮＡ（
ｓｉＲＮＡ）などのスモールＲＮＡ｝および他の短い核
酸分子］を検出し特徴付ける組成および方法に関する。
より具体的に、本発明は、ＲＮＡの発現を検出し定量化
する方法に関する。本発明は、ｍｉＲＮＡおよびｓｉＲ
ＮＡ変異体の検出法をさらに提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｍｉＲＮＡ標的を検出する方法であって、
　ａ）ｉ）ｍｉＲＮＡ標的、
　　ｉｉ）前記ｍｉＲＮＡ標的に相補的な第一領域および前記ｍｉＲＮＡ標的に相補的で
ない第二領域を含む、第一の未標識オリゴヌクレオチド、
　　ｉｉｉ）前記ｍｉＲＮＡ標的の第二領域に相補的な第一領域および前記ｍｉＲＮＡ標
的の前記第二領域に相補的でない第二領域を含む、第二の未標識オリゴヌクレオチド、
　　ｉｖ）逆転写酵素、
　　ｖ）ＤＮＡポリメラーゼ、および
　　ｖｉ）前記プローブオリゴヌクレオチドの少なくとも一部が、前記ｍｉＲＮＡの少な
くとも一部に相補的であるプローブオリゴヌクレオチド、
　を提供するステップ、
　ｂ）検出構造を形成するような条件下で成分（ｉ）～（ｖｉ）をインキュベートするス
テップ、および
　ｃ）前記検出構造を検出するステップ
　を含む方法。
【請求項２】
　前記検出ステップが、前記プローブオリゴヌクレオチドを含む侵入的切断構造を形成す
るステップ、前記侵入的切断構造を切断するステップ、および前記侵入的切断構造の切断
を検出するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第一の未標識オリゴヌクレオチドが、逆転写用プライマーとして使用される、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第一の未標識オリゴヌクレオチドが、侵入的切断反応でINVADERオリゴヌクレオチ
ドとして使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記インキュベーションステップの前に成分（ｉ）～（ｖｉ）を同じ反応槽で混合する
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記提供ステップが、（ｖｉｉ）検出構造を切断できる酵素を提供するステップをさら
に含むが、前記酵素にはポリメラーゼ活性がない、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出構造を切断できる酵素がＦＥＮ－１ヌクレアーゼである、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記プローブオリゴヌクレオチドが未標識である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第一の未標識オリゴヌクレオチドと前記逆転写酵素が、前記ｍｉＲＮＡ標的を逆転
写してｍｉＲＮＡ ｃＤＮＡ標的を生成する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ｍｉＲＮＡ ｃＤＮＡ標的が、ポリメラーゼ連鎖反応において、前記第一の未標識
オリゴヌクレオチドと、前記第二の未標識オリゴヌクレオチドと、前記ＤＮＡポリメラー
ゼによって増幅される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　増幅したｍｉＲＮＡ ｃＤＮＡ標的が、前記プローブオリゴヌクレオチドの存在下で検
出構造を形成する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第一の未標識オリゴヌクレオチドが、該オリゴヌクレオチドと前記ｍｉＲＮＡ標的
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間で約６～１０塩基対の二重鎖を形成するように核酸配列を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記第一および前記第二未標識オリゴヌクレオチドプローブの、一方もしくは両方の前
記第二領域が、第一部分と第二部分を含み、第二領域中のその第一部分とその第二部分が
、互いにハイブリダイズして、ヘアピン構造を形成することができる、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　さらに、（ｖｉｉｉ）前記第一の未標識オリゴヌクレオチドプローブ領域に相補的なオ
リゴヌクレオチドを提供するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、（ｖｉｉｉ）前記第二の未標識オリゴヌクレオチドプローブ領域に相補的なオ
リゴヌクレオチドを提供するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記検出ステップは、標識したプローブの使用を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記標識したプローブが、FRET検出用に構成されている、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ｍｉＲＮＡが、Ｌｅｔ－７、ｍｉＲ－１、ｍｉＲ－１３５、ｍｉＲ－１５、ｍｉＲ
－１６、ｍｉＲ１２５ｂ、ｍｉＲ－１ｄ、およびｍｉＲ１２４ａからなる群から選択され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　ｉ）ｍｉＲＮＡ標的に相補的な第一領域および前記ｍｉＲＮＡ標的に相補的でない第二
領域を含む、第一の未標識オリゴヌクレオチド、
　ｉｉ）前記ｍｉＲＮＡ標的の第二領域に相補的な第一領域および前記ｍｉＲＮＡ標的の
前記第二領域に相補的でない第二領域を含む、第二の未標識オリゴヌクレオチド、
　ｉｉｉ）逆転写酵素、
　ｉｖ）ＤＮＡポリメラーゼ、
　ｖ）プローブオリゴヌクレオチド、および
　ｖｉ）検出構造を切断できる酵素
　を含むキット。
【請求項２０】
　前記検出構造が侵入的切断構造を含む、請求項１９に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、核酸分子［例えば、ＲＮＡ｛例えば、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）および
短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）などのスモールＲＮＡ｝および他の短い核酸分子］を検出
し特徴付ける組成物および方法に関する。より具体的には、本発明は、ＲＮＡの発現を検
出し定量化する方法に関する。本発明は、ｍｉＲＮＡとｓｉＲＮＡの突然変異体（例えば
欠失突然変異体）、および変異体の検出法をさらに提供する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）は、無脊椎動物および脊椎動物のゲノム中、短い逆方向
反復としてコードされる新規な非コードＲＮＡクラスである（（非特許文献１）；（非特
許文献２））。ｍｉＲＮＡは、標的ｍＲＮＡの翻訳および安定のモジュレーターであるが
、ほとんどの標的ｍＲＮＡはまだ同定されていない。ｍｉＲＮＡ配列は、３’非翻訳領域
のアンチセンス相補性部位と結合することによって、標的ｍＲＮＡの翻訳を特異的に制御
する（ＵＴＲ）（Ambros上掲、Moss上掲、（非特許文献３）、（非特許文献４）、（非特
許文献５））。ｍｉＲＮＡは、他の機序よっても遺伝子発現を阻害しうる（例えば（非特
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許文献６）、（非特許文献７）を参照）。
【０００３】
　数個のｍｉＲＮＡ、例えば、ｌｅｔ－７ＲＮＡ、ｍｉＲ－１、ｍｉＲ－３４、ｍｉＲ－
６０、およびｍｉＲ－８７は、無脊椎動物および脊椎動物間では高度に保存されており、
おそらく保存されている機能の複数の部位および／または複数の標的を認識しうると推測
される（Lagos-Quintanaら上掲、Lauら上掲、Lee ら上掲、（非特許文献８））。スモー
ルテンポラルＲＮＡ（ｓｔＲＮＡ：small temporal RNA）ｌｉｎ－４およびｌｅｔ－７は
、線虫（Caenorhabditis elegans）の遺伝子解析によって同定されたｍｉＲＮＡサブクラ
スを表すが、これらのｓｔＲＮＡは、発生的に調節され、それ自体が発生プログラム、例
えば、ニューロンの再配線接続（neuronal rewiring）のタイミング、耐性幼虫形成、産
卵口形成、および皮下組織細胞終末分化を制御する。
【０００４】
　ｍｉＲＮＡは、典型的には、６０～７０ヌクレオチドのフォールドバックＲＮＡ前駆体
構造から切り取られ、ｍｉＲＮＡ前駆体の発現開始時（（非特許文献９）、（非特許文献
１０）、（非特許文献１１））または非常に豊富なｍｉＲＮＡの発現中（Lagos-Quintana
ら上掲、Lauら上掲、Lee ら上掲）に検出されることもある。一般的に、ヘアピン前駆体
分子鎖の一本のみが切り取られ蓄積するが、おそらく、その一本が付随するタンパク質に
よってＲＮＡ分解から保護されているからであろう。これらの推定タンパク質が、翻訳抑
制を媒介している可能性がある。ｍｉＲＮＡ前駆体プロセッシング反応には、Dicer RNas
e IIIおよびアルゴノートファミリーメンバーが必要である（Grishokら上掲、Hutvagner
ら上掲、Kettingら上掲）。
【０００５】
　遺伝子発現に及ぼす影響に加えて、スモールＲＮＡ、（例えば、１８～２５ヌクレオチ
ドの範囲のｓｉＲＮＡまたはｍｉＲＮＡ）は、治療剤および創薬の領域で（例えば、薬物
標的または医薬品として）有用性を見出すことができよう。すなわち、状況によっては、
（例えば治療前、治療中、または治療後に）細胞中にそれぞれのｍｉＲＮＡが、およそど
れほど存在するかを知ることが重要である。
【０００６】
　さらに、ｍｉＲＮＡ遺伝子の欠失および下方調節は、癌（例えば、Ｂ細胞慢性リンパ球
性白血病（ＣＬＬ））に関連付けられており、ｍｉＲＮＡ発現を検出し特徴付けることが
当技術分野で必要とされている（例えば（非特許文献１２を参照））。ある場合には、異
なる種類の組織で、または刺激、例えば化学的もしくは物理的介入を行なう前後で、ｍｉ
ＲＮＡのレベルを比較することも重要であろう。
【０００７】
　関連するｓｉＲＮＡおよびｍｉＲＮＡが、細胞に少量ずつ存在する可能性があるので、
検出方法は敏感かつ特異的なものが望ましい。さらに、ある種の適用では、高処理スクリ
ーニング法、例えば、均質な方法、多重的方法に適した方法、または高度並列自動操作お
よび限定的温度変化に適した方法を同定することに有益であろう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ambros, (2001) Cell 107, 823－826
【非特許文献２】Moss (2002) Curr. Biol. 12, R138－R140
【非特許文献３】Lagos-Quintanaら, (2001) Science 294, 853－858
【非特許文献４】Lauら, (2001) Science 294, 858－862
【非特許文献５】Leeら, (2001) Science 294, 862－864
【非特許文献６】Pillaiら, Science 309, 1573-1576 (2005)
【非特許文献７】Humphreysら, Proc Natl Acad Sci USA 102, 16961-16966 (2005)
【非特許文献８】Pasquinelliら, (2000) Nature 408:86
【非特許文献９】Grishokら, (2001) Cell 106, 23－34
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【非特許文献１０】Hutvagnerら, (2001) Science 93, 834－838
【非特許文献１１】Kettingら, (2001) Genes Dev. 15, 2654－2659
【非特許文献１２】Calinら, Proc Natl Acad Sci USA, 99, 15524-15529 (2002)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　遺伝子発現の調節で、ｍｉＲＮＡは重要な役割を果たしているが、ｍｉＲＮＡの発現を
検出し定量するのに有効な技術はない。ｍｉＲＮＡの定量に使用されている方法は、ゲル
電気泳動に基づいてきた。ｍｉＲＮＡは、ノーザンブロッティング、または放射性RNase
耐性二重鎖の存在によって検出する。ノーザンブロッティングおよびチップハイブリダイ
ゼーション方法は、分析感度がやや低く（Krichevskyら、２００３）、したがってマイク
ログラム量のＲＮＡが、分析には必要であり、さらには、スモールＲＮＡをフィルターに
転移することが、定量再現性に問題をもたらしかねず、一般的には、ハイスループット用
に手直しすることができない。さらに、RNase耐性に基づく検出方法には、高度放射性プ
ローブが必要である。さらに、プローブハイブリダイゼーションのみに基づくアッセイで
は、配列が密接に関連するアイソタイプ間を適切に判別することができない。代替の手法
には、ｍｉＲＮＡをクローニングするステップ、次いでその挿入物を配列決定するステッ
プが含まれる。この手法は、密接に関連するｍｉＲＮＡ種相互間で、一個の塩基の相異を
区別するのに適切であろうが、時間も手間もかかる。
【００１０】
　ｍｉＲＮＡのように、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）も、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）と称
する応答を通じて、例えばウイルスＲＮＡからの細胞防御に関与する、スモールＲＮＡ分
子である［Cullen, B.R., Nature Immunology, 3: 597-599 (2002)］。細胞中の二本鎖Ｒ
ＮＡの存在に対するＲＮＡｉ応答の一部として、ダイサー酵素と、ＲＮＡが誘発するサイ
レンシング複合体（ＲＩＳＣ）タンパク質複合体との作用を通じて、ｓｉＲＮＡの一クラ
スが生成される［Khvorova, A.ら, Cell 115: 209-216 (2003)］。ｓｉＲＮＡの別のクラ
スは、合成物であり、形質移入もしくは導入ベクターからの発現によって直接細胞中に導
入した特徴的なジヌクレオチドオーバーハングを有する、通常２１～２３ｎｔの短い二重
鎖を包含する［Elbashir, S.M.ら, EMBO J. 20: 6877-6888 (2001)］（Paul, C.P.ら, Na
ture Biotechnology 20: 505-508 (2002)、米国特許出願公開第２００３／０１４８５１
９号Ａ１。あらゆる目的のために、その全体を参照により本明細書に組み込む］。ある場
合には、ｓｉＲＮＡは、所定の配列を固持するように見え、それによって機能および組成
がｍｉＲＮＡと類似するようになる（Elbashir, S.M.ら上掲）。ｍｉＲＮＡおよびｓｉＲ
ＮＡレベルを検出し特徴づける（例えば定量する）効率的で正確な方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、核酸分子［例えば、ＲＮＡ（例えば、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）および
短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）などのスモールＲＮＡ］、および他の短い核酸分子を検出
し特徴付ける組成物および方法に関する。より具体的に、本発明は、ＲＮＡの発現を検出
し特徴付ける（例えば定量化する）改善された方法に関する。
【００１２】
　例えば、本発明は、少なくとも一個の核酸（例えば、その干渉ＲＮＡに相補的でない配
列を含む核酸）と、干渉ＲＮＡ標的とをハイブリダイズして、検出構造を生成するステッ
プ、およびその検出構造を検出するステップを含む方法を提供する。いくつかの実施形態
では、その干渉ＲＮＡ標的はｍｉＲＮＡである。他の実施形態では、その干渉ＲＮＡ標的
はｓｉＲＮＡである。いくつかの実施形態では、そのｓｉＲＮＡは二本鎖である。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、検出構造は侵入的切断構造を含む。例えば、いくつかの実施
形態では、核酸は、ｍｉＲＮＡと組み合せて、侵入的切断構造を形成するように構成され
た、第一と第二オリゴヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、核酸は、前記ｍｉ
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ＲＮＡと組み合せて、侵入的切断構造を形成するように構成された第一オリゴヌクレオチ
ドを含む。いくつかの実施形態では、第一オリゴヌクレオチドは５’部分と３’部分を含
み、その際、前記３’部分は、前記標的配列とハイブリダイズするように構成し、前記５
’部分は、前記標的配列とハイブリダイズしないように構成する。第二オリゴヌクレオチ
ドを使用するいくつかの実施形態では、第二オリゴヌクレオチドは５’部分と３’部分を
含み、その際、前記５’部分は、前記標的配列とハイブリダイズするように構成し、前記
３’部分は、前記標的配列とハイブリダイズしないように構成する。いくつかの実施形態
では、検出ステップはINVADERアッセイの使用を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、検出構造は、環状検出構造を生成するために、前記スモール
ＲＮＡとハイブリダイズさせた環状オリゴヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では
、検出ステップは、ローリングサークル型複製アッセイの使用を含む。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、検出構造は、ポリメラーゼによって伸長する（例えば鋳型依
存性伸長）遊離３’－ＯＨ基を有する核酸分子を含み、その伸長配列を直接的または間接
的に検出する。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、検出ステップには、それだけには限らないが、配列決定アッ
セイ、ポリメラーゼ連鎖反応アッセイ、ハイブリダイゼーションアッセイ、突然変異に相
補的なプローブを使用するハイブリダイゼーションアッセイ、マイクロアレイアッセイ、
ビーズアレイアッセイ、プライマー伸長法アッセイ、酵素ミスマッチ切断アッセイ、分枝
ハイブリダイゼーションアッセイ、NASBAアッセイ、分子ビーコンアッセイ、サイクリン
グプローブアッセイ、リガーゼ連鎖反応アッセイ、侵入的切断構造アッセイ、ARMSアッセ
イ、およびサンドイッチハイブリダイゼーションアッセイを含む検出アッセイの使用が含
まれる。いくつかの好ましい実施形態では、検出ステップは細胞ライセートで実施する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、本発明の方法は、第二核酸標的を検出するステップを含む。
いくつかの好ましい実施形態では、第二核酸標的はＲＮＡである。いくつかの特に好まし
い実施形態では、第二核酸標的は、Ｕ６ ＲＮＡまたはＧＡＰＤＨ ｍＲＮＡである。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、検出構造を形成するために使用する核酸は、スモールＲＮＡ
に十分に相補的な一個もしくは複数の部位を有する鋳型を含む。ＲＮＡが、その鋳型とハ
イブリダイズし、伸長反応で伸長するようにするためである。いくつかの実施形態では、
伸長反応はポリメラーゼ連鎖反応であり、ポリメラーゼ連鎖反応ではプライマーとして一
個もしくは複数のＲＮＡを使用する。いくつかのそのような実施形態では、一本型ＲＮＡ
は、ポリメラーゼ連鎖反応プライマーを提供するために、鋳型の２つの位置に結合する。
他の実施形態では、プライマーとして、２個またはそれ以上のＲＮＡが使用される。その
ような実施形態では、増幅生成物の検出は、試料中の２個またはそれ以上のＲＮＡの存在
を意味する（すなわちｍｉＲＮＡ多重アッセイ）。リガーゼ連鎖反応で類似の方法を使用
してもよく、その際、連結したオリゴヌクレオチドとしてｍｉＲＮＡを使用する。いくつ
かの実施形態では、ＲＮＡ鋳型の少なくとも一部を超えてプライマーを伸長することによ
って、検出複合体を改変する鋳型としてＲＮＡを使用する。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、本方法は複数のｍｉＲＮＡの検出を含む。いくつかのそのよ
うな実施形態では、複数のｍｉＲＮＡは同じｍｉＲＮＡの多型を含む。他の実施形態では
、複数のｍｉＲＮＡは異なるｍｉＲＮＡを含む（例えば、Ｌｅｔ－７、ｍｉＲ－１、ｍｉ
Ｒ－１ｄ、ｍｉＲ－１３５、ｍｉＲ－１５、ｍｉＲ－１６、ｍｉＲ－１２４ａ、またはｍ
ｉＲ１２５ｂ）。
【００２０】
　本発明は、上記方法のいずれかを実施するためのキットも提供する。例えば、いくつか
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の実施形態では、本発明は、ＲＮＡ標的配列とハイブリダイズしたとき、検出構造を形成
するように構成された核酸を含むキットを提供する。いくつかの実施形態では、キットは
、ｍｉＲＮＡを検出するように構成されている。いくつかの好ましい実施形態では、キッ
トは、Ｌｅｔ－７、ｍｉＲ－１、ｍｉＲ－１３５、ｍｉＲ－１５、ｍｉＲ－１６、ｍｉＲ
－１ｂ、ｍｉＲ－１２４ａ、またはｍｉＲ１２５ｂのｍｉＲＮＡを検出するように構成さ
れている。いくつかの好ましい実施形態では、キットは、ｍｉＲＮＡ標的と共に、第二Ｒ
ＮＡ標的を共検出するように構成されている。
【００２１】
　本発明はまた、（ｉ）ｍｉＲＮＡ標的、（ｉｉ）第一の未標識オリゴヌクレオチド、（
ｉｉｉ）第二の未標識オリゴヌクレオチド、（ｉｖ）逆転写酵素、（ｖ）ポリメラーゼ、
および（ｖｉ）プローブオリゴヌクレオチドを提供するステップ、検出構造を形成するよ
うな条件下で（ｉ）～（ｖｉ）をインキュベートするステップ、およびその検出構造を検
出するステップを含む、ｍｉＲＮＡ標的を検出する方法も提供する。いくつかの実施形態
では、第一の未標識オリゴヌクレオチドは、ｍｉＲＮＡ標的に相補的な第一領域およびｍ
ｉＲＮＡ標的に相補的でない第二領域を含む。いくつかの実施形態では、第二の未標識オ
リゴヌクレオチドは、ｍｉＲＮＡ標的の第二領域に相補的な第一領域およびｍｉＲＮＡ標
的の第二領域に相補的でない第二領域を含む。いくつかの実施形態では、検出は、侵入的
切断構造を形成するステップ、侵入的切断構造を切断するステップ、およびその侵入的切
断構造の切断を検出するステップを含む。いくつかの実施形態では、前記インキュベーシ
ョンステップは、検出構造は切断できるがポリメラーゼ活性はない酵素と共に、インキュ
ベートするステップをさらに含む。いくつかの実施形態では、酵素は５’ヌクレアーゼで
あるが、いくつかの実施形態では、酵素はＦＥＮ－１ヌクレアーゼを含む。いくつかの実
施形態では、侵入的切断構造の切断は４５℃～６０℃の温度で生じる。いくつかの実施形
態では、侵入的切断構造の切断は約５０℃の温度で生じる。いくつかの実施形態では、第
一の未標識オリゴヌクレオチドは、逆転写用プライマーとして使用される。いくつかの実
施形態では、第一の未標識オリゴヌクレオチドは、侵入的切断反応でINVADERオリゴヌク
レオチドとして使用される。いくつかの実施形態では、（ｉ）～（ｖｉ）は、同じ反応槽
中に存在する。いくつかの実施形態では、本方法は、さらに、（ｖｉｉ）第二プローブオ
リゴヌクレオチドを提供するステップを含む。いくつかの実施形態では、第一の未標識オ
リゴヌクレオチドと逆転写酵素が、ｍｉＲＮＡ標的を逆転写する。いくつかの実施形態で
は、逆転写されたｍｉＲＮＡ標的（すなわち、ｍｉＲＮＡ ｃＤＮＡ標的）は、ポリメラ
ーゼ連鎖反応において、第一の未標識オリゴヌクレオチドと、第二の未標識オリゴヌクレ
オチドと、ＤＮＡポリメラーゼによって増幅される。いくつかの実施形態では、増幅した
逆転写ｍｉＲＮＡ標的が、プローブオリゴヌクレオチドの存在下で検出構造を形成する。
いくつかの実施形態では、第一の未標識オリゴヌクレオチドは、該オリゴヌクレオチドと
ｍｉＲＮＡ標的間で約６～７塩基対の二重鎖が形成されるように核酸配列を含む。本発明
は、非常に少数のコピー数で存在するｍｉＲＮＡを検出することができる。例えば、いく
つかの実施形態では、試料中の２００未満コピーのｍｉＲＮＡを検出する。いくつかの実
施形態では、試料中の１００未満コピーのｍｉＲＮＡを検出する。いくつかの実施形態で
は、第二の未標識オリゴヌクレオチドは、該オリゴヌクレオチドとｍｉＲＮＡ標的間で約
９塩基対の二重鎖が形成されるように核酸配列を含む。いくつかの実施形態では、プロー
ブオリゴヌクレオチドは、オリゴヌクレオチドと、ｍｉＲＮＡ標的もしくは増幅したコピ
ーのｍｉＲＮＡ標的との間に、約８～１０塩基対の二重鎖が形成されるように核酸配列を
含む。いくつかの実施形態では、第一の未標識オリゴヌクレオチドプローブの第二領域は
、第一部分と第二部分を含み、第一部分と第二部分は、互いにハイブリダイズすることが
できる。いくつかの実施形態では、第一部分と第二部分が互いにハイブリダイズすると、
第一の未標識オリゴヌクレオチドプローブ中にヘアピン構造が形成される。いくつかの実
施形態では、第二の未標識オリゴヌクレオチドプローブの第二領域は、第一部分と第二部
分を含み、第一部分と第二部分は、互いにハイブリダイズすることができる。いくつかの
実施形態では、第一部分と第二部分が互いにハイブリダイズすると、第二の未標識オリゴ
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ヌクレオチドプローブ中にヘアピン構造が形成される。ある実施形態では、本方法は、（
ｖｉｉ）第一の未標識オリゴヌクレオチドプローブ領域に相補的なオリゴヌクレオチドを
提供するステップをさらに含む。ある実施形態では、本方法は、（ｖｉｉ）第二の未標識
オリゴヌクレオチドプローブ領域に相補的なオリゴヌクレオチドを提供するステップをさ
らに含む。いくつかの実施形態では、約５０℃の温度で侵入的切断構造を切断することに
よって、標的配列を高忠実度で判別できるようになるが、最適な性能を得るためには、配
列、緩衝成分などに基づき、他の温度を選択することもできる。いくつかの実施形態では
、標的配列は単一種の変異体ｍｉＲＮＡを含む。いくつかの実施形態では、プローブオリ
ゴヌクレオチドの濃度が上昇すると、ｍｉＲＮＡ標的を検出する感度が増大する。いくつ
かの実施形態では、２個またはそれ以上のｍｉＲＮＡを検出する。いくつかの実施形態で
は、検出は標識したプローブの使用を含む。いくつかの実施形態では、標識したプローブ
は蛍光標識されている。いくつかの実施形態では、標識したプローブは、FRET検出用に構
成されている。いくつかの実施形態では、標識したプローブは、二重鎖でハイブリダイズ
されなかったとき第一の立体配座を有し、二重鎖でハイブリダイズされたとき第二立体配
座を有する。いくつかの実施形態では、標識したプローブは、二重鎖でハイブリダイズさ
れたとき蛍光が増大する。本発明は、検出するｍｉＲＮＡによって限定されない。実際、
本発明の組成物および方法を使用し、それだけには限らないが、Ｌｅｔ－７、ｍｉＲ－１
、ｍｉＲ－１３５、ｍｉＲ－１５、ｍｉＲ－１６、ｍｉＲ１２５ｂ、ｍｉＲ－１ｄ、およ
びｍｉＲ１２４ａを含む、様々なｍｉＲＮＡを検出することができる。
【００２２】
　本発明は、ｍｉＲＮＡ標的に相補的な第一領域およびｍｉＲＮＡ標的に相補的でない第
二領域とを含む第一の未標識オリゴヌクレオチドの一個もしくは複数と、ｍｉＲＮＡ標的
の第二領域に相補的な第一領域およびｍｉＲＮＡ標的の第二領域に相補的でない第二領域
を含む第二の未標識オリゴヌクレオチドと、逆転写酵素と、ＤＮＡポリメラーゼと、プロ
ーブオリゴヌクレオチドと、検出構造を切断できる酵素とを含むキットも提供する。いく
つかの実施形態では、検出構造は、侵入的切断構造を含む。いくつかの実施形態では、キ
ットは、ｍｉＲＮＡ標的と、少なくとも一個の他のＲＮＡ標的とを検出するように構成さ
れている。いくつかの実施形態では、キットは、細胞ライセート中のｍｉＲＮＡ標的配列
を検出するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、１回の反応で、（例えば、単一のヌクレオチドによって異なる）２個の
異なる対立遺伝子を検出する、INVADERオリゴヌクレオチド、プローブオリゴヌクレオチ
ド、およびFRETカセットの図式である。
【図２】図２は、本発明のいくつかの実施形態で使用する例示的な検出構造を示す図であ
る。
【図３】図３は、本発明のいくつかの実施形態で使用する第二の例示的な検出構造を示す
図である。
【図４】図４は、本発明のいくつかの実施形態で使用する第三の例示的な検出構造を示す
図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明で使用する例示的なオリゴヌクレオチドを示す図である。標
的ｍｉＲＮＡの塩基を小文字で書き下線を付ける。プローブまたはINVADERオリゴヌクレ
オチド中のＤＮＡ残基は大文字で示す。小文字種は、２’－Ｏ－メチル残基を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明で使用する例示的なオリゴヌクレオチドを示す図である(図
５Ａの続き)。標的ｍｉＲＮＡの塩基を小文字で書き下線を付ける。プローブまたはINVAD
ERオリゴヌクレオチド中のＤＮＡ残基は大文字で示す。小文字種は、２’－Ｏ－メチル残
基を示す。
【図５Ｃ】図５Ｃは、本発明で使用する例示的なオリゴヌクレオチドを示す図である(図
５Ｂの続き)。標的ｍｉＲＮＡの塩基を小文字で書き下線を付ける。プローブまたはINVAD
ERオリゴヌクレオチド中のＤＮＡ残基は大文字で示す。小文字種は、２’－Ｏ－メチル残
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基を示す。
【図６】図６は、ｌｅｔ－７についての温度最適化実験の結果を示す図である。
【図７】図７は、ｌｅｔ－７についての温度最適化実験の結果を示す図である。
【図８】図８は、ｌｅｔ－７についての検出限界（ＬＯＤ）実験の結果を示す図である。
【図９】図９は、ｌｅｔ－７ ｍｉＲＮＡを使用する交差反応性実験の結果を示す図であ
る。
【図１０】図１０は、ｍｉＲ－１についてのＬＯＤ実験の結果を示す図である。
【図１１】図１１は、ｌｅｔ－７ ｍｉＲＮＡを使用し、CLEAVASE酵素ＩＸとＸＩＩを比
較した結果を示す図である。
【図１２】図１２は、様々な生物に由来するＵ６ ＲＮＡ配列の部分的な配列アラインメ
ントを示す図である。
【図１３】図１３は、ｍｉｒ－１３５についての温度最適化実験の結果を示す図である。
【図１４】図１４は、ｍｉｒ－１３５についてのＬＯＤ実験の結果を示す図である。
【図１５】図１５は、細胞ライセート中のｌｅｔ－７の検出で得られた平均カウント数の
グラフを含む図である。
【図１６】図１６は、RNAse A処理の有無による、細胞ライセート中のｍｉＲＮＡおよび
ｍＲＮＡの結果を示す図である。
【図１７】図１７は、全長ARRESTORオリゴヌクレオチドを含む効果 対 短縮ARRESTORオリ
ゴヌクレオチドを含む効果を比較する侵入的切断アッセイの結果を示す図である。
【図１８】図１８は、図１６に記載のアッセイの設計を使用する温度最適化実験の結果を
示す図である。
【図１９】図１９は、１０－ｍｅｒプローブおよび１２－ｍｅｒ INVADERオリゴヌクレオ
チドの設計を使用する、温度最適化実験の結果を示す図である。
【図２０】図２０は、２個の代替オリゴヌクレオチドの設計のＬＯＤを比較する実験の結
果を示す図である。
【図２１】図２１は、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチド中の２
’－Ｏ－メチル残基の一部もしくは全てに、２’－デオキシ残基を置換した効果を比較し
た結果を示す図である。
【図２２】図２２は、ｍｉＲ－１２４ａを検出する侵入的切断アッセイの結果を示す図で
ある。
【図２３】図２３は、２０個の異なる組織種から単離した全ＲＮＡ中から、異なる５個の
ｍｉＲＮＡ種を検出する実験の結果を示す図である。
【図２４】図２４は、プローブおよびオリゴヌクレオチド長を変化させることによるｍｉ
ＲＮＡ検出に与える影響を試験する実験の結果を示す図である。
【図２５】図２５は、ｓｉＲＮＡを検出するための例示的な侵入的切断オリゴヌクレオチ
ドの設計を示す図である。小文字の残基は２’－Ｏ－メチルをさす。
【図２６】図２６は、同じｌｅｔ－７ａハイブリダイズ領域と、異なる５’－フラップ「
アーム」配列とを有する２個のプローブを示す図である。
【図２７】図２７は、１５４４－８２－０１プローブと２３４３－２５－０１プローブを
、それぞれ、１μＭと１０ｎＭ（ミックスｖｉｉ）および１μＭと４ｎＭ（ミックスｉｘ
）で混合した、コピー数対正味シグナルを描くチャートである。
【図２８】図２８は、同じＵ６ ＲＮＡハイブリダイズ領域と、異なる５’－フラップ「
アーム」配列を有する２個のオリゴヌクレオチドプローブを示す図である。
【図２９】図２９は、１７９６－５３－０１プローブと２３４３－３０－０１プローブを
１μＭと４ｎＭミックスでそれぞれ混合した、コピー数対正味シグナルのプロットを描く
チャートである。
【図３０】図３０は、二重（biplex）のＵ６とＬｅｔ－７を検出するためのコピー数対正
味シグナルのプロットを描くチャートである。
【図３１Ａ】図３１Ａは、癌に伴うｍｉＲＮＡを検出し特徴付ける本発明を開発中に生じ
た様々なオリゴヌクレオチドを示す図である。



(10) JP 2009-538627 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

【図３１Ｂ】図３１Ｂは、癌に伴うｍｉＲＮＡを検出し特徴付ける本発明を開発中に生じ
た様々なオリゴヌクレオチドを示す図である(図３１Ａの続き)。
【図３２】図３２は、逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反
応を含むアッセイを使用する、ｍｉＲＮＡを検出するための一般的設計を示す図である。
【図３３】図３３は、一反応ごとのＬｅｔ－７ａの正味シグナル対コピー数を示す図であ
る。
【図３４】図３４は、温度の関数として正味シグナルを示す図である。
【図３５】図３５は、ｌｅｔ－７ａコピー数の関数としてプロットした、ｌｅｔ－７反応
の未処理シグナルを示す図である。
【図３６】図３６は、ｌｅｔ－７ａ ＲＮＡコピー数の関数としてプロットした、ｌｅｔ
－７ａのスタッカーおよびヘアピンアッセイの未処理シグナルを示す図である。
【図３７】図３７は、ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、一段階および二段階のｌｅｔ
－７ａアッセイによって生じた正味シグナルを示す図である。
【図３８】図３８は、ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、１７１６－９４－１、１７１
７－９４－１０、または１７１６－９４－１１プローブによるｌｅｔ－７ａアッセイによ
って生じた正味シグナルを示す図である。
【図３９】図３９は、ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、異なる割合での１７１６－９
４－１および１７１７－９４－１１プローブによるｌｅｔ－７ａアッセイによって生じた
正味シグナルを示す図である。
【図４０】図４０は、ｌｅｔ－７ａ、ｌｅｔ－７ｃ、ｌｅｔ－７ｅ、またはｌｅｔ－７ｆ
コピー数の関数として、ｌｅｔ－７ａアッセイによって生じた正味シグナルを示す図であ
る。
【図４１Ａ】図４１Ａは、実施例１９（Ｍ）に収載したガイドラインに従って設計した癌
に伴うｍｉＲＮＡの検出で生じたオリゴヌクレオチドを示す図である。
【図４１Ｂ】図４１Ｂは、実施例１９（Ｍ）に収載したガイドラインに従って設計した癌
に伴うｍｉＲＮＡの検出で生じたオリゴヌクレオチドを示す図である（図４１Ａの続き）
。
【図４２Ａ】図４２Ａは、様々な長さの一次プローブとＰＣＲプライマーのハイブリダイ
ズ領域を有する、ｌｅｔ－７ａおよびｍｉＲ－１６の別の設計を示す図である。
【図４２Ｂ】図４２Ｂは、様々な長さの一次プローブとＰＣＲプライマーのハイブリダイ
ズ領域を有する、ｌｅｔ－７ａおよびｍｉＲ－１６の別の設計を示す図である。(図４２
Ａの続き)
【図４３】図４３は、実施例１９で使用した全オリゴヌクレオチド、それぞれ、配列番号
１４４～２８５を収載する表である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
定義
　本発明を分りやすくするために、いくつかの用語および語句を以下に定義する。
【００２５】
　本明細書で使用するように、「ｍｉＲＮＡ」という用語はマイクロＲＮＡをさす。本明
細書で使用するように、「ｍｉＲＮＡ標的配列」という用語は、（例えば他の核酸の存在
下で）検出するｍｉＲＮＡをさす。いくつかの実施形態では、ｍｉＲＮＡ標的配列はｍｉ
ＲＮＡ変異体である。
【００２６】
　本明細書で使用するように、「ＲＮＡ検出構造」および「検出構造」という用語は、核
酸（例えばオリゴヌクレオチド）をＲＮＡ標的、例えばｍｉＲＮＡもしくはｓｉＲＮＡと
ハイブリダイズすることによって形成される構造をさす。いくつかの実施形態では、核酸
は単一核酸［例えば、ｍｉＲＮＡと相同する小領域を有するより大型の核酸］である。他
の実施形態では、核酸は、［例えば、ｍｉＲＮＡとハイブリダイズしてヘアピン（例えば
、一重もしくは二重ヘアピン）構造を形成する］２個の核酸を含む。好ましい実施形態で
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は、ｍｉＲＮＡ検出構造は、それだけには限らないが、本明細書に開示した方法を含む公
知の核酸検出方法を使用し検出することができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、ＲＮＡ検出構造は、ハイブリダイゼーションステップ後にさ
らに改変する。例えば、いくつかの実施形態では、検出構造の一種もしくは複数の成分は
、核酸ポリメラーゼによって伸長するための鋳型を提供する。他の実施形態では、検出構
造の一種もしくは複数の成分をリガーゼと接触させ、別の核酸にライゲートする。
【００２８】
　「ｓｉＲＮＡ」という用語は短鎖干渉ＲＮＡをさす。いくつかの実施形態では、ｓｉＲ
ＮＡは、二本鎖領域の各鎖が約１８～２５ヌクレオチド長である二重鎖、すなわち二本鎖
領域を含み、その際、アンチセンス鎖によって長さを決定した場合、二本鎖領域は短くて
も１６塩基対長、長くても２９塩基対長でありうる。ｓｉＲＮＡは、各鎖の３’末端に約
２～４個の不対ヌクレオチドを有することが多い。ｓｉＲＮＡは、無脊椎動物および脊椎
動物ではＲＮＡ干渉を誘発し、植物では転写後遺伝子サイレンシング中に配列特異的ＲＮ
Ａ分解を誘発する主要な中間物として機能すると思われる。ｓｉＲＮＡの二重鎖もしくは
二本鎖領域の少なくとも一鎖は、標的ＲＮＡ分子と実質的に相同し、もしくは実質的に相
補的である。標的ＲＮＡ分子に相補的である鎖が「アンチセンス」鎖であり、標的ＲＮＡ
分子と相同する鎖が「センス」鎖であり、さらにｓｉＲＮＡアンチセンス鎖に相補的であ
る。二本鎖領域の一鎖は、反対鎖と同一長でなくてもよく、すなわち一鎖は、反対相補鎖
よりもヌクレオチドが少なくとも一個少なくてよく、結果として反対鎖中に「バブル」、
すなわち少なくとも一個の非対応塩基がもたらされる。二本鎖領域の一鎖は、反対鎖に厳
密に相補的でなくてもよく、すなわち、その鎖、好ましくはセンス鎖は、少なくとも一個
のミスマッチ塩基対を有してもよい。
【００２９】
　ｓｉＲＮＡは、追加の配列を含んでもよく、そのような配列の限定しない例には、二重
鎖領域の二本鎖を結合するリンキング配列、すなわちループが含まれる。このｓｉＲＮＡ
形を「ｓｉ様ＲＮＡ」「短鎖ヘアピンｓｉＲＮＡ」（短鎖はｓｉＲＮＡの二重鎖領域をさ
す）、または「ヘアピンｓｉＲＮＡ」をさす。ｓｉＲＮＡ中に存在する別の配列の別の限
定しない例には、ステム構造および他のフォールド構造が含まれる。別の配列は、公知の
機能を有しても、有していなくてもよく、そのような機能の限定しない例には、ｓｉＲＮ
Ａ分子の安定性増加、または細胞目的シグナルの提供が含まれる。
【００３０】
　本明細書で使用するように、「対象」および「患者」という用語は、植物、微生物、お
よび動物（例えば、イヌ、ネコ、家畜、およびヒトなど、哺乳動物）含む任意の生物をさ
す。
【００３１】
　本明細書で使用するように、「INVADERアッセイ試薬」または「侵入的切断アッセイ試
薬」という用語は、標的配列の存在下で侵入的切断構造を形成できるオリゴヌクレオチド
を含む、標的配列を検出する一種もしくは複数の試薬をさす。いくつかの実施形態では、
INVADERアッセイ試薬は、侵入的切断構造の存在を検出する薬剤（例えば切断剤）をさら
に含む。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドは、第一と第二オリゴヌクレオチ
ドを含み、前記第一オリゴヌクレオチドは標的核酸の第一領域に相補的な５’部分を含み
、前記第二オリゴヌクレオチドは３’部分と５’部分を含み、前記５’部分は、第一部分
の下流にあって第一部分と近接している標的核酸の第二領域に相補的である。いくつかの
実施形態では、第二オリゴヌクレオチドの３’部分は、標的核酸に相補的でない３’末端
ヌクレオチドを含む。好ましい実施形態では、第二オリゴヌクレオチドの３’部分は、標
的核酸に相補的でない単一のヌクレオチドからなる。いくつかの実施形態では、第一と第
二オリゴヌクレオチドは、（例えばリンカーを通じて）互いに共有結合している。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、INVADERアッセイ試薬は固相支持体をさらに含む。例えば、
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いくつかの実施形態では、アッセイ試薬の一個もしくは複数のオリゴヌクレオチド（例え
ば、橋掛けされていようが、いまいが、第一および／または第二オリゴヌクレオチド）を
固相支持体に取り付ける。いくつかの実施形態では、INVADERアッセイ試薬は緩衝液をさ
らに含む。いくつかの好ましい実施形態では、緩衝液は二価のカチオン源を含む（例えば
、Ｍｎ２＋および／またはＭｇ２＋イオン）。INVADERアッセイ試薬を集合的に構成する
個々の成分（例えば、オリゴヌクレオチド、酵素、緩衝液、標的核酸）を、「INVADERア
ッセイ試薬成分」と呼ぶ。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、INVADERアッセイ試薬は、第一の標的核酸の第一部分の上流
にある標的核酸の第三部分に相補的な第三のオリゴヌクレオチドをさらに含む。さらに別
の実施形態では、INVADERアッセイ試薬は標的核酸をさらに含む。いくつかの実施形態で
は、INVADERアッセイ試薬は第二標的核酸をさらに含む。さらに別の実施形態では、INVAD
ERアッセイ試薬は、第二標的核酸の第一領域に相補的な５’部分を含む、第三のオリゴヌ
クレオチドをさらに含む。いくつかの具体的な実施形態では、第三のオリゴヌクレオチド
の３’部分は第二標的核酸に共有結合している。他の具体的な実施形態では、第二標的核
酸は５’部分をさらに含み、その際、第二標的核酸の５’部分は第三のオリゴヌクレオチ
ドである。さらに別の実施形態では、INVADERアッセイ試薬は、ARRESTOR分子（例えばARR
ESTORオリゴヌクレオチド）をさらに含む。
【００３４】
　各プローブの標的特異的領域に完全に、およびその５’－フラップ領域に部分的に塩基
対が形成された２’Ｏ－メチル化ARRESTORオリゴヌクレオチドを封入すると、二次反応で
非切断プローブは隔離され、Ｘ構造の形成は防止される（Eisら, Nature Biotechnology,
 19:673-676 （2001）；当該文献は、あらゆる目的のために、その全体を参照により本明
細書に組み込む）。
【００３５】
　いくつかの好ましい実施形態では、INVADERアッセイ試薬は核酸切断生成物を検出する
試薬をさらに含む。いくつかの実施形態では、INVADERアッセイ試薬中の一個もしくは複
数のオリゴヌクレオチドは標識を含む。いくつかの好ましい実施形態では、前記第一オリ
ゴヌクレオチドは標識を含む。他の好ましい実施形態では、前記第三のオリゴヌクレオチ
ドは標識を含む。特に好ましい実施形態では、試薬は、蛍光共鳴エネルギー転移（FRET）
効果を発生させる部分で標識した、第一および／または第三のオリゴヌクレオチドを含む
。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、（すなわち、再測定または再調合がない手順ステップで使用
するために予め測定した）予め調合する型式で、一個もしくは複数のINVADERアッセイ試
薬を提供してよい。いくつかの実施形態では、選択したINVADERアッセイ試薬成分を混合
し、一緒に予め調合する。好ましい実施形態では、予め調合したアッセイ試薬成分を、予
め調合し、（反応チューブ、または例えばマイクロタイタープレート中のウェル含むが、
それだけには限らない）反応槽で提供する。特に好ましい実施形態では、予め調合したIN
VADERアッセイ試薬成分を反応槽で乾燥させる（例えば、乾燥保存しまたは凍結乾燥する
）。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、INVADERアッセイ試薬をキットとして提供する。本明細書で
使用するように、「キット」という用語は物質を配達するための任意の配達系をさす。反
応アッセイと関連して、そのような配達系は、ある場所から別の場所へ、反応試薬の保存
、輸送、または配達を可能にするシステム（例えば、好適な容器に入れたオリゴヌクレオ
チド、酵素など）および／または支持物質（例えば、緩衝液、アッセイを実施するために
記載された使用説明書など）を含む。例えば、キットは、関連する反応試薬および／また
は支持物質を入れる、一個もしくは複数の入れ物（例えば箱）を含む。本明細書で使用す
るように、「細分化キット」という用語は、それぞれ、全キット成分のサブポーションを
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入れた、２個またはそれ以上の分離した容器を含む配達系をさす。容器は、意図したレシ
ピエントに一緒にまたは別々に配達しうる。例えば、第一容器には、アッセイで使用する
酵素を入れ、第二容器にはオリゴヌクレオチドを入れる。「細分化キット」という用語は
、連邦食品医薬品化粧品法第５２０（ｅ）節に定められている検体特異的試薬（ＡＳＲ：
Analyte specific reagents）を含むキットを包含するものとするが、それだけには限ら
ない。実際、「細分化キット」という用語には、それぞれが、全キット成分のサブポーシ
ョンを入れた、２個またはそれ以上の分離した容器を含む任意の配達系が含まれる。それ
に反して、「混合キット」は、１個の容器に反応アッセイの成分の全てを入れた（例えば
、所望成分のそれぞれを単一ボックスに収容した）配達系さす。「キット」という用語に
は、細分化キットおよび混合キットが含まれる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本発明を実施するのに必要な成分の一個もしくは
複数を入れたINVADERアッセイ試薬キットを提供する。例えば、本発明は、INVADERアッセ
イの実施に必要な酵素および／または反応成分を貯蔵しまたは配達するキットを提供する
。キットには、アッセイに必要なもしくは所望されるあらゆる成分、それだけには限らな
いが、試薬自体、緩衝液、対照試薬（例えば、組織試料、正および負の対照標的オリゴヌ
クレオチドなど）、固相支持体、標識、記載および／または図解使用説明書、および製品
情報、阻害薬、標識および／または検出試薬、パッケージ環境対照（例えば氷、乾燥剤な
ど）などを含む成分を入れて良い。いくつかの実施形態では、キットは、使用者が残りの
成分を供給すると予想される、必要成分のサブセットを提供する。いくつかの実施形態で
は、キットには、それぞれ容器が配達すべき成分のサブセットを収容する、２個またはそ
れ以上の分離した容器が含まれる。例えば、第一の容器（例えばボックス）には、酵素（
例えば、適切な保存緩衝液中の構造特異的切断酵素、および容器）を入れ、第二ボックス
には、オリゴヌクレオチド（例えば、INVADERオリゴヌクレオチド、プローブオリゴヌク
レオチド、対照標的オリゴヌクレオチドなど）を入れてよい。
【００３９】
　本明細書で使用する「標識」という用語は、検出可能（好ましくは定量化可能）効果を
得るために使用でき、核酸もしくはタンパク質に取り付けることができる、任意の原子ま
たは分子をさす。標識には、それだけには限らないが、色素；３２Ｐなどの放射標識；ビ
オチンなどの結合部分；ディグオキシジェニンなどのハプテン；発光発生的（luminogeni
c）、リン光、もしくは蛍光発生的部分；質量タグ；および蛍光色素単独、あるいは蛍光
共鳴エネルギー転移（FRET）により、発光スペクトルを抑制し、またはシフトさせること
ができる部分と組み合わせた蛍光色素が含まれる。標識によって、蛍光、放射能、比色分
析、重量測定、Ｘ線回析もしくは吸収、磁性、酵素活性、質量特性または質量により左右
される挙動特性（例えば、ＭＡＬＤＩ飛行時間型質量分析、蛍光偏光）などによって検出
可能なシグナルが得られる。標識は、荷電部分（正もしくは負の電荷）であってよく、ま
たは別法として中性電荷であってよい。標識は、標識を含む配列が検出可能であれば、核
酸もしくはタンパク質配列を含み、またはそれらからなっていてもよい。
【００４０】
　本明細書で使用するように、シグナルに関して「別個（distinct）」という用語は、例
えば、スペクトル特性、例えば、蛍光発光波長、色彩、吸光度、質量、サイズ、蛍光偏光
特性、電荷などによって、または別の部分と、例えば化学試薬、酵素、抗体などと相互作
用する能力によって、ある物と別の物を区別することができるシグナルをさす。
【００４１】
　本明細書で使用するように、「相補的」または「相補性」という用語は、塩基対形成規
則により関連し合うポリヌクレオチド（すなわち、オリゴヌクレオチドまたは標的核酸な
どのヌクレオチド配列）に関して使用される。例えば、配列「５’－Ａ－Ｇ－Ｔ－３’」
は配列「３’－Ｔ－Ｃ－Ａ－５’」に相補的である。相補性は「部分的」であってよく、
その際、核酸塩基の一部のみが、塩基対形成規則に従って適合する。または、核酸間に「
完全」または「全」相補性があってもよい。核酸鎖間の相補性の程度は、核酸鎖間のハイ
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ブリダイゼーションの効率および強度に著しく影響する。これは、増幅反応、および核酸
間の結合によって決まる検出方法では特に重要性である。どちらの用語も、個々のヌクレ
オチドに関して使用してよく、特にポリヌクレオチドに関連して使用してよい。例えば、
オリゴヌクレオチド中の特定のヌクレオチドは、別の核酸鎖中のヌクレオチドに対するそ
の相補性、またはその相補性が欠けていることによって注目されようが、それはそのオリ
ゴヌクレオチドの残りの部分とその核酸鎖との間の相補性に反して、またはその相補性と
比較してのものである。
【００４２】
　「相同性」および「相同」という用語は、同一性の程度をさす。部分的相同性と完全相
同性がありうる。部分的相同配列は、別の配列との同一性が１００％未満というものであ
る。
【００４３】
　本明細書で使用するように、「ハイブリダイゼーション」という用語は、相補的核酸対
に関して使用される。ハイブリダイゼーションおよびハイブリダイゼーション強度（すな
わち核酸間の会合強度）は、核酸間の相補程度、関与する条件のストリンジェンシー、お
よび形成されたハイブリッドのＴｍなどの要因の影響を受ける。「ハイブリダイゼーショ
ン」方法には、ある核酸と、別の相補的核酸、すなわち相補的ヌクレオチド配列を含む核
酸とのアニーリングが含まれる。互いに相手を見つけ、かつ塩基対形成相互作用を通じて
アニールする、相補的配列を含む２個の核酸ポリマーの能力は、十分に認識されている現
象である。Marmur and Lane, Proc． Natl． Acad． Sci． USA 46:453 (1960)およびDot
yら, Proc． Natl． Acad． Sci． USA 46:461 (1960)による「ハイブリダイゼーション
」過程の初期観察後、この過程は洗練されて現代生物学の不可欠なツールになった。
【００４４】
　本明細書で使用する核酸配列の相補鎖（complement）は、ある配列の５’末端が別の配
列の３’末端と対を形成するように核酸配列が整列しているとき、「逆平行関係」にある
オリゴヌクレオチドをさす。天然核酸には一般に見られないある種の塩基を本発明の核酸
に含めてよく、例えば、イノシンおよび７－デアザグアニンが含まれる。相補性は完全で
なくてもよく、安定した二重鎖は、ミスマッチ塩基対または非対応塩基を含みうる。核酸
技術の当業者は、例えば、オリゴヌクレオチド長、オリゴヌクレオチドの塩基組成と配列
、イオン強度、およびミスマッチ塩基対の発生率を含む、いくつかの変数を経験的に考慮
して、二重鎖の安定性を決定することができる。
【００４５】
　本明細書で使用するように、「Ｔｍ」という用語は「融解温度」に関して使用される。
融解温度は、二本鎖核酸分子集団が半解離して一本鎖になる温度である。核酸のＴｍを算
出するいくつかの方程式は、当技術分野で周知されている。標準的参照文献によって示さ
れるように、核酸を水溶液に１Ｍ ＮａＣｌで入れた場合のＴｍ値の単純な推定は、次方
程式によって計算しうる。Ｔｍ＝８１．５＋０．４１（％Ｇ＋Ｃ）［例えばAnderson and
 Young, Quantitative Filter Hybridization, in Nucleic Acid Hybridization (1985)
を参照］。別の参照文献［例えば、Allawi and SantaLucia, Biochemistry 36: 10581-94
 (1997)］には、Ｔｍの計算に、構造的、環境的、および配列特性を考慮するより高性能
な計算が含まれる。
【００４６】
　「遺伝子」という用語は、非コーディング機能を有するＲＮＡ（例えば、リボソームＲ
ＮＡもしくは転移ＲＮＡ）、ポリペプチド、または前駆体の生成に必要な、対照配列およ
びコード配列を含むＤＮＡ配列をさす。所望の活性または機能が保持されている限り、Ｒ
ＮＡまたはポリペプチドは、全長コード配列またはコード配列の任意の部分によってコー
ドされていてよい。
【００４７】
　「野生型」という用語は、天然源から単離したとき、その遺伝子もしくは遺伝子産物の
特性を有する、遺伝子もしくは遺伝子産物をさす。野生型遺伝子は、集団で最も頻繁に観
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察され、従って遺伝子の「正常」型または「野生」型と任意に指定されるものである。そ
れに反して、野生型遺伝子もしくは遺伝子産物と比較した場合、「改変体」、「突然変異
体」、または「多形」という用語は、配列および／または機能特性に改変（すなわち変化
した特性）が見られる遺伝子もしくは遺伝子産物をさす。自然発生の変異体は、単離でき
ることに留意されたい。自然発生の突然変異体は、野生型遺伝子もしくは遺伝子産物と比
較した場合、変化した特性をそれらが有することによって同定される。
【００４８】
　本明細書で使用する「組換えＤＮＡベクター」という用語は、所望の異種配列を含むＤ
ＮＡ配列をさす。例えば、その用語は、発現した配列または発現産生物をコードする配列
の使用に限定されないが、いくつかの実施形態では、異種配列は、コード配列、および宿
主生物でコード配列を複製するのに、もしくは特定の宿主生物で作動可能に連結したコー
ド配列を発現させるのに必要な好適ＤＮＡ配列である。原核生物での発現に必要なＤＮＡ
配列には、プロモーター、任意によりオペレーター配列、リボソーム結合部位、およびお
そらく他の配列が含まれる。真核細胞は、プロモーター、ポリアデニル化（polyadenlyat
ion）シグナルおよびエンハンサーを利用することが知られている。
【００４９】
　本明細書で使用する「オリゴヌクレオチド」という用語は、２個またはそれ以上のデオ
キシリボヌクレオチドもしくはリボヌクレオチド、好ましくは少なくとも５個のヌクレオ
チド、より好ましくは少なくとも約１０～１５個のヌクレオチド、より好ましくは少なく
とも約１５～３０個のヌクレオチドを含む分子として定義される。正確なサイズは、多く
の要因に依存し、次いで、それは、オリゴヌクレオチドの究極の機能または使用に依存す
る。オリゴヌクレオチドは、化学合成、ＤＮＡ複製、逆転写、ＰＣＲ、またはそれらの組
合せを含む、いかなる方式によっても生成しうる。
【００５０】
　モノヌクレオチド同士は、反応して、１個のモノヌクレオチドペントース環の５’リン
酸が、リン酸ジエステル結合を通じて、一方向のその隣接配列の３’酸素に付着するよう
な方法で、オリゴヌクレオチドを作製するので、オリゴヌクレオチド端は、その５’リン
酸がモノヌクレオチドペントース環の３’酸素に結合していない場合は「５’末端」と称
し、その３’酸素が続くモノヌクレオチドペントース環の５’リン酸に結合していない場
合は「３’末端」と称する。本明細書で使用するように、たとえ大型オリゴヌクレオチド
の内部にあっても、核酸配列は５’および３’末端を有すると言ってよい。核酸鎖に沿っ
て５’から３’方向へ移動したとき、第一領域の３’末端が第二領域の５’末端の前にあ
る場合、核酸鎖に沿う第一領域は、別の領域の上流にあると言う。
【００５１】
　異なる２個の非重複オリゴヌクレオチドが、同じ直鎖相補的核酸配列の異なる領域にア
ニールし、一オリゴヌクレオチドの３’末端が、別のオリゴヌクレオチドの５’末端を目
指している場合、前者は「上流」オリゴヌクレオチドと呼ばれ、後者は「下流」オリゴヌ
クレオチドと呼ばれる。同様に、その５’末端が第二オリゴヌクレオチドの５’末端の上
流にあり、第一オリゴヌクレオチドの３’末端が第二オリゴヌクレオチドの３’末端の上
流にあるように、第一オリゴヌクレオチドが位置して、２個の重複オリゴヌクレオチドが
、同じ直鎖相補的核酸配列とハイブリダイズするとき、第一オリゴヌクレオチドを「上流
」オリゴヌクレオチドと呼び、第二オリゴヌクレオチドを「下流」オリゴヌクレオチドと
呼んでよい。
【００５２】
　「プライマー」という用語は、プライマー伸長が開始する条件下に置いたとき、合成開
始点として作用することが可能なオリゴヌクレオチドをさす。オリゴヌクレオチド「プラ
イマー」は、精製制限消化で自然に生成させることも、または合成により生成することも
できる。
【００５３】
　プライマーは、鋳型の特異的配列鎖に「実質的に」相補的であるように選択する。プラ
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イマーは、プライマーの伸張が起きるためには、鋳型鎖とハイブリダイズするのに十分な
相補性がなければならない。プライマー配列は、鋳型の正確な配列を反映しなくてもよい
。例えば、プライマー配列の残り部分がその鎖に実質的に相補的である、プライマーの５
’末端に非相補的ヌクレオチドフラグメントを取り付けてよい。プライマー配列が、ハイ
ブリダイズする鋳型配列に十分な相補性を有し、それによってプライマー伸長生成物合成
用の鋳型プライマー複合体が形成されるのであれば、プライマー中に非相補的塩基または
長い配列を散在させることもできる。
【００５４】
　本明細書で使用する「切断構造」という用語は、少なくとも一個のプローブオリゴヌク
レオチドと標的核酸との相互作用によって形成され、二重鎖を含む構造を形成し、それだ
けには限らないが、酵素を含む切断手段によって得られた構造を切断できる構造をさす。
切断構造は、切断手段によって特異的に切断するための基質であり、二次構造に考慮する
ことなく（すなわち、二重鎖構造を形成しないことは必要ではない）、核酸分子を切断す
るホスホジエステラーゼなどの薬剤によって、非特異的に切断するための基質である核酸
分子とは対照的である。
【００５５】
　本明細書で使用する「切断手段」または「切断剤」という用語は、切断構造を切断する
ことが可能な任意の手段をさし、それだけには限らないが酵素が含まれる。「構造特異的
ヌクレアーゼ」または「構造特異的酵素」は、核酸分子の特異的二次構造を認識し、これ
らの構造を切断する酵素である。本発明の切断手段は、切断構造の形成に応答して核酸分
子を切断し、切断手段が、切断構造中の任意の特定の位置で切断構造を切断しなくてもよ
い。
【００５６】
　切断手段は、CLEAVASE酵素（Third Wave Technologies, Madison, WI）、（ＲＡＤ２お
よびＸＰＧタンパク質、ならびに古細菌に由来するＦＥＮ－１エンドヌクレアーゼ含む）
ＦＥＮ－１エンドヌクレアーゼ、Taq ＤＮＡポリメラーゼおよび大腸菌ＤＮＡポリメラー
ゼＩを含む様々な供給源から得たヌクレアーゼ活性を含みうる。切断手段は、５’ヌクレ
アーゼ活性（例えば、Taq ＤＮＡポリメラーゼ（ＤＮＡＰ）、大腸菌ＤＮＡポリメラーゼ
Ｉ）を有する酵素を含みうる。切断手段には、５’ヌクレアーゼ活性は有するが、合成活
性は持たない改変ＤＮＡポリメラーゼを含めてもよい。本方法および本発明のキットで使
用するのに適切な切断手段の例は、米国特許第５，６１４，４０２号、米国特許第５，７
９５，７６３号、米国特許第５，８４３，６６９号、ＰＣＴ出願番号ＷＯ ９８／２３７
７４号、ＷＯ ０２／０７０７５５Ａ２、およびＷＯ ０１９０３３７Ａ２に提供され、そ
の各々を参照によりそれら全体を本明細書に組み込む。
【００５７】
　「熱安定性」という用語は、５’ヌクレアーゼなどの酵素に関して使用する場合、酵素
が、高温、すなわち約５５℃以上（例えば、それだけには限らないが、６０℃、６５℃、
７０℃、７５℃、８０℃、８５℃または９０℃を含む）で、機能性または活性を有する（
すなわち、触媒作用を示すことができる）ことを示す。
【００５８】
　本明細書で使用する「切断生成物」という用語は、切断構造による切断手段の反応（す
なわち、切断手段による切断構造の処理）によって生じた生成物をさす。
【００５９】
　「非標的切断生成物」という用語は、標的核酸に由来しない切断反応生成物をさす。先
に述べたように、本発明のいくつかの方法では、切断構造の切断は、一般的にプローブオ
リゴヌクレオチド中で生じる。この標的核酸依存的切断によって生じたプローブオリゴヌ
クレオチドフラグメントは、「非標的切断生成物」である。
【００６０】
　「プローブオリゴヌクレオチド」という用語は、INVADERアッセイ反応と関連しては、I
NVADERオリゴヌクレオチドの存在もしくは非存在下で、標的核酸と相互作用して、切断構
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造を形成するオリゴヌクレオチドをさす。標的核酸にアニールすると、プローブオリゴヌ
クレオチドと標的は、切断構造を形成し、そのプローブオリゴヌクレオチド中で切断が行
なわれる。
【００６１】
　「INVADERオリゴヌクレオチド」という用語は、プローブと標的核酸間のハイブリダイ
ゼーション領域近傍位置で、標的核酸とハイブリダイズするオリゴヌクレオチドをさし、
その場合、INVADERオリゴヌクレオチドは、プローブと標的間のハイブリダイゼーション
領域と重複する部分（化学的部分、またはその標的に相補的であろうと、なかろうとヌク
レオチドなど）を含む。いくつかの実施形態では、INVADERオリゴヌクレオチドは、その
３’末端に、プローブオリゴヌクレオチドの５’末端にある配列と事実上同じ配列を含む
。
【００６２】
　「ARRESTOR分子」という用語は、一種もしくは複数の反応成分が、その後の作用もしく
は反応に参加しないようにするために、侵入的切断反応に加えられ、または含める薬剤を
さす。これは、いくつかの反応成分を隔離または不活性化することによって（例えば、核
酸成分を結合し、もしくは塩基対形成すること、またはタンパク質成分に結合することに
よって）行いうる。「ARRESTORオリゴヌクレオチド」という用語は、任意の反応（例えば
、第一の反応および／または任意のそれに続く反応もしくは作用。ARRESTORオリゴヌクレ
オチドは、任意の特定の反応もしくは反応ステップに限定されないものとする）の一つま
たは複数の態様を停止しまたは抑止するために、侵入的切断反応に含まれるオリゴヌクレ
オチドをさす。これは、いくつかの反応成分を隔離すること（例えば、別の核酸との塩基
対形成、またはタンパク質成分と結合）によって行いうる。しかし、単に反応成分を隔離
するという状況などに限定されないものとする。
【００６３】
　本明細書で使用する「カセット」という用語は、INVADERアッセイでプローブオリゴヌ
クレオチドの切断に応答して、検出可能なシグナルを発生するように構成した、オリゴヌ
クレオチドもしくはオリゴヌクレオチドの組合せをさす。好ましい実施形態では、プロー
ブオリゴヌクレオチドの切断から得られた非標的切断生成物とカセットをハイブリダイズ
して、次いでそのカセットが切断されるように、第二の侵入的切断構造を形成する。
【００６４】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態で、二次切断反応にはFRETカセットの使用が含ま
れる。そのような分子によって、二次標的（Secondary Reaction TargetすなわちＳＲＴ
）とFRET標識した切断可能配列が両方とも得られ、（すなわち、反応後の生成物の分離ま
たは他の操作なしに）逐次侵入的切断反応の均質な検出が可能になる。他の好ましい実施
形態では、FRETプローブと合成標的が、別々のオリゴヌクレオチドとして得られる二次反
応系で使用される。一次反応から切断された５’－フラップは、二次反応で侵入型オリゴ
ヌクレオチドとして働き、その際フラップは好適な二次反応標的（ＳＲＴ）に結合する。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、カセットは、ヘアピン部分（すなわち、カセットオリゴヌク
レオチドの一部が、反応条件下で、同じオリゴヌクレオチドの第二部分にハイブリダイズ
して二重鎖を形成する領域）を含む単一オリゴヌクレオチドである。他の実施形態では、
カセットは、反応条件下で二重鎖を形成できる相補部分を含む、少なくとも２個のオリゴ
ヌクレオチドを含む。好ましい実施形態では、カセットは標識を含む。特に好ましい実施
形態では、カセットは、蛍光共鳴エネルギー転移（FRET）効果を生み出す標識部分を含む
。
【００６６】
　「実質的に一本鎖」という用語は、核酸基質に関して使用する場合、鎖間塩基対形成相
互作用によって一緒に保持される核酸の二本鎖として存在する二本鎖基質とは対照的に、
基質分子が主として核酸の一本鎖として存在することを意味する。
【００６７】
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　本明細書で使用する「非増幅オリゴヌクレオチド検出アッセイ」という語句は、標的配
列のコピーを作製することなく、（例えばＰＣＲによって）増幅されない特定の標的配列
（例えば、ｍｉＲＮＡ、ＳＮＰ、反復配列など）の存在もしくは非存在を検出するように
構成された検出アッセイをさす。「非増幅オリゴヌクレオチド検出アッセイ」は、例えば
、標的配列がコピーされない限り、標的配列中の特定の標的配列もしくは多形の存在もし
くは非存在を示すために使用されるシグナルを増幅しうる。
【００６８】
　本明細書で使用するように、「非増幅オリゴヌクレオチド検出アッセイ」という語句は
、標的配列のコピーを作製することなく、標的配列（例えば、ｍｉＲＮＡ、ＳＮＰ、反復
配列など）の存在もしくは非存在を検出するように構成された検出アッセイをさす。「非
増幅オリゴヌクレオチド検出アッセイ」は、例えば、標的配列がコピーされない限り、標
的配列中の特定の標的配列もしくは多形の存在もしくは非存在を示すために使用されるシ
グナルを増幅しうる。
【００６９】
　本明細書で使用する「配列多様性」という用語は、２個の核酸間の核酸配列の差異をさ
す。例えば、野生型構造遺伝子およびこの野生型構造遺伝子の突然変異体は、１個の塩基
の置換および／もしくは欠失または一個もしくは複数のヌクレオチドの挿入が存在するこ
とによって、配列が変化しうる。これらの２個の構造遺伝子形態は、互いに配列が異なる
と言う。第二の構造遺伝子突然変異体も存在しうる。この第二突然変異体は、野生型遺伝
子およびその遺伝子の第一突然変異体とも、配列が異なると言う。
【００７０】
　本明細書で使用する「遊離すること」という用語は、５’ヌクレアーゼなどの作用によ
って、オリゴヌクレオチドなどの大きい核酸フラグメントから、核酸フラグメントが遊離
することをさし、放出されたフラグメントが、そのオリゴヌクレオチドの残部にそれ以上
共有結合することはない。
【００７１】
　本明細書で使用する「Ｋｍ」という用語は、酵素におけるミカエリス－メンテン定数を
さし、所与の酵素が、酵素触媒反応でその最高速度の１／２を得られる特定の基質の濃度
として定義される。
【００７２】
　本明細書で使用する「ヌクレオチド類似体」という用語は、改変ヌクレオチドもしくは
自然に存在しないヌクレオチドをさし、それだけには限らないが、７－デアザプリン（す
なわち、７－デアザ－ｄＡＴＰおよび７－デアザ－ｄＧＴＰ）など、変化した積層（stac
king）相互作用を有する類似体、代替の水素結合構成を有する塩基類似体［例えば、S. B
ennerに付与され、参照により本明細書に組み込む米国特許第６，００１，９８３号に記
載されている、Ｉｓｏ－ＣやＩｓｏ－Ｇおよび他の非標準的塩基対など］、非水素結合類
似体［例えば、その各々を参照により本明細書に組み込むB.A. Schweitzer and E.T. Koo
l, J. Org． Chem., 1994, 59, 7238-7242、B.A. Schweitzer and E.T. Kool, J. Am． C
hem． Soc., 1995, 117, 1863-1872に記載されている２，４－ジフルオロトルエンなどの
非極性芳香族ヌクレオシド類似体］、５－ニトロインドールおよび３－ニトロピロールな
どの「ユニバーサル」塩基、ならびにユニバーサルプリンおよびピリミジン［「Ｋ」およ
び「Ｐ」ヌクレオチドなど、それぞれ、P. Kong,ら, Nucleic Acids Res., 1989, 17, 10
373-10383、P. Kongら, Nucleic Acids Res., 1992, 20, 5149-5152］が含まれる。ヌク
レオチド類似体には、糖部分が修飾されているヌクレオチド、例えば、ジデオキシヌクレ
オチドおよび２’－Ｏ－メチルヌクレオチドが含まれる。ヌクレオチド類似体には、デオ
キシリボヌクレオチドおよびリボヌクレオチドの改変形態が含まれる。
【００７３】
　「多形遺伝子座」という用語は、集団メンバー間に変動がある集団中に存在する遺伝子
座である（例えば、最も一般的な対立遺伝子の頻度は０．９５未満である）。それに反し
て、「単形遺伝子座」は、集団メンバー間に変動がほとんど、またはまったく見られない
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遺伝子遺伝子座である（一般的に、集団の遺伝子プール中、最も一般的な対立遺伝子の頻
度が０．９５を超える遺伝子座をさす）。
【００７４】
　本明細書で使用する「微生物」という用語は、余りに小さくて肉眼で観察できない生物
を意味し、それらだけには限らないが、細菌、ウイルス、原生動物、真菌、および繊毛虫
類が含まれる。
【００７５】
　「微生物性遺伝子配列」という用語は、微生物に由来する遺伝子配列をさす。
【００７６】
　「細菌」という用語は、真正細菌種および古細菌種を含む任意の菌種をさす。
【００７７】
　「ウイルス」という用語は、自律増殖能がない偏性寄生虫、極微寄生虫、細胞内寄生虫
をさす（すなわち、複製するためには、宿主細胞の機構を使用しなければならない）。
【００７８】
　本明細書および特許請求の範囲内で「試料」という用語は、その最も広範な意味で使用
される。一方で、試料は、標本または培養物（例えば、微生物学的培養物）を含むものと
する。他方で、試料は、生物学的および環境的試料を含むものとする。試料は、合成起源
の標本を含みうる。
【００７９】
　生物試料は、ヒト、液体、固体（例えば糞便）または組織、さらに液体および固体の食
物および餌製品、および成分、例えば、乳製品目、野菜、食肉と食肉副産物、および廃棄
物を含め、動物性であってよい。生物試料は、それだけには限らないが、有蹄動物、クマ
、魚類、ウサギ、げっ歯類などの動物を含め、様々な家畜ファミリー、および自然もしく
は野生動物の全てから得られる。
【００８０】
　環境的試料には、地上物質、土壌、水などの環境的物質、および工業的試料、ならびに
食物および乳を加工する機器、装置、設備、用具、使い捨て品および非使い捨て品から入
手した試料が含まれる。これらの例は、本発明に適用可能な試料の種類を制限しないと解
釈される。
【００８１】
　「標的核酸源」という用語は、核酸［ＲＮＡ（例えばｍｉＲＮＡ）またはＤＮＡ］を含
む任意の試料をさす。特に好ましい標的核酸源は、それだけには限らないが、血液、唾液
、大脳髄液、胸水、乳、リンパ、痰、および精液を含む生物試料である。
【００８２】
　オリゴヌクレオチドが、別のオリゴヌクレオチド（または標的核酸配列）よりも高モル
濃度で存在する場合、別のオリゴヌクレオチド（または標的核酸配列）に比べて、オリゴ
ヌクレオチドが「過剰に」存在すると言う。プローブオリゴヌクレオチドなどのオリゴヌ
クレオチドが、相補的である標的核酸配列濃度に比べて過剰に切断反応中に存在する場合
、存在する標的核酸の量を示すために反応を使用しうる。典型的には、過剰に存在すると
いうとき、プローブオリゴヌクレオチドは、少なくとも１００倍モル過剰に存在し、典型
的には、標的核酸配列が約１０fmole以下で存在するとき、各プローブオリゴヌクレオチ
ドは少なくとも１pmole使用されよう。
【００８３】
　第一および第二標的核酸「を含むことが推測される」試料は、いずれかの標的核酸分子
もしくは両方の標的核酸分子を含み、またはどちらの標的核酸分子も含まない場合がある
。
【００８４】
　「反応体」という用語は、本明細書でその最も広範な意味で使用される。反応体には、
例えば、酵素的反応体、化学的反応体または光（例えば、紫外線、特に短波長紫外線は、
オリゴヌクレオチド鎖を破壊することが知られている）を含めることができる。オリゴヌ
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クレオチドと反応して、オリゴヌクレオチドを短縮（例えば切断）し、または伸長するこ
とが可能な任意の薬剤を「反応体」という用語内に包含する。
【００８５】
　本明細書で使用するように、「精製」という用語は、試料から混入物質を除去すること
をさす。例えば、いくつかの実施形態では、細菌宿主細胞で組換えCLEAVASEヌクレアーゼ
を発現させ、宿主細胞タンパク質を除去することによってそのヌクレアーゼを精製するが
、それによって試料中のこの組換えヌクレアーゼの％割合は増加する。
【００８６】
　本明細書で使用する「部分」という用語は、（「所与のタンパク質の一部」として）タ
ンパク質に関する場合、そのタンパク質のフラグメントをさす。フラグメントのサイズは
、４アミノ酸残基から、アミノ酸配列全体から１個のアミノ酸を引いた数（例えば４、５
、６、．．．、ｎ－１）までの範囲であろう。
【００８７】
　本明細書で使用する「核酸配列」という用語は、オリゴヌクレオチド、ヌクレオチド、
またはポリヌクレオチド、およびそのフラグメントもしくは部分、およびゲノム起源また
は合成起源のＤＮＡもしくはＲＮＡをさし、一本鎖もしくは二本鎖であってもよく、セン
ス鎖もしくはアンチセンス鎖を表してもよい。同様に、本明細書で使用する「アミノ酸配
列」は、ペプチドもしくはタンパク質配列をさす。
【００８８】
　本明細書で使用するように、「精製」または「実質的に精製」という用語は、その自然
環境から取り出し、単離もしくは分離し、自然に付随している他の成分を少なくとも６０
％、好ましくは７５％、最も好ましくは９０％を含まない核酸もしくはアミノ酸配列であ
る分子をさす。従って「単離ポリヌクレオチド」または「単離オリゴヌクレオチド」は、
実質的に精製ポリヌクレオチドである。
【００８９】
　本明細書で使用する「核酸連続鎖」という用語は、切れ目もしくは他の撹乱なしに、連
続に共有結合する主鎖構造を有する核酸鎖を意味する。各ヌクレオチドの塩基部分の配置
は、塩基対を形成し、一本鎖であり、もしくはミスマッチであろうと、連続鎖の定義の要
素ではない。連続鎖の主鎖は、自然発生の未修飾核酸に見出されるリボースリン酸もしく
はデオキシリボースリン酸組成に限定されない。本発明の核酸は、主鎖構造に、それだけ
には限らないが、ホスホロチオ酸残基、ホスホネート残基、２’置換リボース残基（例え
ば、２’Ｏメチルリボース）、および代替の糖（例えばアラビノース）を有する残基を含
む修飾を含みうる。
【００９０】
　本明細書で使用する「連続的二重鎖」という用語は、二重鎖での塩基対の進行に撹乱が
ない二本鎖核酸領域をさす（すなわち、二重鎖に沿う塩基対が、連続的二重鎖領域の限定
に伴うギャップ、バルジ、もしくはミスマッチを収容するように歪められていない）。本
明細書で使用するように、この用語は、核酸鎖主鎖部分の連続性を意味することなく、二
重鎖中の塩基対配列のみをさす。塩基対形成は連続的であるが、片方または両方の鎖に切
れ目がある二重鎖核酸も、連続的二重鎖の定義内にある。
【００９１】
　「二重鎖」という用語は、一鎖のヌクレオチドの塩基部分が、第二鎖に並んでいるその
相補的塩基に水素結合を通じて結合している核酸状態をさす。二重鎖形であるという状態
が、核酸の塩基状態を反映する。塩基対形成により、一般的に、核酸鎖から大小の溝を有
する二重螺旋の三次構造が想定される。その螺旋形の仮説は、二重鎖になるという作用に
おいて絶対的である。
【００９２】
　「鋳型」という用語は、相補的コピーが、鋳型依存的核酸ポリメラーゼの活性により、
ヌクレオシド三リン酸から構築される核酸鎖をさす。二重鎖内では、鋳型鎖は、慣例によ
り「底部」鎖として描かれ記載される。同様に、非鋳型鎖は、「上部」鎖として描かれ記
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載されることが多い。
【００９３】
（発明の詳細な説明）
　本発明は、核酸分子を検出し特徴付ける組成物および方法［例えば、ＲＮＡ｛例えば、
マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）および短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）などのスモールＲＮ
Ａ｝および他の短い核酸分子］に関する。本発明は、ｍｉＲＮＡの発現を検出し、特徴付
け、そして定量する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、検出に役立て
るためにｍｉＲＮＡに核酸を加えるステップを含む、ｍｉＲＮＡの発現を検出する方法を
提供する。次いで、それだけには限らないが、本明細書に開示した方法を含め、任意の適
切な方法を使用し、得られた「ｍｉＲＮＡ検出構造」を検出する。以下の記述は、ｍｉＲ
ＮＡの検出および定量に焦点を当てているが、本発明が、他の短い核酸分子（例えば、例
えば、５０、４０、３０、または２０ヌクレオチド長未満のＤＮＡおよびＲＮＡ）を用い
ても役立つことは理解されるものとする。
【００９４】
　ｍｉＲＮＡを一例として使用する様々な実施形態を以下に例示する。しかし、本方法が
、他の小型核酸分子にも利用しうることは理解されるものとする。
【００９５】
Ｉ．ｍｉＲＮＡ検出構造形成
　いくつかの実施形態では、本発明は、ｍｉＲＮＡの検出に役立つｍｉＲＮＡ検出構造を
生成する方法を提供する。ｍｉＲＮＡは、サイズが小さく［約２１ヌクレオチド（例えば
、およそ１８～２５ヌクレオチド）］、従って標準化されたハイブリダイゼーション法を
使用して検出するのは困難である。いくつかの実施形態では、本発明の方法は、（例えば
ハイブリダイゼーション、伸長、またはライゲーションにより）ｍｉＲＮＡに核酸分子を
加えて、検出構造を生成するステップを含む。次いで、任意の適切な方法を使用し、その
ような検出構造を検出することができる。
【００９６】
　具体的一実施形態では、ｍｉＲＮＡを検出するために図２に記載した検出構造を生成す
る。この実施形態では、２個のオリゴヌクレオチドをｍｉＲＮＡにアニールして、二重ル
ープすなわち「亜鈴」様構造を形成する。ｍｉＲＮＡの両端をオリゴヌクレオチドの二本
鎖領域で伸長することによって、亜鈴構造から大型の二本鎖核酸領域が形成される。いく
つかの実施形態では、ｍｉＲＮＡの各端部は、２～５ヌクレオチド伸長される。いくつか
の実施形態では、オリゴヌクレオチドの両端に、ｍｉＲＮＡとハイブリダイズしない追加
の核酸配列を含める。いくつかの実施形態では、これらの追加の配列によって、侵入的切
断構造（例えば、INVADERアッセイ侵入的切断構造）が形成される。いくつかの実施形態
では、侵入的切断構造をINVADERアッセイ（例えば以下の記述を参照）によって検出する
。例えば、いくつかの実施形態では、実施例１８に記載したオリゴヌクレオチド（例えば
図３１を参照）は、癌に伴うｍｉＲＮＡを検出する（例えば、INVADERアッセイによって
検出できる侵入的切断構造を形成する）ために使用される。
【００９７】
　他の実施形態では、ｍｉＲＮＡを検出するために、図３に記載する検出構造を生成する
。この実施形態では、一オリゴヌクレオチドをｍｉＲＮＡにアニールして、アーチ形構造
を生成する。ｍｉＲＮＡは、ｍｉＲＮＡの非存在下よりも高い効率でオリゴヌクレオチド
の両端を結合する。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドの両端に、ｍｉＲＮＡ
を超えて伸長し、ｍｉＲＮＡとハイブリダイズしない追加の配列を含める。いくつかの実
施形態では、これらの追加の配列によって、侵入的切断構造（例えば、INVADERアッセイ
侵入的切断構造）が形成される。いくつかの実施形態では、侵入的切断構造はINVADERア
ッセイによって検出する（例えば以下の記述を参照）。他の実施形態では、INVADERアッ
セイ侵入的切断構造の切断後、得られた両端をライゲートして環状構造を形成する。他の
実施形態では、一オリゴヌクレオチドとｍｉＲＮＡをハイブリダイズ（例えば、ｍｉＲＮ
Ａの隣接ヌクレオチドとハイブリダイズ）し、その結果、オリゴヌクレオチドの両端が接
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近し、次いでライゲートされる。
【００９８】
　さらに別の実施形態では、図２４、２５に記載する検出構造が生成される。この実施形
態では、プローブまたはINVADERオリゴヌクレオチドが伸長して、単一ヘアピンループす
なわち「半亜鈴」構造を形成する。例えば、いくつかの実施形態では、実施例１８に記載
したオリゴヌクレオチド（例えば図３１を参照）は、癌に伴うｍｉＲＮＡを検出する（例
えば、INVADERアッセイによって検出できる侵入的切断構造を形成する）ために使用され
る。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドの両端には、ｍｉＲＮＡとハイブリダイ
ズしない追加の核酸配列が含まれる（例えば実施例１９Ｇおよび１９Ｈを参照）。いくつ
かの実施形態では、これらの追加の配列は、侵入的切断構造（例えば、INVADERアッセイ
侵入的切断構造）を形成する。いくつかの実施形態では、侵入的切断構造は、INVADERア
ッセイによって検出する（例えば以下の記述を参照）。
【０１００】
　他の実施形態では、切断構造、例えば、INVADERアッセイ侵入的切断構造を安定化させ
るために、これらの追加の配列は、反応混合物に付加した追加のオリゴヌクレオチドに相
補的である（図４）。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、ローリングサークル型複製アッセイを使用して、上記のよう
に生成された環状構造を検出する（例えば、ローリングサークル型複製についての以下の
記述を参照）。
【０１０２】
　さらに別の実施形態では、検出構造は、長鎖オリゴヌクレオチド（例えば、５０、１０
０、１０００ヌクレオチド長以上）と、ｍｉＲＮＡに相同な短鎖領域とから形成される。
一個もしくは複数のｍｉＲＮＡをオリゴヌクレオチドとハイブリダイズして、検出構造を
生成する。いくつかの実施形態では、これらの検出構造は、（例えば、ライゲーション、
またはＲＴ－ＰＣＲなどの重合反応を通じて）ｍｉＲＮＡが伸長することによって検出す
る。いくつかの実施形態では、これらの検出構造は、さらに、微小球、または他の表面、
または構造などの固相支持体にコンジュゲートしたオリゴヌクレオチドとハイブリダイゼ
ーションすることによって検出する。いくつかの実施形態では、非ｍｉＲＮＡ成分は、伸
長し、または別の核酸とライゲートし、そして直接的にまたは間接的に検出する。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、検出構造を形成するのに使用するオリゴヌクレオチドは、一
個もしくは複数のヌクレオチド類似体を含む。例えば、いくつかの実施形態では、２’－
Ｏ－メチルヌクレオチドを使用する。本発明は、特定の機序に限定されない。実際、その
機序を理解することは、本発明を実施する上で必ずしも必要ではない。それにもかかわら
ず、２’－Ｏ－メチル塩基が存在すると、ハイブリダイズした検出構造の安定性は増大し
、それ以上の検出方法に役立つと考えられる。
【０１０４】
ＩＩ．核酸の検出（例えば干渉ＲＮＡ）
　いくつかの実施形態では、本発明はｍｉＲＮＡを検出する方法を提供する。本発明は、
特定の検出アッセイに限定されない。それだけには限らないが、本明細書に開示した方法
を含め、任意の適切な方法を使用してよい。
【０１０５】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態では、ｍｉＲＮＡ検出方法は定量的である。本発
明は、特定の機序に限定されない。実際、その機序を理解することは、本発明を実施する
上で必ずしも必要でない。それにもかかわらず、体内の特定のｍｉＲＮＡのレベルは、そ
の同族遺伝子からの遺伝子発現レベルに関連付けられると考えられる。従って、本発明は
、特定の遺伝子［例えば疾患状態（例えば癌）または代謝に関与する遺伝子］の遺伝子発



(23) JP 2009-538627 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

現と相関するｍｉＲＮＡの方法を提供する。例えば、いくつかの実施形態では、特定のｍ
ｉＲＮＡの異常な（例えば高もしくは低）レベル（例えば癌に伴うｍｉＲＮＡの発現）が
存在するかどうかを判定するために、［Calinら, Proc Natl Acad Sci USA, 99, 15524-1
5529 (2002)などを参照されたい。例えば実施例１８および図３１に記載したオリゴヌク
レオチドを使用する］、または介入（例えば薬物）がｍｉＲＮＡの発現に与える効果を判
定するために、本発明の方法を使用する。他の実施形態では、ｍｉＲＮＡの発現系の効率
を特徴付けるために、（例えば、発現ベクター、遺伝子導入構築体、形質移入などの）異
種ｍｉＲＮＡを検出する。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、特定のｍｉＲＮＡ（例えば、ｍｉｒ－１またはｍ
ｉｒ－１３５などのｍｉＲＮＡ）を検出する方法を提供する。他の実施形態では、本発明
の方法を使用して、特定のｍｉＲＮＡの変異体（例えば、多型または突然変異型）を識別
する。さらに別の実施形態では、本発明は、ｍｉＲＮＡの存在について試験する細胞を溶
解する方法を提供する。
【０１０７】
Ａ．INVADERアッセイ
　いくつかの実施形態では、ｍｉＲＮＡの検出にINVADERアッセイを使用する。いくつか
の実施形態では、INVADERアッセイは、標的核酸の存在に依存する核酸切断構造を形成す
るステップ、および特徴的な切断生成物を遊離するために、核酸切断構造を切断するステ
ップを含む。例えば５’ヌクレアーゼ活性を使用して、標的依存的切断構造を切断するが
、その得られた切断生成物もしくは切断構造の切断物が、試料中の特異的標的核酸配列の
存在を示す。１本もしくは２本の（またはそれ以上の）核酸鎖、またはオリゴヌクレオチ
ドは、両方が標的核酸鎖にハイブリダイズし、その結果、重複する侵入的切断構造を形成
すると、以下に記述するように侵入的切断が生じうる。切断剤（例えば、５’ヌクレアー
ゼ）と上流オリゴヌクレオチドの相互作用を通じて、特徴的なフラグメントを生成するよ
うな方式で、切断剤は、下流オリゴヌクレオチドを内部部位で切断できるようになる。そ
のような実施形態が、INVADERアッセイ（Third Wave Technologies）と呼ばれ、米国特許
第５，８４６，７１７号、米国特許第５，９８５，５５７号、米国特許第５，９９４，０
６９号、米国特許第６，００１，５６７号、米国特許第６，０９０，５４３号、米国特許
第６，３４８，３１４号、および米国特許第６，４５８，５３５号、ＷＯ ９７／２７２
１４、ＷＯ ９８／４２８７３、Lyamichevら, Nat． Biotech., 17:292 (1999)，Hallら,
 PNAS, USA, 97:8272 (2000)に記載されている。その各々は、あらゆる目的において、そ
の全体を参照により本明細書に組み込む。
【０１０８】
　INVADERアッセイは、構造特異的酵素によって特異的構造を酵素切断することによって
、プローブと標的のハイブリダイゼーションを検出する［INVADERアッセイ、Third Wave 
Technologiesを参照。例えば、米国特許第５，８４６，７１７号、米国特許第６，０９０
，５４３号、米国特許第６，００１，５６７号、米国特許第５，９８５，５５７号、米国
特許第５，９９４，０６９号、米国特許第６，０９０，５４３号、米国特許第６，３４８
，３１４号、米国特許第６，４５８，５３５号、米国特許出願番号第２００３０１８６２
３８号（第１０／０８４８３９号）、米国特許出願番号第２００３０１０４３７８号Ａ１
（第０９／８６４６３６号）、Lyamichevら, Nat． Biotech., 17:292 (1999)、Hallら, 
PNAS, USA, 97:8272 (2000)、ＷＯ ９７／２７２１４およびＷＯ ９８／４２８７３を参
照されたい。その各々を、あらゆる目的において、その全体を参照により本明細書に組み
込む］。
【０１０９】
　INVADERアッセイは、重複するオリゴヌクレオチドプローブのハイブリダイゼーション
によって形成された複合体を切断する構造特異的酵素（例えばＦＥＮエンドヌクレアーゼ
）の使用によって、特異的ＤＮＡとＲＮＡ配列を検出する（例えば、図１を参照）。高温
と過剰な１個のプローブによって、温度サイクリングなしに、存在する各標的配列用の複
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数のプローブを切断できるようになる。いくつかの実施形態では、次いで、これらの切断
したプローブが、第二の標識したプローブの切断を指揮する。二次プローブオリゴヌクレ
オチドは、内部色素によって消光するフルオレセインで、５’末端標識することができる
。切断されると、脱消光フルオレセイン標識した生成物は、標準蛍光プレートリーダーを
使用し検出することができる。
【０１１０】
　INVADERアッセイは、増幅物と同様に未増幅物の特異的配列、突然変異、およびＳＮＰ
（例えば実施例１９、図３２を参照）、ＲＮＡ、およびゲノムＤＮＡを含むＤＮＡを検出
する。図１に概略的に示す実施形態では、INVADERアッセイでは、連続する２つの工程（
一次および二次反応）が使用されるが、どちらも標的特異的シグナルを発生し、次いでこ
れを増幅する。便宜上、以下の考察では、たとえ、この用語法が全ての遺伝子の変化に当
てはまらないとしても、対立遺伝子を野生型（ＷＴ）および突然変異体（ＭＴ）と記載す
る。一次反応（図１パネルＡ）では、ＷＴ一次プローブとINVADERオリゴヌクレオチドが
、標的核酸に直列でハイブリダイズして重複構造を形成する。ＷＴ一次プローブの５’末
端に、不対「フラップ」が含まれる。構造特異的酵素（例えば、CLEAVASE酵素、Third Wa
ve Technologies）が重複を認識し、不対フラップを切り離し、標的特異的生成物として
それを放出する。二次反応では、この切断生成物が、ＷＴ蛍光共鳴エネルギー転移（ＷＴ
－FRET）プローブで、INVADERオリゴヌクレオチドとして役立ち、再度構造特異的酵素に
よって認識される構造を形成する（パネルＡ）。１個のFRETプローブ上の２個の色素が、
（図１で矢印によって示す）切断によって分離すると、バックグラウンド蛍光で検出可能
な蛍光シグナルが発生する。従って、この第二構造の切断によって蛍光が増大し、ＷＴ対
立遺伝子（または検出可能なシグナルを発生させるために、突然変異対立遺伝子用にアッ
セイを構成した場合は突然変異対立遺伝子）の存在が示される。いくつかの実施形態では
、１回の反応で異なる対立遺伝子もしくは遺伝子座を検出できるように、検出すべき各対
立遺伝子もしくは遺伝子座用に、（例えば、発光もしくは励起波長の差異によって分析可
能、または時間分解型蛍光検出によって分析可能な）異なる標識を有するFRETプローブを
準備する。そのような実施形態では、１つのアッセイで一次プローブセットと異なるFRET
プローブを混合すると、同じ試料中の各対立遺伝子もしくは遺伝子座から、そのシグナル
の比較が可能になる。
【０１１１】
　一次プローブオリゴヌクレオチドと標的ヌクレオチド配列が、切断部位で完全にマッチ
しない場合（例えば、ＭＴ一次プローブとＷＴ標的のように、図１パネルＢ）、重複構造
は形成されず切断が抑制される。構造特異的酵素（例えば、CLEAVASE VIII酵素、Third W
ave Technologies）を使用すると、非重複構造よりも効率よく（例えば、少なくとも３４
０倍）重複構造が切断され、対立遺伝子を高度に判別できるようになる。
【０１１２】
　プローブは、温度サイクリングなしにターンオーバーして、一個の標的につき多くのシ
グナルを発生する（すなわち直線的シグナル増幅）。同様に、各標的特異的生成物によっ
て、多くのFRETプローブを切断できるようになる。
【０１１３】
　一次INVADERアッセイ反応は、検出する標的ＤＮＡ（またはＲＮＡ）を対象とする。標
的ＤＮＡは、第一の侵入的切断では制限的成分である。INVADERと一次プローブがモル過
剰で供給されるからである。第二の侵入的切断では、制限的なものは放出されたフラップ
である。これらの２つの切断反応を逐次実施すると、標的ＤＮＡ量に関して複合体反応か
らの蛍光シグナルが直線的に蓄積する。
【０１１４】
　ある実施形態では、INVADERアッセイまたは他のヌクレオチド検出アッセイは、利用可
能部位で設計したオリゴヌクレオチドおよび／または橋掛けオリゴヌクレオチドを用いて
実施する。そのような方法、手順、および組成は、米国特許第６，１９４，１４９号、米
国特許第６，３５８，６９１号、米国特許第６３５５，４３７号、米国特許出願番号第０
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９／８８２，９４５号、およびＰＣＴ出願ＷＯ ９８５０４０３、およびＷＯ ０１９８５
３７に記載されており、それらの全てはその全体を特に参照により組み込む。
【０１１５】
　いくつかの好ましい実施形態では、オリゴヌクレオチドとその薬剤に、試料［例えば核
酸配列｛例えば干渉ＲＮＡ（例えばｍｉＲＮＡもしくはｓｉＲＮＡ）｝］を曝露すること
には、前記標的配列が前記試料中に存在する場合、前記標的配列と前記オリゴヌクレオチ
ド間に侵入的切断構造が形成される条件下で、オリゴヌクレオチドとその薬剤に試料を曝
露するステップを含み、その際、前記切断剤によって前記侵入的切断構造は切断されて、
切断生成物を形成する。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、標的配列（例えばｍｉＲＮＡ）は、第一領域と第二領域を含
み、その第二領域は第一領域の下流にあり近接し、オリゴヌクレオチドは、第一と第二オ
リゴヌクレオチドを含み、その際、第一オリゴヌクレオチドの少なくとも一部は、標的配
列の第一部分に完全に相補的であり、第二オリゴヌクレオチドは３’部分と５’部分を含
み、その５’部分は、標的核酸の第二部分に完全に相補的である。
【０１１７】
　いくつかの好ましい実施形態では、オリゴヌクレオチドとその薬剤に試料を曝露するこ
とには、標的配列が試料中に存在する場合、標的配列とオリゴヌクレオチド間に侵入的切
断構造が形成される条件下で、オリゴヌクレオチドとその薬剤に試料を曝露するステップ
を含み、その際、切断剤によって侵入的切断構造は切断されて切断生成物を形成する。
【０１１８】
　いくつかの特に好ましい実施形態では、標的配列は、第一領域と第二領域を含み、前記
第二領域は前記第一領域の下流にあり近接し、前記オリゴヌクレオチドは、第一と第二オ
リゴヌクレオチドを含み、その際、前記第一オリゴヌクレオチドの少なくとも一部は、前
記標的配列の前記第一部分に完全に相補的であり、前記第二オリゴヌクレオチドは３’部
分と５’部分を含み、前記５’部分は、前記標的核酸の前記第二部分に完全に相補的であ
る。
【０１１９】
　ある実施形態では、本発明は、INVADER検出試薬（例えば、一次プローブ、INVADERプロ
ーブ、およびFRETカセット）を使用し、プールした試料（例えば、プールした血液試料も
しくはプールした細胞ライセート）をアッセイするキットを提供する。好ましい実施形態
では、キットは、INVADERアッセイの実施方法、いくつかの実施形態では、多くの個体か
ら得たプールした試料、または一対象から得た多くの細胞（例えば生検試料）の「プール
した」試料に、INVADER検出アッセイを利用する方法についての使用説明書をさらに含む
。
【０１２０】
　本発明は、さらに、複数ラウンドのオリゴヌクレオチドプローブとのハイブリダイゼー
ションおよびプローブの切断中、標的核酸が再利用もしくはリサイクルされるアッセイで
あって、温度サイクリング（すなわち、標的核酸鎖の周期的変性）または核酸合成（すな
わち、標的鎖もしくはプローブ核酸鎖の重合に基づく置換）を使用する必要がないアッセ
イを提供する。標的鎖上でプローブが［例えば、プローブ－プローブ置換または、プロー
ブ／標的の会合と分離の平衡、またはこれらの機序を含む組合せを通じて（Reynaldoら, 
J. Mol． Biol． 97: 511-520 (2000)］連続的に置換される条件下で切断反応を行なうと
、複数のプローブを同じ標的にハイブリダイズすることができ、複数の切断と複数の切断
生成物の生成が可能になる。
【０１２１】
INVADERアッセイ反応
　INVADER ＤＮＡアッセイの好ましい実施形態では、２個のオリゴヌクレオチド（特徴的
一次プローブとINVADERオリゴ）が、標的ＤＮＡに直列でハイブリダイズして重複構造を
形成する。一次プローブの５’末端には、標的ＤＮＡにハイブリダイズしない５’－フラ
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ップが含まれる（図１）。結合したINVADERオリゴヌクレオチドの３’－ヌクレオチドは
、一次プローブに重複するが、標的ＤＮＡにハイブリダイズしなくてもよい（例えば、実
施例１５および１６を参照）。CLEAVASE酵素は、この重複構造を認識し、一次プローブの
不対５’－フラップを切り離し、標的特異的生成物としてそれを放出する。一次プローブ
は、融解温度が反応温度に近似するように設計されている。従って、等温アッセイ条件下
では、過剰に提供された一次プローブは標的ＤＮＡ上でサイクルされる。これにより、各
標的ＤＮＡについて複数ラウンドの一次プローブの切断、および放出された５’－フラッ
プ数の増幅が可能になる。
【０１２２】
　二次反応では、それぞれの放出された５’－フラップは、蛍光共鳴エネルギー転移（FR
ET）カセットで、INVADERオリゴヌクレオチドとして役立ち、CLEAVASE酵素によって認識
、切断される別の重複構造を形成することができる（図１）。FRETカセットが切断される
と、フルオロフォア（Ｆ）とクエンチャー（Ｑ）が分離し、検出可能な蛍光シグナルが発
生する。一次反応に類似して、放出された５’－フラップとFRETカセットは循環して、結
果として蛍光シグナルが増幅する。一次および二次反応は、同じウェルで同時に行なう。
【０１２３】
　二重（biplex）型式のINVADER ＤＮＡアッセイによって、単一ウェルで２個のＤＮＡ配
列を同時に検出できるようになる（例えば、実施例１７および１９（Ｌ）を参照）。これ
には、（例えばｍｉＲＮＡ中）特定の多形の２変異体の検出が伴うことが極めて多い。二
重型式では、それぞれ特有の５’－フラップを有する異なる２個の特徴的な一次プローブ
と、それぞれスペクトルが異なるフルオロフォアを有する異なる２個のFRETカセットが使
用される。設計によっては、放出される５’－フラップは、その各々のFRETカセットのみ
に結合して標的特異的シグナルを発生する。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本発明を実施するのに必要な成分の一個もしくは
複数を含むキットを提供する。例えば、本発明は、本発明の酵素および／または切断アッ
セイ（例えば、INVADERアッセイ）を実施する必要な反応成分を貯蔵しまたは配達するキ
ットを提供する。例として、そして任意の特定の成分構成もしくは成分の組合せに本発明
のキットを限定する意図はないが、以下の節では、本発明を実施するためのキットの一実
施形態について記載する。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、本発明のキットは以下の試薬を提供する。
【０１２６】
　CLEAVASE酵素　　　　　一次プローブオリゴ
　ＤＮＡ反応緩衝液１　　　INVADERオリゴ
　　　　　　　　　　　　　FRETカセット１（例えばＦ）
　　　　　　　　　　　　　FRETカセット２（例えばＲ）
　　　　　　　　　　　　　突然変異体ＤＮＡ対照
　　　　　　　　　　　　　野生型ＤＮＡ対照
　　　　　　　　　　　　　「標的なし」ブランク対照
　他の実施形態では、本発明のキットは、ＲＮＡを直接検出するため構成されている。こ
のキットは、以下の試薬を提供しうる。
【０１２７】
　CLEAVASE酵素　　　　　一次プローブ
　　　　　　　　　　　　　オリゴヌクレオチド
　ＤＮＡ反応緩衝液１　　　INVADERオリゴ
　　　　　　　　　　　　　FRETプローブ１（例えばＦ）
　　　　　　　　　　　　　FRETプローブ２（例えばＲ）
　　　　　　　　　　　　　二次反応標的１
　　　　　　　　　　　　　二次反応標的２
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　　　　　　　　　　　　　ARRESTORオリゴヌクレオチド１
　　　　　　　　　　　　　ARRESTORオリゴヌクレオチド２
　　　　　　　　　　　　　突然変異体ＤＮＡ対照
　　　　　　　　　　　　　野生型ＤＮＡ対照
　　　　　　　　　　　　　「標的なし」ブランク対照
　追加の考察は、１回の反応でオリゴヌクレオチドの特定の組合せから生じた望ましくな
い作用に関するものである。そのような一作用は、標的に依存しないバックグラウンドシ
グナルの発生である。他のものと組み合わさったある種のオリゴヌクレオチドは、INVADE
Rアッセイで、検出する特定の標的の非存在下シグナルを発生しかねない。この作用を緩
和するために、異なるプールにこれらのオリゴヌクレオチドの組合せを分離する方法を使
用できる。同様に、ある種のオリゴヌクレオチドの組合せによって、所望の標的からのシ
グナルの発生を人工的に抑制することができる。繰り返すが、これらの組合せを異なるプ
ールに分離することによって、この作用を緩和することができる。
【０１２８】
　本明細書（例えば実験の節を参照）に示す反応設計および最適化のガイドラインを使用
し、ｍｉＲＮＡ検出アッセイでの使用にプローブセットの設計（例えば、オリゴヌクレオ
チドおよび／またはそれらの配列）を適応させる。例えば、いくつかの実施形態では、よ
り小さいハイブリダイゼーション領域に合わせて反応温度を（例えば５０～６０℃に）低
下させる。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、本発明の方法を実施するために、本発明のキットは、使用者
が揃えるべき追加成分（例えば試薬、供給物、および／または設備）のリストを提供する
。例えば、そのような追加成分リストを任意の特定の成分に限定する意図はないが、その
ようなリストの一実施形態には以下のものが含まれる。
【０１３０】
　　Clear CHILLOUT－14液体ワックス（MJ Research）またはRNase不含光学等級鉱油（Si
gma、カタログ番号M－5904）
　　９６穴ポリプロピレンマイクロプレート（MJ Research、カタログ番号MSP－9601）
　　滅菌１．５－ｍｌまたは２．０－ｍｌマイクロ遠心管
　　滅菌、DNase／RNase不含使い捨てエアロゾルバリアピペットチップ
　　マルチチャンネルピペット（０．５－１０μｌ、２．５－２０μｌ）
　　サーマルサイクラーまたは他の熱源（例えば、ラボ用オーブンまたは加熱ブロック）
。
【０１３１】
　　諸研究室設備（試験管立て、マイクロピペッター、マルチチャンネルピペット、マイ
クロ遠心機、ボルテックスミキサー）。
【０１３２】
　　蛍光マイクロプレートリーダー（好ましいプレートリーダーは、上部読取り式であり
光フィルターを備える）は以下の特性を有する。
【０１３３】
　　　　励起　　　　　　　　　　　　　発光
　　　　（波長／バンド幅）　　　　　　（波長／バンド幅）
　　　　４８５ｎｍ／２０ｎｍ　　　　　５３０ｎｍ／２５ｎｍ
　　　　５６０ｎｍ／２０ｎｍ　　　　　６２０ｎｍ／４０ｎｍ
　いくつかの実施形態では、本発明の方法の性能を高めるために、本発明のキットは、使
用者が揃えるべき任意選択成分（例えば、試薬、供給物、および／または設備）のリスト
を提供する。例えば、そのような任意選択成分リストを任意の特定の成分に限定する意図
はないが、そのようなリストの一実施形態には以下ものが含まれる。
【０１３４】
　　滅菌８－チューブストリップまたはマイクロプレート（任意）
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　　使い捨てプラスチックトラフ（任意）
　　プレートシーリングテープ（任意）
　いくつかの実施形態では、本発明の方法の性能を高めるために、本発明のキットは、複
数の代替物（例えば試料調製キット）も許容されるが、使用者が揃えるべき必要成分のリ
ストを提供する。例えば、そのような任意選択成分リストを任意の特定の成分に限定する
意図はないが、そのようなリストの一実施形態には以下ものが含まれる。
【０１３５】
　　QIAGEN QIAAMP Bloodキット
　　Gentra Systems PUREGENEキット
　　Gentra Systems GENERATION製品
　キットのいくつかの実施形態に詳細なプロトコルを提供する。好ましい実施形態では、
INVADERアッセイ反応を組み立てるプロトコル（例えば、製剤および反応混合物を作製す
る好ましい手順）を提供する。特に好ましい実施形態では、反応混合物を組み立てるプロ
トコルには、本発明の方法の性能での過誤の危険性を減少させる、コンピューター的また
は図式的補助物が含まれる（例えば、複数の反応に必要な試薬容量の計算を容易にする表
、および多数のアッセイ反応を含めるための、マルチウェルアッセイプレートの構成に役
立つプレートレイアウトガイド）。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、補足的書類、例えば追加の試薬を調製し、または本発明の方
法で使用する試料を調製するための補助的手順のプロトコルなどを提供する。好ましい実
施形態では、補足的書類には、未熟練なもしくは不慣れな使用者が、本方法およびキット
を首尾よく使用する助けとなるガイドラインおよび注意書きリストを含める。特に好まし
い実施形態では、補足的書類には、故障点検ガイド、例えば、使用者が直面するであろう
潜在的問題について記載し、そのような問題を解決しもしくは回避する際に、使用者に役
立てるために示唆する解決策または修正案を提供するガイドが含まれる。
【０１３７】
　好ましい実施形態では、一反応につき１０－μｌ添加に相当する濃度に試料を希釈する
。１００－ｎｇ試料の濃度は１５ｎｇ／μｌである。
【０１３８】
Ｂ．ローリングサークル型複製
　他の実施形態では、ｍｉＲＮＡ検出構造を検出するために、ローリングサークル型複製
法（Amersham Biosciences,Piscataway,NJ）を使用する［例えば、米国特許第６，３４４
，３２９号、米国特許第６，１４３，４９５号、米国特許第６，３１６，２２９号、米国
特許第６，２１０，８８４号、米国特許第６，１８３，９６０号、および米国特許第６，
２３５，５０２号を参照されたい。その各々を参照により本明細書に組み込む］。いくつ
かの実施形態では、ローリングサークル型複製は、ｍｉＲＮＡとアニールする単一オリゴ
ヌクレオチドの両端アニーリングから発生した、環状ｍｉＲＮＡ検出構造を検出するため
に使用される。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドの両端は、重複することな
くｍｉＲＮＡとハイブリダイズする。このオリゴヌクレオチドは、ｍｉＲＮＡの存在もし
くは非存在下でライゲートさせることができる。しかし、ライゲーション反応は、ｍｉＲ
ＮＡの存在下でより効率的になる。そのような実施形態では、ｍｉＲＮＡを含まない対照
反応と、経時的に検出する環状分子レベルを比較する。
【０１３９】
　他の実施形態では、侵入的切断構造を生成するために、端部を重複させてオリゴヌクレ
オチドの両端をｍｉＲＮＡとハイブリダイズする。そのような構造は、ライゲーション前
に切断され、それによって環状検出構造の生成特異性が改善される。
【０１４０】
　ローリングサークル型増幅（ＲＣＡ）には、環状一本鎖ＤＮＡ分子の複製が伴う。ＲＣ
Ａでは、ローリングサークル型複製プライマーは、環状核酸分子とハイブリダイズし、続
いて鎖置換ＤＮＡポリメラーゼを使用する核酸分子のローリングサークル型複製が行なわ
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れる。増幅は、１回反応サイクルではローリングサークル型複製中に生じる。ローリング
サークル型複製によって、核酸配列の縦列反復を含む、大型ＤＮＡ分子がもたらされる。
このＤＮＡ分子を直列配列ＤＮＡ（ＴＳ－ＤＮＡ）と称する。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、複製前にライゲーションの操作を伴うライゲーション媒介ロ
ーリングサークル型増幅（ＬＭ－ＲＣＡ）が使用される。ライゲーションの操作では、プ
ローブは、その同族標的核酸配列が存在する場合は、それとハイブリダイズし、続いてハ
イブリダイズしたプローブの両端をライゲーションして、共有結合で閉じた一本鎖核酸を
形成する。ライゲーション後、ローリングサークル型複製プライマーは、プローブ分子と
ハイブリダイズし、続いて鎖置換ＤＮＡポリメラーゼを使用する環状分子のローリングサ
ークル型複製が行なわれる。一般的に、ＬＭ－ＲＣＡは、開環プローブと標的試料を混合
し、結果としてプローブ－標的試料混合物を得るステップ、およびその開環プローブと標
的配列間のハイブリダイゼーションを促進する条件下で、そのプローブ－標的試料混合物
をインキュベートするステップ、リガーゼとそのプローブ－標的試料混合物を混合し、結
果としてライゲーション混合物を得るステップ、およびその開環プローブのライゲーショ
ンを促進する条件下で、そのライゲーション混合物をインキュベートして、増幅標的環（
ＡＴＣ）を形成するステップ、ローリングサークル型複製プライマー（ＲＣＲＰ）とその
ライゲーション混合物を混合して、結果としてプライマー－ＡＴＣ混合物を得るステップ
、およびその増幅標的環とローリングサークル型複製プライマー間のハイブリダイゼーシ
ョンを促進する条件下で、そのプライマー－ＡＴＣ混合物をインキュベートするステップ
、ＤＮＡポリメラーゼとそのプライマー－ＡＴＣ混合物を混合し、結果としてポリメラー
ゼ－ＡＴＣ混合物を得るステップ、およびその増幅標的環の複製を促進する条件下で、そ
のポリメラーゼ－ＡＴＣ混合物をインキュベートするステップを含み、その際、その増幅
標的環の複製によって直列配列ＤＮＡ（ＴＳ－ＤＮＡ）が形成される。
【０１４２】
Ｃ．追加の検出方法
　本発明は、INVADERアッセイまたはローリングサークル型アッセイ検出に限定されない
。ｍｉＲＮＡ検出構造の検出を可能にする任意の方法を使用してよい。本発明の方法に使
用される例示的な限定しない検出アッセイを以下に記載する。
【０１４３】
１．ハイブリダイゼーションアッセイ
　本発明のいくつかの実施形態では、ハイブリダイゼーションアッセイを使用し検出構造
を検出する。ハイブリダイゼーションアッセイでは、試料から得たＤＮＡが相補ＤＮＡ分
子（例えばオリゴヌクレオチドプローブ）とハイブリダイズする能力に基づき、所与の核
酸配列の有無を判定する。ハイブリダイゼーションおよび検出用の様々な技術を使用する
、様々なハイブリダイゼーションアッセイを利用することができる。アッセイの選択につ
いて以下に記載する。
【０１４４】
ａ．「ＤＮＡチップ」アッセイを使用するハイブリダイゼーションの検出
　本発明のいくつかの実施形態では、ＤＮＡチップハイブリダイゼーションアッセイを使
用し配列を検出する。このアッセイでは、一連のオリゴヌクレオチドプローブを固相支持
体に固定する。オリゴヌクレオチドプローブは、所与の標的配列（例えば検出複合体成分
）に特有であるように設計されている。当該試料をＤＮＡ「チップ」と接触させ、ハイブ
リダイゼーションを検出する。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、ＤＮＡチップアッセイは、GeneChip［Affymetrix,Santa Cla
ra,CA；例えば、米国特許第６，０４５，９９６号、米国特許第５，９２５，５２５号、
および米国特許第５，８５８，６５９号を参照されたい。その各々を参照により本明細書
に組み込む］アッセイである。GeneChip技術では、「チップ」に固定したオリゴヌクレオ
チドプローブの小型化高密度アレイが使用される。プローブアレイは、Affymetrix社製光
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指向性化学合成法によって製造するが、その方法は、固相化学合成と、半導体業界で使用
されるフォトリソグラフ製作技術を組み合わせている。チップの曝露部位を限定するため
に一連のフォトリソグラフマスク、続いて特異的化学合成ステップを使用し、その過程は
、アレイの所定の位置に各プローブを配して、オリゴヌクレオチドの高密度アレイを構築
する。大型ガラスウェーハ上に複数のプローブアレイを同時に合成する。次いで、ウェー
ハをダイシングして、射出成形したプラスチックカートリッジ中に個々のプローブアレイ
を封入するが、このカートリッジはプローブアレイを環境から保護し、かつハイブリダイ
ゼーション用チャンバーとして役立つ。
【０１４６】
　分析する核酸を単離し、ＰＣＲによって増幅し、蛍光レポーター基で標識する。次いで
、フルーイディクスステーション（fluidics station）を使用し、標識ＤＮＡをアレイと
共にインキュベートする。次いで、アレイをスキャナーに挿入し、そこでハイブリダイゼ
ーションパターンを検出する。プローブアレイに結合させた標的に、既に組み込まれてい
る蛍光レポーター基から発せられた光として、ハイブリダイゼーションデータを採取する
。標的に完全適合するプローブは、ミスマッチを含むプローブよりも一般的に強力なシグ
ナルを発する。アレイ上の各プローブの配列および位置は分っているので、相補性によっ
て、プローブアレイに利用した標的核酸の同一性を定量することができる。
【０１４７】
　他の実施形態では、電子的に捕捉したプローブを含むＤＮＡマイクロチップ（Nanogen,
 San Diego, CA）を使用する［例えば、米国特許第６，０１７，６９６号、米国特許第６
，０６８，８１８号、および米国特許第６，０５１，３８０号を参照されたい。その各々
を参照により本明細書に組み込む］。マイクロエレクトロニクスの使用によって、Nanoge
n社の技術は、荷電分子の活性な動作および濃度が、その半導体マイクロチップ上の指定
試験部位へ行き来するのを可能にするものである。所与の標的配列に特有なＤＮＡ捕捉プ
ローブをマイクロチップ上の特異的部位に電子的に配置し、または「アドレス化」する。
ＤＮＡは、強力な負電荷を有するので、正電荷領域に電子的に移動しうる。
【０１４８】
　第一に、マイクロチップ上の試験部位もしくは試験部位列に、正電荷をかけて電子的に
活性化させる。次に、マイクロチップ上にＤＮＡプローブを含む溶液を導入する。負荷電
プローブは、正電荷部位に急速に移動し、そこで濃縮され、マイクロチップ上の部位に化
学的に結合する。次いで、マイクロチップを洗浄し、特異的に結合したＤＮＡプローブの
アレイが完成するまで、別個のＤＮＡプローブの別の溶液を加える。
【０１４９】
　次いで、ＤＮＡ捕捉プローブのどれが、標的配列とハイブリダイズしているかを判定す
ることによって、標的配列の存在について試験試料を分析する。マイクロチップ上の一個
もしくは複数の試験部位に、標的分子を移動し濃縮させるために、電子電荷も使用される
。各試験部位での試料ＤＮＡの電子濃縮は、試料ＤＮＡと相補的捕捉プローブの迅速なハ
イブリダイゼーションを促進する（ハイブリダイゼーションは数分で生じるであろう）。
各部位からいかなる未結合ＤＮＡもしくは非特異的結合ＤＮＡも除去するために、その部
位の極性もしくは電荷を負に逆転させ、それによっていかなる未結合ＤＮＡもしくは非特
異的結合ＤＮＡも捕捉プローブから剥がして溶液に強制的に戻す。結合を検出するために
、レーザーをベースにした蛍光スキャナーが使用される。
【０１５０】
　さらに別の実施形態では、表面張力の差による平面（チップ）での液体分離に基づくア
レイ技術（ProtoGene, Palo Alto, CA）を使用する［例えば米国特許第６，００１，３１
１号、米国特許第５，９８５，５５１号、および米国特許第５，４７４，７９６号を参照
されたい。その各々を参照により本明細書に組み込む］。Protogeneの技術は、化学コー
ティングにより付与された表面張力の差により、液体が、平面で分離できるという事実に
基づく。一度そのように分離されたならば、試薬をインクジェット印刷することによって
、オリゴヌクレオチドプローブを直接チップ上に合成する。表面張力によって定義したそ
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の反応部位を備えたアレイを、４個の圧電ノズルセットの下、Ｘ／Ｙ翻訳ステージ上にマ
ウントするが、４個の標準的ＤＮＡ塩基の各々について１個のノズルである。翻訳ステー
ジは、アレイ列の各々に沿って移動し、反応部位の各々に好適な試薬を配達する。例えば
、Ａアミダイトは、アミダイトＡがその合成ステップ中に結合する部位のみに配達され、
以下同様である。一般的試薬の配薬および洗浄は、表面全体に流し込み、次いで遠心分離
除去することによって行なう。
【０１５１】
　Protogeneの技術を使用し、当該標的配列（例えば検出複合体成分）に特有なＤＮＡプ
ローブをチップに固定する。次いで、チップをＰＣＲ増幅した当該遺伝子と接触させる。
ハイブリダイゼーション後、未結合ＤＮＡを除去し、任意の適切な方法（例えば、組み込
み蛍光基の蛍光脱消光によって）を使用してハイブリダイゼーションを検出する。
【０１５２】
　さらに別の実施形態では、多型の検出に「ビーズアレイ」を使用する［Illumina, San 
Diego, CA；例えばＰＣＴ公開ＷＯ ９９／６７６４１およびＷＯ ００／３９５８７を参
照されたい。その各々を参照により本明細書に組み込む］。Illuminaは、光ファイバー束
と、アレイに自己組織化するビーズを組み合わせたビーズアレイ技術を使用している。各
光ファイバー束には、束の径に応じて数千から数百万の個々の繊維が含まれる。所与のＳ
ＮＰもしくは突然変異体の検出に特異的なオリゴヌクレオチドでビーズをコートする。ビ
ーズのバッチを混合して、そのアレイに特異的なプールを形成する。アッセイを実施する
ために、調製した対象試料（例えば核酸試料）にビーズアレイを接触させる。任意の適切
な方法を使用し、ハイブリダイゼーションを検出する。 
ｂ．酵素的ハイブリダイゼーションの検出
　本発明のいくつかの実施形態では、特異的構造の酵素切断によってハイブリダイゼーシ
ョンを検出する。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、TaqManアッセイ［PE Biosystems, Foster City, CA；例えば
米国特許第５，９６２，２３３号および米国特許第５，５３８，８４８号を参照されたい
。その各々を参照により本明細書に組み込む］を使用し、結合したプローブのハイブリダ
イゼーションを検出する。アッセイは、ＰＣＲ反応中に実施される。TaqManアッセイは、
AMPLITAQ GOLD ＤＮＡポリメラーゼの５’－３’エクソヌクレアーゼ活性を利用する。所
与の対立遺伝子もしくは突然変異体に特異的なプローブがＰＣＲ反応に含まれる。プロー
ブは、５’－レポーター色素（例えば蛍光色素）と３’－クエンチャー色素を有するオリ
ゴヌクレオチドからなる。ＰＣＲ中、プローブがその標的に結合した場合、AMPLITAQ GOL
Dポリメラーゼの５’－３’核酸分解活性によって、レポーター色素とクエンチャー色素
間でプローブが切断される。クエンチャー色素からレポーター色素が分離すると、蛍光が
増大する。ＰＣＲの各サイクルでシグナルは蓄積し、蛍光計でモニターすることができる
。
【０１５４】
　さらに別の実施形態では、SNP ITプライマー伸長法アッセイ［Orchid Biosciences, Pr
inceton, NJ；例えば米国特許第５，９５２，１７４号および米国特許第５，９１９，６
２６号を参照されたい。その各々を参照により本明細書に組み込む］を使用して多型を検
出する。このアッセイでは、特別に合成したＤＮＡプライマーとＤＮＡポリメラーゼを使
用して、推測されるＳＮＰ位置で、一塩基によってＤＮＡ鎖を選択的に伸長することによ
って、ＳＮＰを同定する。当該領域中のＤＮＡを増幅し変性する。次いで、マイクロフル
イディクスと称する小型化されたシステムを使用し、ポリメラーゼ反応を実施する。標的
配列位置と推測されるヌクレオチドに標識を付加することによって検出を行なう。ＤＮＡ
中への標識の取り込みは、任意の適切な方法によって検出することができる（例えば、ヌ
クレオチドが、ビオチン標識を含む場合、検出は、蛍光標識したビオチン特異的抗体によ
る）。
【０１５５】
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２．他の検出アッセイ
　ｍｉＲＮＡ検出構造の検出に有用な別の検出アッセイには、それだけには限らないが、
以下のものが含まれる。酵素ミスマッチ切断方法［例えばVariagenics、米国特許第６，
１１０，６８４号、米国特許第５，９５８，６９２号、米国特許第５，８５１，７７０号
、その全体を参照により本明細書に組み込む］、ポリメラーゼ連鎖反応［例えば、実施例
１９および図３２を参照］、分枝ハイブリダイゼーション法［例えば、Chiron、米国特許
第５，８４９，４８１号、米国特許第５，７１０，２６４号、米国特許第５，１２４，２
４６号、および米国特許第５，６２４，８０２号。その全体を参照により本明細書に組み
込む］、NASBA［例えば米国特許第５，４０９，８１８号。その全体を参照により本明細
書に組み込む］、分子ビーコン技術［例えば米国特許第６，１５０，０９７号、その全体
を参照により本明細書に組み込む］、Ｅ－センサー技術［Motorola、米国特許第６，２４
８，２２９号、米国特許第６，２２１，５８３号、米国特許第６，０１３，１７０号、お
よび米国特許第６，０６３，５７３号、その全体を参照により本明細書に組み込む］、サ
イクリングプローブ技術［例えば米国特許第５，４０３，７１１号、米国特許第５，０１
１，７６９号、および米国特許第５，６６０，９８８号、その全体を参照により本明細書
に組み込む］、Dade Behringシグナル増幅法［例えば米国特許第６，１２１，００１号、
米国特許第６，１１０，６７７号、米国特許第５，９１４，２３０号、米国特許第５，８
８２，８６７号、および米国特許第５，７９２，６１４号、その全体を参照により本明細
書に組み込む］、リガーゼ連鎖反応［Barnay Proc． Natl． Acad． Sci USA 88, 189-93
 (1991)］、およびサンドイッチハイブリダイゼーション法［例えば米国特許第５，２８
８，６０９号、その全体を参照により本明細書に組み込む］。
【０１５６】
実験
　本発明のある好ましい実施形態および態様を実証し、さらに例示するために、以下の実
施例を提供するが、その範囲を制限するものとは解釈されない。
【実施例１】
【０１５７】
材料および方法
　以下の終濃度を実施例１～１８の全ての反応に使用した（本明細書中にて特に明記しな
い限り）。
【０１５８】
　　　プローブ＝１μＭ
　　　INVADER＝１μＭ
　　　ARRESTOR＝２．６７μＭ
　　　CLEAVASE XII酵素＝３０ｎｇ
　　合成ｍｉＲＮＡオリゴヌクレオチドは全て、Dharmaconから購入し、２０％変性アク
リルアミドでゲル精製した。合成ｍｉＲＮＡを使用して、温度最適条件（以下を参照）お
よびＬＯＤを決定した。
【０１５９】
　別段の指示が無い限り、一体型ＤＮＡ技術（ＩＤＴ：Integrated DNA Technologies）
またはThird Wave Technologiesによって、INVADERオリゴヌクレオチド、プローブオリゴ
ヌクレオチド、およびARRESTORオリゴヌクレオチドを合成し、２０％変性アクリルアミド
で精製した。
【０１６０】
　全ての反応に、（別段の記載が無い限り）以下の２．５×一次反応緩衝液を使用した。
【０１６１】
　　　２５ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）
　　　６２．５ｍＭ ＫＣｌ
　　　０．１２５％ Tween 20
　　　０．１２５％ Nonidet NP40
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　　　６２．５ｍＭ ＭｇＳＯ４

　　　５％ ＰＥＧ
　別段の記載が無い限り、最初の熱インキュベーション前に、全ての反応は１０μｌの鉱
油で被覆した。
【０１６２】
　別段の記載が無い限り、合成ｍｉＲＮＡには５’ＯＨを含めた。５’リン酸化合成ｍｉ
ＲＮＡ標的 対 非リン酸化合成ｍｉＲＮＡ標的の検出比較実験により、これら２個の異な
るタイプの合成分子を検出するINVADERアッセイの能力に、有意差はないことが示唆され
た。
【実施例２】
【０１６３】
ｌｅｔ－７およびｍｉｒ－１について温度最適化実験
　ｌｅｔ－７に対するオリゴヌクレオチドの設計を図５に示す。ｍｉｒ－１に対するオリ
ゴヌクレオチドの設計を図５に示す。以下の一次混合物を作製し、９６穴プレート中５０
℃±１０℃で３０分間インキュベートした。さらに、標的基本混合物は調製しなかった（
ＲＮＡの代わりにＨ２Ｏの添加）。全反応を鉱油で覆って蒸発を防いだ。
【表１】

【０１６４】
　一次反応完了後、以下の二次反応混合物の５μｌを加え、次いで反応を６０℃で１０～
１５分間反応インキュベートした。
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【０１６５】
　反応の完了後、CYTOFLUOR 4000蛍光マイクロプレートリーダーで、励起波長４８５ｎｍ
および発光波長５３０ｎｍを使用し、プレートを読み取った。結果を図６および７に示す
。INVADERオリゴヌクレオチドの３’末端が２’－Ｏ－メチル化されていると、ｍｉＲＮ
Ａ３’末端へのINVADERオリゴヌクレオチド５’末端の積層は強化される。さらに、INVAD
ERオリゴヌクレオチド５’末端の２’－Ｏ－メチル化によって、反応温度は上昇する。IN
VADERオリゴヌクレオチドの２’－Ｏ－メチル化塩基が、ｍｉＲＮＡの最初の２個の塩基
と塩基対を形成するように、それらの２’－Ｏ－メチル化塩基を伸長すると［ｌｅｔ－７
ａの配列番号９（１４９６－９６－０１Ｒ）の設計で配列番号８（１４９６－９６－０２
） 対 配列番号２３（１４９６－９６－０３）］、記載の反応の最適温度は上昇するが、
検出は強化されない。
【実施例３】
【０１６６】
ｌｅｔ－７およびｍｉＲ－１についてＬＯＤ実験
　プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドの各セットについて最適の
反応温度を決定し、（温度最適化正味シグナル（net signal）から）最良の作業設計を決
定した後、合成ＲＮＡを使用する設計のＬＯＤを定量するために以下の実験を準備した。
以下の反応混合物を９６穴プレートに分注した（以下のプレート設定を参照）。各ウェル
には次のものが含まれる。
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【表３】

【０１６７】
　以下の設定を使用し、三つ組または四つ組で、以下の濃度のｍｉＲＮＡを２．５μｌ加
えた。
【表４】

【０１６８】
　プレートに鉱油（１０μｌ）を重層し、５０℃で２時間インキュベートした。一次反応
完了後、以下のものを５μｌ各ウェルに加え、そのプレートを６０℃で１．５時間インキ
ュベートした。上記の設定を使用しプレートを読み取った（実施例２を参照）。
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【表５】

【０１６９】
　次に、ヒトＲＮＡ試料で、ｌｅｔ－７およびｍｉｒ－１のＬＯＤを試験した。上記プロ
トコルを使用した。組織特異的全ヒトＲＮＡ試料（Clonetech, Palo Alto, CA）を５０～
１００ｎｇ使用した。結果を図８および１０に示す。全ＲＮＡを使用すると、組織源に応
じてｌｅｔ－７ａ発現レベルで以前に見られたものと、同じ組織発現プロフィールが、ｌ
ｅｔ－７ａ INVADERアッセイによって検出される［Pasquinelliら, 408:86 (2000)］。
【実施例４】
【０１７０】
ｌｅｔ－７ａ、ｃ、ｅ、およびｆの交差反応性実験
　この実施例は、別の下位型の代わりに１個の下位型ｌｅｔ－７に対する、プローブおよ
び／またはINVADERオリゴヌクレオチドの交差反応性の分析について記載する。実施例３
に記載した合成ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡの設定のプロトコルを使用した。図５にオリゴ
ヌクレオチドの設計を示す。以下のプレートの設定を使用した。

【表６】

【０１７１】



(37) JP 2009-538627 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　結果を図９に示す。Ｌｅｔ－７ａの設計では、ｍｉＲＮＡがその切断部位から離れて一
塩基変化を有するものと同じ長さであるとき、交差反応性は最高である。すなわち、INVA
DERオリゴヌクレオチド／ｍｉＲＮＡハイブリダイズ領域でのミスマッチは、それが、切
断部位から最も離れているときに（ｌｅｔ－７ｃ）、高い交差反応性が得られる。塩基変
化が切断部位の反対（または近似）にあるとき、交差反応性は最低である。Ｌｅｔ－７ａ
では、最悪の交差反応性はｌｅｔ－７ｃで得られ、そのシグナルの２５％である。INVADE
Rアッセイによって、極めて類似するｍｉＲＮＡ同士を弁別できることをこの実施例は実
証する。
【実施例５】
【０１７２】
CLEAVASE IX酵素 対CLEAVASE XII酵素
　この実施例は、ｍｉＲＮＡアッセイで使用するCLEAVASE酵素の最適化について記載する
。上記の温度最適化プロトコルを使用した。CLEAVASE IX酵素（Third Wave Technologies
, Madison, WI）２０ｎｇまたはCLEAVASE XII酵素（Third Wave Technologies, Madison,
 WI）３０ｎｇを使用した。CLEAVASE IX酵素に以下の緩衝液を使用した。
【０１７３】
　　　２．５×一次反応緩衝液：２５ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、２５０ｍＭ ＫＣｌ
、０．１２５％ Tween 20、０．１２５％ Nonidet NP40、３１．２５ｍＭ ＭｇＳＯ４、
１０％ ＰＥＧ。
　　　７．５×二次反応緩衝液：８７．５ｍＭ ＭｇＳＯ４

【０１７４】
　CLEAVASE XII酵素に以下の緩衝液を使用した。
【０１７５】
　　　２．５×一次反応緩衝液：２５ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、６２．５ｍＭ ＫＣ
ｌ、０．１２５％ Tween 20、０．１２５％ Nonidet NP40、６２．５ｍＭ ＭｇＳＯ４、
５％ ＰＥＧ。
　　　７．５×二次反応緩衝液：Ｈ２Ｏ
【０１７６】
　CLEAVASE IXまたはXII酵素を用いてＬＯＤ実験プロトコルを使用した。両酵素について
ＬＯＤを定量した。結果を図１１に示す。
【０１７７】
　CLEAVASE IX酵素またはCLEAVASE XII酵素によりアッセイしたとき、増加量のｌｅｔ－
７ ｍｉＲＮＡにより、シグナルは直線的に増大した。しかし、Ｒ２値はCLEAVASE XII酵
素で高く、高い直線性が示された。さらに、ＬＯＤはCLEAVASE XII酵素で低かった。２．
５amoleの検出の正味シグナルは、CLEAVASE IX酵素で２０カウント、そしてCLEAVASE XII
酵素で６６．７５カウントであった。
【実施例６】
【０１７８】
ｍｉＲ－１３５、ＧＡＰＤＨとＵ６ ＲＮＡ
Ａ．ｍｉＲ１３５を検出するためのオリゴヌクレオチドの設計
　この実施例は、ｍｉＲＮＡ ｍｉＲ１３５のアッセイ設計およびＬＯＤの定量について
記載している。ｍｉＲ－１について実施例２および３に記載したように実験を実施した。
オリゴヌクレオチドの設計を図５に記載する。ｍｉｒ－１３５ ｍｉＲＮＡの検出に、設
計（Ａ～Ｄ）のそれぞれで、異なるINVADERオリゴヌクレオチドとプローブオリゴヌクレ
オチドを利用する。設計の全て性能を比較する温度最適化実験の結果を図１３に示す。設
計Ｄで最高シグナルが示された。アッセイ設計Ｄを使用するＬＯＤ実験の結果を図１４に
示す。
【０１７９】
　図１４Ａは、表示した標的濃度のそれぞれで、４回の反復アッセイから発生した未処理
数を示す。各標的濃度で得られた平均カウントを、正味シグナルおよび「０を超える倍数
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」（ＦＯＺ：fold-over-zero）として示す。この実験でｍｉＲ－１３５標的の検出限界は
、９８，７４３分子に等しい１６４zmoleであった。図１４Ｂに各濃度で得られた平均カ
ウントグラフを含めるが、試験した濃度範囲のほとんど全体にわたって、INVADERアッセ
イが直線的であったことを示す。
【０１８０】
Ｂ．ＧＡＰＤＨとＵ６ ＲＮＡを検出するためのオリゴヌクレオチドの設計
　状況によっては、例えば、二重アッセイでは、組織特異的方式で発現する可能性がある
一種もしくは複数のｍｉＲＮＡ種に加えて、一般的に一定のレベルで全細胞中に存在する
ＲＮＡを共検出するのが望ましいこともあり得る。従って、一般的に全細胞型に見られる
２個の別個のＲＮＡ：ヒトグリセルアルデヒド－３－リン酸デヒドロゲナーゼ（ｈＧＡＰ
ＤＨ）とＵ６ ＲＮＡに対して、INVADERアッセイを設計した。
【０１８１】
　ｈＧＡＰＤＨの場合には、二重ｍｉＲＮＡ検出アッセイで以下のオリゴヌクレオチドを
使用した。INVADERオリゴヌクレオチド（配列番号４１）、プローブ（配列番号４２）、A
RRESTORオリゴヌクレオチド（配列番号４３）、ＳＲＴオリゴヌクレオチド（配列番号４
９）、FRETオリゴヌクレオチド（赤色素）（配列番号４８）。
【０１８２】
　Ｕ６の場合には、「ユニバーサル」INVADERアッセイの設計に適切な領域を同定するた
めに、Ｃ．エレガンスからマウス、シロイヌナズナ、ヒトに至る８種の異なる種のＵ６ 
ＲＮＡの配列アライメント。アライメントを図１２に示す。この配列を検出するために形
成したオリゴヌクレオチド配列は配列番号９３～９５である。
【０１８３】
　配列番号４５～４７を使用し、細胞ライセートでこれらのオリゴヌクレオチドを用いて
実施した初期実験では、Ｕ６反応からのシグナルが、ｍｉＲＮＡのシグナルの前に十分飽
和に達したことが実証されたが、おそらく細胞中の大量のＵ６ ＲＮＡのためと思われる
。従って、プローブとINVADERオリゴヌクレオチドの濃度を希釈することによって、INVAD
ERとプローブの最終濃度範囲が１μＭ～１２．５ｎＭである、二重ｍｉＲＮＡ検出アッセ
イでの使用に、このプローブセットが適切なものになるかどうかを判定するために、滴定
反応を実施した。終濃度が１２．５～５０ｎＭであるINVADERオリゴヌクレオチドとプロ
ーブオリゴヌクレオチドが、ｍｉＲ－１ｄとｌｅｔ－７ａの二重ｍｉＲＮＡ検出に適切で
あった。ARRESTOR、ＳＲＴ、およびFRETプローブの濃度は、先の実施例に記載した。さら
なる実験によって、「ユニバーサル」Ｕ６ ＲＮＡオリゴヌクレオチド（配列番号９３～
９５）でＵ６ ＲＮＡを検出することは、配列番号４５～４７で検出することに匹敵する
ことが実証されている。
【実施例７】
【０１８４】
細胞ライセート中のｌｅｔ－７、ＧＡＰＤＨ、およびＵ６ ＲＮＡの検出
Ａ．細胞ライセート中のｌｅｔ７ａの検出
　この実施例は、直接全細胞ＲＮＡ中、およびヒト骨肉腫細胞系、ＭＧ６３（Third Wave
 Technologies, Madison, WI；カタログ番号ＣＲＬ－１４２７）から得た未誘発線維芽細
胞中のｌｅｔ－７ ｍｉＲＮＡの検出について記載している。TRIZOL（Gibco-BRL）を使用
し、先に述べた通り［Chomczynskiら, Anal． Biochem． 162: 156-156 (1987)］全細胞
ＲＮＡを抽出し、かつEisら, Nature Biotechnology, 19: 673-6 (2001)に記載されてい
るように細胞ライセートを調製した。両刊行物を参照により本明細書に組み込む。
【０１８５】
　以下のように反応を準備した。マイクロタイタープレートの好適なウェルに、細胞ライ
セート５μｌのアリコート、表示濃度で溶解緩衝液［Eisら, Nature Biotechnology, 19:
 673-6 (2001)］に含まれている合成ｍｉＲＮＡ標的、または２０ｎｇ／μｌ ｔＲＮＡ（
標的無対照用）５μｌをピペットで取り入れた。以下の試薬を含む９６反応用に一次反応
基本混合物を作製した。
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【表７】

【０１８６】
　好適な標的もしくは対照を含むウェルに、一次反応基本混合物の５μｌのアリコートを
加えた。プレートに鉱油（１０μｌ）を重層し、５３℃で２時間インキュベートした。一
次反応完了後、以下のものの５μｌを各ウェルに加え、そのプレートを６０℃で１．５時
間インキュベートした。上記の設定を使用しプレートを読み取った（実施例２を参照）。

【表８】

【０１８７】
　全標的を四つ組でアッセイした。全ＲＮＡと細胞ライセートについてアッセイした、異
なる数の細胞から得られた平均カウントを図１５にプロットした。既知量の合成ｌｅｔ－
７ａ ｍｉＲＮＡによるINVADERアッセイから得られた検量線を使用して、細胞当たりｌｅ
ｔ－７ａコピー数を推定した。Eisら, Nature Biotechnology, 19: 673-6 (2001)（参照
により本明細書に組み込む）に記載されているように、細胞溶解前の播種手順中に、細胞
ライセートを作製した細胞数を定量した。この実験では、１５６細胞から得た全ＲＮＡ抽
出物で、細胞ライセートの検出限界に到達した。
【０１８８】
Ｂ．Ｍｇ＋＋不存在下での溶解
　代替の溶解手順を以下のように開発した。上記溶解手順を使用したとき、長鎖ｍＲＮＡ
、すなわちＧＡＰＤＨの長鎖ｍＲＮＡは、推定した量では検出されないことに留意した。
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ライセート中のＲＮＡ抽出に及ぼすＭｇ＋＋の影響を検査するために実験を実施した。こ
の実施例中上記のTRIZOLを使用し調製した全細胞ＲＮＡ抽出物と、ＭｇＣｌ２の存在もし
くは非存在下で溶解している抽出物とを比較した。
【０１８９】
　１００ｍＭ ＫＣｌを加えた１０ｍＭ ＭＯＰＳ緩衝液（ｐＨ７．５）の溶液１００μｌ
に、Ｈｅｌａ細胞（７．５×１０６細胞）を懸濁させた。アリコート１０μｌを別々のチ
ューブに加え、以下のように調製した異なる２種の溶解緩衝液１００μｌで溶解した。
【表９】

【０１９０】
　次いで、全チューブを８０℃で１５分間インキュベートして細胞を溶解し、次いでペレ
ット片に遠心分離した。以下のように、様々なライセートの５μｌのアリコートをINVADE
R反応に加えた。
【０１９１】
　一次INVADER反応は、ｌｅｔ－７ａについて上記した通りであった。ＰＩオリゴヌクレ
オチド混合物をＧＡＰＤＨ（配列番号４１～４３）およびＵ６（５０ｎＭ終濃度で配列番
号４５～４７）用に作製した。
【表１０】

【０１９２】
＊一次INVADER反応は、ｌｅｔ－７ａについて上記した通りであった。ＰＩオリゴヌクレ
オチド混合物をＧＡＰＤＨ（配列番号４１～４３）およびＵ６（５０ｎＭ終濃度で配列番
号４５～４７）用に作製した。
【０１９３】
　一次反応混合物を４９℃で１時間インキュベートした。次いで、以下の二次反応混合物
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のアリコートを加えた。
【表１１】

【０１９４】
　二次反応混合物には、実施例７Ａに示した濃度で、ＳＲＴ（ｌｅｔ－７用に配列番号２
２；ＧＡＰＤＨとＵ６用に配列番号４９）標的、FRETオリゴヌクレオチド（ｌｅｔ－７用
に配列番号２１；ＧＡＰＤＨとＵ６用に配列番号４８）、ARRESTOR（ｌｅｔ－７用に配列
番号７、ＧＡＰＤＨ用に配列番号４３、およびＵ６用に配列番号４７）を含めた。
【０１９５】
　二次反応を６０℃で１時間実施した。実施例２に記載したように、CYTOFLUORマイクロ
プレートリーダーで反応を読み取った。結果を図１６に示すが、結果からＧＡＰＤＨシグ
ナルの存在は、溶解緩衝液にＭｇ＋＋が存在しないことに依存するが、Ｕ６ ＲＮＡシグ
ナルは、Ｍｇ＋＋の存在にも関わらず比較的一定に保たれていることが示唆される。追加
の実験によって、Ｍｇ＋＋非存在下での溶解から得たものと匹敵するレベルで、全てのＲ
ＮＡは、全細胞ＲＮＡ中で検出可能であったことが確認された。
【実施例８】
【０１９６】
様々なｍｉＲＮＡを検出するための代替INVADERアッセイの設計
Ａ．ｌｅｔ－７Ａ検出用の代替設計
　この実施例は、ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出するための代替オリゴヌクレオチドの
設計の作成および試験について記載している。一連の実験では、INVADERオリゴヌクレオ
チドとプローブオリゴヌクレオチドの標的特異的領域が１１ヌクレオチド長である、代替
の設計セットを作製した。プローブオリゴヌクレオチドの標的特異的領域が１０ヌクレオ
チド長であり、INVADERオリゴヌクレオチドの標的特異的領域が１２ヌクレオチド長であ
る、第二の設計セットを作製した。
【０１９７】
１．オリゴヌクレオチドの設計
ａ．１１－ｍｅｒプローブとINVADERオリゴヌクレオチドの設計
　図５には、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドの標的特異的領
域が１１ヌクレオチド長である、ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出するための代替オリゴ
ヌクレオチドの設計セットを示す。配列番号５０～５１に、INVADERオリゴヌクレオチド
とプローブオリゴヌクレオチドが直線的である設計を示す。配列番号６は、ステムループ
構造を形成するプローブオリゴヌクレオチドを含み、配列番号５は、ステムループ構造を
形成するINVADERオリゴヌクレオチドを含み、配列番号５～６は、ステムループを有する
、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドを含む。
【０１９８】
ｂ．１０－ｍｅｒプローブおよび１２－ｍｅｒ INVADERオリゴヌクレオチドの設計
　図５には、プローブの標的特異的領域が１０ヌクレオチドを含み、INVADERオリゴヌク
レオチドの標的特異的領域が１２ヌクレオチドを含む、ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出
するための代替オリゴヌクレオチドの設計セットを示す。配列番号５２～５３に、INVADE
Rオリゴヌクレオチドとプローブオリゴヌクレオチドが直線的である設計を示す。配列番
号２は、ステムループ構造を形成するプローブオリゴヌクレオチドを含み、配列番号１は
ステムループ構造を形成するINVADERオリゴヌクレオチドを含む。
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【０１９９】
２．ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出するための代替オリゴヌクレオチド設計の温度最適
化プロフィール
　以下のように温度最適化実験を実施した。２４反応用に基本混合物を作製した。各反応
に以下のものを含めた。
【表１２】

【０２００】
　図１６～１７に示すように、この実験では、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオ
リゴヌクレオチドの様々な組合せを使用した。
【０２０１】
　二次反応混合物は、ｌｅｔ－７について実施例３に記載した通りであった。適宜、ルー
プ全体と、プローブの標的特異的領域と、およびプローブの５’末端に向って伸長する６
塩基とに相補するARRESTOR配列を作製した。
【０２０２】
　１１－ｍｅｒ温度最適化実験の場合には、実施例２に記載したように、５０℃±９℃で
１時間一次反応を実施し、続いて６０℃で１５分間の二次反応を実施した。１０－ｍｅｒ
プローブに関して、１２－ｍｅｒ INVADERオリゴを用いて、５０℃±９℃で１５分間一次
反応を実施し、続いて二次反応を６０℃にて１５分間実施した。
【０２０３】
　INVADERオリゴヌクレオチドとプローブオリゴヌクレオチドの標的特異的部分が１１ヌ
クレオチド長である設計の結果を図１８に示す。図１８Ａは、各設計の温度最適化プロフ
ィールを示す。図１８Ｂは、それぞれの最適温度を含む各設計の規準化した最高性能を示
す。プローブオリゴヌクレオチドの標的特異的部分が１０塩基であり、INVADERオリゴヌ
クレオチドの標的特異的部分が１２塩基である設計の結果を図１９に示す。図１９Ａは、
温度最適化プロフィールを示し、図１９Ｂは、各設計の規準化した最高性能を示す。
【０２０４】
　これらの結果を検証すると、どの設計が最高性能をもたらすかは、反応条件と、形成さ
れたｍｉＲＮＡ－オリゴヌクレオチドハイブリッドの相対的安定性に応じて変化すること
が示唆される。例えば、両オリゴヌクレオチドの標的特異的領域が１１塩基長である場合
、プローブの標的特異的領域のＴｍは４９℃であり、INVADERのＴｍは３７℃であると予



(43) JP 2009-538627 A 2009.11.12

10

20

30

40

想される。この場合、INVADERオリゴヌクレオチド－ｍｉＲＮＡの相互作用を安定化させ
ることによって、この設計でアッセイ性能が向上する。しかし、プローブが１０－ｍｅｒ
であり、INVADERオリゴヌクレオチドが１２－ｍｅｒであるｌｅｔ－７ａ設計では、２個
のオリゴヌクレオチドの標的特異的領域のＴｍはおよそ同等である。この場合は、両オリ
ゴヌクレオチドがループを形成している設計が最も優れた働きをする。
【０２０５】
３．２個の代替設計を使用するｌｅｔ－７ａのＬＯＤ
　実施例３に記載したように、INVADERオリゴヌクレオチドがステムループ構造を形成す
る、二重ループ設計と単一ループ設計のＬＯＤを比較するために実験を準備した。
【０２０６】
　ＬＯＤを定量する反応は四つ組で実施した。反応混合物には以下の試薬（終濃度）を含
めた。
【表１３】

【０２０７】
　図２０に示す終濃度の反応混合物を含むウェルに、ｍｉＲＮＡの５μｌのアリコートを
加えた。実施例８Ｂで決定したように設計した各々について、一次反応を最適温度で１．
５時間実施した（ループを形成したINVADERオリゴヌクレオチドの設計には５０℃、二重
ループの設計には５３℃）。実施例２および３に記載したように二次反応を準備し、６０
℃で１時間行なった。
【０２０８】
　図２０の結果は、ｍｉＲＮＡのモル関数として発生した正味シグナルを示している。プ
ロットの直線範囲は、二重ループ設計からよりも、INVADERループ設計を使用する所与量
のｍｉＲＮＡから、より多くのシグナルが発生したことを示している。同様に、図２０の
表の検証から、各ｍｉＲＮＡレベルのfold-over-zero値は単一ループ設計の方が高いこと
が分る。両設計によって、試験した最低濃度で、約１６，０００分子に等しい２．６８×
１０－２０モル、すなわち２６．８ゼプトモルで十分なＦＯＺが得られた。
【０２０９】
４．全長対短縮ARRESTORオリゴヌクレオチド
　例えば、図４および１２に示すように、全長ARRESTOR分子の相対的性能を評価するため
に実験を行ったが、その際、ARRESTOR分子は、プローブのｍｉＲＮＡ特異的領域の長さ全
体と、５’フラップ領域中に、ループ周囲のその５’末端を伸長し、それに対して短縮AR
RESTOR分子は、プローブのｍｉＲＮＡ特異的領域と５’フラップの一部にのみ相補的であ
るが、ループ領域中に、またはそれを超えて伸長することはない。合成ｌｅｔ－７ａ ｍ
ｉＲＮＡを検出するために、以下のように反応を準備した。
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【表１４】

【０２１０】
　マイクロタイタープレートの好適なウェルに、一次反応混合物の６μｌのアリコートを
加え、続いて下表に示した終濃度で合成ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡの４μｌのアリコート
またはｄＨ２Ｏ中１０ｎｇ／μｌ ｔＲＮＡを４μｌ加えた。一次INVADER反応を５３℃で
１．５時間インキュベートした。
【０２１１】
　以下のように、二次反応混合物のアリコートを加えた。
【表１５】

【０２１２】
　二次反応を６０℃で１．５時間インキュベートした。実施例２に記載したように、マイ
クロタイタープレートを読み取った。結果を図１７に示した。
【０２１３】
　これらの結果は、二次INVADER反応に、プローブのｍｉＲＮＡ特異的部分に相補的な、
全長もしくは短縮ARRESTORオリゴヌクレオチドを使用した場合、シグナルの発生または検
出限界に著しい差異はないことを示している。
【０２１４】
Ｂ．直鎖プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドを使用する代替設計
　プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドが、ユニバーサル配列を含
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図４に示す。ユニバーサル配列は、INVADERオリゴヌクレオチドの５’末端、およびプロ
ーブオリゴの３’末端に存在する。短い相補的「捕捉」オリゴヌクレオチドを付加し、２
’－Ｏ－メチル残基を含めると、ｍｉＲＮＡ（例えば配列番号６０）の存在下で、同軸性
の積層が促進されるようになる。ｍｉＲ－１５（配列番号５８～５９および６１）および
ｍｉｒ－１３５（配列番号６３～６５）用に設計を作成する。ｍｉＲＮＡ標的の非存在下
では、非特異的バックグラウンドシグナルは高くなるが、それにもかかわらず初期設計は
、そのようなユニバーサル捕捉オリゴヌクレオチドで、ｍｉＲＮＡを検出することも可能
であることを示唆している。
【実施例９】
【０２１５】
ループ中のヌクレオチド残基の２’－Ｏ－メチル化の効果
　この実施例は、ｍｉＲＮＡを検出するのに使用するプローブオリゴヌクレオチドとINVA
DERオリゴヌクレオチド中に組み込まれた２’－Ｏ－メチル残基の一部もしくは全てに、
２’－デオキシ残基を置換する効果を評価することを目標とした実験について記載してい
る。実施例２に記載したように、前記実施例に示した設計の全ては、ループ領域に２’－
Ｏ－メチル残基を含む。ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出するように設計したINVADERオリ
ゴヌクレオチドとプローブオリゴヌクレオチド中の２’－Ｏ－メチル残基の一部もしくは
全てに、２’デオキシ残基を置換する効果を試験するために実験を行った。
【０２１６】
　図５は、改変したｌｅｔ－７ａ設計を示す。実施例２に記載したように、配列番号５～
６は２’－Ｏ－メチル残基を含む。配列番号７３～７４の設計は、全ての位置に２’デオ
キシ残基を含み、配列番号７５～７６の設計は、標的に隣接するステム部分に２’－Ｏ－
メチル残基を含む。
【０２１７】
　異なる３個の設計のシグナルの発生と温度最適条件を比較するために、INVADER反応を
準備した。反応は、実施例８のＬＯＤ実験に記載した通りであり、１００ｐＭ合成ｍｉＲ
ＮＡ、１μＭプローブ、および１０μＭ INVADERオリゴヌクレオチドを含めた。一次反応
を示した温度で１５分間実施し、二次反応を６０℃で５分間実施した。
【０２１８】
　INVADERアッセイの結果を図２１に示すが、ステムループ構造が２’－Ｏ－メチル残基
を含む設計が最もシグナルを発生し、標的に隣接する塩基が２’－Ｏ－メチル残基を含む
設計がそれに続くことが示唆される。２’－デオキシ残基を全体的に含むオリゴヌクレオ
チドが、最低レベルのシグナルを発生した。
【０２１９】
　以下のように追加の設計変化を試験するために、さらなる実験セットを設計した。短い
ヘアピンを有する、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチド；より安
定したループもしくは別法として短いループを有する、プローブオリゴヌクレオチドとIN
VADERオリゴヌクレオチド；あるいは３個の２’－Ｏ－メチル残基のみを有する、プロー
ブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチド。ｍｉＲ－１５の検出を試験するた
めに、以下のように一次反応を準備した。
【０２２０】
　以下のプローブ／INVADERオリゴヌクレオチドの組合せを試験した。
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【表１６】

【０２２１】
　以下のように、一次反応混合物を作製した。

【表１７】

【０２２２】
　合成ｍｉＲ－１５ＲＮＡ５μｌに以下の最終量：０、０．１amole、０．３３amole、１
．０９amoleで、一次反応混合物の５μｌのアリコートを加えた。一次反応を５２．５℃
で２時間インキュベートした。
【０２２３】
　以下のように、二次反応混合物を作製した。
【表１８】
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【０２２４】
　５μｌのアリコートを加え、反応を６０℃で４５分間インキュベートした。相対的蛍光
単位（ＲＦＵ）の結果を以下に示す。
【表１９】

【０２２５】
　これらの結果から、プローブオリゴヌクレオチドが短縮したヘアピンを含み、かつ高度
に安定したテトラループが、元のINVADERオリゴヌクレオチド設計と組み合せて２’－Ｏ
－メチル残基を含む設計（２’－Ｏ－メチル残基、ＴＴＴＴループ、長いヘアピン）が、
多少高めのＦＯＺ値を生成しうることが示唆される。他の方法では、代替設計オリゴヌク
レオチドセットのどれも、元の設計にいかなる改善ももたらさなかった。全ＤＮＡ （all
-DNA）INVADERオリゴヌクレオチドと、元のキメラプローブオリゴヌクレオチドとの組合
せによって、キメラプローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドで得られ
たＦＯＺ値と、ほぼ等しいＦＯＺ値が得られたことは注目に値する。いくつかの適用例で
は、オリゴヌクレオチド合成費用の削減に、全ＤＮＡINVADERオリゴヌクレオチドを置換
するのが望ましく、検出限界を犠牲にすることなく実施できよう。
【０２２６】
　さらなる実験から、より多くのＲＮＡ（例えば、ライセート、精製全ＲＮＡ、合成ｍｉ
ＲＮＡ）を反応に加えることによって、特定のオリゴヌクレオチドセットによる準最適シ
グナルの発生を補償できることが実証された。同様に、実施例１に記載したように、様々
なオリゴヌクレオチド（すなわちプローブ、INVADER、ARRESTOR、または様々なそれらの
組合せ）をゲル精製した追加の実験から、全３種のオリゴヌクレオチドを標準的ゲル精製
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にかけると、最大のシグナルが得られることが示唆された。その他のオリゴヌクレオチド
、すなわちINVADERおよびARRESTORオリゴヌクレオチドを脱塩後合成した場合、ゲル精製
したプローブでの最高レベルにほぼ等しいシグナルレベルを実現することができる。
【実施例１０】
【０２２７】
複数の組織種由来の全ＲＮＡ中のｍｉＲＮＡ発現の検出
　多様な組織種から抽出した全ＲＮＡ中の異なるｍｉＲＮＡ種を検出するために、この実
施例は、INVADERアッセイの適合性を試験するために行なった実験について記載する。組
織特異的遺伝子発現を評価するために、それぞれの設計について温度最適条件とＬＯＤを
まず決定した。
【０２２８】
１．INVADERオリゴヌクレオチドとプローブオリゴヌクレオチドの設計
　ｍｉＲ－１５、ｍｉＲ－１６、およびｍｉＲ－１２５ｂ ｍｉＲＮＡ種を検出するため
に、INVADERアッセイオリゴヌクレオチドを設計した。これらのアッセイの設計を図５に
示す。ｌｅｔ－７ａおよびｍｉＲ－１３５の設計を、それぞれ実施例２および６に記載す
る。
【０２２９】
２．温度最適条件およびＬＯＤの決定
　実施例８に記載したように、これらのオリゴヌクレオチドセットのそれぞれについて、
温度最適化実験を行った。各一次反応に１ｎＭの標的とするｍｉＲＮＡを含め、５０℃±
９℃の範囲の温度で１５分間実施した。二次反応は、実施例２に記載した通りであり、６
０℃で１～１．５時間実施した。最適温度は、以下の通りであった。
【表２０】

【０２３０】
　一度温度最適条件が得られたならば、実施例８に記載したように各ｍｉＲＮＡ種につい
てＬＯＤを定量した。全ＬＯＤは≦３０ゼプトモルであった。
【０２３１】
３．遺伝子発現プロファイリング
　異なる２０組織種から抽出した全ＲＮＡで、遺伝子発現プロファイリングを実施した。
全ＲＮＡをClontech（Palo Alto、CA、カタログ番号K4008-1、Human Total RNA Master P
anel II）から購入した。Ｌｅｔ－７ａについては、各反応で全ＲＮＡ５０ｎｇを試験し
、その他のｍｉＲＮＡ種については、全ＲＮＡ１００ｎｇを試験した。実施例８に記載し
たように全反応を準備し、一次反応を温度最適条件で１．５時間実施し、二次反応は上記
の通りであった。各ｍｉＲＮＡ種についての遺伝子発現プロファイルを図２３に示す。こ
れらの結果は、異なる組織種中のｍｉＲＮＡの発現を検査するのに、INVADERアッセイを
使用できることを示している。これらのデータから、さらに、ｌｅｔ－７ａおよびｍｉＲ
－１２５ｂが多様な組織で発現することが示唆され、その他のｍｉＲＮＡ種は、限られた
数の組織種により特異的であるように見える。
【実施例１１】
【０２３２】
ｍｉＲＮＡのINVADERアッセイ検出に及ぼす、可変オリゴヌクレオチド長の影響
　この実施例は、ｌｅｔ－７ａ ２２－ｎｔ ｍｉＲＮＡの検出に及ぼす、プローブとINVA
DERオリゴヌクレオチドの長さの変化の影響について記載する。特に、これらの実験では
、プローブオリゴヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドの端部間に、完全積層相互
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作用を形成するｍｉＲＮＡ検出と、５’および３’重複を形成するｍｉＲＮＡ検出と、さ
らに両５’および３’末端に１個のヌクレオチドギャップをもたらすｍｉＲＮＡ検出を比
較する。
【０２３３】
　図２４は、異なる３つの型の設計の分析の結果を示す。配列番号５～６は、２２－ｎｔ
標的と、ループを形成したプローブオリゴヌクレオチドおよびINVADERオリゴヌクレオチ
ドのフランキング端間の完全積層体を示す。配列番号８３～８４では、両プローブオリゴ
ヌクレオチドとINVADERオリゴヌクレオチドが、１個の塩基によって伸長され、結果とし
て５’および３’重複がもたらされる。配列番号８５～８６では、両プローブオリゴヌク
レオチドとINVADERオリゴヌクレオチドが、配列番号５～６の設計に比べて１個の塩基に
よって短縮され、結果として両端に１個のヌクレオチドギャップがもたらされる。
【０２３４】
　これらのオリゴヌクレオチドセットが、合成ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出する性能
を試験するために、INVADERアッセイを準備した。実施例８に記載したように反応を実施
し、１００ｐＭ合成ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡ、１μＭプローブ、および１０μＭ INVADE
Rオリゴヌクレオチドを含めた。実施例２に記載したように、一次反応を５３℃で１５分
間実施し、二次反応を６０℃で５分間実施した。結果を図２４示す。
【０２３５】
　これらのデータから、この実験では、ｍｉＲＮＡ標的の両端の単一ヌクレオチドの重複
が、シグナルの発生を約３０％減少させ、同様に最適温度を２℃低下させることが示唆さ
れる。しかし、標的の両端の１個のヌクレオチドギャップは、最適反応温度を５℃低下さ
せたが、シグナル発生は減少しなかった。
【実施例１２】
【０２３６】
前駆体ＲＮＡ由来ｍｉＲＮＡとコードＤＮＡ由来ｍｉＲＮＡの判別
　INVADERｍｉＲＮＡアッセイが、ｍｉＲＮＡ標的自体と、その前駆体ＲＮＡおよびｍｉ
ＲＮＡをコードするＤＮＡとを区別するかどうかを判定するために実験を実施した。
【０２３７】
Ａ．前駆体交差反応試験
　ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを模倣する可能性がある任意のフラグメントを含むかどうか
判定するために、前駆体ｌｅｔ－７ ＲＮＡ（配列番号８７）をインビトロ転写し、キャ
ピラリー電気泳動によって分析した。最短混入フラグメントは約４５ｎｔであろうと推定
された。実質的に実施例３に記載したように、下表に示す前駆体または合成５’Ｐ ｌｅ
ｔ－７ａ ｍｉ－ＲＮＡの濃度で、ＬＯＤ反応を実施した。ＰＩ混合物には、１０μＭプ
ローブ（配列番号６）および１００μＭ INVADERオリゴヌクレオチド（配列番号５）を含
めた。実質的に実施例３に記載したように、一次反応を５３℃で１時間実施し、二次反応
を二次反応混合物により５８℃で１時間実施した（FRETプローブ配列番号２１、ＳＲＴ配
列番号２２、およびARRESTOR配列番号７）。この実験の結果からこのｍｉＲＮＡアッセイ
は、前駆体ＲＮＡに対して約４％交差反応性であることが示唆された。
【０２３８】
Ｂ．ＲＮＡ対ＤＮＡシグナルの判別
　細胞ライセート中のｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡを検出するために、実施例７に記載した
ように反応を実施した。INVADERアッセイで検出する前に、細胞ライセート８０μｌに、
８μｇ／μｌ RNAse A（Qiagen, Inc．）のアリコート１μｌを加え、３７℃で２．２５
時間インキュベートした。RNAse A処理した試料は、バックグラウンドより高いシグナル
を発生させることができず、RNAse A不含アッセイで発生したシグナルは、ｍｉＲＮＡ標
的の検出から生じたものであり、コードＤＮＡからのシグナルではないことが示唆された
（図１６）。さらに、一次反応前にまたは二次反応前にRNAse Aを加える実験を実施した
。一次反応前にRNAse Aを加えたとき、前の結果に一致してシグナルは発生しなかった。
一次反応後にRNAse Aを加えたとき、シグナルの損失は観察されず、検出するシグナルは
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ことがさらに示唆された。
【実施例１３】
【０２３９】
二重形態ｍｉＲＮＡの検出
　ｍｉＲ－１２４ａ用にオリゴヌクレオチドの設計を作成した。１つは２１ｎｔ長であり
、他方は２２ｎｔ長である、２個の自然発生ｍｉＲＮＡを検出するために、これらのオリ
ゴヌクレオチドを使用することができる。
【０２４０】
　実質的に実施例３に記載したように、１ｎＭの合成ｍｉＲＮＡ標的、２５分間の一次反
応および１５分間の二次反応を使用し、温度最適化反応を準備した。これらの反応に使用
するオリゴヌクレオチドの一覧を図５に示す（配列番号９０～９２）。２本の長さが異な
るｍｉＲＮＡ標的の温度プロフィールを図２２に示すが、両標的を検出するために、同じ
オリゴヌクレオチドの設計を使用できることが示唆される。
【実施例１４】
【０２４１】
ｓｉＲＮＡ検出用オリゴヌクレオチドの設計
　ｓｉＲＮＡを検出するために、前記実施例に記載の手法に類似する手法を同様に使用し
てよい。図２５には、β－アクチンｓｉＲＮＡを検出するために、２個の代替INVADERア
ッセイの設計を例示する。このｓｉＲＮＡはHarborth, J.ら, Journal of Cell Science,
 114: 4557-4565 (2001)に記載されている。各センス鎖およびアンチセンス鎖に対して一
設計が存在し、このｓｉＲＮＡを検出する例示的なオリゴヌクレオチドの一覧を図２６の
配列番号１０１～１０６に示す。
【実施例１５】
【０２４２】
ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡ検出の動的範囲を拡大するための最適化
　ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡ INVADERアッセイ検出の動的範囲を拡大する試みでは、同じ
ｌｅｔ－７ａハイブリダイズ領域を有するが、５’－フラップ「アーム」配列が異なる２
個のオリゴヌクレオチドプローブを設計した。異なる５’－フラップまたはアームは、切
断されるとFAMシグナルを発生するように設計されたFRETカセットに行く。オリゴヌクレ
オチド配列は、以下の通りであった（「Ｚ２８」は、ECLIPSEクエンチャー、Nanogen, In
c., San Diego, CAをさす）。
【表２１】

【０２４３】
また、当該配列を図２６に示す。試験した反応条件は、以下の通りであった。
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【表２２】

【０２４４】
　合計９種のプローブ濃度条件について、一次Ｌｅｔ－７ａ INVADER反応は１０μＬ反応
で設定した。試験した９種のプローブ濃度条件は：（ｉ）１μＭ プローブ１５４４－８
２－０１、（ｉｉ）１μＭ プローブ２３４３－２５－０１、（ｉｉｉ）１μＭ １５４４
－８２－０１プローブおよび２３４３－２５－０１プローブ、（ｉｖ）１００ｎＭ プロ
ーブ２３４３－２５－０１、（ｖ）１μＭ プローブ１５４４－８２－０１および１００
ｎＭ ２３４３－２５－０１、（ｖｉ）１０ｎＭ ２３４３－２５－０１、（ｖｉｉ）１μ
Ｍ １５４４－８２－０１および１０ｎＭ ２３４３－２５－０１、（ｖｉｉ）４ｎＭ ２
３４３－２５－０１、および（ｉｘ）１μＭ １５４４－８２－０１および４ｎＭ ２３４
３－２５－０１であった。これらのプローブオリゴ濃度に加えて、反応には１μＭ INVAD
ERオリゴ１４９６－７８－０２、３０ｎｇ CLEAVASE XII酵素、および１０ｍＭ ＭＯＰＳ
（ｐＨ７．５）、２５ｍＭ ＫＣｌ、０．０５％ Tween 20、０．０５％ Nonidet P40、２
５ｍＭ ＭｇＳＯ４、および２％ ＰＥＧを含めた。
【０２４５】
　各プローブ濃度条件には、一反応につき、終濃度が６×１０９、６×１０８、６×１０
７、６×１０６、６×１０５、６×１０４、６×１０３、および０コピーの反応混合物に
、Ｌｅｔ－７ａ合成ＲＮＡを加えた。Rnase不含水で希釈した２０ｎｇ／μｌ ｔＲＮＡ溶
液で、Ｌｅｔ－７ａ ＲＮＡを希釈した。９６穴プレートで反応を組み立て、透明鉱油１
０μｌを各ウェルに加えて蒸発を防いだ。次いで、プレートをサーマルブロックに移し、
４９℃で９０分間インキュベートした。
【０２４６】
　インキュベーション完了後、０．３μＭ 二次反応鋳型１１０７－１０－０２と２３４
３－２３－０１；８μＭ ARRESTORオリゴヌクレオチド１５８１－６３－０１と２３４３
－２５－０２；および２μＭ FRETプローブ２３－１８２と２３４３－２３－０１を含む
二次反応混合物５μＬを加え、反応プレートを６０℃で９０分間インキュベートした。反
応の完了後、そのプレートを蛍光プレートリーダー（Cytofluor）に移送し、取得設定（g
ain setting）４３で励起波長と発光波長は、それぞれ４８５ｎｍおよび５３５ｎｍを使
用し、その蛍光を読取ることによってデータを得た。
【０２４７】
　生成された未処理および処理データは、以下の通りであった。
【０２４８】
　１－未処理データ
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【表２３】

【０２４９】
　２－処理データ

【表２４】

【０２５０】
　そして図２７に示す。
【０２５１】
　結果から、１５４４－８２－０１プローブと２３４３－２５－０１プローブを、それぞ
れ、１ｍＭと１０ｎＭで混合し（混合ｖｉｉ）、１ｍＭと４ｎＭで混合した混合（ｉｘ）
とき、動的範囲＞６ｌｏｇが得られることが判明している。
【実施例１６】
【０２５２】
Ｕ６ ＲＮＡ検出の動的範囲を拡大する最適化
　INVADERアッセイを使用する、Ｕ６ ＲＮＡ検出の動的範囲を拡大する試みでは、同じＵ
６ ＲＮＡハイブリダイズ領域を有するが、５’－フラップ「アーム」配列が異なる２個
のオリゴヌクレオチドプローブを設計した。異なる５’－フラップまたはアームは、切断
されると、REDシグナルを発生させるように設計されたFRETカセットに行く。オリゴヌク
レオチド配列は、以下の通りであった（RED色素は、REDMOND RED、Nanogen Inc, San Die
go, CAをさす）。
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【表２５】

【０２５３】
　そして図２８に示す。
【０２５４】
　反応条件は、以下の通りであった。
【０２５５】
　試薬：
【表２６】

【０２５６】
　一次INVADER反応は、プローブ濃度で、１μＭ １７９６－５３－０１；４ｎＭ プロー
ブ２３４３－３０－０１；または１μＭおよび４ｎＭの１７９６－５３－０１および２３
４３－３０－０１をそれぞれ含む１０μＬ容量で設定した。さらに、これらの反応に、１
μＭ INVADERオリゴ１７９６－５３－０２、３０ｎｇ CLEAVASE XII酵素、および１０ｍ
Ｍ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、２５ｍＭ ＫＣｌ、０．０５％ Tween 20、０．０５％ Noni
det P40、２５ｍＭ ＭｇＳＯ４、および２％ ＰＥＧを含めた。
【０２５７】
　各プローブ濃度条件には、一反応につき終濃度が１０２×１０９、１０２×１０８、１
０２×１０７、１０２×１０６、１０２×１０５、１０２×１０４、１０２×１０３、１
０，２００、５，１００、２，５５０、および０コピーの反応混合物に、Ｕ６合成ＲＮＡ
を加えた。Rnase不含水で希釈した２０ｎｇ／μｌ ｔＲＮＡの溶液で、Ｕ６合成ＲＮＡを
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希釈した。９６穴プレートで反応を組み立て、透明鉱油１０μｌを各ウェルに加えて蒸発
を防いだ。次いで、プレートをサーマルブロックに移し、５０℃で９０分間インキュベー
トした。
【０２５８】
　インキュベーション完了後、０．３μＭ 二次反応鋳型２３－１８３と２３４３－３０
－０２；７．５μＭ ARRESTORオリゴヌクレオチド１７９６－５３－０３と２３４３－３
０－０４；および１．５μＭ FRETプローブ２３－１８１と２３４３－３０－０２を含む
、二次反応混合物５μＬを加え、次いで反応プレートを６０℃で９０分間インキュベート
した。反応の完了後、そのプレートを蛍光プレートリーダー（Cytofluor）に移し、取得
設定４５で励起波長と発光波長は、それぞれ５６０ｎｍおよび６２０ｎｍを使用し、その
蛍光を読取ることによってデータを得た。
【０２５９】
　生成されたデータは、以下の通りであった。
【表２７】

【０２６０】
そして、コピー数対正味シグナルプロットとして図２９に示す。
【０２６１】
　結果から、１７９６－５３－０１プローブと２３４３－３０－０１プローブを、それぞ
れ１μＭと４ｎＭ混合で混合したとき、動的範囲＞６ｌｏｇが得られることが判明してい
る。
【実施例１７】
【０２６２】
単独反応槽で、Ｌｅｔ－７ａおよびＵ６検出の動的範囲を拡大する最適化
　二重INVADERアッセイでの、ｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡおよびＵ６ ＲＮＡ検出の動的範
囲を拡大する試みでは、数個のパラメーターを試験し評価した。
【０２６３】
　プローブ濃度で１μＭ １７９６－５３－０１；１μＭ １５４４－８２－０１；４ｎＭ
 ２３４３－３０－０１；４ｎＭ ２３４３－２５－０１；１μＭ INVADERオリゴ１７９６
－５３－０２と１４９６－７８－０２；３０ｎｇ CLEAVASE XII酵素；および１０ｍＭ Ｍ
ＯＰＳ（ｐＨ７．５）、２５ｍＭ ＫＣｌ、０．０５％ Tween 20、０．０５％ Nonidet P
40、２５ｍＭ ＭｇＳＯ４、および２％ ＰＥＧを含む１０μＬ容量で、一次INVADER反応
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を設定した。
【０２６４】
　Ｕ６ ＲＮＡおよびＬｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡ濃度が、一反応につき６×１０９、１．２
×１０９、２．４×１０８，４．８×１０７、９．６×１０６、１．９２×１０６、３８
４，０００、７６，８００、１５，３６０、３，０７２、および０コピーで二つ組反応を
設定した。９６穴プレートで反応を組み立て、透明鉱油１０μｌを各ウェルに加えて蒸発
を防いだ。次いで、プレートをサーマルブロックに移し、４９℃で９０分間インキュベー
トした。
【０２６５】
　インキュベーション完了後、０．３μＭの二次反応鋳型１１０７－１０－０２と、２３
４３－３０－０２と、２３－１８３と、２３４３－３０－０３；７．５μＭ ARRESTOR１
７９６－５３－０３と１５８１－６３－０１；および３０ｎＭ ARRESTOR２３４３－３０
－０４と２３４３－２５－０２；１．５μＭ FRETプローブ２３－１８１と、２３４３－
３０－０２と、２３－１８２と、２３４３－２３－０１を含む二次反応混合物５μＬを加
えた。次いで、反応プレートを６０℃で９０分間インキュベートした。反応の完了後、そ
のプレートを蛍光プレートリーダー（Cytofluor）に移し、RED色素用に取得設定４５で励
起波長と発光波長はそれぞれ５６０ｎｍおよび６２０ｎｍを使用し、そしてFAM色素用に
取得設定４３で励起波長と発光波長はそれぞれ４８５ｎｍおよび５３０ｎｍを使用し、そ
の蛍光を読取ることによってデータを得た。
【０２６６】
　生成されたデータは、以下の通りであった。

【表２８】

【０２６７】
そして、コピー数対正味シグナルプロットとして図３０に示す。
【０２６８】
　結果から、二重Ｕ６およびＬｅｔ－７ａ検出用に、動的範囲＞６ｌｏｇが得られること
が判明している。
【実施例１８】
【０２６９】
癌に付随し、癌を予後するｍｉＲＮＡを検出するための組成
　ｍｉＲＮＡ遺伝子の欠失および下方調節は、癌に関連付けられてきた［Ｂ細胞慢性リン
パ球性白血病（ＣＬＬ）など］［例えばCalinら, Proc Natl Acad Sci USA, 99, 15524-1
5529 (2002)を参照されたい］。従って、癌に伴うｍｉＲＮＡを検出し特徴付けるために
、本明細書では様々なオリゴヌクレオチドを設計した。これらのオリゴヌクレオチドを図
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３１［図中、ｍ＝２’－Ｏ－メチル；ｒ＝リボース（ＤＮＡの代わりにＲＮＡを示すため
）］に記載する。
【実施例１９】
【０２７０】
　逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応を含むアッセイを
使用するｍｉＲＮＡ検出
　逆転写（ＲＴ）、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、および侵入的切断反応アッセイ［
例えば、二段階または一段階反応（例えば単一チューブ）］を使用し、ｍｉＲＮＡを検出
し特徴付けるための実験を行った。これらのアッセイに使用される化学（例えば、一段階
ＲＴ、ＰＣＲおよび侵入的切断反応）は、例えば、米国特許第６，９１３，８８１号、米
国特許第６，８７５，５７２号、米国特許第６，８７２，８１６号、および米国特許第７
，０１１，９４４号、および２００５年１１月３日出願米国特許出願第１１／２６６，７
２３号に記載されており、その各々をこれによりその全体を参照により組み込む。この方
法を使用するｍｉＲＮＡを検出するための一般的設計を図３２に示す。手短に言えば、逆
転写（ＲＴ）プライマーオリゴヌクレオチド（好ましい実施形態では、侵入的切断反応ア
ッセイで、INVADERオリゴヌクレオチドとしても役立つ）および逆転写酵素を、標的ＲＮ
Ａ（ｍｉＲＮＡなど）を（ｃＤＮＡに）逆転写するために使用し、続いて（例えば二段階
アッセイで）または同時に［例えば一段階アッセイ（単一チューブなど）で］、ポリメラ
ーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）プライマーオリゴヌクレオチドおよびＤＮＡポリメラーゼを使用
して、一次プローブの存在下で、ｃＤＮＡ生成物を増幅し、それによって（例えば、侵入
的切断反応アッセイによって検出することができる）検出構造が形成されるようにする。
【０２７１】
　本発明を開発中、逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応
を含むアッセイを使用し、ｍｉＲＮＡ検出能力および感度を最適化するために、複数の要
因を検査し特徴付けた。これらには、（例えばオリゴヌクレオチドの設計による）形成さ
れるＲＴプライマー／ｍｉＲＮＡ二重鎖の長さ［例えば４～０（６～７など）塩基対］；
検出用試料で利用可能なｍｉＲＮＡコピー数；（例えばオリゴヌクレオチドの設計による
）形成されるＰＣＲ前進プライマー／ｍｉＲＮＡ二重鎖の長さ［例えば４～１０（７～９
など）塩基対］；使用するオリゴヌクレオチドの濃度；アッセイを実施できる反応温度；
スタッカーオリゴヌクレオチドの影響（例えば、ＲＴプライマー／INVADERオリゴもしく
はＰＣＲプライマーに結合するオリゴヌクレオチド）；ヘアピン構造を形成するオリゴヌ
クレオチドの使用；一段階もしくは二段階アッセイ構成の使用；INVADER一次プローブの
長さ（例えば８～１０）塩基対の影響；単一ｍｉＲＮＡ種の変異体（突然変異体など）相
互間を区別するアッセイの能力；および１回の反応で一個を超えるｍｉＲＮＡを検出する
アッセイの能力（二重アッセイなど）が含まれる。
【０２７２】
Ａ）ＲＴ－プライマー／ｍｉＲＮＡ二重鎖の長さ
　様々な長さのＲＴ－プライマー／ｍｉＲＮＡ二重鎖を試験し特徴付けた。ｍｉＲＮＡを
検出する能力を備えた、ＲＴプライマー－ｍｉＲＮＡ二重鎖の長さの影響を試験するため
に、ＲＴプライマーとｍｉＲＮＡ間に、６もしくは７塩基対の二重鎖が形成されるように
、ＲＴプライマーとして使用するオリゴヌクレオチドを設計した。一反応につき、様々な
レベルのｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡ分子（例えば、３００，０００、５０，０００、８，
３３３、１，３８９、２３１、３９、および０）を使用し、これらのプライマーを三つ組
で性能試験した。１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、および２
５μＭ ｄＮＴＰを含む緩衝液中に、０．５μＭ 前進ＰＣＲプライマー２３４３－１６－
０１；０．０３４単位／μＬ 未変性Taqポリメラーゼ；２単位／μｌ ＭＭＬＶ逆転写酵
素；および６．６７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素を含む、２５μＬ容量で反応を実施し
た。６塩基対二重鎖の長さについては、０．５μＭ ＲＴプライマー２３４３－１４－０
１；０．５μＭプローブ２３４３－１４－０５；０．２５μＭ FRETプローブ２３－２１
１を反応混合物に加えた。７塩基対二重鎖の長さについては、０．５μＭ ＲＴプライマ
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ー２３４３－０３－０１；０．５μＭ プローブ２３４３－１４－０８；０．２５μＭ FR
ETプローブ２３－７５５を反応混合物に加えた。鉱油１０μＬで覆った９６穴スカートプ
レートで反応を組み立てた。次いで、プレートを、４２℃で３０分間の単一ステップ、続
いて９５℃で２分間、および９５℃で１５秒間、６０℃で１５秒間、７２℃で４５秒間の
３０サイクルにかけた。サイクルの完了後、反応プレートを９９℃で１０分間加熱し、次
いで５０℃で１５分間冷却し、次いで取得設定４５で励起波長と発光波長それぞれ５６０
ｎｍおよび６２０ｎｍを使用し、Cytofluorプレートリーダーで読み取った。
【０２７３】
　ｍｉＲＮＡ標的を備えた７塩基対二重鎖が得られるように構成した、ＲＴオリゴヌクレ
オチドプライマーを使用し生成されたデータは、以下の通りであった。
【表２９】

【０２７４】
　ｍｉＲＮＡ標的を備えた６塩基対二重鎖が得られるように構成した、ＲＴオリゴヌクレ
オチドプライマーを使用し生成されたデータは、以下の通りであった。
【表３０】

【０２７５】
　従って、本発明は、一反応につき同じコピー数のｌｅｔ－７ａを比較したとき、短い二
重鎖の検出に十分なシグナルレベルを提供するが、正味シグナルは、６塩基対ＲＴプライ
マー－ｍｉＲＮＡ二重鎖よりも、７塩基対ＲＴプライマー－ｍｉＲＮＡ二重鎖の方が高い
ということを示す。従って、いくつかの実施形態では、ＲＴプライマー／INVADERオリゴ
ヌクレオチドとｍｉＲＮＡ標的との間が短い（例えば、１０ヌクレオチド未満；８ヌクレ
オチド未満；または７ヌクレオチド未満）相同性領域を有するオリゴヌクレオチドを使用
する場合でも、本発明のアッセイ（例えば、逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および
侵入的切断アッセイ反応、ならびに検出構造を含む）は、ｍｉＲＮＡ標的を検出すること
ができる。いくつかの実施形態では、ＲＴプライマー／INVADERオリゴヌクレオチドは、
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標的ｍｉＲＮＡと（例えば相補的ではない）二重鎖を形成しない他の配列を含む。いくつ
かの実施形態では、二重鎖を形成しないその他の配列は、ヘアピン構造（例えば、標的Ｒ
ＮＡと二重鎖を形成しない配列内の配列は、折り畳まれ、それ自体と結合することができ
る）を形成する。
【０２７６】
　従って、いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドとｍｉＲＮＡ標的の間に、６塩
基対二重鎖が形成されるように、ＲＴプライマー／INVADERオリゴヌクレオチドを設計す
る。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチドとｍｉＲＮＡ標的の間に、７塩基対二
重鎖が形成されるように、ＲＴプライマーオリゴヌクレオチドを設計する。その機序を理
解することは、本発明を実施する上で必ずしも必要でなく、本発明は、任意の特定の作用
機序に限定されないが、ＲＴプライマーとｍｉＲＮＡ標的の間の二重鎖形成の長さが増加
すると、（例えば、さらに、図３２に記載した一次INVADERオリゴヌクレオチドとして、
ＲＴプライマーオリゴヌクレオチドを使用する場合）検出構造がより容易に形成できるよ
うになり、次いで短い二重鎖と比較して正味シグナルがより高くなる。
【０２７７】
Ｂ）低レベルｍｉＲＮＡの検出
　一反応につき３×１０６～２コピーの範囲の、様々なレベルのｍｉＲ－１６ ｍｉＲＮ
Ａを使用した検出レベル範囲を定量する実験を、２５μＬ反応容量を使用し試験した。１
０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、および２５μＭ ｄＮＴＰを
含む緩衝液中に、０．５μＭ プライマー２３４３－０３－０５および２３４３－０３－
０６；０．６７μＭ プローブ２３４３－０３－０７；０．２５μＭ FRETプローブ２３－
２１０；０．０３４単位／μＬ未変性Taqポリメラーゼ；２単位／μｌ ＭＭＬＶ逆転写酵
素；および６．６７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素を含む反応を設定した。９６穴スカー
トプレートで反応を組み立て、鉱油１０μＬで覆った。次いで、プレートを４２℃で４５
分間の単一ステップ、続いて９５℃で２分間、および９５℃で１５秒間、６０℃で３０秒
間、７２℃で６０秒間の３０サイクルにかけた。サイクルの完了後、反応プレートを９９
℃で１０分間加熱し、次いで５０℃で３０分間冷却し、次いで取得設定４３で励起波長と
発光波長それぞれ４８５ｎｍおよび５３５ｎｍを使用し、Cytofluorプレートリーダーで
読み取った。
【０２７８】
　生成されたデータは、以下の通りであった。
【表３１】

【０２７９】
　従って、本発明の組成および方法［例えば、（一段階もしくは二段階アッセイなど）、
逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応を含むアッセイなら
びに検出構造を使用する］を使用すると、コピー数が約３８～１９２コピー程度と少ない
ｍｉＲＮＡ種を測定することができる。従って、いくつかの実施形態では、本発明は、低
コピー数（例えば、５００コピー未満、４００コピー未満、３００コピー未満、２００コ
ピー未満、１００コピー未満、５０コピー未満）で存在する、ｍｉＲＮＡを検出し特徴付
ける組成および方法を提供する。その機序を理解することは、本発明を実施する上で必ず
しも必要でなく、本発明は、任意の特定の作用機序に限定されないが、いくつかの実施形
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を含むアッセイにおいて）INVADERオリゴヌクレオチドとしても使用されるＲＴプライマ
ーオリゴヌクレオチドを使用すると、非常に少ないコピー数［例えば１００未満（５０未
満など）］の標的ｍｉＲＮＡを検出できる検出構造の生成と検出に関与する、侵入的切断
酵素（CLEAVASE酵素など）によって、（例えばｍｉＲＮＡ鋳型から）伸長し認識されるの
に好適な会合量が得られる。
【０２８０】
Ｃ）ＰＣＲ前進プライマー／ｍｉＲＮＡ二重鎖（７、８、および９塩基対）の長さの最適
化
　ｍｉＲＮＡとＰＣＲ前進プライマーの最適のハイブリダイズ長を試験するために、一反
応につき、３，０００～４７分子の範囲の様々なレベルのｍｉＲ－１６ ｍｉＲＮＡを使
用した。０．５μＭの以下のプライマー２３４３－０３－０６（９ｂ．ｐ．）、２３４３
－１０－０５（８ｂ．ｐ．）、２３４３－１０－０６（７ｂ．ｐ．）の各々を使用し、０
．５μＭ ＲＴプライマー２３４３－０３－０５；０．６７μＭ プローブ２３４３－０３
－０７；０．２５μＭ FRETプローブ２３－２１０を混合して、ハイブリダイズ領域長７
、８、および９塩基対（ｂ．ｐ．）を試験した。２５μＬ反応には、０．０３４単位／μ
Ｌ未変性Taqポリメラーゼ、２単位／μｌ ＭＭＬＶ逆転写酵素、および６．６７ｎｇ／μ
ｌ CLEAVASE VIII酵素、ならびに１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣ
ｌ２、および２５μＭ ｄＮＴＰの緩衝液が含まれた。鉱油１０μＬで覆った９６穴スカ
ートプレートで反応を組み立てた。次いで、プレートを４２℃で４５分間の単一ステップ
、続いて９５℃で２分間、および９５℃で１５秒間、６０℃で１５秒間、７２℃で６０秒
間の３０サイクルにかけた。サイクルの完了後、反応プレートを９９℃で１０分間加熱し
、次いで５０℃で１５分間冷却し、次いで取得設定４３で励起波長と発光波長それぞれ４
８５ｎｍおよび５３５ｎｍを使用し、Cytofluorプレートリーダーで読み取った。
【０２８１】
　結果は、以下の通りであった。
【０２８２】
　未処理データ：

【表３２】

【０２８３】
　処理データ：
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【表３３】

【０２８４】
　従って、本発明によって、ＰＣＲプライマー－ｍｉＲＮＡ二重鎖の長さが、９から７塩
基対に減少するにつれ、ｍｉＲＮＡ検出アッセイの性能（例えば、逆転写反応、ポリメラ
ーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応、ならびに検出構造含む）も減少すること
が実証されている。従って、いくつかの実施形態では、プライマーオリゴヌクレオチドと
標的ｍｉＲＮＡの間に、約９塩基対の二重鎖が形成されるように、ＰＣＲプライマーオリ
ゴヌクレオチドを設計する。いくつかの実施形態では、プライマーオリゴヌクレオチドは
、標的ｍｉＲＮＡもしくはそれから発生したｃＤＮＡと、二重鎖を形成しない（例えば相
補的ではない）他の配列を含む。いくつかの実施形態では、二重鎖を形成しないその他の
配列は、ヘアピン構造を形成する（例えば、標的配列もしくはそれから発生したｃＤＮＡ
を有する二重鎖を形成しない配列中の配列は、折り畳まれ、それ自体と結合することがで
きる）。
【０２８５】
Ｄ）１個もしくは複数のプローブを使用するＬｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡの検出
　プローブの１つが存在し、または両方が存在する反応で、以下の２個のプローブ２３４
３－１４－０２を０．５μＭで、そして２３４３－１４－０３を４０ｎＭで使用し、一反
応につき３×１０８～３分子範囲のＬｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡレベルを試験した。全ての
反応について、０．０３４単位／μＬ未変性Taqポリメラーゼ、２単位／μｌ ＭＭＬＶ逆
転写酵素、および６．６７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素、１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７
．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、および２５μＭ ｄＮＴＰを含む緩衝液中、好適なレベ
ルのＬｅｔ－７ａ；０．５μＭ プライマー２３４３－１４－０１および２３４３－１６
－０１；および０．２５μＭ FRETプローブ２３－２１０および２３－２０４を含む２５
μＬ容量中で、上記濃度の個々のプローブもしくは混合したプローブを混合した。鉱油１
０μＬで覆った９６穴スカートプレートで反応を組み立てた。次いで、プレートを４２℃
で４５分間の単一ステップ、続いて９５℃で２分間、および９５℃で１５秒間、６０℃で
１５秒間、７２℃で４５秒間の２９サイクルにかけた。サイクルの完了後、反応プレート
を９９℃で１０分間加熱し、次いで５０℃で３０分間冷却し、次いで取得設定４３で励起
波長と発光波長それぞれ４８５ｎｍおよび５３５ｎｍを使用し、Cytofluorプレートリー
ダーで読み取った。
【０２８６】
　生成された蛍光データは、以下の通りであった。



(61) JP 2009-538627 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

【表３４】

【０２８７】
そして図３２に示す。
【０２８８】
　従って、本発明によって、プローブ２３４３－１４－０２（０．５μＭ）と２３４３－
１４－０３（４０ｎＭ）を組み合わせると、ｍｉＲＮＡ検出の動的範囲が＞６桁に拡大す
る。従って、いくつかの実施形態では、（例えば低コピー数ｍｉＲＮＡの）検出感度を増
大するために、本発明のｍｉＲＮＡ検出アッセイ（例えば、逆転写反応、ポリメラーゼ連
鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応を含む）は、一個を超える（例えば２個、３個ま
たはそれ以上の）プローブオリゴヌクレオチドを使用する。
【０２８９】
Ｅ）短い標的ハイブリダイゼーション領域を備えた一次プローブを使用する反応温度の影
響
　短い標的ハイブリダイゼーション領域を備えた一次プローブを使用し、アッセイの温度
感度（またはそれを欠く）を定量する実験を行った。インキュベーション温度４５℃～６
０℃の範囲を超えて、標的ハイブリダイゼーションが１０および１１塩基の２個の一次プ
ローブを検証した。
【０２９０】
１．INVADERアッセイ用オリゴヌクレオチド：
【表３５】

【０２９１】
２．Ｌｅｔ－７ａ単位複製配列の生成：２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、
７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ 各ｄＮＴＰ、０．４μＭ １７１６－９４－３、
０．４μＭ １７１６－９４－６、０．４μＭ １７１６－９４－８、０．５ｆＭ ｌｅｔ
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－７ａ ＲＮＡ、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ TaqＰｏｌを含むＲＴ－
ＰＣＲ反応でｌｅｔ－７ａ単位複製配列を生成した。ＰＣＲサイクリングプロフィール：
３７℃で３０分間、続いて９５℃で３０秒間および６０℃で１分間を２８サイクル。
【０２９２】
３．Ｌｅｔ－７ａ単位複製配列ＲＴ－ＰＣＲの図式
【表３６】

【０２９３】
４．　INVADERアッセイ：１７１６－９４－１プローブによるINVADER反応は、０．６７μ
Ｍ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６－９４－３、標的として使用する１μｌの
１０倍に希釈したｌｅｔ－７ａ単位複製配列、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位
／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素を含む、１８μｌの１０ｍＭ 
ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で９９℃
で１０分間、次いで４５～６０℃の温度勾配で１時間実施した。この後、２μｌの２３－
２１０アーム３－FAM FRETカセットをチューブに加え、９５℃で１分間、次いで５４℃で
１０分間反応を続けた。
【０２９４】
５．１７１６－９４－１プローブによるINVADERアッセイの図式
【表３７】

【０２９５】
６．　１７１６－９４－２プローブによるINVADER反応は、０．６７μＭ １７１６－９４
－２、０．４μＭ １７１６－９４－５、標的として使用する１μｌの１０倍に希釈した
ｌｅｔ－７ａ単位複製配列、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ TaqＰｏｌ
、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素含む、１８μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．
５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で、９９℃で１０分間、次い
で４５～６０℃の温度勾配で１時間実施した。この後、２μｌの２３－２１０アーム３－
FAM FRETカセットをチューブに加え、９５℃で１分間、次いで５４℃で１０分間反応を続
けた。「標的対照無し」には、単位複製配列の代わりに２μｌのＨ２Ｏを使用した。
【０２９６】
７．１７１６－９４－２プローブによるINVADERアッセイの図式
【表３８】

【０２９７】
　温度の関数としてプロットした、プローブ１７１６－９４－１および１７１６－９４－
２によるINVADER反応の正味シグナルを図３４に示す。
【０２９８】
　従って、本発明は、標的ハイブリダイゼーション領域が１０もしくは１１塩基の一次プ
ローブを使用すると、広い温度範囲を超えて十分に機能することを実証する。従って、い
くつかの実施形態では、本発明は、ｍｉＲＮＡ検出アッセイ（例えば逆転写反応、ポリメ
ラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応、ならびに検出構造を含む）が、侵入的
切断酵素（例えばCLEAVASE酵素）と共に、４５～６０℃の温度（例えば、いくつかの好ま
しい実施形態では、５０℃、別の好ましい実施形態では４９℃、さらに別の好ましい実施
形態では４８℃、さらに好ましい実施形態では４７℃）でのインキュベーションを含むこ
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とを実証する。
【０２９９】
Ｆ）ＲＴ－プライマーとＰＣＲ前進プライマーオリゴヌクレオチドに及ぼす、スタッカー
オリゴヌクレオチドの影響
　ＲＴプライマー／INVADERオリゴヌクレオチドと、ＰＣＲ前進オリゴヌクレオチドプラ
イマーオリゴヌクレオチドに及ぼす、スタッカーオリゴヌクレオチドの影響を試験するた
めに実験を設計し実施した。
【０３００】
　ｌｅｔ－７ａアッセイ用オリゴヌクレオチド：
【表３９】

【０３０１】
１．ｌｅｔ－７ａアッセイの図式

【表４０】

【０３０２】
２．Ｌｅｔ－７ａアッセイは、０．６７μＭ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６
－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－６、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位
／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素を含む、２０μｌの１０ｍＭ 
ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ；０．２５
μＭ ２３－２１０アーム３－FAM FRETカセット；６０，０００、６，０００、６００ま
たは０コピーのｌｅｔ－７ａ ＲＮＡ；両１７１６－９４－８と１７１６－９４－９スタ
ッカー（８＋９）、１７１６－９４－８スタッカー（８）、１７１６－９４－９スタッカ
ー（９）、またはスタッカーなし（無し）の存在下で実施した。温度プロフィールは、３
７℃で３０分間；９５℃で１分間；９５℃で３０秒間、次いで６０℃で１分間の２８サイ
クル；９９℃で１０分間；４９℃で３０分間であった。
【０３０３】
　ｌｅｔ－７ａ ＲＮＡコピー数の関数としてプロットしたｌｅｔ－７反応の未処理シグ
ナルを図３５に示す。
【０３０４】
　従って、本発明は、いくつかの実施形態では、［例えば低レベル（コピー数など）標的
ｍｉＲＮＡでは］スタッカー無しよりも、いくらかのスタッカーの使用が好ましいことを
実証する。いくつかの実施形態では、より高いレベル（コピー数など）の標的核酸（ｍｉ
ＲＮＡなど）で、スタッカーの使用により、より高いシグナルがもたらされる。ＰＣＲ前
進オリゴヌクレオチドプライマーで、スタッカーオリゴヌクレオチドを使用することは、
反応にいかなる正の利益ももたらすとは思われなかった。そして場合によっては実際、シ
グナルを低減させかねない。それに反して、ＲＴプライマー／INVADERオリゴヌクレオチ
ドのスタッカーの使用によって、アッセイ感度が増強された。
【０３０５】
Ｇ）スタッカーオリゴヌクレオチド 対 ヘアピン形成化ＲＴ－プライマー使用の比較
　同じ領域での、ＲＴ／プライマー／INVADERオリゴヌクレオチドの５’末端のヘアピン
形成化領域の使用 対 スタッカーオリゴヌクレオチドの使用を比較するために、実験を設
計し実施した。
【０３０６】
１．INVADERアッセイ用オリゴヌクレオチド：
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【表４１】

【０３０７】
２．ｌｅｔ－７ａアッセイ用スタッカー設計の図式：
【表４２】

【０３０８】
３．ｌｅｔ－７ａアッセイ用のヘアピン設計の図式：
【表４３】

【０３０９】
　４．　Ｌｅｔ－７ａスタッカーアッセイは、１７１６－９４－８スタッカーの存在下で
、０．６７μＭ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ １
７１６－９４－６、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ TaqＰｏｌ、６．７
ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－２１０アーム３－FAM FRETカセッ
ト；６０，０００、６，０００、６００またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ ＲＮＡを含む
２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各
ｄＮＴＰで実施した。温度プロフィールは、３７℃で３０分間；９５℃で１分間；９５℃
で３０秒間、次いで６０℃で１分間の２８サイクル；９９℃で１０分間；４９℃で３０分
間であった。
【０３１０】
　Ｌｅｔ－７ａヘアピンアッセイは、１７１６－９４－３および１７１６－９４－８の代
わりに、０．４μＭ ２３４３－０３－１を使用したことを除き、スタッカーアッセイに
ついて記載した通りに実施した。
【０３１１】
　ｌｅｔ－７ａ ＲＮＡコピー数の関数としてプロットしたｌｅｔ－７ａのスタッカーア
ッセイおよびヘアピンアッセイの未処理シグナルを図３６に示す。
【０３１２】
　従って、本発明は、スタッカーの使用 対 ヘアピン形成化オリゴヌクレオチドの間で、
検出能力（感度など）に著しい差異がないことが観察されることを実証する。
【０３１３】
Ｈ）一段階対二段階反応構成の比較
　一段階対二段階反応構成を比較するために実験を設計し実施した。一段階構成では、反
応槽には試薬も加えないで、逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッ
セイ反応のそれぞれを逐次実施する。それとは対照的に、二段階構成では、逆転写反応ス
テップ後、ポリメラーゼ連鎖反応および侵入的切断アッセイ反応を行なうために、試薬を
含む反応槽に逆転写反応容量の１／１０段階（1/10ｔｈ）を加える。
【０３１４】
　１．　一段階ｌｅｔ－７ａアッセイ。Ｌｅｔ－７ａ一段階アッセイは、０．６７μＭ 
１７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－６
、０．４μＭ １７１６－９４－８、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ Taq
Ｐｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－２１０アーム３－F
AM FRETカセットと共に６０，０００、６，０００、６００またはゼロコピーのｌｅｔ－
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ｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で実施した。温度プロフィールは、３７℃で３０分間；
９５℃で１分間；９５℃で３０秒間、次いで６０℃で１分間の２７サイクル；９９℃で１
０分間；４９℃で３０分間であった。
【０３１５】
　二段階ｌｅｔ－７ａアッセイ。第一段階は、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ、０．４μＭ １
７１６－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－８、５単位／μｌ ＭＭＬＶと共に６０
，０００、６，０００、６００またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ ＲＮＡを含む２０μｌ
のＭＭＬＶ反応緩衝液（Promega）中３７℃で３０分間実施した。ＭＭＬＶを９５℃で１
分間不活化した。第二段階は、０．６７μＭ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６
－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－６、０．４μＭ １７１６－９４－８、０．０
３３単位／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３
－２１０アーム３－FAM FRETカセットと共に２μｌの第一のステップ反応試料を含む、２
０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄ
ＮＴＰ中で実施した。温度プロフィールは、９５℃で１分間；９５℃で３０秒間、次いで
６０℃で１分間の２７サイクル；９９℃で１０分間；４９℃で３０分間であった。
【０３１６】
　ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、一段階および二段階ｌｅｔ－７ａアッセイによっ
て生じた正味シグナルを図３７に示す。
【０３１７】
　従って、本発明は、一段階もしくは二段階アッセイ構成を使用した場合、二段階構成で
鋳型の１／１０段階希釈を補正したとき、シグナル強度、検出限界、または動的範囲に著
しい差異がないことを実証する。従って、いくつかの実施形態では、本発明は、逆転写反
応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応を全て含むアッセイを使用す
る、標的核酸［例えばＲＮＡ（ｍｉＲＮＡなど）］の、単一ステップ（例えば単一チュー
ブ）による検出を提供し、それによって時間と費用を節約し、試料の混入および／または
手違いの可能性を減少させる。いくつかの実施形態では、本発明は、逆転写反応、ポリメ
ラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応を含むアッセイを使用する、標的核酸［
例えばＲＮＡ（ｍｉＲＮＡなど）］の、２ステップ反応での検出を提供し、その際、逆転
写反応ステップから得た核酸（ｃＤＮＡなど）の一部を、ポリメラーゼ連鎖反応および侵
入的切断反応アッセイを含む後続ステップで使用する。
【０３１８】
Ｉ）低温侵入的切断アッセイ反応の一次プローブ
　低温反応において、異なる一次プローブ長の影響を試験するために実験を設計し実施し
た。標的ハイブリダイゼーション領域が８、９および１０塩基対長の一次プローブを５０
℃のINVADER反応で試験した。
【０３１９】
１．INVADERアッセイ用オリゴヌクレオチド：
【表４４】

【０３２０】
２．長さが異なるプローブによるｌｅｔ－７ａアッセイの図式
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【表４５】

【０３２１】
３．　０．６７μＭ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ
 １７１６－９４－４、０．４μＭ １７１６－９４－８、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．
０３３単位／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２
３－２１０アーム３－FAM FRETカセットと共に６１０６、６１０５、６１０４、６，００
０、６００、６０、またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ ＲＮＡを含む、２０μｌの１０ｍ
Ｍ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で、１
７１６－９４－１プローブによるＬｅｔ－７ａアッセイを実施した。温度プロフィールは
、４２℃で３０分間；９５℃で１分間；９５℃で２０秒間、次いで６０℃で１分間の２５
サイクル；９９℃で６分間；５０℃で３０分間であった。
【０３２２】
４．　０．６７μＭ １７１６－９４－１０もしくは１７１６－９４－１１、０．４μＭ 
１７１６－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－４、０．４μＭ １７１６－９４－８
、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVA
SE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－２０４アーム４－FAM FRETカセットと共に６１０６、
６１０５、６１０４、６，０００、６００、６０、またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ Ｒ
ＮＡを含む、２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０
．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中でプローブ１７１６－９４－１０もしくは１７１６－９４－１１
によるＬｅｔ－７ａアッセイを実施した。温度プロフィールは、４２℃で３０分間；９５
℃で１分間；９５℃で２０秒間、次いで６０℃で１分間の２５サイクル；９９℃で６分間
；５０℃で３０分間であった。
【０３２３】
　ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、１７１６－９４－１、１７１６－９４－１０、も
しくは１７１６－９４－１１プローブを用いるｌｅｔ－７ａアッセイによって生じた正味
シグナルを図３８に示す。
【０３２４】
　従って、本発明は、８～１０塩基対長の［例えば標的核酸（ｍｉＲＮＡなど）に関連す
る］標的ハイブリダイゼーション領域を有する一次プローブが、アッセイで異なるレベル
で機能することを実証する。具体的には、一次プローブの長さが伸長するにつれて、シグ
ナル強度も増大し（例えば、図３８、プローブ１７１６－９４－１を参照）、一次プロー
ブの長さが減少すると、シグナル強度も減少する（例えば、図３８、プローブ１７１６－
９４－１１を参照）。
【０３２５】
Ｊ）プローブ長および濃度
　標的ハイブリダイズ領域の長さが異なる一次プローブを用いて、アッセイの動的範囲を
拡大することができるかどうか判定するために実験を行った。この場合は、８対１０ｂｐ
を試験した。さらに、１０ｂｐを含む一次プローブの濃度は異なった。
【０３２６】
　１．　０．６７μＭ １７１６－９４－１；０．０６７、０．１６７、もしくは０．３
３μＭ １７１６－９４－１１；０．４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ １７１６
－９４－４、０．４μＭ １７１６－９４－８、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位
／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－２１０
アーム３－FAMと０．２５μＭ ２３－２０４アーム４－FAM FRETカセットと共に６１０６

、６１０５、６１０４、６，０００、６００、６０、またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ 
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ＲＮＡを含む２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０
．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で、動的範囲が拡大したＬｅｔ－７ａアッセイを実施した。温度
プロフィールは、４２℃で３０分間；９５℃で１分間；９５℃で２０秒間、次いで６０℃
で１分間の２５サイクル；９９℃で６分間；５０℃で３０分間であった。
【０３２７】
　ｌｅｔ－７ａコピー数の関数として、異なる割合で得られた１７１６－９４－１および
１７１６－９４－１１プローブ用いる、ｌｅｔ－７ａアッセイによって発生した正味シグ
ナルを図３９に示す。
【０３２８】
　従って、本発明は、０．０６７μＭ～０．３３μＭの一次プローブの濃度が、本発明の
アッセイで機能することを実証し、その際、いくつかの実施形態では、より高濃度のプロ
ーブ（例えば０．３３μＭ）を使用すると、低濃度（例えば０．０６７μＭ）の使用と比
較してアッセイ感度は上昇する。従って、いくつかの実施形態では、本発明の検出アッセ
イ（例えば逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応、ならび
に検出構造を含む）で一次プローブの濃度を修正（例えば上昇）すると、反応感度は修正
（例えば上昇）される。
【０３２９】
Ｋ）Ｌｅｔ－７アイソフォームの特異的判別
　Ｌｅｔ－７の密接に関連するアイソフォーム（例えばＬｅｔ－７変異体）間を区別する
Ｌｅｔ－７ａアッセイの能力を試験するために実験を設計し実施した。
【０３３０】
　使用したｌｅｔ－７変異体：
【表４６】

【０３３１】
　０．６７μＭ １７１６－９４－１、０．４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ １
７１６－９４－４、０．４μＭ １７１６－９４－８、２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３
３単位／μｌ TaqＰｏｌ、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－
２１０アーム３－FAM FRETカセットと共に６１０５、６１０４、６，０００、６００、６
０、またはゼロコピーのｌｅｔ－７ａ ＲＮＡを含む、２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐ
Ｈ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中でＬｅｔ－７ａアッセ
イを実施した。温度プロフィールは、４２℃で３０分間；９５℃で１分間；９５℃で２０
秒間、次いで６０℃で１分間の２５サイクル；９９℃で６分間；４９℃で３０分間であっ
た。
【０３３２】
　ｌｅｔ－７ａ、ｌｅｔ－７ｃ、ｌｅｔ－７ｅ、またはｌｅｔ－７ｆコピー数の関数とし
て、ｌｅｔ－７ａアッセイによって発生した正味シグナルを図４０に示す。
【０３３３】
　従って、本発明は、本明細書に記載した核酸［例えばＲＮＡ（ｍｉＲＮＡなど）］検出
アッセイ（例えば、逆転写反応、ポリメラーゼ連鎖反応、および侵入的切断アッセイ反応
、ならびに検出構造含む）が、その変異体配列（例えばＬｅｔ－７ｃ）と比較して、標的
核酸（例えばＬｅｔ－７ａ）に、１００倍の特異性を示すことを実証する。
【０３３４】
Ｌ）内部標準としてｌｅｔ－７ａ ｍｉＲＮＡおよびＵ６ ＲＮＡの二重アッセイ。
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【０３３５】
　同じ反応槽で、それぞれが別々のｍｉＲＮＡに対応する、２つの蛍光シグナルの検出を
試験するために実験を設計し実施した。
【０３３６】
　１．　FAM色素に伝える範囲拡張ｌｅｔ－７ａアッセイ、およびRED色素に伝えるＵ６ 
ＲＮＡアッセイの図式。
【表４７】

【０３３７】
　２．　０．６７μＭ １７１６－９４－１；０．３３μＭ １７１６－９４－１１；０．
４μＭ １７１６－９４－３、０．４μＭ １７１６－９４－４、０．４μＭ １７１６－
９４－８、０．４μＭ １７１６－９６－５；０．０４μＭ １７１６－９６－４；０．０
４μＭ １７１６－９６－８；２単位／μｌ ＭＭＬＶ、０．０３３単位／μｌ TaqＰｏｌ
、６．７ｎｇ／μｌ CLEAVASE VIII酵素；０．２５μＭ ２３－２１０アーム３－FAM、０
．２５μＭ ２３－２０４アーム４－FAM FRET、および０．２５μＭアーム７－REDカセッ
トを含む、２０μｌの１０ｍＭ ＭＯＰＳ（ｐＨ７．５）、７．５ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．
２５ｍＭ各ｄＮＴＰ中で、Ｕ６で二重にしたＬｅｔ－７ａアッセイを実施した。ｌｅｔ－
７ａ、およびＵ６ ＲＮＡ、または異なる組織由来の全ＲＮＡ（Clontech）を既知量含む
アリコートを試料として使用した。温度プロフィールは、４２℃で３０分間；９５℃で１
分間；９５℃で２０秒間、次いで６０℃で１分間の２０サイクル；９９℃で６分間；５０
℃で１０分間であった。
【０３３８】
３．　ｌｅｔ－７ａ／Ｕ６二重アッセイによって発生したＬｅｔ－７ａおよびＵ６特異的
シグナルを以下に示す。
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【表４８】

【０３３９】
　上記データに示すように、本発明は、一段階反応（例えば単独反応槽）で２個の別個の
ｍｉＲＮＡを同時に増幅し検出できること実証する。
【０３４０】
Ｍ）癌に伴うｍｉＲＮＡを検出する設計
　本発明を開発中、癌に伴う様々なｍｉＲＮＡを検出できる数個のオリゴヌクレオチドを
生成した。以下のガイドライン従ってオリゴヌクレオチドを設計した。
【０３４１】
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　１）６塩基対のＲＴプライマー－ｍｉＲＮＡハイブリダイズ領域。
【０３４２】
　２）以下の３つの方法を使用する、標的とするｍｉＲＮＡとハイブリダイズすると、同
軸性積層体を形成するＲＴプライマー。
【０３４３】
　ａ．ＲＴプライマーの５’末端がそれ自体に折り畳まれて、ｍｉＲＮＡの３’末端に積
層するヘアピンを形成する。
【０３４４】
　ｂ．ＤＮＡオリゴヌクレオチドを加えて、一度ｍｉＲＮＡとハイブリダイズすると同軸
性積層体を形成するＲＴプライマーとハイブリダイズさせる。
【０３４５】
　ｃ．２’－Ｏ－メチル化オリゴヌクレオチドを加えて、一度ｍｉＲＮＡとハイブリダイ
ズすると同軸性積層体を形成するＲＴプライマーとハイブリダイズさせる。
【０３４６】
　３）９塩基対のＰＣＲプライマーｃＤＮＡハイブリダイズ領域。
【０３４７】
　１０および８塩基対のINVADERプローブは、それぞれアーム３および４を使用し、ｍｉ
ＲＮＡと相補する。
【０３４８】
　これらのガイドライン従って設計したオリゴヌクレオチドを図４１に記載する。
【０３４９】
　様々な長さの一次プローブおよびＰＣＲプライマーハイブリダイズ領域を有する、ｌｅ
ｔ－７ａおよびｍｉＲ－１６の追加の設計を図４２に示す。
【０３５０】
　この実施例で使用した全てのオリゴヌクレオチドの一覧を図４３に記載する。
【０３５１】
　上記明細書に記載した全刊行物および特許を参照により本明細書に組み込む。本発明の
範囲および趣旨から逸脱しない、本発明の記載の方法および系の様々な変更形態および変
形形態は、当業者には明らかであろう。本発明は、特定の好ましい実施形態に関して記載
されているが、特許請求する本発明は、そのような具体的実施形態に極度に限定すべきで
はないことは理解されるものとする。実際、分子生物学、遺伝学、または関連分野の当業
者に明白な、本発明を実施するために記載された方式の様々な変更形態も、特許請求の範
囲内にあるものとする。
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