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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）生体由来のサンプルにおいて、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及び
ＩＡＩＨ４断片からなる群より選択される複数のバイオマーカーを測定し、（ｂ）その測
定結果を正常な対照と比較して、生体における卵巣がんの状態を認定する方法。
【請求項２】
　前記バイオマーカーが、ＡｐｏＡ１及びＩＡＩＨ４断片である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記バイオマーカーが、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断
片である請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　方法が、卵巣がんの予後の判定のために行われるものである請求項１～３のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項５】
　卵巣がんの状態が、疾患の存否、疾患の病期、および疾患の処置の有効性を含む群から
選択されるものである、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、生体由来のサンプルにおいて、少なくとも一つのさらなるバイオマーカーを測
定することを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
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　さらなるバイオマーカーが、ＣＡ１２５、ＣＡ１２５ＩＩ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１９－
９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１９５、腫瘍関連トリプシン阻害剤（ＴＡＴＩ）、ＣＥＡ、胎盤
アルカリンフォスファターゼ（ＰＬＡＰ）、シアリルＴＮ、ガラクトシルトランスフェラ
ーゼ、マクロファージコロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ、ＣＳＦ－１）、リゾフォスファチ
ジック酸（ＬＰＡ）、上皮成長因子受容体（ｐ１１０ＧＦＲ）の細胞外ドメインの１１０
ｋＤ構成体、例えばカリクレイン６及びカリクレイン１０（ＮＥＳ－１）等の組織カリク
レイン、プロスタシン、ＨＥ４、クレアチンキナーゼＢ（ＣＫＢ）、ＬＡＳＡ、ＨＥＲ－
２／ｎｅｕ、尿ゴナドトロピンペプチド、ダイアノンＮＢ７０／Ｋ、組織ペプチド抗体（
ＴＰＡ）、オステオポンチン及びハプトグロビンからなる群から選択されるものである、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　さらなるバイオマーカーが、ＣＡ１２５である、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　測定が、（ａ）血液又は血液由来の生体サンプルを提供し、（ｂ）陰イオン交換樹脂で
サンプル内の蛋白質を分け、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４
断片からなる群より選択される複数のバイオマーカーを含む分画を集め、（ｃ）当該バイ
オマーカーに結合する捕獲試薬を含む基質の表面で、分画由来の当該バイオマーカーを捕
獲し、測定することを含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　基質が、ＩＭＡＣ銅表面を含むＳＥＬＤＩプローブであり、当該バイオマーカーがＳＥ
ＬＤＩで検出されるものである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　基質が、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片からなる群よ
り選択されるバイオマーカーに結合する生体特異的親和性試薬を含むＳＥＬＤＩプローブ
であり、当該バイオマーカーがＳＥＬＤＩで検出されるものである、請求項９又は１０に
記載の方法。
【請求項１２】
　基質が、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片からなる群よ
り選択されるバイオマーカーに結合する生体特異的親和性試薬を含むマイクロタイタープ
レートであり、当該バイオマーカーがイムノアッセイで検出されるものである、請求項９
～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　測定が、前記バイオマーカーの存否を検出すること、当該バイオマーカーを定量するこ
と、及び当該バイオマーカーのタイプを認定することから選択される、請求項１～１２の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも一つの前記バイオマーカーが、バイオチップアレイを用いて測定されるもの
である、請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　バイオチップアレイが、蛋白質チップアレイである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　バイオチップアレイが、核酸アレイである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも一つの前記バイオマーカーが、バイオチップアレイに固定化されるものであ
る、請求項１４～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記バイオマーカーが、ＳＥＬＤＩで測定されるものである、請求項１～１７のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記バイオマーカーが、イムノアッセイで測定されるものである、請求項１～１５のい
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ずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　正常な対照との比較が、ソフトウエア分類アルゴリズムにより行われるものである、請
求項１～１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　サンプルが、血液、血清及び血漿から選択されるものである、請求項１～２０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項２２】
　ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片からなる群より選択さ
れる複数のバイオマーカーに結合する捕獲試薬を含んでなる生体における卵巣がんの状態
を認定するための診断剤。
【請求項２３】
　前記バイオマーカーが、ＡｐｏＡ１及びＩＡＩＨ４断片である請求項２２に記載の診断
剤。
【請求項２４】
　前記バイオマーカーが、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断
片である請求項２２に記載の診断剤。
【請求項２５】
　捕獲試薬が、複数のバイオマーカーに結合するものである、請求項２２～２４のいずれ
か１項に記載の診断剤。
【請求項２６】
　捕獲試薬が、ＳＥＬＤＩプローブである、請求項２２～２５のいずれか１項に記載の診
断剤。
【請求項２７】
　さらに、ＣＡ１２５に結合する捕獲試薬を含む、請求項２２～２６のいずれか１項に記
載の診断剤。
【請求項２８】
　さらに、第一の捕獲試薬が結合しないバイオマーカーの一つと結合する第二の捕獲試薬
を含むものである、請求項２２～２７のいずれか１項に記載の診断剤。
【請求項２９】
　（ａ）ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０及びＩＡＩＨ４断片から選択される少
なくともひとつのバイオマーカーを結合する第一の捕獲試薬、及び（ｂ）第一の捕獲試薬
とは結合しないバイオマーカーの少なくとも一つと結合する第二の捕獲試薬、を含む請求
項２８に記載の診断剤。
【請求項３０】
　少なくとも一つの捕獲試薬が抗体である、請求項２２～２９のいずれか１項に記載の診
断剤。
【請求項３１】
　少なくとも一つの捕獲試薬が結合している、又は結合できるＭＳプローブをさらに含む
、請求項２２～３０のいずれか１項に記載の診断剤。
【請求項３２】
　捕獲試薬が、固定化された金属キレートである、請求項２２～３１のいずれか１項に記
載の診断剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００２年８月6日に出願された米国仮出願第６０／４０１８３７号、２０
０３年１月２１日に出願された米国仮出願第６０／４４１７２７号、２００３年４月４日
に出願された米国仮出願第６０／４６０３４２号の利益を主張するものであり、その全内
容は参照として本明細書に取り込まれる。
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【０００２】
　本発明は、卵巣がんの検出において重要なバイオマーカーを提供する。マーカーは、Ｓ
ＥＬＤＩ分析を用いて、健常人由来のものと、卵巣がん患者の血清蛋白質プロファイリン
グを識別することで同定された。本発明は、卵巣がんの状態を認定するためにバイオマー
カーが使用されるシステム及び方法に、これらのバイオマーカーを関連づけるものである
。本発明はまた、既知の蛋白質であるバイオマーカーを同定する。
【背景技術】
【０００３】
　卵巣がんは、先進国において、もっとも致死性の高い婦人科学の悪性腫瘍の一つである
。米国だけで年間約２３０００人の女性が当該疾患であると診断され、そのうちの約１４
０００人が死亡する（Jamal, Aら、CA Cancer J Clin, 2002; 52: 23-47）。ガン治療の
進歩にもかかわらず、卵巣がんによる致死率はこの２０年以上目だって変化していない（
上述）。疾患が診断された病期によって、生存率が急勾配になることから、卵巣がん患者
の長期生存率を上げるには、早期発見が未だにもっとも重要な因子となっているといえる
。
【０００４】
　後期ステージで診断された卵巣がんの予後がよくないこと、確認診断に伴う費用とリス
ク、そして一般人では相対的に羅患率が低いことがあいまって、一般人の卵巣がんのスク
リーニングに用いられる試験に於いては、感度及び特異度に非常に厳しい条件が求められ
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ガンの早期検出と診断に適した腫瘍マーカーの同定は、患者の臨床結果をよくするうえ
で非常に有望である。特に、あいまい若しくは何も徴候を示さない患者、又は物理的な試
験では相対的に到達しにくい腫瘍を有する患者にとっては重要である。早期検出にかなり
の努力がなされているにもかかわらず、未だコスト効率の良いスクリーニング試験は開発
されておらず（Paley PJ., Curr Opin Pncol, 2001; 13(5):399-402）、女性は一般に診
断において播種性の疾患を呈する（Ozols RFら、Epithelial ovarian cancer In: Hoskin
s YJ, Perez CA, Young RC編、Principles and Practice of Gynecologic Oncology. 3rd

 ed. Philadelphia Lippincott, Williams and Wilkins; 2000. p.981-1057）。
【０００６】
　腫瘍マーカーとして最も特徴付けられているＣＡ１２５は、ステージＩの卵巣腫瘍の約
３０－４０％で陰性であるが、そのレベルは様々な良性の疾患でも上昇する（Meyer Tら
、Br J Cancer, 2000; 82(9): 1535-8; Buamah P., J Surg Oncol, 2000; 75(4): 264-5;
 Tuxen MKら、Cancer Treat Rev, 1995; 21(3):215-45）。卵巣がんの早期検出及び診断
のための集団性のスクリーニングに使用するには、感度及び特異度が低いので差し控えら
れている。（MacDonald NDら、Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 1999; 82(2): 155-7
; Jacobs Iら、Hum Reprod, 1989; 4(1):1-12; Shih I-Mら、Tumor markers in ovarian 
cancer. In:Diamandis EP, Fritsche, H., Lilja, H., Chan, D.W., Schwartz, M編、Tum
or markers physiology, pathobiology, technology and clinical applications. Phila
delphia: AACC Press; in press）。骨盤及びより最近では膣のソノグラフィーが、危険
性の高い患者のスクリーニングに使用されているが、どちらの技術も一般人に適用するた
めには十分な感度も特異度もない（MacDoland NDら、上述）。ガンのモデルの長期的な危
険性（Skates SJら、Cancer, 1995; 76(10 Suppl): 2004-10）、及び第二の試験としての
超音波と同時に（Jacobs I DAら、Br Med J, 1993; 306(6884): 1030-34; Menon U TAら
、British Journal of Obstetrics and Gynecology, 2000; 107(2): 165-69）、追加の腫
瘍マーカーと組み合わせてＣＡ１２５を使用する最近の試みが（Woolal RP XFら、J Natl
 Cancer Inst, 1993; 85(21): 1748-51; W
oolas RPら、Gynecol Oncol, 1995; 59(1):111-6; Zhang Zら、Gynecol Oncol, 1999; 73
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(1): 56-61; Zhang Zら、Use of Multiple Markers to Detect Stage I Epithelial Ovar
ian Cancers: Neural Network Analysis Improves Performance. American Society of C
linical Oncology 2001; Annual Meeting, Abstract）、全ての試験の特異度をあげると
いう有望な結果を示したが、これは、比較的罹患率の低い卵巣がんのような疾患にとって
は重要である。
【０００７】
　後期卵巣がんは、予測があまりできないため、医師は最低１０％陽性の検出値の試験を
受け入れるということが一般的である（Bast R.C.ら、Cancer Treatment and Research, 
2002; 107: 61-97）。これを一般に広げるには、一般的なスクリーニング試験は７０％以
上の感度を必要とし、９９．６％の特異度を必要とする。今のところ、ＣＡ１２５、ＣＡ
７２－４、又はＭ－ＣＳＦのような現存する血清マーカーは、どれもそのような有効性を
示さない（Bast R.C.ら、Int J Biol Markers, 1998; 13:179-87）。
【０００８】
　そこで、個別に、又は他のマーカー若しくは診断様相と組み合わせて、卵巣がんの早期
検出のために必要な感度と特異度を有する新しい血清マーカーが嘱望されている（Bast R
Cら、Early detection of ovarian cancer: promise and reality. Ovarian Cancer: ISI
S Medical Media Ltd., Oxford, UK; 2001. in press）。許容できるスクリーニング試験
がないことから、卵巣がん患者の長期生存率を上げるには、早期発見が最も重要な因子と
なっている。
【０００９】
　よって、患者の卵巣がん状態を検出する、信頼できる正確な方法、そしてその結果が生
体の処置に使用できるようなものの開発が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（発明の要約）
　本発明は、マーカーを測定することにより、卵巣がんの状態を決定するために有用な、
感度が高く迅速な方法及びキットを提供する。患者のサンプルにおいてこれらのマーカー
を測定することで、診断者がヒトのガンの予想される診断、又は陰性（たとえば正常又は
疾患ではない）と関連付けられる情報が提供される。マーカーは分子量、および／または
、それらの蛋白質の独自性で特徴付けられる。マーカーは、たとえばマススペクトロメト
リーを伴うクロマトグラフィーによる分離、固定化された抗体を使用する、又は伝統的な
イムノアッセイによる蛋白質の捕獲等の、様々な分画技術を使用して、サンプル内のほか
の蛋白質から分析されることができる。好ましい態様では、分析法は、表面活性化レーザ
ー脱離／イオン化（ＳＥＬＤＩ）マススペクトロメトリーを含み、その方法では、マスス
ペクトロメトリープローブの表面は、マーカーに結合する吸収剤を含んでいる。
【００１１】
　特に、（１）アポリポプロテインＡ１（ここでは「ＡｐｏＡＩ」と表される）、（２）
切断された形のトランスサイレチン（ここでは「トランスサイレチンΔN１０」と表され
る）、（３）インターαトリプシン阻害剤重鎖Ｈ４（ここでは「ＩＡＩＨ４断片」と表さ
れる）として本明細書に開示される方法に従って、３つのバイオマーカーが発見され、同
定された。
【００１２】
　本発明は、（ａ）生体由来のサンプルにおいて、少なくとも一つのバイオマーカーを検
出し、ここでそのバイオマーカーは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩ
Ｈ４断片、及びそれらの組み合わせから選択されるものであり、（ｂ）その測定結果を卵
巣がんの状態と関連づけることを含む、生体における卵巣がんの状態を認定する方法を、
提供する。他の方法では、測定工程はサンプルにおけるマーカーの量を定量することを含
む。他の態様では、測定工程はサンプルにおけるバイオマーカーのタイプを認定すること
を含む。
【００１３】
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　本発明はまた、測定方法が、血液及び血液由来の生体サンプルを提供し、陰イオン交換
樹脂でサンプル内の蛋白質を分けてＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０及びＩＡＩ
Ｈ４断片を含む分画を集め、そして蛋白質バイオマーカーに結合する捕獲試薬を含む基質
の表面で、分画由来のＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０及びＩＡＩＨ４断片を捕
獲することを含む方法に関するものである。血液由来物質は、例えば血清又は血漿である
。好ましい態様では、基質はＩＭＡＣ銅表面を含むＳＥＬＤＩプローブであり、蛋白質バ
イオマーカーがＳＥＬＤＩで検出されるものである。他の態様では、基質が、ＡｐｏＡ１
、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片に結合する生体特異的親和性試薬を
含むＳＥＬＤＩプローブであり、蛋白質バイオマーカーがＳＥＬＤＩで検出されるもので
ある。他の態様では、基質がＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４
断片に結合する生体特異的親和性試薬を含むマイクロタイタープレートであり、蛋白質バ
イオマーカーがイムノアッセイで検出されるものである。
【００１４】
　ある態様では、本方法はさらに、本方法により決定された状態に基づいて、生体を処置
する方法を含む。たとえば、もし本発明の方法の結果が決定的でないか、又は状態を確か
めることが必要であるという理由がある場合には、医師はさらなる試験を指示するであろ
う。もしくは、もし手術が適切であることを示す状態であれば、医師は患者の手術を予定
するであろう。同様に、たとえば状態が卵巣がんの末期であるというように、試験の結果
が陽性、もしくは状態が急性である場合には、さらなる処置は請け負われないだろう。さ
らに、結果が、処置が成功でしたことを示すものであれば、さらなる処置は必要とされな
い。
【００１５】
　本発明はまた、生体処置の後に、ふたたび少なくとも一つのバイオマーカーを測定する
方法を提供する。これらの例では、生体の処置工程はそれから繰り返され、及び／または
、得られた結果によって変えられる。
【００１６】
　「卵巣がんの状態」という用語は、患者における疾患の状態を表す。卵巣がんの状態タ
イプの例としては、ガンのおそれ、疾患の存否、患者における疾患の状態、疾患の処置の
有効性等が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１７】
　本発明の方法において有用なバイオマーカーは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ
１０及びＩＡＩＨ４断片から選択される。ある好ましい態様では、さらに、生体由来のサ
ンプルにおいて、少なくとも一つの既知のバイオマーカー（ここで「マーカー４」として
表されるもの）を測定し、少なくとも一つのマーカー４の測定結果と、ＡｐｏＡ１、トラ
ンスサイレチンΔＮ１０及びＩＡＩＨ４断片の測定結果を、卵巣がんの状態と関連づける
ことを含む。ある態様では、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔN１０及びＩＡＩH４断片
から選択されるマーカーに加えて、マーカー４のみが測定され、他の態様では、マーカー
４より多くのマーカーが測定される。
【００１８】
　マーカー４の例は、たとえば、ＣＡ１２５、ＣＡ１２５ＩＩ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１９
－９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１９５、腫瘍関連トリプシン阻害剤（ＴＡＴＩ）、ＣＥＡ、胎
盤アルカリンフォスファターゼ（ＰＬＡＰ）、シアリルＴＮ、ガラクトシルトランスフェ
ラーゼ、マクロファージコロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ、ＣＳＦ－１）、リゾフォスファ
チジック酸（ＬＰＡ）、上皮成長因子受容体（ｐ１１０ＧＦＲ）の細胞外ドメインの１１
０ｋＤ構成体、例えばカリクレイン６及びカリクレイン１０（ＮＥＳ－１）等の組織カリ
クレイン、プロスタシン、ＨＥ４、クレアチンキナーゼＢ（ＣＫＢ）、ＬＡＳＡ、ＨＥＲ
－２／ｎｅｕ、尿ゴナドトロピンペプチド、ダイアノンＮＢ７０／Ｋ、組織ペプチド抗体
（ＴＰＡ）、オステオポンチン、ハプトグロビン、及びそれらの変異体（例えば開裂体や
アイソフォーム等）を含むが、これらに限定されるものではない。
【００１９】
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　ある態様では、本方法は、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４
断片の３つ全てのバイオマーカーを測定することを提供する。ある態様では、生体由来の
サンプルにおいて、少なくとも一つの既知のバイオマーカー（マーカー４）がまた測定さ
れ、マーカー４の測定結果と、他３つのバイオマーカーの測定結果（ＡｐｏＡ１、トラン
スサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片）の測定結果が、卵巣がんの状態と関連づけ
られる。上述したように、ある態様では、測定されるバイオマーカーは、３つのバイオマ
ーカー（ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片）全て、及びマ
ーカー４として指定されている群より二つ又はそれ以上のマーカーを含む。
【００２０】
本発明はまた、マーカーI乃至ＸＬＶＩＩＩとして示される生体マ－カーに関するもので
ある。本発明の蛋白質マーカーは、一つ又はそれ以上のいくつかの局面で特徴付けられる
ことができる。特に一つの態様では、これらのマーカーは、特にマススペクトロメトリー
スペクトル分析で決定されるように、ここに特徴付けられる条件下で分子量により特徴付
けられる。他の態様では、マーカーは、サイズ（領域を含む）、及び／又はマーカーのス
ペクトルピークの形、近接を含む特徴、近隣ピークのサイズや形のような、マーカーのマ
ススペクトロメトリースペクトル形跡の特徴で、特徴付けられることができる。さらに他
の態様では、マーカーは、特に特定の条件下でＩＭＡＣ銅吸収剤に結合する能力である、
親和結合性の特徴で特徴付けられることができるが、例えばニッケルのようなほかの金属
もまた使用されることができるだろう。好ましい態様では、本発明のマーカーは分子量、
マススペクトル形跡、ＩＭＡＣ－銅吸収剤結合のような局面の各々で特徴づけられること
ができるだろう。
【００２１】
　ここに開示されるマーカーの質量値として、スペクトル装置の質量精度は、開示される
分子量値の約±０．１５パーセント以内であると考えられる。加えて、器具のそのような
認識される精度のばらつきには、スペクトルマス決定は感度の限度が約４００ないし１０
００ｍ／ｄｍで変化でき、ここでｍは質量であり、ｄｍは０．５ピーク高さにおけるマス
スペクトルピークの幅である。マススペクトル装置とその操作に伴う質量の精度と感度の
ばらつきは、マーカーＩ乃至ＸＬＶＩＩＩ各々のマスの開示において「約」という用語の
使用で反映されている。そのような質量の精度と感度のばらつきと、ここに開示される各
マーカーの質量に関する「約」という用語の意味は、生体の性、遺伝子型、及び／又は民
族性や、特有のがん又は起源若しくはそれらの状態によって存在するようなマーカーの変
化を含む。
【００２２】
　本発明はさらに、（ａ）生体由来のサンプルにおいて、少なくとも一つのバイオマーカ
ーを測定し、ここでそのバイオマーカーはマーカーI乃至ＸＬＶＩＩＩおよびその組み合
わせからなる群から選択されたものであり、（ｂ）その測定結果を、卵巣がんの状態と関
連付けることを含む、生体における卵巣がん状態を認定する方法を提供する。ある方法で
は、測定工程は、サンプル内のマーカーの存否を検出することを含む。他の方法では、測
定工程はサンプル内のマーカーを定量することを含む。他の方法では、測定工程はサンプ
ル内のバイオマーカーの型を認定することを含む。
【００２３】
　診断試験の正確さは、受診者動作特性曲線（「ＲＯＣ曲線」）により特徴づけられる。
ＲＯＣは診断試験の異なる可能なカットポイントへの擬陽性比率に対する真の陽性比率の
プロットである。ＲＯＣ曲線は感度と特異度の関連を示す。つまり、感度の増加は特異度
の減少を伴うであろう。曲線がより左軸とＲＯＣ空間の上の端に近づくほど、試験はより
正確である。逆に曲線がＲＯＣグラフの４５度対角線に近づくほど、試験はより不正確で
ある。ＲＯＣの下の領域は試験精度を評価する。試験の正確さは、試験される群を、問題
となる疾患を有するへ及び有さない群と、いかによく分離できるかに依存する。（「ＡＵ
Ｃ」として表される）曲線の下の領域が１の場合は、完全な試験を表す一方、０．５はよ
り有用でない試験を表す。よって、本発明の好ましいバイオマーカーと診断方法は、０．
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５よりも大きいＡＵＣ、より好ましくは０．６より大きいＡＵＣ、さらに好ましくは０．
７より大きいＡＵＣを有する。
【００２４】
　バイオマーカーの測定の好ましい方法には、バイオチップアレイの使用が含まれる。本
発明で有用なバイオチップアレイは、蛋白質チップアレイおよび核酸アレイを含む。一つ
又はそれ以上のマーカーがバイオチップアレイ上に捕獲され、マーカーの分子量検出のた
めにレーザーイオン化に供される。マーカーの分析は、たとえば全イオン電流に対してノ
ーマライズされた閾値強度に対して一つ又はそれ以上のマーカーの分子量によるものであ
る。好ましくは、検出されるマーカーの数を限定するようにピーク強度範囲を限定するた
めに、対数変換が使用される。
【００２５】
　本発明の好ましい方法では、バイオマーカーの測定結果と卵巣がんの状態を関連づける
段階は、ソフトウエア分類アルゴリズムにより行われる。好ましくは、データはバイオチ
ップアレイに固定化された生体サンプルにおいて、バイオチップアレイをレーザーイオン
にさらし、質量／電荷比のシグナル強度を検出し、データをコンピュータで読める形態へ
変換し、卵巣がん患者には存在するがガンでない対照の生体では欠如しているシグナルを
検出するために、使用者の入力パラメータに従ってデータを分類するアルゴリズムを実行
することで、産生される。
【００２６】
　好ましくは、たとえばバイオチップ表面は、イオン、アニオン、固定化されたニッケル
イオン、陽性及び陰性イオンの混合物、一つ又はそれ以上の抗体、一本又は二本鎖核酸、
蛋白質、ペプチド又はそれらの断片、アミノ酸プローブ又はファージディスプレイライブ
ラリーである。
【００２７】
　ほかの好ましい態様では、一つ又はそれ以上のマーカーは、吸収剤が装着された、マス
スペクトロメーターでの使用に適したプローブを提供すること、生体サンプルを吸収剤と
接触させること、プローブからマーカーを脱離してイオン化し、マススペクトロメーター
で脱イオン化／イオン化されたマーカーを検出することを含む、レーザー脱離／イオン化
マススペクトロメトリーを使用して測定される。
【００２８】
　好ましくは、レーザー脱離／イオン化マススペクトロメトリーは、結合する吸収剤を含
む基質を提供し、生体サンプルを吸収剤と接触させ、結合された吸収剤を含むマススペク
トロメーターでの使用に適したプローブに基質を設置し、マーカーをプローブから脱離し
てイオン化して、脱離／イオン化されたマーカーをマススペクトロメーターで検出するこ
とを含む。
【００２９】
　吸収剤は例えば、ニッケル、抗体、一本又は二本鎖オリゴヌクレオチド、アミノ酸、蛋
白質、ペプチド又はそれらの断片のような、親水性、親油性、イオン又は金属キレート吸
収剤である。
【００３０】
　本発明の方法は、たとえば血液、血清、血漿のような、そのような方法を受けることが
できるであろう患者のサンプルのいかなるタイプにおいても行うことができる。
【００３１】
　ある態様では、生体由来のサンプルにおいて複数のバイオマーカーが測定され、ここで
バイオマーカーは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔN１０、及びIAIH４断片から選択
されるものと、少なくとも一つの既知マーカー、マーカー４である。複数のバイオマーカ
ーの測定はまた、少なくとも一つのマーカー４の測定を含むことができる。好ましくは、
蛋白質バイオマーカーはＳＥＬＤＩ又はイムノアッセイにより測定される。
【００３２】
本発明はまた、生体由来のサンプルにおいて少なくとも一つのバイオマーカーを測定する
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方法を提供し、ここでバイオマーカーは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及
びＩＡＩＨ４断片から選択されるものである。ある態様では、本方法はさらに、ＡｐｏＡ
Ｉ及び／又は少なくとも一つの卵巣がんマーカー、すなわち、たとえばＣＡ１２５、ＣＡ
１２５ＩＩ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１９－９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１９５、ＴＡＴＩ、ＣＥ
Ａ、ＰＬＡＰ、シアリルＴＮ、ガラクトシルトランスフェラーゼ、Ｍ－ＣＳＦ、ＣＳＦ－
１、ＬＰＡ、ｐ１１０ＥＧＦＲ、組織カリクレイン、プロスタシン、ＨＥ４、ＣＫＢ、Ｌ
ＡＳＡ、ＨＥＲ－２／ｎｅｕ、尿ゴナドトロピンペプチド、ダイアノンＮＢ７０／Ｋ、Ｔ
ＰＡ、オステオポンチン、ハプトグロビン、及びそれらの変異体（例えば開裂体やアイソ
フォーム）であるマーカー４を測定することを含む。
【００３３】
本発明はまた、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、及びＩＡＩＨ4断片、およ
びこれらの組み合わせから選択されるバイオマーカーと結合する捕獲試薬、（ｂ）少なく
とも一つのバイオマーカーを含む容器、を含むキットを提供する。好ましい態様では、捕
獲試薬は複数のバイオマーカーに結合する。ある態様では、その複数には、ＡｐｏＡ１、
トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片が含まれる。捕獲試薬はいかなるタイ
プの試薬でもいいが、好ましくはその試薬はＳＥＬＤＩプローブである。捕獲試薬はまた
、たとえばマーカー４などの、既知のほかのマーカーに結合してもよい。ある好ましい態
様では、キットはさらに第一の捕獲試薬が結合しないバイオマーカーの一つと結合する第
二の捕獲試薬を含む。
【００３４】
　さらに本発明で提供されるキットは、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、
及びＩＡＩＨ4断片から選択される少なくとも一つのバイオマーカーと結合する第一の捕
獲試薬、（ｂ）第一の捕獲試薬と結合しないバイオマーカーの少なくとも一つを結合する
第二の捕獲試薬を含む。好ましくは、少なくとも一つの捕獲試薬は抗体である。あるキッ
トはさらに、少なくとも一つの捕獲試薬が結合した、又は結合できるＭＳプローブを含む
。
【００３５】
　本発明のあるキットでは、捕獲試薬は固定化された金属キレート（「ＩＭＡＣ」）であ
る。
【００３６】
　本発明のあるキットは、さらに洗浄後、他のバイオマーカーと比較して、捕獲試薬に結
合したバイオマーカーが選択的に保持されるようにする洗浄液を含む。
【００３７】
本発明はまた、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、及びＩＡＩＨ4断片から選
択される少なくとも一つのバイオマーカーと結合する第一の捕獲試薬、（ｂ）バイオマー
カーを検出するための捕獲試薬を使用するための指示書、を含むキットを提供する。これ
らのキットのある態様では、捕獲試薬は抗体を含む。さらに、いくつかのキットでは、捕
獲試薬はＩＭＡＣを含む。キットはさらに、洗浄後に他のバイオマーカーと比較して、捕
獲試薬に結合したバイオマーカーを選択的に保持する洗浄液を含んでもよい。好ましくは
、キットは、卵巣がん状態を決定するためにキットを使用するのための指示書を含み、指
示書は、試験サンプルを捕獲試薬と接触させ、捕獲試薬により保持される一つ又はそれ以
上のバイオマーカーを測定することを提供する。
【００３８】
　キットはまた、抗体、一本又は二本鎖オリゴヌクレオチド、アミノ酸、蛋白質、ペプチ
ド又はそれらの断片である捕獲試薬を提供する。
【００３９】
　キットを使用する一つ又はそれ以上の蛋白質バイオマーカーの測定は、マススペクトロ
メトリー又はＥＬＩＳＡのようなイムノアッセイによる。
【００４０】
　卵巣がんの検出のための精製された蛋白質、及び／又は、さらなる診断アッセイのため
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の抗体の産生もまた、提供される。精製された蛋白質は、配列番号１（ＩＡＩＨ４断片）
の精製されたペプチドを含む。本発明はまた、検出可能な標識を含む、精製されたペプチ
ドを提供する。
【００４１】
　本発明はまた、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、及びＩＡＩＨ４断片から選
択される少なくとも二つのバイオマーカーに結合する、少なくとも一つの捕獲試薬を含む
製品を提供する。本発明製品のほかの態様は、さらに、たとえばＣＡ１２５、ＣＡ１２５
ＩＩ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１９－９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１９５、ＴＡＴＩ、ＣＥＡ、Ｐ
ＬＡＰ、シアリルＴＮ、ガラクトシルトランスフェラーゼ、Ｍ－ＣＳＦ、ＣＳＦ－１、Ｌ
ＰＡ、ｐ１１０ＥＧＦＲ、組織カリクレイン、プロスタシン、ＨＥ４、ＣＫＢ、ＬＡＳＡ
、ＨＥＲ－２／ｎｅｕ、尿ゴナドトロピンペプチド、ダイアノンＮＢ７０／Ｋ、ＴＰＡ、
オステオポンチン、ハプトグロビン、及びそれらの変異体（例えば開裂体やアイソフォー
ム等）であるがこれらに限定されるものではないマーカー４である、他の既知の卵巣がん
マーカーに結合する捕獲試薬を含む。
【００４２】
　本発明はまた、個々がＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、ＩＡＩＨ4断片から選択
される、異なるバイオマーカー、及び、少なくとも一つのマーカー４に結合するものであ
る、複数の捕獲試薬、を含むシステムを提供する。
【００４３】
　本発明はまた、（ａ）カリクレインを、カリクレイン基質及び試験試薬と接触させ、（
ｂ）試験試薬がカリクレインの活性を調節するか否かを決定する、ことを含むスクリーニ
ング試験を提供する。そのような一つの試験では、基質はインターαトリプシン阻害剤重
鎖Ｈ４前駆体である。この試験では、　カリクレインは好ましくは基質をＩＡＩＨ４断片
へ開裂させるものである。
【００４４】
　本発明のほかの局面は、以下に開示される。
【００４５】
定義
　他に定義されない限り、ここに使用される全ての技術及び化学用語は、本発明の所属す
る技術分野の当業者により普通に理解される意味を有するものである。以下の参照文献は
、本発明において使用される用語の多くの一般的な定義を、当業者に提供するものである
。Singletonら、Dictonary of Microbiology and Molecular Biology (2nd ed. 1994)、T
he Cambridge Dictionary of Science and Technology (Walker ed. 1988)、The Glossar
y of Genetics, 5th ed., R.Riegerら(eds.), Springer Verlag (1991)、Hale & Marhan,
 The Harper Collins Dictionary of Biology (1991)。ここに使用されるように、以下の
用語は他に特定されない限り、それらの用語に割り当てられる意味を有している。
【００４６】
　「ガス相イオンスペクトロメーター」は、ガス相イオンを検出する器具を表す。ガス相
イオンスペクトロメーターは、ガス相イオンを供給するイオン源を含む。ガス相イオンス
ペクトロメーターは、例えば、マススペクトロメーター、イオン移動性スペクトロメータ
ー、及び総イオン電流測定装置を含む。「ガス相イオンスペクトロメトリー」はガス相イ
オンを検出するためにガス相イオンスペクトロメーターを使用することを表す。
【００４７】
　「マススペクトロメーター」は、ガス相イオンのマス対荷電比に翻訳されることができ
るパラメーターを測定するガス相イオンスペクトロメーターを表す。マススペクトロメト
リースペクトロメーターは一般にイオン源とマススペクトロメトリー分析器を含む。マス
スペクトロメーターの例には、飛行時間、磁気領域、四極フィルター、イオントラップ、
イオンサイクロトロン共鳴、静電領域分析、及びこれらの融合がある。「マススペクトロ
メトリー」とはガス相イオンを検出するためにマススペクトロメーターを使用することを
表す。
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【００４８】
　「レーザー脱離マススペクトロメーター」は、分析物を脱離、電圧をかけ、及びイオン
化する手段として、レーザーエネルギーを使用するマススペクトロメーターを表す。
【００４９】
　「タンデムマススペクトロメーター」は、イオン及びイオン混合物を含む、ｍ／ｚに基
づくイオンの分離や測定の二つの連続する段階を実行することが可能な、いかなるマスス
ペクトロメーターをも表す。この用語には、イオンタンデムインスペースの、ｍ／ｚに基
づく分離や測定の二つの連続する段階を実行できる二つのマス分析器を有するマススペク
トロメーターが含まれる。本用語はさらに、イオンタンデムインスペースの、ｍ／ｚに基
づく分離や測定の二つの連続する段階を実行できる単一のマス分析器を有するマススペク
トロメーターを含む。この用語はこのように、明らかに、Ｑｑ－ＴＯＦマススペクトロメ
ーター、イオントラップマススペクトロメーター、イオントラップ－ＴＯＦマススペクト
ロメーター、ＴＯＦ－ＴＯＦマススペクトロメーター、フーリエ変換イオンサイクロトロ
ン共鳴マススペクトロメーター、静電領域－磁気領域マススペクトロメーター、そしてこ
れらの組み合わせを含む。
【００５０】
　「マス分析器」はガス相イオンのマス対荷電比へ変換できるパラメーターの測定のため
の手段を含むマススペクトロメーターの副集合を表す。飛行時間マススペクトロメーター
において、マス分析器はイオン視覚集合、飛行チューブ及びイオン検出器を含む。
【００５１】
　「イオン源」は、ガス相イオンを提供するガス相イオンスペクトロメーターの副集合を
あらわす。一つの態様では、イオン源は脱離／イオン化工程を通じてイオンを提供する。
そのような態様は一般的に、イオン化エネルギーの源（たとえばレーザー脱離／イオン化
源）への質問可能な関係や、ガス相イオンスペクトロメーターの検出器と、大気圧または
副大気圧でともに伝達することに位置的に従事するプローブインターフェイスを含む。
【００５２】
　固相から分析物を脱離／イオン化するためのイオン化エネルギーの形態には、たとえば
（１）レーザーエネルギー、（２）早い原子（早い原子物理衝撃で使用される）、（３）
放射核のβ崩壊で産生される高エネルギー粒子（プラズマ脱離で使用される）、（４）二
次イオンを産生する一次イオン（二次イオンマススペクトロメトリーで使用される）が含
まれる。固相分析物に対して好ましいイオン化エネルギーの形態は、レーザー（レーザー
脱離／イオン化で使用される）、特に窒素レーザー、Ｎｄ－Ｙａｇレーザー及び他のパル
スされたレーザー源である。「能力（fluence）」は質問可能なイメージのユニット領域
当たりに運ばれるエネルギーを表す。レーザーのような高能力源は、約１ｍＪ／ｍｍ２か
ら５０ｍＪ／ｍｍ２運ぶだろう。通常、サンプルはプローブの表面に位置され、プローブ
はプローブインターフェイスと連動し、プローブ表面はイオン化エネルギーで衝撃を受け
る。エネルギーは分析分子を表面からガス相へ脱離し、それらをイオン化する。
【００５３】
　分析物のためのイオン化エネルギーの他形態には、たとえば（１）ガス相中性をイオン
化する電子、（２）ガス相、固相、または液相中性からイオンを誘導する強度な電気的領
域、（３）固相、ガス相、液相中性の化学的イオン化を誘導するために、イオン化粒子又
は中性化学物質を有する電気的領域の組み合わせを適用する源、が含まれる。
【００５４】
　「固体支持体」とは、捕獲試薬とともに誘導可能である、又はそれに結合されることが
できる固体物質を表す。代表的な固体支持体には、プローブ、マイクロタイタープレート
、及びクロマトグラフィー樹脂が含まれる。
【００５５】
　本発明における「プローブ」とは、ガス相イオンスペクトロメーター（例えばマススペ
クトロメーター）のプローブインターフェイスに携わり、イオン化とマススペクトロメー
ターのようなガス相イオンスペクトロメーターへ誘導するためのイオン化エネルギーへ分
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析物を提示するように適合された装置を表す。「プローブ」は、一般的に分析物がイオン
化エネルギー源に提示される、サンプル提示表面を含む固体基質（可動性または非可動性
）を含むものである。
【００５６】
　「表面活性化レーザー脱離／イオン化」又は「ＳＥＬＤＩ」は、分析物が、ガス相イオ
ンスペクトロメーターのプローブインターフェースに携わるＳＥＬＤＩプローブの表面で
分析物が捕獲される、脱離／イオン化ガス相イオンスペクトロメトリー（例えば、マスス
ペクトロメトリー）法を表す。「ＳＥＬＤＩ　ＭＳ」では、ガス相イオンスペクトロメー
ターはマススペクトロメーターである。ＳＥＬＤＩ技術は、例えば米国特許第５７１９０
６０号（Hutchens及びYip）及び米国特許第６２２５０４７号（Hutchens及びYip）に開示
されている。
【００５７】
　「表面活性化親和性捕獲」または「ＳＥＡＣ」は、吸着剤表面を含むプローブ（「ＳＥ
ＡＣプローブ」）の使用を含むＳＥＬＤＩの形態である。「吸着剤表面」とは、吸着剤が
結合する表面を表す（また「捕獲試薬」又は「親和性試薬」とも呼ばれる）。吸着剤は分
析物に結合できるいかなる物質（例えば、標的ポリペプチドや核酸）でもよい。「クロマ
トグラフィー吸着剤」は、クロマトグラフィーで通常使用される物質を表す。クロマトグ
ラフィー吸着剤には、たとえばイオン交換物質、金属キレート（たとえばニトリロ酢酸や
イミノジ酢酸）、固定化された金属キレート、疎水性相互作用吸着剤、親水性相互作用吸
着剤、染料、単純な生体分子（例えば、ヌクレオチド、アミノ酸、単純な糖や脂肪酸）、
及び吸着剤の混合物（たとえば、疎水性吸引／静電反発作用吸着剤）が含まれる。「生体
特異的吸着剤」とは、例えば核酸分子（たとえばアプタマー）、ポリペプチド、ポリサッ
カライド、脂質、ステロイドまたはこれらの接合物（例えばグリコプロテイン、リポプロ
テイン、グリコリピッド、核酸（たとえばＤＮＡ）蛋白質接合体）を含む吸着剤を表す。
ある例では、生体特異的吸着剤は多蛋白質複合体、生体膜やウイルスのような巨大分子構
造であり得る。生体特異的吸着剤の例は、抗体、受容体蛋白質、及び核酸である。生体特
異的吸着剤は通常は、クロマトグラフィー吸着剤よりも標的分析物質に対してより特異的
である。ＳＥＬＤＩで使用される吸着剤のさらなる例は、米国特許第６２２５０４７号（
HutchensおよびYip, “Use of retentate chromatography to generate difference maps
”, ２００１年５月１日）において見出すことができる。
【００５８】
　いくつかの態様では、ＳＥＡＣプローブは選択される吸着物質を提供するように修飾さ
れることができる前活性化された表面として提供される。例えば、あるプローブは共有結
合を通じて生理学的物質を結合できる活性部分とともに提供される。エポキシドやカルボ
ジイミジゾールは、抗体や細胞性受容体のような生体特異的吸着剤を共有結合する有用な
反応性部分である。
【００５９】
　「吸着」とは、分析物の吸着剤や捕獲試薬への検出可能な非共有結合を表す。
【００６０】
　「表面活性化簡易脱離」または「ＳＥＮＤ」とは、化学的にプローブ表面に結合したエ
ネルギー吸収分子を含むプローブ（「ＳＥＮＤプローブ」）の使用を含んでいるＳＥＬＤ
Ｉの形態である。「エネルギー吸収物質」（「ＥＡＭ」）とは、レーザー脱離／イオン化
源由来のエネルギーを吸着でき、それから接触する分析分子の脱離とイオン化に寄与でき
る分子を表す。この用語は、ＭＡＬＤＩで使用される分子を含み、しばしば「マトリック
ス」として表され、他の物質と同様に、明らかに珪皮酸誘導体、シナピン酸（「ＳＰＡ」
）、シアノヒドロキシ珪皮酸（「ＣＨＣＡ」）、ジヒドロキシベンゾイックアシド、フェ
ルリックアシド、ヒドロキシアセトフェノン誘導体を含む。それはまた、ＳＥＬＤＩで使
用されるＥＡＭを含む。ＳＥＮＤはさらに米国特許第５７１９０６０、米国特許出願第６
０／４０８２５５、２００２年９月４日に出願されたもの（Kitagawa, “Monomers And P
olyners Having Energy Absorbing Moieties Of Use In Desorption/Ionization Of Anal
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ytes”）に開示されている。
【００６１】
　「表面活性化光不安定装着及び放出」または「ＳＥＰＡＲ」は、分析物に共有結合して
、それから、例えばレーザー光のような光に照射後に、その部分でのフォトラビル結合を
切断して分析物を放出できる表面に装着された部分を有するプローブの使用を含む、ＳＥ
ＬＤＩの形態である。ＳＥＰＡＲはさらに、米国特許第５７１９０６０号に開示されてい
る。
【００６２】
「溶離液」又は「洗浄液」は、吸着表面への分析物質の吸着に影響する若しくは変更を加
える、及び／又は、吸着表面から結合していない物質を取り除くために使用される通常は
液体の試薬を表す。溶離液の溶離の特徴は、例えば、ｐH、イオン強度、疎水性、カオト
ロピズムの度合い、界面活性剤の強度及び温度に依存するものである。
【００６３】
　「分析物」とは、検出されることが望まれるサンプルのいかなる構成物質をも表す。本
用語は、サンプル内の、単一の構成物質又は複数の構成物質を表すことができる。
【００６４】
　親和性捕獲プローブの吸着表面に吸着されたサンプルの「複雑さ」とは、吸着された、
異なる蛋白質の種類の数を意図する。
【００６５】
　「分子結合パートナー」及び「特異的結合パートナー」とは、通常は特異的に結合する
分子生物のペアーである、分子のペアーを表す。分子結合パートナーには、受容体とリガ
ンド、抗体と抗原、ビオチンとアビジン、ビオチンとストレプトアビジンが含まれるが、
これらに限定されるものではない。
【００６６】
　「モニターリング」とは、継続的にパラメーターを変えた際に変化を記録することを表
す。
【００６７】
　「バイオチップ」とは、吸着物質が結合した一般的に平面の表目を有する固相基質を表
す。しばしば、バイオチップの表面には、複数のアドレス可能な位置が含まれ、それらの
位置の各々はそこに結合する吸着物質を有している。バイオチップはプローブインターフ
ェイスに携わるように適合されることができ、それゆえプローブとして機能する。
【００６８】
　「プロテインバイオチップ」とは、ポリペプチドを捕獲するのに適したバイオチップを
表す。多くのプロテインバイオチップは当該技術分野で公知である。それらには例えば、
サイファージェンバイオシステムズ（フレモント、ＣＡ）、パッカードバイオサイエンス
カンパニー（メリデン、ＣＴ）、ジオミックス（ヘイワード、ＣＡ）、フィロス（レキシ
ントン、ＭＡ）が含まれる。それらのプロテインバイオチップの例は、以下の特許又は特
許出願に開示されている。米国特許第６２２５０４７号（HutchensおよびYip、「異なる
地図を産生するためのリテンテートクロマトグラフィーの使用」、２００１年５月１日）
、国際公開第９９／５１７７３号（Kuimelis及びWagner、「アドレス可能蛋白質アレイ」
、１９９９年１０月１４日）、米国特許第６３２９２０９号（Wagnerら、「蛋白質捕獲試
薬のアレイとその使用方法」、２００１年１２月１１日）、及び国際公開第００／５６９
３４号（Englertら、「継続的な多孔性マトリックスアレイ」、２０００年９月２８日）
。
【００６９】
　サイファージェンバイオシステムズで製造されたプロテインバイオチップは、アドレス
可能な位置に結合された、クロマトグラフ吸着又は生物特異的吸着物質を含んでいる。サ
イファージェンプロテインチップ（登録商標）アレイには、ＮＰ２０、Ｈ４、Ｈ５０、Ｓ
ＡＸ－２、ＷＣＸ－２、ＣＭ－１０、ＩＭＡＣ－３、ＩＭＡＣ－３０、ＬＡＳＸ－３０、
ＬＷＣＸ－３０、ＩＭＡＣ－４０、ＰＳ－１０、ＰＳ－２０、ＰＧ－２０が含まれる。こ



(14) JP 4644123 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

れらの蛋白質バイオチップには、ストリップ形態でアルミニウム基質が含まれている。ス
トリップの表面はシリコンジオキサイドで覆われている。
【００７０】
　ＮＰ－２０バイオチップの場合には、シリコンオキサイドは親水性蛋白質を捕獲するた
めの親水性吸着物質として機能する。
【００７１】
　Ｈ４、Ｈ５０、ＳＡＸ－２、ＷＣＸ－２、ＣＭ－１０、ＩＭＡＣ－３、ＩＭＡＣ－３０
、ＰＳ－１０、ＰＳ－２０バイオチップはさらに、バイオチップの表面に物理的に結合し
た、又はバイオチップの表面にシランを通じて共有結合したヒドロゲルの形態で機能的に
された、クロスリンクされたポリマーを含む。Ｈ４バイオチップは疎水性結合のためにイ
ソプロピル官能基を有している。Ｈ５０バイオチップは、疎水性結合のためにノニルフェ
ノキシポリ（エチレングリコール）メタクリレイトを有している。ＳＡＸ－２バイオチッ
プはアニオン交換のために四級アンモニウム官能基を有している。ＷＣＸ－２及びＣＭ－
１０バイオチップは、カチオン交換のためのカルボキシレート官能基を有している。ＩＭ
ＡＣ－３およびＩＭＡＣ－３０バイオチップは、キレートによりＣｕ＋＋やＮｉ＋＋のよ
うな遷移金属イオンを吸着するニトリロ酢酸官能基を有している。これらの固定化された
金属イオンは、結合を調整することでペプチドおよび蛋白質を吸着させる。ＰＳ－１０バ
イオチップは蛋白質上の基と共有結合へと反応できるカルボイミディゾール官能基を有し
ている。ＰＳ－２０バイオチップは蛋白質と共有結合するためのエポキシド官能基を有し
ている。ＰＳ種のバイオチップは、抗体、受容体、レクチン、ヘパリン、プロテインＡ、
ビオチン／ストレプトアビジン等のような生物特異的吸着物質を、サンプル由来の分析物
質を特異的に捕獲するように機能するようなチップ表面に結合させるのに有用である。Ｐ
Ｇ－２０バイオチップは、プロテインＧが結合したＰＳ－２０チップである。ＬＳＡＸ－
３０（アニオン交換）、ＬＷＣＸ－３０（カチオン交換）、ＩＭＡＣ－４０（金属キレー
ト）バイオチップは表面上で機能的にされたラテックスビーズを有している。そのような
バイオチップはさらに、ＷＯ００／６６２６５（Richら、「ガス相イオンスペクトロメー
ターのためのプローブ」、２０００年１１月９日）、ＷＯ００／６７２９３（Beecherら
、「ガス相マススペクトロメーターのための疎水性被覆を有するサンプルホルダー」、２
０００年１１月９日）、米国特許出願ＵＳ２００３００３２０４３Ａ１（Pohl及びPapanu
「ラテックスビーズの吸着チップ」、２００２年７月１６日）、米国特許出願６０／３５
０１１０（Umら、「疎水性表面チップ」、２００１年１１月８日）に記載されている。
【００７２】
　バイオチップ上に捕獲されて、分析物は、例えばガス相イオンスペクトロメトリー法、
光学的手法、電気化学的手法、原子力顕微鏡、及び、放射性頻度手法から選択される、様
々な検出方法により、検出されることができる。ガス相イオンスペクトロメトリー法はこ
こに開示されている。特に興味深いのは、マススペクトロメトリー、特にＳＥＬＤＩの使
用である。光学的手法には、例えば、蛍光、発光、化学発光、吸光度、反射、透過率、複
屈折、または屈折率（例えば表面プラズモン共鳴、偏光解析法、反響鏡手法、格子連結ウ
ェーブガイド手法又は干渉）が含まれる。光学的手法には、顕微鏡（共焦点並びに非共焦
点）、イメージング手法、及び非イメージング手法が含まれる。様々な形態（例えばＥＬ
ＩＳＡ）におけるイムノアッセイは、固相上に捕獲された分析物を検出するのに汎用され
る方法である。電気化学的手法には、ボルト及びアンペア手法が含まれる。放射性頻度手
法には、多極共鳴分光学が含まれる。
【００７３】
　本発明における「マーカー」とは、（特有のはっきりした分子量の）ポリペプチドを表
し、これは対照となる生体（たとえば陰性と診断された又はガンが検出されないヒト、正
常又は健常人）から得られた対応するサンプルと比較して、ガン患者由来のサンプルにお
いて異なって発現するものである。「バイオマーカー」という用語は、「マーカー」とい
う用語と互換性をもって使用される。
【００７４】
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　「測定」という用語は、サンプル内のマーカーの有無を検出、サンプル内のマーカーの
定量、及び／又はバイオマーカーのタイプを認定する方法を含む。測定は、当業界におい
て知られた方法を伴うことができ、ここに開示されるそのような方法には、ＳＥＬＤＩや
イムノアッセイが含まれるが、これらに限定されるものではない。いかなる適した方法も
、ここに開示されるマーカーの一つまたはそれ以上の検出及び測定に使用されることがで
きる。これらの方法には、マススペクトロメトリー（例えばレーザー脱離／イオン化マス
スペクトロメトリー）、蛍光（例えばサンドイッチイムノアッセイ）、表面プラズモン共
鳴、偏光解析法及び原子力顕微鏡が含まれるがこれらに限定されるものではない。
【００７５】
　「異なって発現する」という用語は、対照となる生体と比較して、ガン患者から採取さ
れたサンプルにおけるマーカーの発現量及び／又は頻度における違いを表す。例えばＩＡ
ＩＨ４断片は対照となる生体由来のサンプルと比べて、卵巣がん患者のサンプルにおいて
上昇したレベルを示す。対照的にＡｐｏＡ１及びここに開示されるトランスサイレチンΔ
Ｎ１０は、対照となる生体由来のサンプルと比較して、卵巣がん患者のサンプルにおいて
減少したレベルで発現している。さらにマーカーは、対照となる生体由来のサンプルと比
較してガン患者のサンプルでより高頻度に、またはより低頻度で検出されるポリペプチド
であってもよい。マーカーは量、頻度、またはその両方において異なるように発現するだ
ろう。
【００７６】
　あるサンプルにおけるポリペプチドの量が、他のサンプルにおけるポリペプチドの量よ
りも、統計学的に顕著に異なる場合には、二つのサンプルの間では、ポリペプチドが異な
って発現している。たとえば他のサンプルよりも少なくとも約１２０％、少なくとも約１
３０％、少なくとも約１５０％、少なくとも約１８０％、少なくとも約２００％、少なく
とも約３００％、少なくとも約５００％、少なくとも約７００％、少なくとも約９００％
、若しくは少なくとも約１０００％高く発現している、又は一つのサンプルで検出され、
他のサンプルでは検出されない場合には、二つのサンプルにおいてポリペプチドは異なっ
て発現している。
【００７７】
　一方又は加えて、卵巣がん患者のサンプルにおけるポリペプチドの検出頻度が、対照サ
ンプルにおけるよりも統計学的に非常に高いか又は低い場合には、二つのサンプルセット
の間においてポリペプチドは異なって発現している。たとえば他のサンプルよりも少なく
とも約１２０％、少なくとも約１３０％、少なくとも約１５０％、少なくとも約１８０％
、少なくとも約２００％、少なくとも約３００％、少なくとも約５００％、少なくとも約
７００％、少なくとも約９００％、若しくは少なくとも約１０００％より高い頻度又は低
い頻度で他のサンプルセットに比べてあるサンプルセットにおいて観測される場合には、
二つのサンプルにおいてポリペプチドは異なって発現している。
【００７８】
　「診断」とは、病理学的状態、すなわち卵巣がんの存在または性質を同定することを意
味する。診断方法は、その感度及び特異度により異なる。診断アッセイの「感度」とは、
陽性（「真に陽性」のパーセンテージ）である羅患者のパーセンテージである。アッセイ
で検出されない羅患者は、「誤った陰性」である。診断アッセイの「特異度」は、１から
誤った陽性率を引いたものであり、「誤った陽性」率は陽性の疾患を有さないヒトの比率
として定義される。特有の診断手法は状況の決定的な診断を提供しないかもしれないが、
診断において助けとなる陽性の指標を提供する方法であれば、有用である。
【００７９】
　マーカーの「試験量」とは、試験されるサンプルに存在するマーカーの量を表す。試験
量は絶対量（例えばμｇ／ｍｌ）または相対量（例えばシグナルの相対強度）であること
ができる。
【００８０】
　マーカーの「診断量」は、卵巣がんの診断と一致する生体サンプルにおけるマーカーの
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量をあらわす。診断量は絶対量（例えばμｇ／ｍｌ）または相対量（例えばシグナルの相
対強度）であることができる。
【００８１】
マーカーの「対照量」は、マーカーの試験量に対して比較される量または量の幅であるこ
とができる。例えばマーカーの対照量は卵巣がんでないヒトにおけるマーカーの量である
ことができる。対照量は絶対量（例えばμｇ／ｍｌ）または相対量（例えばシグナルの相
対強度）であることができる。
【００８２】
　「抗体」とは、イムノグロブリン遺伝子あるいは複数のイムノグロブリン遺伝子により
実質的にコードされるポリペプチドリガンド、またはその断片を表し、エピトープ（たと
えば抗原）に特異的に結合して認識するものである。認識されるイムノグロブリン遺伝子
は、κならびにλ定常領域遺伝子、α、γ、δ、ε、μ重鎖定常領域遺伝子、及びミリア
ードイムノグロブリン可変領域遺伝子を含む。抗体は例えば、完全なイムノグロブリンま
たは、様々なペプチダーゼにより消化されて産生された多くのよく特徴づけられた断片と
して存在する。これにはたとえばＦａｂ‘およびＦ（ａｂ）’２断片が含まれる。ここで
使用される「抗体」という用語はまた、抗体全体の修飾によりまたは組換えＤＮＡメソド
ロジー技術を使用してデノボ合成された抗体断片を含む。また、ポリクローナル抗体、モ
ノクローナル抗体、化学抗体、ヒト化抗体、または一本鎖抗体も含まれる。抗体の「Ｆｃ
」部分は、一つ又はそれ以上の重鎖定常領域ドメインであるＣＨ１、ＣＨ２およびＣＨ３
を含むが、重鎖可変領域を含まないイムノグロブリン重鎖の部分を表す。
【００８３】
　「生体の処置」とは、卵巣がん状態を決定するための、医者の行動を表す。たとえばも
し本発明の方法の結果が決定的でなく、または、状態を確かめる必要があるという理由が
ある場合には、医者はさらなる試験を指示するであろう。もしくは、もし状態が、手術が
適切であることを示している場合には、医者は患者の手術を予定するだろう。同様に、例
えば後期卵巣がんまたは急性であるような、状態が否定的な場合には、さらなる手段はと
られないであろう。さらに、もし結果が処置の成功を示しているのであれば、さらなる処
置は必要ないだろう。
【００８４】
（発明の詳細な説明）
　本発明は、プロテインチップ（登録商標）バイオマーカーシステム（サイファーゲンバ
イオシステムズ、インク、フレモント、ＣＡ）を使用して、卵巣がんと診断された患者及
び既知の腫瘍疾患ではない患者由来の蛋白質プロファイルの比較から産生されたバイオマ
ーカーを提供する。これらのバイオマーカーは、他の既知の卵巣がんマーカーと共に、個
々のおよび多変量予測モデルにおいて評価された。特にこれらのバイオマーカーは個々で
または好ましくはこのグループ由来のほかのバイオマーカー又は他の診断試験と組み合わ
せて、新規な生体における卵巣がん状態を決定する方法を提供する。
【００８５】
　有効なバイオインフォマティックス手段と組み合わせた高スループット蛋白質プロファ
イリングは、ガンマーカーをスクリーニングするための有用な手段を提供する。要するに
、本発明で使用されるシステムは、ＳＥＬＤＩ（表面活性化レーザー脱離／イオン化）を
使用してサンプルをアッセイするために、クロマトグラフィープロテインチップ（登録商
標）アレイを使用する。アレイに結合した蛋白質はプロテインチップ（登録商標）リーダ
ー、飛行時間（ＴＯＦ）マススペクトロメーターで読まれる。
【００８６】
　本発明は、卵巣がん患者のサンプルと対照生体のサンプルで異なって発現する蛋白質マ
ーカーの発見、及び、卵巣がん状態を決定するためのこの発見の適用方法及びキットに基
づくものである。これらの蛋白質マーカーは、ヒトのガンが検出されない女性由来のサン
プルにおけるレベルと異なるレベルで卵巣がん患者由来のサンプルにおいて見出される。
したがって、対照と比較して試験サンプルにおいて見出された一つ又はそれ以上のマーカ
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ーの量、または、試験サンプルにおける一つ又はそれ以上のマーカーの存否は、患者の卵
巣がん状態に関する有用な情報を提供する。
【００８７】
Ｉ．バイオマーカーの説明
Ａ．アポリポプロテインＡ１
　本発明の方法において有用なマーカーの一例は、アポリポプロテインＡ１であり、これ
は本明細書では「ＡｐｏＡ１」と表される。ＡｐｏＡ１はｍ／ｚ２８０４３のピークとし
て、マススペクトロメトリーで検出される。本明細書に開示されるマーカーの分子量は、
開示されるＳＥＬＤＩマススペクトロスコピー手順により決定される特定された値と０．
１５％以内の正確性であると考えられている。ＡｐｏＡ１は手順に従って血液を分画化し
、ＩＭＡＣチップへ適用後のＳＥＬＤＩによる検出で、見出された。精製された蛋白質は
トリプシンで消化され、アポリポプロテインＡ１と同定された。ＡｐｏＡ１の単離及び同
定のための手順は、以下の実施例に開示されている。ＡｐｏＡ１はある段階の卵巣がん患
者においてダウンレギュレートされている。よってＡｐｏＡ１の欠如または正常な対照と
比較したＡｐｏＡ１量における統計学的に顕著な減少は、卵巣がん状態と関連があるだろ
う。統計学的に顕著な減少とは、たとえばｐ値が０．０５より低いものであり、当該技術
分野で公知のものである。
【００８８】
Ｂ．トランスサイレチンΔＮ１０
　本発明の方法において有用はマーカーのほかの例には、プレアルブミンの形態であり、
本明細書で「トランスサイレチンΔＮ１０」と表されるものが含まれる。トランスサイレ
チンΔＮ１０はｍ／ｚ１２８７０．９のピークとして、マススペクトロメトリーで検出さ
れる。トランスサイレチンΔＮ１０は手順に従って血液を分画化し、ＩＭＡＣチップへ適
用後のＳＥＬＤＩによる検出で、見出された。免疫沈降およびタンデムマススペクトロメ
トリーにより、精製された蛋白質はＮ末端のアミノ酸を欠如するプレアルブミンの切断さ
れた形態（本明細書では「トランスサイレチンΔN１０」と表される）であることが見出
された。トランスサイレチンΔＮ１０の単離及び同定のための手順は、以下の実施例に開
示されている。トランスサイレチンΔＮ１０もまたある段階の卵巣がん患者においてダウ
ンレギュレートされている。よってトランスサイレチンΔＮ１０の欠如または正常な対照
と比較したトランスサイレチンΔＮ１０量における統計学的に顕著な減少は、卵巣がん状
態と関連があるだろう。
【００８９】
　本発明はトランスサイレチンΔＮ１０を使用するものとしてここに開示される。しかし
ながら天然のトランスサイレチン（１３９００ダルトン）もまた、本発明の方法において
有用である。
【００９０】
Ｃ．ＩＡＩＨ４断片
　本発明の方法において有用なマーカーのほかの例は、インターαトリプシン阻害剤重鎖
Ｈ４の解裂した断片であり、本明細書では「ＩＡＩＨ４」と表されるものである。ＩＡＩ
Ｈ４断片はｍ／ｚ３２７２ピークとして、マススペクトロメトリーで検出される。ＩＡＩ
Ｈ４断片は手順に従って血液を分画化し、ＩＭＡＣチップへ適用後のＳＥＬＤＩによる検
出で、見出された。ピークは一連のクロマトグラフィー分離技術を使用して、卵巣がんの
集められた血清から精製された。その配列はＭＮＦＲＰＧＶＬＳＳＲＱＬＧＬＰＧＰＰＤ
ＶＰＤＨＡＡＹＨＰＦ（配列番号１）と決定され、ヒトインターαトリプシン阻害剤、重
鎖Ｈ４（ＩＴＩＨ４、ＰＫ－１２０）の６６０－６８９アミノ酸断片であった。この結果
はマーカーのペプシン消化産物の分析により確認された。ＩＴＩＨ４断片はある段階の卵
巣がん患者においてアップレギュレートされている。よってＩＴＩＨ４断片の存在または
正常な対照と比較したＩＴＩＨ４断片量における統計学的に顕著な増加は、卵巣がん状態
と関連があるだろう。
【００９１】
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　さらなるバイオマーカーが、卵巣がん疾患状態と関連のある、ｐＨ４及びｐＨ９で溶出
された分画において同定された。ｐＨ４では、これらのバイオマーカーに対応する蛋白質
またはその断片が、以下の値を中心とする分子量の強度ピークとして、ＳＥＬＤＩ（表面
活性化レーザー脱離／イオン化）プロテインチップ／マススペクトルにおいて表れた。
【００９２】

【００９３】

【００９４】
　ｐＨ４では、これらのバイオマーカーに対応する蛋白質またはその断片が、以下の値を
中心とする分子量の強度ピークとして、ＳＥＬＤＩ（表面活性化レーザー脱離／イオン化
）プロテインチップ／マススペクトルにおいて表れた。
【００９５】



(19) JP 4644123 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

【００９６】
　マーカーＩ乃至ＸＬＶＩＩＩのこれらの質量は、開示されたＳＥＬＤＩマススペクトロ
スコピー手段により決定される特定の値と０．１５％以内の正確性であると考えられる。
【００９７】
　上述したように、マーカーＩ乃至ＸＬＶＩＩＩはまた、吸着物への親和性、特に、以下
の実施例の一般的な解説のプロテインチップ分析のもとで特定される条件で、固定化され
たキレート（ＩＭＡＣ）－銅基質に特に結合して、特徴付けられるだろう。
【００９８】
Ｅ．既知の卵巣がんマーカー
　本発明のある態様はまた、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０，及び、ＩＡＩＨ
４断片から選択される一つ又はそれ以上のマーカーと組み合わせて、既知の卵巣がんバイ
オマーカーを使用するものである。「マーカー４」という用語は、本明細書では既知の卵
巣がんマーカーを表すのに使用される、マーカー４として有用なマーカーの例には、ＣＡ
１２５、ＣＡ１２５ＩＩ、ＣＡ１５－３、ＣＡ１９－９、ＣＡ７２－４、ＣＡ１９５、Ｔ
ＡＴＩ、ＣＥＡ、ＰＬＡＰ、シアリルＴＮ、ガラクトシルトランスフェラーゼ、Ｍ－ＣＳ
Ｆ、ＣＳＦ－１、ＬＰＡ、ｐ１１０ＥＧＦＲ、組織カリクレイン、プロスタシン、ＨＥ４
、ＣＫＢ、ＬＡＳＡ、ＨＥＲ－２／ｎｅｕ、尿ゴナドトロピンペプチド、ダイアノンＮＢ
７０／Ｋ、ＴＰＡ、オステオポンチン、ハプトグロビン、及び蛋白質変異体（例えば開裂
体やアイソフォーム等）が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００９９】
　これらのマーカーは正常な生体に比較して、血中のレベルに基づいて卵巣がんを診断す
るのに有用である。たとえばＣＡ１２５は、卵巣がんの女性の血液内で上昇していること
が知られている。同様に、ＣＡ１９－９、ＣＡ７２．４、ＣＡ１９５、ＴＡＴＩ、インヒ
ビン、ＰＬＡＰ、及びその他は、卵巣がんの上清の血液内で上昇していることが知られて
いる。本発明のある好ましい態様では、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡ
ＩＨ４断片から選択されるマーカーの少なくとも一つと共に、少なくとも一つの既知のマ
ーカー（マーカー４）が本方法において含まれる。
【０１００】
ＩＩ試験サンプル
Ａ）生体型
　サンプルは、例えば卵巣がんの状態を定めることを望む女性などの生体から集められる
。生体はその家系に基づいて卵巣がんの高度の危険性があることが決定されている女性で
もあろう。他の患者には、卵巣がんである女性が含まれ、試験は患者が受ける治療または
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処置の効果を決定するために使用される。また、患者には、お決まりの試験の一部として
またはバイオマーカーのベースラインレベルを確立するために、テストを受ける健常人が
含まれるだろう。サンプルは卵巣がんと診断され、ガンを軽減するための処置を受け、ま
たはおそらく回復した女性から集められることもできるだろう。
【０１０１】
Ｂ）サンプルの型とサンプルの調製
　マーカーは生理学的サンプルの異なる型において測定されることができる。サンプルは
好ましくは生理学的液体サンプルである。有用な生理学的液体サンプルの例には、血液、
血清、血漿、膣分泌、尿、涙、精液等が含まれる。マーカーは全て血清内で見出されるこ
とから、本発明の態様において血清が好ましいサンプル源である。
【０１０２】
　所望により、サンプルはマーカーの検出度を増強するように調製される。例えば、マー
カーの検出度を増強するために、生体由来の血清サンプルは好ましくは、例えばチバクロ
ンブルーアガロースクロマトグラフィー、一本鎖ＤＮＡ親和性クロマトグラフィー、陰イ
オン交換クロマトグラフィー、親和性クロマトグラフィー（例えば、抗体）等により分画
化される。分画法は使用される検出方法のタイプに依存する。興味ある蛋白質を豊富にす
るいかなる方法をも使用できる。前分画化プロトコールのような、サンプル調製は適宜行
われ、使用される検出方法に依存するマーカーの検出度を増強させるために必要ではない
かもしれない。例えば、マーカーに特異的に結合する抗体がサンプル内のマーカーの存在
を検出するために使用される場合には、サンプル調製は不要である。
【０１０３】
　通常、サンプル調製にはサンプルの分画化とバイオマーカーを含むことが決定された分
画を収集することが含まれる。前分画化の方法には、例えばサイズ除去クロマトグラフィ
ー、イオン交換クロマトグラフィー、ヘパリンクロマトグラフィー、親和性クロマトグラ
フィー、連続的抽出、ゲル電気泳動及び液体クロマトグライフィーが含まれる。分析物は
また検出に先立って修飾されることができる。これらの方法はさらなる分析のためにサン
プルを単純化するために有用である。たとえば、アルブミンのような高吸光度蛋白質を、
分析の前に血液から除去することは有用であろう。分画化方法の例はＰＣＴ／ＵＳ０３／
００５３１（その全体はここに挿入される）に開示されている。
【０１０４】
　好ましくは、サンプルは陰イオン交換クロマトグラフィーにより前分画化される。陰イ
オン交換クロマトグラフィーは、その電荷の特徴にしたがっておおまかにサンプル内の蛋
白質を前分画できる。例えばＱ陰イオン交換樹脂が使用されることができ（例えばＱハイ
パーＤ　Ｆ、バイオセプラ）、サンプルは続いて異なるＰＨを有する溶出液により溶出さ
れるだろう。陰イオン交換クロマトグラフィーは、他の型の生体分子から、より院生に荷
電したサンプル内の生体分子を分離する。高いｐＨを有する溶出液で溶出される蛋白質は
、弱く陰性に荷電しているだろうし、低いｐＨを有する溶出液で溶出される蛋白質は、よ
り強く陰性に荷電しているだろう。よって、サンプルの複雑性を減じることに加えて、陰
イオン交換クロマトグラフィーはその結合特徴にしたがって蛋白質を分離する。
【０１０５】
　好ましい態様では、血清サンプルは陰イオン交換クロマトグラフィーで分画化される。
高い吸光度蛋白質による、より低い吸光度蛋白質のシグナル抑制は、ＳＥＬＤＩマススペ
クトロメトリーに対して重要な難題を表す。サンプルの分画化は、個々の分画における構
成物の複雑性を減じる。この方法はまた、ある分画へ吸光度の高い蛋白質を単離しようと
し、それによってより低い吸光度の蛋白質におけるシグナル抑制効果を減少させることが
できるだろう。陰イオン交換分画はその等電点（ｐＩ）により蛋白質を分離する。蛋白質
はアミノ酸から作られており、それらは両極性であり、その荷電はアミノ酸がさらされる
環境のｐＨに依存して変化する。蛋白質のｐＩは蛋白質がネットの荷電を有さないｐＨで
ある。蛋白質は環境のｐＨが蛋白質のｐＩと等しいときに中性に荷電すると予想される。
ｐＨが蛋白質のｐＩより上昇すると、蛋白質はネットで陰性に荷電すると予想される。動
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揺に環境のｐＨが蛋白質のｐＩより加工すると、蛋白質はネットで陽性に荷電する。血清
サンプルは、ここに開示されるマーカーを得るために、以下の実施例に記載されるプロト
コールにしたがって分画化された。
【０１０６】
　陰イオン交換上での捕獲の後、蛋白質はｐＨ９、ｐＨ７、ｐＨ５、ｐＨ４、ｐＨ３とい
う一連の洗浄段階で溶出された。三つの潜在的なバイオマーカーのパネルは、３つの分画
（ｐＨ９／流出、ｐＨ４、有機溶媒）のプロファイリングデータのＵＭＳＡ分析により発
見された。二つのピークはｐＨ４分画由来のｍ／ｚ１２８２８、２８０４３であり、両方
はガングループにおいてダウンレギュレートされており、三番目はｐＨ９／流出分画由来
のｍ／ｚ３２７２であり、ガングループにおいてアップレギュレートされていた。固定化
された金属親和性クロマトグラフィーアレイに結合したものは全て、銅イオンでチャージ
された（ＩＭＡＣ３－Ｃｕ）。（図１のスペクトル）
【０１０７】
　サンプル内の生体分子はまた、例えば一次元又は二次元ゲル電気泳動のような、高い分
析電気泳動により分離されることができるだろう。マーカーを含む分画は、ガス相イオン
スペクトロメトリーにより単離され、さらに分析されることができるだろう。好ましくは
、二次元ゲル電気泳動は、一つ又はそれ以上のマーカーを含む、生体分子スポットの二次
元アレイを産生するために使用される。例えばJungblut及びThiede, Mass Spectr. Rev. 
16: 145-162 (1997)参照。
【０１０８】
　二次元ゲル電気泳動は、当業界で既知の方法を使用して行われることができる。例えば
Deutscher ed., Methods In Enzymology vol.182参照。通常、サンプル内の生体分子は、
例えば、サンプル内の生体分子がそのネット荷電がゼロ（すなわち等電点）になるスポッ
トに達するまで、ｐH勾配で分離されるような、等電点焦点により、分離される。この最
初の分離段階は、生体分子の一次元アレイを生じる。一次元アレイ内の生体分子はさらに
、最初の分離段階において使用されるものとは一般的に異なる技術を使用して分離される
。例えば、二次元において、等電点焦点により分離された生体分子はさらに、ドデシル硫
酸ナトリウム（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）の存在下でノポリアクリルアミドゲル電気泳動のよう
な、ポリアクリルアミドゲルを使用して分離される。ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルは、生体分子
の分子量に基づいてさらに分離させることができる。通常、二次元ゲル電気泳動は、複雑
な混合物内の１０００－２０００００ダルトンの分子量を有する化学的に異なる生体分子
を分離できる。これらのゲルのｐＩ範囲は、約３－１０（広範囲ゲル）である。
【０１０９】
　二次元アレイ内の生体分子は、当業界で知られた、適するいかなる技術をも使用して検
出されることができる。たとえばゲル内の生体分子は、標識されまたは染色されることが
できる（例えばクマシーブルーまたは銀染色）。ゲル電気泳動が、本発明の一つ又はそれ
以上のマーカーの分子量に対応するスポットを産生した場合には、そのスポットはさらに
ガス相イオンスペクトロメトリーにより分析されることができるだろう。例えば、スポッ
トはゲルから取り出され、ガス相イオンスペクトロメトリーにより分析されることができ
るだろう。または、生体分子を含むゲルは、電解液を添加することで不活性膜へ移送され
ることができるだろう。それから、マーカーの分子量におおよそ対応する膜上のスポット
はガス相イオンスペクトロメトリーにより分析されることができるだろう。ガス相イオン
スペクトロメトリーでは、スポットは、ここに開示されるＭＡＬＤＩまたはＳＥＬＤＩ（
例えばプロテインチップアレイを使用して）のようないかなる適した技術をも使用して分
析されることができる。
【０１１０】
　ガスイオンスペクトロメトリー分析に先立って、プロテアーゼ（たとえばトリプシン）
のような解裂試薬を使用して、スポット内の生体分子をより小さい断片に解裂させること
が望ましいだろう。生体分子の小さい断片への消化は、スポット内の生体分子のマスフィ
ンガープリントを提供し、よって所望によりマーカーを同定するために使用されることが
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できるだろう。
【０１１１】
　高パフォーマンス液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）はまた、極性、電解、および大
きさのような、異なる物理的な性質に基づいて、サンプル内の生体分子の混合物を分離す
るために使用することができるだろう。ＨＰＬＣ装置は通常、可動性相の貯蔵、ポンプ、
インジェクター、分離カラム、及び検出器からなる。サンプル内の生体分子は、サンプル
溶液をカラムへ注入することで分離される。混合物内の異なる生体分子が、可動性液相と
静止相の間におけるそれらの群分離様式の相違に依存して、異なる速度でカラムを通過す
る。一つ又はそれ以上のマーカーの分子量及び／又は物理的性質に対応する画分が集めら
れることができる。分画はそれからガス相イオンスペクトロメトリーによりマーカーを検
出するために分析されることができる。たとえばスポットは、ここに開示されるようなＭ
ＡＬＤＩまたはＳＥＬＤＩ（たとえばプロテインチップアレイを使用して）を使用して分
析されることができる。
【０１１２】
　適宜、マーカーは、その感度を改良するためまたは同定するために、分析に先立って修
飾されることができる。たとえば、マーカーは分析の前に蛋白質消化を行われることがで
きる。いかなるプロテアーゼでも使用できる。トリプシンのようなマーカーを別個の断片
へと解裂させるようなプロテアーゼは、特に有用である。消化された分画から生じた断片
は、マーカーのフィンガープリントとして機能し、よってその同定を間接的に可能にする
。これは、問題とされるマーカーに対して困惑されるような類似の分子量を有するマーカ
ーがある場合において、特に有用である。また、蛋白質断片化は、より小さいマーカーは
マススペクトロメトリーでより容易に分析されることから、高分子量マーカーのために有
用である。他の例では、生体分子は検出分析を改良するために修飾されることができる。
たとえば、ノイラミニダーゼは、陰イオン性吸着物質（たとえばカチオン交換プロテイン
チップアレイ）への結合を改善するため、及び、検出分析を改善するために、グリコプロ
テインから末端のシアル酸残基を除去するために使用されることができる。他の例では、
分子マーカーに特異的に結合してそれらを区別する特有の分子量マーカーのタグを装着す
ることで、分子マーカーは修飾されることができる。適宜、そのような修飾されたマーカ
ーの検出の後に、マーカーの同一性は、さらに蛋白質データベース（たとえばＳｗｉｓｓ
Ｐｒｏｔ）で修飾されたマーカーの物理的及び化学的な特徴とマッチさせることで決定さ
れることができる。
【０１１３】
ＩＩＩ．マーカーの捕獲
　マーカーは好ましくは、個々に開示されるいかなるバイオチップ、マルチウエルマイク
ロタイタープレートまたは樹脂のような、固体支持体に固定化された捕獲試薬により捕獲
される。特に、本発明のバイオマーカーは、好ましくはＳＥＬＤＩ蛋白質バイオチップ上
に捕獲される。捕獲はクロマトグラフィーの表面または生体特異的表面において行われる
。反応性表面を含むＳＥＬＤＩ蛋白質バイオチップのいかなるものでも、本発明のバイオ
マーカーを捕獲及び検出するために使用されることができる。しかしながら、本発明のバ
イオマーカーは固定化された金属キレートによく結合する。ＩＭＡＣ－３及びＩＭＡＣ３
０バイオチップは、ニトリル酢酸がキレートによりＣｕ＋＋やＮｉ＋＋のような遷移金属
イオンを吸着するもので、本発明のバイオマーカーを捕獲するための好ましいＳＥＬＤＩ
バイオチップである。反応性表面を含むＳＥＬＤＩ蛋白質バイオチップであれば、どれで
も本発明のバイオマーカーの捕獲及び検出に使用できる。これらのバイオチップは生体分
子を特異的に捕獲する抗体を運搬することができ、または、イムノグロブリンに結合する
プロテインＡ又はプロテインＧのような捕獲試薬とともに運搬することができる。それか
ら生体分子は特異的な抗体を使用して溶液内で捕獲することができ、捕獲された生体分子
は捕獲試薬を通じてチップ上で単離される。
【０１１４】
　一般的に、血清のようなバイオマーカーを含むサンプルは、バイオチップの活性表面上
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に結合するのに十分な時間だけ置いておく。それから結合していない分子は、リン酸緩衡
生理食塩水のような適切な溶出液を使用してその表面から洗浄する。一般に溶出液がスト
リンジェントであればあるほど、蛋白質が洗浄後に残るためには、より強固に結合してい
なければならない。保持された蛋白質バイオマーカーは、適切な手段により検出すること
ができる。
【０１１５】
ＩＶ．マーカーの検出と測定
　たとえばバイオチップ又は抗体のような基質に一旦捕獲されれば、適切な方法であれば
どれでも、サンプル内の一つ又はそれ以上のマーカーを測定するために使用できる。たと
えば、マーカーは、ガス相イオンスペクトロメトリー法、光学的手法、電気化学的手法、
原子力マイクロスコーピー、放射頻度方法を含む、様々な検出方法により、検出及び／又
は測定することができる。これらの方法を使用することで、一つ又はそれ以上のマーカー
が検出できる。
【０１１６】
Ａ）ＳＥＬＤＩ
　バイオマーカーの検出及び／又は測定のひとつの好ましい方法は、マススペクトロメト
リー、特に、「表面活性化レーザー脱離／イオン化」または「ＳＥＬＤＩ」を使用する。
ＳＥＬＤＩとは、分析物がプローブインターフェースを司るＳＥＬＤＩプローブの表面に
捕獲される、脱離／イオン化ガス相イオンスペクトロメトリー（たとえばマススペクトロ
メトリー）の方法のことである。「ＳＥＬＤＩ　ＭＳ」では、ガス相イオンスペクトロメ
ーターはマススペクトロメーターである。ＳＥＬＤＩ技術は詳しく上述されている。Ａｐ
ｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片は、それぞれｍ／ｚ２８０４３、
ｍ／ｚ約１２８７０．９、及びｍ／ｚ３２７２として検出される。
【０１１７】
Ｂ）イムイノアッセイ
　他の態様では、イムノアッセイがサンプル内のマーカーの検出及び分析に使用される。
この方法は、（ａ）マーカーに特異的に結合する抗体を提供し、（ｂ）サンプルを抗体と
接触させ、（ｃ）サンプル内でマーカーに結合した抗体の複合体の存在を検出する、こと
を含む。
【０１１８】
　イムノアッセイは、抗原（たとえばマーカー）に特異的に結合するために抗体を使用す
るアッセイである。イムノアッセイは、抗原を単離、標的化、及び／又は、定量するため
に、特有の抗体の特異的な結合性を使用することにより特徴づけられる。蛋白質又はペプ
チドを表す際に、抗体に「特異的に（又は選択的に）結合する」、または「特異的に（又
は選択的に）免疫反応性である」という用語は、蛋白質や他の生理物質が混在する集団に
おいて蛋白質の存在を決定できる結合反応を表す。よって、指定されたイムノアッセイ条
件下では、特定の抗体はバックグラウンドの少なくとも二倍特有の蛋白質に結合し、サン
プル内に存在するほかの蛋白質には実質的に有意に結合しない。そのような条件下での抗
体への特異的な結合は、特定の蛋白質への特異性により選択される抗体を必要とする。例
えば、ラット、マウス、またはヒトのような特定の種由来のマーカーに対して産生された
ポリクローナル抗体が、特異的にそのマーカーに対して免疫反応性であり、マーカーのポ
リモルフィックな変異体やアレル体を除く他の蛋白質とは免疫反応性を有さないポリクロ
ーナル抗体のみを得るために選択されることができる。この選択は他の種由来のマーカー
分子と交差反応する抗体を差し引くことにより達成されることができるだろう。
【０１１９】
　マーカーに特異的に結合する抗体は、精製されたマーカーまたはその核酸配列を使用し
て、当該技術分野公知の適当な方法を用いて調製できるものである。例えばColigan, Cur
rent Protocols in Immunology (1991); Harlow & Lane, Antibodies: A Laboratory Man
nual (1998); Goding, Monoclonal Antibodies: Principles and Practice (2d ed. 1986
); Kohler & Milstein, Nature 256: 495-497 (1975)参照。そのような技術には、ウサギ
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又はマウスの免疫化によりポリクローナルおよびモノクローナル抗体を調製するのと同様
に、ファージ又は同様のベクター内で組換え抗体ライブラリーから抗体を選択することで
抗体を調製する技術を含むが、これに限定されるものではない（たとえば、Huseら、Scie
nce 246: 1275-1281 (1989),Wardら、Nature 341: 544-546 (1989)参照）。通常は、特異
的又は選択的反応は、バックグラウンドシグナル又はノイズの少なくとも二倍であり、よ
り典型的にはバックグラウンドの１０から１００倍以上である。
【０１２０】
　一般に、生体から得られたサンプルはマーカーと特異的に結合する抗体と接触させられ
ることができる。適宜、抗体をサンプルと接触させるのに先立って、複合体の洗浄とそれ
に続く単理を容易にするために、抗体は固体支持体に固定化されることができる。固体支
持体の例には、ガラスや、例えばマイクロタイタープレート、スティック、ビーズ、又は
マイクロビーズの形態のプラスチックが含まれる。抗体はまたプローブ基質や上述された
プロテインチップアレイへ装着されることができる。サンプルは好ましくは生体から採取
された生理学的液体サンプルである。生理学的液体サンプルの例には、血液、血清、血漿
、乳首アスピレート、尿、涙，精液などが含まれる。好ましい態様では、生理学的液体に
は血清が含まれる。サンプルは抗体に接触させる前に，適切な溶出液で希釈される。
【０１２１】
　サンプルを抗体とインキュベートした後、混合物は洗浄され、抗体マーカー複合体が検
出される。これは洗浄された混合物を検出試薬とインキュベートすることで達成される。
この検出試薬は、たとえば検出可能な標識で標識された二次抗体であろう。模範的な検出
可能なレベルには、磁気ビーズ（たとえばＤＹＮＡＢＥＡＤＳ（登録商標））、蛍光染料
、放射標識、酵素（例えば、ホースラディッシュペルオキシダーゼ、アルカリンフォスフ
ァターゼ、並びにその他の一般的にＥＬＩＳＡで使用されるもの）、及び、コロイド金や
色のついたガラスやプラスチックビーズのような比色分析の標識が含まれる。あるいは、
サンプル内のマーカーは、例えば二次標識された抗体が、マーカー特異的に結合した抗体
を検出するために使用されるように、非直接的な方法で、及び／又は、例えばマーカーの
識別可能なエピトープに結合するモノクローナル抗体が混合物と同時にインキュベートさ
れるように、競合もしくは阻害アッセイで、検出されることができるだろう。
【０１２２】
　抗体－マーカー複合体の量または存在を測定する方法には、例えば蛍光、発光、化学発
光、吸光、反射、透過率、複屈折または屈折率（たとえば、表面プラズモン共鳴、偏光解
析法、反響鏡手法、格子連結ウェーブガイド手法又は干渉））が含まれる。光学的手法に
は、（共焦点ならびに非共焦点）顕微鏡、イメージング手法、及び、非イメージングが含
まれる。電気化学的手法には、ボルトおよびアンペア手法が含まれる。放射頻度手法には
、多極性共鳴分析計が含まれる。これらのアッセイを行う方法は、当業界において容易に
知られている。有用なアッセイには、例えば酵素免疫測定法（ＥＬＩＳＡ）、ラジオイム
ノアッセイ（ＲＩＡ）、ウエスタンブロットアッセイ、またはスロットブロットアッセイ
のような酵素免疫アッセイ（ＥＩＡ）が含まれる。これらの方法はまた、例えばMethods 
in Cell Biology: Antibodies in Cell Biology, vol.37 (Asai ed. 1993); Basic and C
linical Immunology (Stites & Terr, eds., 7th ed. 1991)、及び、Harlow & Lane, 上
述に開示されている。
【０１２３】
　アッセイを通じて、インキュベーション及び／又は洗浄工程が、試薬のそれぞれの組み
合わせ後に必要となる。インキュベーション工程は、約５秒から数時間まで異なり、好ま
しくは約５分から約２４時間である。しかし、インキュベーション時間は、アッセイの形
態、マーカー、溶液の容量、濃度などに依存するものである。１０℃から４０℃というよ
うな温度の幅でアッセイは行われるが、通常は室温にて行われる。
【０１２４】
　イムノアッセイは、サンプル内のマーカーの量と同様に、サンプル内のマーカーの存否
を決定するために使用できる。抗体－マーカー複合体の量は標準物質と比較することで決
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定される。標準物質は、例えば既知の化合物又はサンプル内に存在することが知られてい
るその他の蛋白質であってもよい。上述したように、マーカーの試験量は、測定ユニット
が対照と比較できれば、絶対量のユニットで測定される必要はない。
【０１２５】
　サンプル内のこれらのマーカーを検出するための方法には、多くの適用がある。たとえ
ば、一つ又はそれ以上のマーカーが、ヒトのガン診断または予後診断を助けるために測定
できる。他の例では、マーカーの検出の方法は、ガン治療に対する生体における応答をモ
ニターするために使用される。他の例では、マーカーの検出方法は、生体内又は試験管内
におけるこれらのマーカーの発現を調節する化合物のアッセイ及び同定のために使用され
る。好ましい例では、バイオマーカーは腫瘍進行の異なる段階を差別化するために使用さ
れるので適切な処置と腫瘍の転移範囲を決定する上で助けとなる。
【０１２６】
Ｖ．データ分析
　たとえばマススペクトロメトリーにより、サンプルが測定され、データが産生されると
、データはそれからコンピュータソフトウェアプログラムにより分析される。一般的にソ
フトウェアはマス由来のシグナルをコンピュータで読み取り可能な形に変換するコードを
含んでいる。ソフトウェアはまた、シグナルが、本発明のマーカーまたは他の有用なマー
カーに対応する「ピーク」を表しているか否かを決定するために、シグナル分析のための
アルゴリズムを適用するコードを含むこともできる。ソフトウェアはまた、試験サンプル
由来のシグナルを「正常」及びヒトガンの典型的なシグナルの特徴と比較して、両シグナ
ル間の適合の親密さを決定するアルゴリズムを実行するコードを含むこともできる。ソフ
トウェアはまた、試験サンプルが最も近く、それゆえ予想される診断を提供するコードを
表示することを含むことができる。
【０１２７】
　本発明の好ましい方法では、多数のバイオマーカーが測定される。多数のバイオマーカ
ーの使用は試験の予測値を増強させ、診断、毒性学、患者層別、および患者のモニターリ
ングにおいてより有用である。「パターン認識」と呼ばれる工程は、多数のバイオマーカ
ーで形成されたパターンを検出して、予測される薬剤の臨床プロテオミクスの感度及び特
異度を大幅に改良する。たとえばＳＥＬＤＩを使用して得られた、臨床サンプル由来のデ
ータにおける些細なバリエーションは、蛋白質発現のあるパターンは、疾患の存否、ガン
進行の段階または、薬剤処置への有効な又は逆の応答のような、フェノタイプを予期でき
ることを示している。
【０１２８】
　マススペクトロメトリーでのデータ産生は、上述したようにイオン検出器によるイオン
の検出で始まる。検出器をヒットするイオンは、類似シグナルをデジタル式に捕獲する高
スピード時間アレイ記録装置によりデジタル化される電位を産生する。サイファーゲンの
プロテインチップ（登録商標）システムは、これを達成するために、アナログからデジタ
ルへの変換器（ＡＤＣ）を採用する。ＡＤＣは規則的な時間間隔での検出器の出力を、時
間依存性ビンへ増幅させる。時間の感覚は通常は１ないし４ナノ秒である。さらに最終的
に分析される飛行時間スペクトルは、通常はサンプルに対するイオン化エネルギーのシグ
ナルパルス由来のシグナルを示すのではなく、多数パルス由来のシグナルの合計を示すも
のである。これはノイズを減少させ、ダイナミックな範囲を増加させる。次いで、この飛
行時間データは、データ処理に付される。サイファーゲンプロテインチップ（登録商標）
ソフトウェアでは、データ処理は通常ＴＯＦからＭ／Ｚへの変換、ベースラインの差し引
き、高頻度ノイズフィルターリングを含む。
【０１２９】
　ＴＯＦからＭ／Ｚへの変換には、飛行時間を質量対電荷比（Ｍ／Ｚ）へ変換するアルゴ
リズムの適用が包含される。この工程において、シグナルは時間ドメインから質量ドメイ
ンへと変換される。すなわち、個々の飛行時間は、質量対荷電比、Ｍ／Ｚへと変換される
。計測は内部で又は外部で行われる。内部的な計測では、分析されるサンプルは一つ又は
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それ以上の既知のＭ／Ｚを有する分析物を含む。これらの質量の分析物を表す飛行時間で
のシグナルピークは、既知のＭ／Ｚへ割り当てられる。これらの割り当てられたＭ／Ｚ比
率に基づいて、パラメータが飛行時間をＭ／Ｚへ変換する数学的機能のために計算される
。外部的な計測では、前もって行われた内部的な計測により創りだされたような、飛行時
間をＭ／Ｚへ変換する機能が、内部的な計測を使用することなく飛行時間スペクトルへ適
用される。
【０１３０】
　ベースラインの差し引きは、スペクトルを乱す、人工的な再生可能な器械のオフセット
を減じることで、定量データを改良する。それにはピーク幅のようなパラメータを挿入す
るアルゴリズムを使用してスペクトルのベースラインを計算して、マススペクトルからベ
ースラインを差し引くことが含まれる。
【０１３１】
　高頻度ノイズシグナルは、スムージング機能を適用することで減少される。通常のスム
ージング機能は、個々の時間依存的なビンに移動平均関数を適用する。改良された形態に
おいては、移動平均フィルターは、フィルターバンド幅がたとえばピークバンド幅など、
その機能によって変化する様々な幅のデジタルフィルターであり、一般的に飛行時間の増
加に伴ってより広くなっている。たとえば、国際公開第００／７０６４８号パンフレット
、２０００年１１月２３日（Gavinら、”Variable Width Digital Filter for Time-of-F
light Mass Spectrometry）参照。
【０１３２】
　分析は一般的に、分析物由来のシグナルを表すスペクトルにおけるピークの同定を含ん
でいる。ピークの選択はもちろん視覚的にも行われるが、サイファーゲンプロテインチッ
プソフトウェアの一部としてピークの検出を自動化したソフトウェアが利用できる。一般
的に、シグナル対ノイズの比が選択された閾値を越えるシグナルを同定してピークシグナ
ルの中心でピークの質量を標識することにより、このソフトウェアは機能する。ある有用
な適用において、多くのスペクトルは、ある選択されたマススペクトルの比率において表
れる同一ピークを同定するために比較される。このソフトウェアの一つのバージョンは、
様々なスペクトルで表れる全てのピークを決定された質量範囲にクラスターし、質量（Ｍ
／Ｚ）クラスターの中心点に近い全てのピークに質量（Ｍ／Ｚ）を割り当てる。
【０１３３】
　一つ又はそれ以上のスペクトル由来のピークデータは、たとえば個々の列が特有の質量
スペクトルを表し、個々のカラムが質量により決定されるスペクトルにおけるピークを表
し、そして個々のセルがその特有のスペクトルでのピーク強度を含むスプレッドシートを
作成することで、さらに分析することができる。様々な統計的またはパターン認識手法が
データに適用できる。
【０１３４】
　ある例では、サイファーゲンバイオマーカーパターン（登録商標）ソフトウェアが、産
生されたスペクトルにおけるパターンを検出するために使用される。データは分類モデル
を使用するパターン認識工程を利用して分類される。一般的に、スペクトルは、分類アル
ゴリズムが検索される少なくとも二つの異なる群由来のサンプルを表すものである。たと
えば、病理対非病理（たとえばガン対ガンでない）、薬剤応答対薬剤非応答、毒性応答対
毒性非応答、疾患状態の進行対疾患状態の非進行、フェノタイプの状況出現対フェノタイ
プの状況欠損などの群である。
【０１３５】
　本発明の態様において産生されるスペクトルは、分類モデルを使用するパターン認識工
程を利用して分類することができる。ある態様では、「既知サンプル」のようなサンプル
を使用して産生されたスペクトル（たとえばマススペクトルまたは飛行時間スペクトル）
由来のデータは、分類モデルを「トレーニング」するために使用できる。「既知サンプル
」とは前もって分類された（例えばガンまたはガンでない）サンプルである。「既知サン
プル」のようなサンプルを使用して産生されたスペクトル（たとえばマススペクトルまた
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は飛行時間スペクトル）由来のデータは、分類モデルを「トレーニング」するために使用
できる。「既知サンプル」は前もって分類されたサンプルである。スペクトル由来で分類
モデルを形成するために使用されるデータは、「トレーニングデータセット」として表さ
れる。一旦トレーニングされると、分類モデルは未知のサンプルを使用して産生されたス
ペクトル由来のデータにおけるパターンを認識できる。分類モデルは未知のサンプルを分
類するために使用されることができる。これは、たとえば特定の生理学的なサンプルが、
特定の生理学的な状況（たとえば疾患対非疾患）と関連しているか否かを予測する上で、
有用だろう。
【０１３６】
　分類モデルを形成するために有用なトレーニングデータセットは、生データまたは前処
理データを含むだろう。ある態様では、生データは飛行時間スペクトルまたはマススペク
トルから得ることができ、いかなる適した様式で適宜「前処理」されるだろう。たとえば
、前決定されたシグナル対ノイズの比率を超えるシグナルは、スペクトル内の全てのサン
プルを選択するのではなく、スペクトル内のピークのサブセットが選択するために、選択
されることができる。他の例では、（例えば特有の飛行時間値または質量対荷電比値）共
通値における前もって決定されたピーク「クラスター」数が、ピークを選択するために使
用できる。説明としては、与えられた質量対荷電比でのピークがマススペクトルの集団に
おいて、マススペクトルの５０％より低い場合には、その質量対荷電比のピークはトレー
ニングデータセットから除くことができる。このような前もって処理する工程は、分類モ
デルをトレーニングするために使用されるデータ量を減じるために使用できる。
【０１３７】
　分類モデルは、データに存在する目的となるパラメータに基づく分類へ、データの集ま
りを分離することを試みる、いかなる適した統計学的分類（または「学習」）方法を使用
して行われる。分類方法は管理されてもされなくてもよい。管理されたおよびされていな
い分類工程の例は、Jain, “Statistical Pattern Recognition: A Review”, IEEE Tran
sactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol.22, No.1, 2000年１月
に開示され、その全体は個々に参照として挿入される。
【０１３８】
　管理された分類では、既知のカテゴリー例を含むトレーニングデータは学習機構に提示
され、その機構は既知の分類の個々を決定するさらなる関連性のセットを学習する。新し
いデータはそれから学習機構へ適用され、それは学習された関係を利用して新しいデータ
を分類する。管理された分類工程の例には、線形回帰工程（たとえば多線形回帰（ＭＬＲ
）、部分的最少スクエアー（ＰＬＳ）回帰、主要構成物回帰（ＰＣＲ））、双対決定階層
（例えばＣＡＲＴ－分類及び回帰階）層のような帰納的分類工程）、バックプロパゲーシ
ョンネットワークのような、人工的ニューラルネットワーク、識別分析（例えばベイシア
ンクラシファイアーまたはフィッシャー分析）、対数分類、及び支持ベクター分類（指示
ベクター装置）が含まれる。
【０１３９】
　好ましい管理された分類方法は、帰納的分類工程である。帰納的分類工程は、未知のサ
ンプル由来のスペクトルを分類するために帰納的分類階層を使用する。帰納的分類工程に
関するより詳細は、米国特許公開第２００２０１３８２０８号（Paulseら、「マススペク
トルの分析方法」、２００２年９月２６日）に開示されている。
【０１４０】
　他の態様では、つくられる分類モデルは管理されない学習方法を使用して構成されるだ
ろう。管理されない分類は、トレーニングデータが由来するスペクトルを前もって分類す
ることなく、トレーニングデータセットにおける類似性に基づいて分類を学習しようとす
る。管理されない学習方法には、クラスター分析が含まれる。クラスター分析は、互いに
非常に類似しており他のクラスターのメンバーとは類似していないメンバーを理想的には
有する「クラスター」または集団に、データを分けようとする。類似性は、データアイテ
ム間の距離を測定する距離測定基準を使用して測定され、互いにより近いデータアイテム
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は一緒にクラスターされる。クラスター技術はマッククイーンK－平均値アルゴリズムや
コホネンセルフオーガナイジングマップアルゴリズムを含む。
【０１４１】
　生理学的情報を分類するうえで使用されるために確立された学習アルゴリズムは、たと
えば、国際公開第０１／３１５８０号パンフレット（Barnhillら、”Methods and device
s for identifying patterns in biological systems and methods of use thereof”, 
２００１年５月３日）、米国特許公開第２００３／０１９３９５０号（Gavinら、”Metho
d or analyzing mass spectra”, ２００２年１２月１９日）、米国特許公開第２００３
／０００４４０２号（Hittら、”Process for discriminating between biological stat
es based on hidden patterns from biological data”, ２００３年１月２日）、米国特
許公開第２００３／００５５６１５号（Zhang及びZhang, “Systems and methods for pr
ocessing biological expression data”, ２００３年３月２０日）に開示されている。
【０１４２】
　より特異的に、バイオマーカーＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４
断片を得るために、ガン患者と健常対照由来サンプルのピーク強度データが「発見セット
」として使用された。このデータは一緒にされ、統一最大可分性分析（「ＵＳＭＡ」）分
類の非線形バージョンを使用して、様々な予期されるモデルを構築して試験するために、
ランダムにトレーニングセットとテストセットへ分けられた。ＵＳＭＡ分類の詳細は、米
国特許公開第２００３／００５５６１５に開示されている。
【０１４３】
　一般的に、上述のＩＶで産生されたデータは、診断アルゴリズム（すなわち、上述され
たような分類アルゴリズム）へと挿入される。分類アルゴリズムは、学習アルゴリズムに
基づいて産生される。その工程には分類アルゴリズムを産生できるアルゴリズムを開発す
ることが含まれる。本発明の方法は、多くの卵巣がん、及び、統計学的なサンプル計算に
基づく十分な数の正常サンプルを評価することで、より正確な分類アルゴリズムを産生す
る。サンプルは学習アルゴリズムにおけるデータのトレーニングセットとして使用される
。
【０１４４】
　分類の産生、すなわち、診断、アルゴリズムは、サンプルを分析し、上述のＩＶで得ら
れたデータを産生するために使用されるアッセイプロトコールに基づく。（たとえば工程
ＩＶにおける）マーカーの検出及び／又は測定のプロトコールは、分類アルゴリズムを開
発するために使用されるデータを得るために使用されるものと同じでなければならないこ
とは、必須である。アッセイ条件は、サンプル調製と試験のための一般的なプロトコール
と同様に、トレーニングと分類システムを通じて維持されなければならないものであり、
チップタイプとマススペクトロメーターのパラメータを含む。マーカーの検出及び／又は
測定のためのプロトコール（工程ＩＶ）が変わる場合には、学習アルゴリズムと分類アル
ゴリズムも変えなければならない。同様に、学習アルゴリズムと分類アルゴリズムが変わ
る場合には、マーカーの検出及び／又は測定のためのプロトコール（工程ＩＶ）もまた、
分類アルゴリズムを産生するために使用されるものと一致するように変えなければならな
い。新しい分類モデルの開発は、十分な数のガン患者と正常サンプルの評価、新しい検出
プロトコールに基づく新しいトレーニングデータセットの開発、データを使用する新しい
分類アルゴリズムの産生、そして最終的に多面的な研究で分類アルゴリズムを確かめるこ
とを必要とするだろう。
【０１４５】
　分類モデルは、いかなる適したデジタルコンピュータを使用して形成されることができ
る。適したデジタルコンピュータには、標準または、操作システムに基づいて、ユニック
ス、ウインドウズ（登録商標）、リナックス（登録商標）のような特定の操作システムを
使用する、マイクロ、ミニ、または大型コンピュータが含まれる。使用されるデジタルコ
ンピュータは、興味あるスペクトルを産生するのに使用されるマススペクトルメーターか
ら物理的に分離され、または、マススペクトロメーターと共に使用されるであろう。マス



(29) JP 4644123 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

スペクトロメーターから分離される場合には、データは手動または自動のほかの手段によ
りコンピュータへ入力されなければならない。
【０１４６】
　本発明のトレーニングデータセットと分類モデルは、実行されるコンピュータコードに
より、または、デジタルコンピュータの使用で構築されることができる。コンピュータコ
ードは光学または磁気ディスク、スティック、テープ等を含む、適したコンピュータで読
み取り可能な媒体に保存されることができ、Ｃ、Ｃ＋＋、ビジュアルベーシック等を含む
いかなる適したコンピュータプログラミング言語によっても記載されることができる。
【０１４７】
ＶＩ．好ましい態様の例
　好ましい態様では、血清サンプルは患者から集められ、上述したように陰イオン交換樹
脂を使用して分画化される。サンプル内のバイオマーカーはＩＭＡＣ銅プロテインチップ
アレイを使用して捕獲される。マーカーはそれからＳＥＬＤＩを使用して検出される。そ
のような試験においては、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片が
検出できる。結果はコンピュータシステムへ挿入され、そのコンピュータシステムは、バ
イオマーカーをもともと決定するための学習アルゴリズムと分類アルゴリズムにおいて使
用されたものと同じパラメータを使用するようにデザインされたアルゴリズムを含む。ア
ルゴリズムは個々のバイオマーカーに関する受容されたデータに基づいて診断する。
【０１４８】
　特に好ましい態様では、バイオマーカーＣＡ１２５ＩＩの量がまた、例えばイムノアッ
セイのような既知の方法を使用して、または、ＳＥＬＤＩプロテインチップアレイを使用
して検出される。この態様では、マーカーＣＡ１２５ＩＩに関する結果はまた、コンピュ
ータアルゴリズムへ挿入され、診断準備のために使用される。Ａｐｏ１、トランスサイレ
チンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片、ＣＡ１２５ＩＩの４バイオマーカーの検出に基づく診断
試験は、少なくとも約８０％の特異度を有している。
【０１４９】
　診断は、バイオマーカーを使用して開発される分類アルゴリズムと、ＳＥＬＤＩ試験か
ら産生されたデータを調べることで、決定される。分類アルゴリズムは、バイオマーカー
の検出に使用される試験プロトコールの特徴に基づく。これらの特徴にはたとえば、サン
プル調製、チップの型、マススペクトロメーターパラメータが含まれる。試験パラメータ
が変わる場合には、アルゴリズムも変えなければならない。同様に、アルゴリズムが変わ
る場合には、試験プロトコールを変えなければならない。
【０１５０】
　他の態様では、サンプルは患者から集められる。バイオマーカーは上述したように抗体
プロテインチップアレイを使用して捕獲される。マーカーは生体特異的ＳＥＬＤＩ試験シ
ステムを用いて検出される。そのような試験では、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ
１０、ＩＡＩＨ４断片が検出できる。結果はコンピュータシステムへ挿入され、そのコン
ピュータシステムは、バイオマーカーをもともと決定するための学習アルゴリズムと分類
アルゴリズムにおいて使用されたものと同じパラメータを使用するようにデザインされた
アルゴリズムを含む。アルゴリズムは個々のバイオマーカーに関する受容されたデータに
基づいて診断する。
【０１５１】
　さらに他の好ましい態様では、マーカーは非ＳＥＬＤＩ形態を使用して捕獲されて試験
される。ある例では、サンプルは患者から集められる。バイオマーカーは例えばマーカー
に対する抗体のように、他の既知の手段を用いて、基質上に捕獲される。マーカーは例え
ば光学的方法または屈折率のような当該技術分野で公知の方法を用いて検出される。光学
的方法の例には、たとえばＥＬＩＳＡのような蛍光の検出が含まれる。屈折率の例には、
プラズモン共鳴がふくまれる。マーカーに関する結果はそれからアルゴリズムへと供され
、それは人工知能を要求しても要求しなくてもよい。アルゴリズムは個々のバイオマーカ
ーに関して取得されたデータに基づいて診断する。
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【０１５２】
　上述した方法のいずれにおいても、サンプル由来のデータは検出手段から診断アルゴリ
ズムを含むコンピュータへ直接供給されるだろう。あるいは、得られたデータは手動で、
または、自動手段により、診断アルゴリズムを含む分離されたコンピュータへ供給される
ことができる。
【０１５３】
ＶＩＩ．生体の診断と卵巣がん状態の決定
　個別的にいかなるバイオマーカーもが、卵巣がん状態を決定する上での助けとして有用
である。まず、選択されたバイオマーカーが、例えばマススペクトロメトリーによる検出
に続くＳＥＬＤＩバイオチップでの捕獲のような、ここに開示される方法を用いて、生体
において測定される。それから、測定結果は卵巣がんの状態を、ガンでない状態から区別
する対照の診断量と比較される。診断量はガンでない状態に比較して、ガン状態において
特有のバイオマーカーがアップレギュレートまたはダウンレギュレートされているという
情報を反映するだろう。当業界においてよく理解されているように、使用される特有の診
断量は、診断する人の意向に基づいて、診断アッセイの感度や特異度を増強させるために
調整されることができる。診断量と比較される試験量はよって、卵巣がんの状態を示す。
【０１５４】
　個々のバイオマーカーが有用な診断マーカーであるが、バイオマーカーの組み合わせは
単独マーカーよりもより高度の予測値を提供する。特に、サンプル内の複数マーカーの検
出は、真に陽性及び真に陰性の割合を増加させ、誤った陽性及び誤った陰性の割合を低下
させるだろう。よって、本発明の好ましい方法には、一つよりも多いバイオマーカーの測
定が含まれる。例えば本発明の方法は、０．５０より多いＲＯＣ分析由来のＡＵＣ、より
好ましい方法では０．６０より多いＡＵＣ、さらに好ましくは０．７０より多いＡＵＣを
有する。特に好ましい方法は０．７０より多いＡＵＣを有し、最も好ましい方法では０．
８０より多いＡＵＣを有する。
【０１５５】
　さらに、本発明の３つの好ましいバイオマーカーを、たとえばＣＡ１２５などのマーカ
ー４と組み合わせて測定する方法の利用は、ＣＡ１２５の診断能を顕著に増加させ、０．
５０より多いＡＵＣ、より好ましくは、０．６０より多いＡＵＣ、さらに好ましくは０．
７０より多いＡＵＣを有する試験を提供する。
【０１５６】
　バイオマーカーを使用するために、対数回帰アルゴリズムが有用である。ＵＭＳＡアル
ゴリズムが特に試験データから診断アルゴリズムを産生するのに有用である。このアルゴ
リズムは、Z.Zhangらの、マイクロアレイデータへの分類分析の適用に開示されている。
【０１５７】
　学習アルゴリズムはオペレータに所望される特定の特異度及び感度を調節する多変量分
類（診断）アルゴリズムを産生するだろう。分類アルゴリズムは卵巣がん状態を決定する
ために使用できる。その方法はまた、生体サンプル内の選択されたバイオマーカー（例え
ばＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片）を測定することを含む。
これらの測定結果は分類アルゴリズムに供される。分類アルゴリズムは卵巣がん状態を示
す標識スコアを産生する。
【０１５８】
　ある態様では、マーカーの定量なしに、マーカーの存否が有用で、卵巣がんの確からし
い診断と関連させることができる。たとえばＩＡＩＨ４断片は、正常な生体よりもヒト卵
巣がん患者においてより高頻度で検出できる。同様にたとえばバイオマーカーＡｐｏＡ１
とトランスサイレチンΔＮ１０は、正常な生体よりもヒト卵巣がん患者においてより低頻
度で検出できる。よって、試験される生体におけるこれらのマーカーそれぞれの検出され
る存否は、生体がより高い卵巣がんの可能性を有することを示す。
【０１５９】
　他の態様では、マーカーの測定は卵巣がんの確からしい診断とマーカーの検出を関連付
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けるために、マーカーを定量することを含むことができる。試験される生体において検出
されるマーカーの量が対照量と比較して異なる場合には（すなわち対照よりより高いまた
は低い、マーカーに依存する）、試験される生体は卵巣がんのより高い可能性を有してい
る。
【０１６０】
　関連性は、マーカーまたは複数のマーカーの対照量（たとえば、ヒトガンが検出されな
い正常な生体におけるもの）と比較した、サンプルにおけるマーカーまたは複数のマーカ
ー量（マーカーまたは複数のマーカーのアップレギュレーションまたはダウンレギュレー
ション）を考慮するものである。対照は、例えばヒトのガンが検出されない正常な生体の
比較可能なサンプルに存在するマーカーの平均又は中間量である。対照量は、試験量の測
定におけるものと同じか又は実質的に同様の実験条件下で測定される。関連付けには、試
験サンプル内のマーカーの存否と対照における同マーカーの検出頻度を考慮する。関連付
けに際しては、卵巣がんの状態の決定を容易にするためには、その両方の要因を考慮する
ものである。
【０１６１】
　卵巣がんの状態を認定するある特定の態様では、本発明の方法は、状態に基づく生体処
置を行うことをさらに含む。前述したように、そのような処置は、卵巣がんの状態を決定
した後に医師や臨床医の行動を表す。たとえば、本発明の方法の結果が決定的でなく、ま
たは、状態を確認することが必要である理由がある場合には、医師はさらなる試験を命じ
るであろう。あるいは、もし状態が、手術が適当であることを示している場合には、医師
は患者の手術を予定するだろう。他の例では、手術の替わりに、又は手術に加えて、患者
は化学治療又は放射線治療を受けることになる。同様に、例えば状態が卵巣がんの後期段
階であったり、状態があるいは急性であるなど、その結果が否定的であれば、さらなる対
処法は保証の限りではない。さらに、結果が処置の成功を示すものであれば、さらなる処
置は不要である。
【０１６２】
　本発明はまた、バイオマーカー（または特異的なバイオマーカーの組み合わせ）が生体
処置の後に再度測定されるような方法を提供する。これらの場合では、その方法は、例え
ばガン処置に対する応答、疾患の回復または疾患の進行のような状態をモニターするため
に使用される。その方法を使用する容易さと、その方法の侵襲性により、その方法は患者
が受ける個々の処置の後に繰り返すことができる。これは医師が一連の処置の有効性を追
うことを可能にする。結果が、処置が有効でないことを示せば、一連の処置はそれに従っ
て変更できる。これにより、医師は処置に於いて柔軟性のある選択をすることができる。
【０１６３】
　他の例では、マーカーを検出する方法は、生体内または試験管内でのマーカーの発現を
調節する化合物を同定するアッセイにも用いられる。
【０１６４】
　本発明の方法は、同様に他にも適用できる。たとえば、マーカーは生体内または試験管
内でマーカーの発現を調節する化合物をスクリーニングするために使用でき、その化合物
は患者において卵巣がんを処置または防御するのに有用である。他の例では、マーカーは
卵巣がんの処置への応答をモニターするために使用できる。さらに他の例では、マーカー
は、生体が卵巣がんを発展させる危険にあるか否かを決定するために遺伝研究において使
用できる。例えば、あるマーカーは遺伝子工学的に関連している。これは、例えばその家
族が卵巣がんの履歴を持つ卵巣がん患者の集団由来のサンプルを分析することにより、決
定できるだろう。その結果は、例えばその家族が卵巣がんの履歴を持たない、卵巣がん患
者由来のデータと比較できる。遺伝子工学的に関連のあるマーカーは、その家族が卵巣が
んの履歴を持つ患者が、卵巣がんにかかりやすいか否かを決定するための手段として使用
できるものである。
ＶＩＩＩ．キット
【０１６５】
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　さらに他の局面では、本発明は卵巣がんの状態を認定するキットを提供し、そこではキ
ットは本発明のマーカーを測定するために使用できる。例えば、キットは個々に開示され
るマーカーの一つまたはそれ以上を測定するために使用でき、それらのマーカーは卵巣が
患者のサンプルと正常な生体において異なって発現するものである。本発明のキットは様
々な適用ができる。例えば、キットは、生体が卵巣がんを有するか陰性と診断されるかを
区別するために使用でき、よって医師や臨床医がガンの存否を診断することを可能にする
。キットはまた、一連の処置に対する患者の応答をモニターするために使用でき、医師が
試験結果に基づいて処置を修飾することを可能にする。他の例では、キットは卵巣がんの
ための試験管内または生体内動物モデルにおいて、一つまたはそれ以上のマーカーの発現
を調節する化合物を同定するために使用できる。
【０１６６】
　本発明はそれゆえ、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、ＩＡＩＨ4断片、及
びそれらの組み合わせから選択されるバイオマーカーに結合する捕獲試薬、及び（ｂ）少
なくとも一つのバイオマーカーを含む容器、を含むキットを提供する。好ましいキットで
は、捕獲試薬は複数のバイオマーカーに結合する。捕獲試薬はまた、例えばＣＡ１２５の
ような既知のバイオマーカー、マーカー４の少なくとも一つと結合するだろう。好ましい
態様では、キットはさらに、第一の捕獲試薬が結合しない、バイオマーカーの一つと結合
する第二の捕獲試薬を含む。
【０１６７】
　本発明で提供されるさらなるキットは、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10
、及びＩＡＩＨ4断片から選択される少なくともひとつのバイオマーカーを結合する第一
の捕獲試薬、（ｂ）第一の捕獲試薬とは結合しないバイオマーカーの少なくとも一つと結
合する第二の捕獲試薬、を含むものである。好ましくは、少なくとも一つの捕獲試薬は抗
体である。あるキットはさらに、少なくとも一つの捕獲試薬が装着され、または装着可能
なＭＳプローブを含む。
【０１６８】
　捕獲試薬はいかなる型の試薬でもよいが、好ましくは、試薬はＳＥＬＤＩプローブであ
る。本発明のある態様では、捕獲試薬はＩＭＡＣを含む。
【０１６９】
　本発明はまた、（ａ）ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、及びＩＡＩＨ4断片から
選択される少なくとも一つのバイオマーカーと結合する第一の捕獲試薬、（ｂ）バイオマ
ーカーを検出するための捕獲試薬を使用するための指示書、を含むキットを提供する。こ
れらのキットのある場合には、捕獲試薬は抗体を含む。さらに、前述したキットのいくつ
かはさらに、捕獲試薬が結合する、又は結合できるＭＳプローブを含む。あるキットでは
、捕獲試薬はＩＭＡＣを含む。本明細書で同定される三つのマーカーの各々は、ＩＭＡＣ
プロテインチップ（登録商標）アレイに結合する。よって、本発明のある好ましい態様に
は、卵巣がんの早期検出のための高スループット試験であって、伝統的なＣＡ－１２５Ｅ
ＬＩＳＡ（又はＣＡ－１２５はプロテインチップ（登録商標）アレイプラットフォームに
移されるされる）と同様に、三つの分析物のためのＩＭＡＣプロテインチップ（登録商標
）上の患者のサンプルを分析するものである。
【０１７０】
　他の態様では、ここに開示されるキットは、マーカーＩからＸＬＶＩＩＩより選択され
る少なくともひとつのバイオマーカーと結合する、少なくとも一つの捕獲試薬を含む。
【０１７１】
　本発明のあるキットはさらに、洗浄後に他のバイオマーカーと比較して、捕獲試薬に結
合したバイオマーカーを選択的に保持する洗浄液または溶出液を含む。あるいは、キット
は洗浄液を製造する指示書を含み、吸収剤と洗浄液の組み合わせで、ガス相イオンスペク
トロメトリーを使用するマーカーの検出ができるようになる。
【０１７２】
　好ましくは、キットは、試験サンプルを捕獲試薬と接触させ、捕獲試薬により保持され
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る一つ又はそれ以上のバイオマーカーを検出することを提供するための使用説明書を含む
ものである。たとえば、キットは血清サンプルを捕獲試薬と接触させた後に、捕獲試薬（
たとえばプローブ）をどのように洗浄するかを、消費者に説明する標準の使用説明書を含
むものである。他の例では、キットは、サンプル内の蛋白質の複雑さを減じるためのサン
プルの前分画化に関する説明書を含む。他の例では、キットは分画の自動化又は他の工程
の自動化に関する説明書を含む。
【０１７３】
　そのようなキットは好ましくは上述した物質から調製され、これらの物質（例えばプロ
ーブ基質、捕獲試薬、吸光度、洗浄液等）に関する上記考察は、このセクションにも適用
できるものであるから、繰り返しの説明を省略するものである。
【０１７４】
　他の態様では、キットはそれらの吸着物質（例えば、吸着物質を有する粒子）を含む一
番目の基質と、プローブを形成するために一番目の基質がその上に位置づけされる、二番
目の基質を含み、ガス相イオンスペクトロメーターへ除去可能なように挿入できるもので
ある。他の態様では、キットは単一の基質を含み、基質上の吸光物質と除去可能に挿入で
きるプローブの形態である。さらに他の態様では、キットはさらに前分画スピンカラム（
例えばチバクロンブルーアガロースカラム、抗ＨＳＡアガロースカラム、Ｋ－３０サイズ
除去カラム、Ｑ陰イオン交換スピンカラム、一本鎖ＤＮＡカラム、レクチンカラム等）を
含む。
【０１７５】
　他の態様では、キットは（ａ）マーカーに特異的に結合する抗体と、（ｂ）検出試薬を
含む。そのようなキットは、上述した物質から調製でき、物質（例えば抗体、検出試薬、
固定化支持体等）に関する上記考察はこのこのセクションにも適用できるものであるから
、繰り返しの説明を省略するものである。キットはさらに前分画スピンカラムを含んでい
てもよい。ある態様では、キットはさらに標識形態または分かれた挿入の形態で、適切な
作業パラメータに関する指示書を含んでいてもよい。
【０１７６】
　適宜キットはさらに、サンプルで検出されるマーカーの試験量が、卵巣がんの診断と一
致する診断量であるか否かを決定するために、対照の情報、標準物質と試験サンプルが比
較できるように、標準または対照の情報を含む。
【０１７７】
　本発明は、はＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片から選択され
る少なくとも二つのバイオマーカーに結合した、少なくとも一つの捕獲試薬を含む製品を
提供する。本発明の製品の例には、プロテインチップアレイ（登録商標）、プローブ、マ
イクロタイタープレート、ビーズ、テストチューブ、マイクロチューブ、及び、捕獲試薬
が挿入されることができる他のいかなる固相が含まれ、これらに限定されるものではない
。本発明製品のほかの態様はさらに、他の既知の卵巣がんマーカー、すなわちマーカー４
に結合する捕獲試薬を含む。そのような製品の例では、例えばプロテインチップ（登録商
標）アレイはＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片、及び、マーカ
ー４に結合する捕獲試薬をさらに含むだろう。特に好ましい態様では、マーカー４はＣＡ
１２５である。他の例では、マイクロタイタープレートは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレ
チンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片、及び、マーカー４に結合できる抗体を有するものである
。これらはそのような製品の数例である。当業者であれば、本明細書に開示される教示に
したがって、容易に、その他のこのような製品を製造できるものである。
【０１７８】
　本発明はまた、個々の試薬が、ＡｐｏＡ1、トランスサイレチンΔＮ10、ＩＡＩＨ4断片
から選択される、異なるバイオマーカー、及び、マーカー４のカテゴリーに適合する少な
くとも一つのマーカーに結合する複数の捕獲試薬を含むシステムを提供する。そのような
システムの例としては、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片から
選択されるバイオマーカーの一つ又はそれ以上と結合する吸着物質を含む、プロテインチ
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ップ（登録商標）アレイのセットを含み、これに限定されるものではない。このタイプの
システムでは、個々のバイオマーカーに対して一つのプロテインチップ（登録商標）アレ
イがあるだろう。あるいは、ＡｐｏＡ１、トランスサイレチンΔＮ１０、ＩＡＩＨ４断片
から選択される複数のマーカーに対する一つのプロテインチップ（登録商標）アレイと、
ＣＡ１２５に対する第二のプロテインチップ（登録商標）アレイが存在するだろう。他の
システムの例には、捕獲試薬が、別個の又は集団に於ける各々のバイオマーカーに対する
抗体を有する試験チューブであるものを含む。当業者は本明細書に開示される教示にした
がって、その他のこのようなシステムを容易に構築できるものである。
【０１７９】
　本発明はまた、（ａ）カリクレインを、カリクレイン基質及び試験試薬と接触させ、（
ｂ）試験試薬がカリクレインの活性を調節するか否かを測定する、ことを含むスクリーニ
ング試験を提供する。そのような試験の一つにおいては、基質は、インターαトリプシン
阻害剤重鎖Ｈ４前駆体である。以下で考察するように、いくつかのカリクレインは、卵巣
がんにおいて障害をうけることが見出されている（Diamandis　２００２における総説）
。よって、カリクレインの活性を測定することは、卵巣がんの指標となる。そのような方
法は、試験試薬がカリクレインの活性を調節するか否かを測定する工程は、ＩＡＩＨ４断
片の存在又は量を測定することを含むものである。上述したＩＡＩＨ４断片の測定方法は
、スクリーニング方法で使用することができる。
【０１８０】
　以下の実施例は本発明を説明のためのものであって、これらに限定されるものではない
。特定の例が提示されているが、上述の記載は説明のためのものであり、なんら本発明を
限定するものではない。前述した態様の一つ又はそれ以上のいずれもが、本発明における
ほかの態様の一つ又はそれ以上といかなる組み合わせで用いられてもよい。さらに、本発
明の多くの改変は、本明細書の記載によれば、当業者には明らかなものである。それ故、
本発明の範囲は上述の記載に制限されるものではく、寧ろ下記の請求の範囲及びそれらの
均等の範囲に基づいて決定されるものである。
【０１８１】
　本出願で引用された全ての刊行物及び特許文献は、刊行物又は特許文献の各々に於いて
示されているものが同等にその全てが参照として本明細書に取り込まれる。出願人は、本
明細書で参照された何れの文献についても、本発明の「先行技術」として認めるものでは
ない。
【０１８２】
実施例
　原料と方法
　サンプル
　プロテオミックプロファイリングデータはグローニンゲン大学病院（グローニンゲン、
オランダ）、デューク大学メディカルセンター（ダーハム、ＮＣ）、ロイヤルホスピタル
フォーウイメン（シドニー、オーストラリア）、ＭＤアンダーソン癌センター（ヒュース
トン、ＴＸ）で集められた全部で５０３例の血清試料から過去にさかのぼって得たもので
ある。卵巣がんの群は、６５人のステージＩ／ＩＩの浸潤性上皮卵巣がん患者、８８人の
ステージＩＩＩ／ＩＶの浸潤性上皮卵巣がん患者、２８人の境界型腫瘍の患者及び１４人
の再発性患者からなる。ガンのケースはＦＩＧＯクライテリアに基づく病理学者により最
適なステージに分けられる。ステージＩ／ＩＩの浸潤性卵巣がん患者のうち、２０人は重
症、１７人は粘液性、１５人は子宮内、８人は明細胞、１人はがん肉腫、及び４人は混合
上皮がん腫であった。サンプルはまた、良性骨盤塊と診断された１６６人の患者及び１４
２人の健常人を対照として含むものであった。年齢及びＣＡ１２５レベルを含む研究集団
（群）の特徴と基本的な記述統計を、表１に記す。
【０１８３】
　患者由来の全てのサンプルは、手術または処置の前に集められ、健康な有志由来の試料
は、施設の同意で集められた。血液は凝固され、血清はすぐに分離された。全てのサンプ
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ルは－７０℃で保存され、アッセイの直前に溶解された。前患者のＣＡ１２５レベルは、
ＣＡ１２５ＩＩラジオイムノアッセイキット（セントカー）を使用した前もった研究によ
り入手できた。
【０１８４】
　プロテオミクスプロファイリングのための５０３例の試料に加え、ジョンズホプキンス
メディカルインスティチューションでの定期的な臨床実験試験のために収集された１４２
の血清試料が、イムノアッセイ試験が可能な同定されたバイオマーカーのレベルで試験さ
れた。これらのサンプルのうち、４１例は後期卵巣がん患者から、４１例は健常な女性か
ら得られた。残りの６０例サンプルは、胸がん、腸がん、前立腺がんの患者それぞれ２０
人から得られ、同定されたバイオマーカーの腫瘍部位特異性を試験するために使用された
（表３）。全てのサンプルは、収集の後２乃至４時間で処理され、－７０℃での凍結に先
立って、最大４８時間、２－８℃で保存された。ＣＡ１２５ＩＩアッセイはまた、トソー
AIA-600　II分析器（トソーメディックス）での二次元イムノエンザイモメトリックアッ
セイを使用して行われた。
【実施例１】
【０１８５】
　蛋白質発現プロファイリング
　血清分画：血清サンプルは氷上で溶かされ、それから沈殿を除去するために２００００
ｇで１０分間遠心された。血清の２０μｌは３０μｌの変性緩衝液（Ｕ９：９Ｍのウレア
、２％のＣＨＡＰＳ、５０ｍＭのトリスｐＨ９．０）と混合され、４℃で２０分間撹拌さ
れた。個々のサンプルのために、１８０μｌのハイパーＱＤＦアニオン交換樹脂が、２０
０μｌのＵ１緩衝液（５０ｍＭのトリスｐＨ９．０で１：９に希釈されたＵ９）で三回平
衡化された。変性した血清は樹脂に添加され、３０分間結合させられた。結合しない物質
は集められ、それから１００μｌの０．１％ＯＧＰを含む５０ｍＭトリス９．０が樹脂へ
と添加された。この洗浄物は収集され、結合しない物質（フロースルー、分画１）とあわ
せられた。分画はそれからｐH７，５，４，３の洗浄緩衡液と有機溶媒それぞれ１００μ
ｌを二回使用する段階的ｐH勾配で集められた。これで、全部で６つの分画が集められた
。分画はバイオメック２０００自動化液体ハンドラー（ベックマン）及びマイクロミック
スシェイカー（ＤＰＣ）で処理された。対照の収集されたヒト血清（インタージェン）の
サンプルはアッセイをモニターするために、同様に処理された。
【０１８６】
　Ａ．蛋白質発現プロファイルのための物質
ベックマンバイオメック２０００自動化ワークステーション
QハイパーＤＦセラミックアニオン交換樹脂（バイオセプラ、フランス）９６穴ウェル
ｖ底マイクロプレート
９６穴ロプロダイン膜フィルタープレート（サイレントスクリーン、Nalge Nunc）
平衡緩衝液－５０ｍMのトリス塩酸ｐH９．０
Ｕ９－９Ｍのウレア、２．０％のＣＨＡＰＳ、５０ｍＭのトリス塩酸、ｐＨ９．０；　
Ｕ１－１Ｍのウレア、０．２２％のＣＨＡＰＳ、５０ｍＭトリス塩酸、ｐＨ９．０；
ｐＨ９．０緩衝液－１００ｍＭのトリス塩酸、０．１％のＯＧＰ　ｐＨ９．０；
ｐＨ７．０緩衡液－１００ｍＭのＨＥＰＥＳ、０．１％のＯＧＰ　ｐＨ７．０；
ｐＨ５．０緩衝液－１００ｍＭの酢酸Ｎａ、０．１％のＯＧＰ　ｐＨ５．０；
ｐＨ４．０緩衝液－１００ｍＭの酢酸Ｎａ、０．１％のＯＧＰ　ｐＨ４．０；
ｐＨ３．０緩衝液－５０ｍＭのクエン酸Ｎａ，０．１％のＯＧＰ　ｐＨ３．０；
有機緩衝液－３３．３％のイソプロパノール／１６．６７％のアセトニトリル／０．５％
のトリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）
【０１８７】
　Ｂ．手順
　血清変性
　２０μｌの血清を９６穴Ｖ底プレートにピペットする。血清を含む個々のウエルに３０
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μｌのＵ９を添加する。９６穴プレートをシーリングフィルムで覆う。樹脂が平衡化され
る間、少なくとも２０分間４℃で撹拌する。
【０１８８】
　樹脂の平衡化
　５０ｍＭのトリス塩酸　ｐＨ９．０の３ベッド（bed）容量で樹脂を５回洗浄する。こ
れは５０ｍLの遠心チューブで行われる。樹脂に５０ｍMのトリス塩酸　ｐＨ９．０の当量
を添加することで樹脂の５０／５０スラリーを調製する。１８０μｌの５０／５０スラリ
ーを９６ウェルフィルタープレートの個々のウェルに添加する。樹脂の緩衝液に対する比
率を一貫したものに保つために、スラリーを含む（２又は３分取毎に）チューブを定期的
に撹拌する。それから緩衝液をろ過し、２００μｌのＵ１を添加し、再度ろ過する。これ
を同様にさらに２回行う。
【０１８９】
　サンプル適用とインキュベーション
　次に血清を樹脂に結合させる。本工程の最初の段階は、フィルタープレート内の対応す
るウェルに５０μｌの個々のサンプルをピペットする。次にサンプルプレートの個々のウ
ェルに５０μｌのＵ１を添加し、５分間混合する。それからサンプルプレートの個々のウ
ェルから５０μｌをフィルタープレートの対応するウェルへピペットする。３０分間４℃
で撹拌する。
【０１９０】
　次に分画を集める。フィルタープレートの下にＶ底９６ウェルを設置する。フィルター
プレートから流出物を集める。１００μｌの洗浄緩衝液１がフィルタープレートの個々の
ウェルにそれから添加される。次に室温で１０分間撹拌する。分画１は流出及びｐＨ９の
溶離液を含む。次にフィルタープレートの個々のウェルに１００μｌの洗浄緩衝液２を添
加する。室温で１０分間撹拌する。フィルタープレートの下にきれいなＶ底プレートを設
置し、プレート内に分画２を集める。フィルタープレートの個々のウェルに１００μｌの
洗浄緩衝液２を添加する。10分間室温で撹拌する。Ｖ底９６ウェルプレートに分画２の残
りを集める。分画２はｐＨ７の溶離液を含んでいる。フィルタープレートの個々のウェル
に１００μｌの洗浄緩衝液３を添加する。室温で10分間撹拌する。清浄なＶ底プレートを
フィルタープレートの下に設置し、分画３を集める。フィルタープレートの個々のウェル
へ１００μｌの洗浄緩衝液３を添加し、室温で１０分間撹拌する。Ｖ底プレートに分画３
の残りを集める。分画３はｐＨ５の溶離液を含んでいる。フィルタープレートに１００μ
ｋの洗浄緩衝液４を添加し、室温で10分間撹拌する。フィルタープレートの下に清浄なＶ
底プレートを設置し、分画４を集める。次にフィルタープレートへ１００μｌの洗浄緩衝
液を添加し、室温で１０分間撹拌する。Ｖ底プレートに残った分画４を集める。分画４は
ｐＨ４の溶離液を含む。それからフィルタープレートの個々のウェルに１００μｌの洗浄
緩衝液５を添加し、室温で１０分間撹拌する。Ｖ底プレートに残った分画５を集める。分
画５はｐＨ３の溶離液を含んでいる。フィルタープレートに１００μｌの洗浄緩衡液６を
添加し、１０分間室温で撹拌する。次にフィルタープレートの下に清浄なＶ底プレートを
設置し、分画６を集める。フィルタープレートに１００μｌの洗浄緩衝液６を添加し、再
度室温で１０分間撹拌する。残りの分画を集める。分画６は有機溶媒溶離液を含んでいる
。
　チップ結合手順までの間、分画は凍結させておく。
【０１９１】
　アレイ結合：１０μｌの個々の分画は９０μｌの結合緩衝液と混合され、ＩＭＡＣ、Ｓ
ＡＸ、Ｈ５０、ＷＣＸプロテインチップアレイ（サイファージェンバイオシステムズ）へ
三回結合された。ＩＭＡＣでは、結合緩衝液は５００ｍＭの塩化ナトリウムを含む、１０
０ｍＭのリン酸ナトリウム　ｐＨ７．０であり、ＳＡＸでは、結合緩衝液はｐＨ７の１０
０ｍＭリン酸ナトリウムであり、Ｈ５０では結合緩衝液は５０％のアセトニトリル水溶液
であり、ＷＣＸでは、緩衝液はｐＨ４．０の１００ｍＭ酢酸ナトリウムであった。結合は
室温で３０分間行われた。チップはそれから結合緩衝液で３回洗浄され、水で二回洗浄さ
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れた。使用されたマトリックスはシナピニック酸であった。
【０１９２】
　データ獲得および分析：ＳＥＬＤＩ分析のために、全てのアレイは、サイファージェン
ＰＢＳプロテインチップ（登録商標）アレイリーダー、タイムラグ焦点、線形、レーザー
脱離／イオン化飛行時間マススペクトロメーターを使用して読まれた。全てのスペクトル
は陽性イオンモードで獲得された。タイムラグ焦点遅延時間はペプチドに対して４００ｎ
ｓ、蛋白質に対して１９００ｎｓで設定された。イオンは３ｋＶイオン抽出パルスを使用
して抽出され、２０ｋＶの加速化電位を使用して最終速度へと加速された。このシステム
は秒あたり２乃至５パルスの繰り返し率でパルスされた窒素レーザーを使用している。レ
ーザー流は通常３０－１５０μＪ／ｍｍ２であった。自動化された分析手順はほとんどの
サンプル分析においてデータ獲得工程をコントロールするために使用された。個々のスペ
クトルは平均少なくとも１００レーザーショットであり、既知のペプチド又は蛋白質の混
合物に対して外見的に計測された。インシュリン及びイムノグロブリン標準物質を使用し
て、装置はパフォーマンスを毎週モニターされた。個々のチップは高低二つのレーザーエ
ネルギーでよまれた。スペクトルは外見的に計測され、ベースラインは8倍のフィティン
グ幅のセットを引かれ、それから総イオン電流へ（マトリックス領域を除いて）ノーマラ
イズされた。
【実施例２】
【０１９３】
　統計分析
　バイオマーカー検索：　Ｍ／Ｚ２ｋＤ－５０ｋＤのマスの幅で限定されたマスピークが
（S／Ｎ＞５、０．３％のクラスターマスウインドウ）、ＳＥＬＤＩスペクトルから選択
された。興味あるスペクトルの幅でのデータのばらつきのより一貫したレベルを得るため
に、さらなる分析の前に対数変換がピーク強度に適用された。初期の上皮卵巣がん患者、
及び、デューク大学医療センター（Ｃａ　ｎ＝３６、ＨＣ　ｎ＝４７）並びにグロニンゲ
ン大学病院（Ｃａ　ｎ＝２０、ＨＣ　ｎ＝３０）由来の健常コントロールのデータ強度が
、まずマイクロアレイデータ分析に、次いで蛋白質発現データ分析（プロピーク、３Ｚイ
ンフォマティックス）に用いられた、ユニファイドマキシマムセパラビリティー分析（Ｕ
ＭＳＡ）アルゴリズムを使用して分析された。（Li Jら、Clin Chem 2002, 48: 1296-304
、Rai AJら、Zhang Zら、Arch Pathol Lab Med 2002, 126: 1518-26、Zhang Zら、Applyi
ng classification separability analysis: papers from CAMDA ’00 Boston: Kluwer A
cademic Publishers, 2001: 125-136; Zhang Zら、Fishing Expression- a Supervised A
pproach to Extract Patterns from a Compendium Of Expression Profiles. In: Lin SM
, Johnson KF, eds. Microarray Data Analysis II: Papers from CAMDA ’01. Boston: 
Kluwer Academic Publishers, 2002）。
【０１９４】
　データにおけるバイアスやアーティファクトのピークを選択する可能性を減少させるた
めに、二つの側面からのデータが別々に分析された。初期の卵巣がんと健常コントロール
を区別するはっきりとした一貫性のあるピークを選択するためにブーツストラップ・リサ
ンプリング法が用いられた。各ブーツストラップ・ランにおいて、ある一定のパーセンテ
ージのガン及び対照サンプルが、分析するための差し替え用にランダムに選択された。各
ピークはＵＭＳＡ分類の線形型式に当てはまるようにランク付けされた。各ピークのラン
クの平均及び標準偏差は複数回（２０－４０）の測定で算出された。高い平均ランクと低
い標準偏差を有するピークが候補ピークの短いリストを形成するために選択された。次い
で、二つの側面からの結果は、潜在的なバイオマーカーのパネルとして一貫した発現パタ
ーンを有するピークの最終セットを決定するために比較された。
【０１９５】
　多変量予測モデル：多変量予測モデルを構築するために、二つの側面からのデータは合
わせられ、ランダムにトレーニングセットと試験セットへと分けられた。潜在的なバイオ
マーカーパネルと得られた予測モデルの性能は最初に試験セットで評価され、最終的にバ
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イオマーカー発見及びモデル構築工程に含まれなかった残り二つの側面からの、別々のデ
ータで確認された。評価のための統計方法には感度並びに特異度評価、及び、受診者動作
特性（ＲＯＣ）曲線分析が含まれた。
【実施例３】
【０１９６】
　バイオマーカーの精製
　全てのマーカーにおいて、血清は蛋白質発現プロファイリングに使用されたアニオン交
換プロトコールを使用してはじめに分画化された。個々の精製工程では、分画はＮＰ２０
又はＩＭＡＣ－銅プロテインチップアレイにおいてモニターされた。
【０１９７】
　２８ｋＤマーカーの精製：アニオン交換分離由来の１ｍｌのｐＨ４分画が、５００μｌ
のＲＰＣポリバイオ１０－１５（バイオセプラ）へ添加され、４０℃で１時間インキュベ
ートされた。０．１％のトリフルオロ酢酸を有するアセトニトリルの増加した量を含む分
画が集められた。７５％アセトニトリル／０．１％トリフルオロ酢酸分画は高速バキュー
ムで乾燥され、ＤＴＴを伴わない１００μｌのＳＤＳ－トリシンサンプルローディング緩
衝液で再水和された。４０μｌのサンプルが１６％トリシンゲルへロードされ、１００ｍ
Vで４時間実行された。ゲルはコロイドブルーキット（ピアース）で汚れを取り除かれ、
２８ｋＤａのものが切り取られた。
【０１９８】
　１２．８ｋDaマーカーの精製：アニオン交換分離由来の１０ｍｌのｐH４分画は、１Mの
トリス塩酸、ｐH１１で、ｐH７．５に調節され、２０ｍｌのｐH７．２のＰＢＳで３回前
もって洗浄された１０ｍｌのＭＥＰビーズ（バイオスプラ）へロードされた。ピークを含
む流出分画が、３０分間４℃でシェイクした後に得られた。この分画は大量のアルブミン
を含んでいることから、アルブミンの免疫枯渇が行われた。プロテインＡビーズが１．５
ｍｌＰＢＳでの３回に続く、０．１％のトリトン１００を含む１．５ｍｌのＰＢＳで前も
って洗浄された。４ｍｌの抗ＨＳＡ抗体（ＩＣＮ）が１．５ｍｌのプロテイン－Ａビーズ
に添加され、一晩中結合させられた。結合されたビーズは、０．１％トリトン－１００を
含む１ｍｌＰＢＳで３回洗浄され、それから１ｍｌのＰＢＳで３回洗浄された。ＭＥＰカ
ラムからの流出物はビーズへ添加され、４℃で１時間インキュベートされた。流出物は１
分間３０００ｒｃｆでスピンすることで得られた。プロテインＡ－抗ＨＳＡ抗体カラムか
らの流出画分は、１．５ｍｌの０．１％ＴＦＡで４回前もって洗浄された１．５ｍｌのＲ
ＰＣポリバイオ１０－１５樹脂（バイオセプラ）を含むスピンカラムへと添加された。流
出物は４℃で４０分間静かな振動でインキュベートした後に、３０００ｒｃｆでスピンす
ることで除去され、ビーズは０．１％のＴＦＡ０．８ｍｌで洗浄された。０．１％のトリ
フルオロ酢酸を含むアセトニトリルの増加した量を含む分画が集められた。７５％アセト
ニトリル／０．１％トリフルオロ酢酸分画が高速バキュームで乾燥され、ＤＴＴを有さな
い１００μｌのＳＤＳ－トリシンサンプルローディング緩衝液で再水和された。４０μｌ
のサンプルが１６％トリシンゲルへとロードされ、１００ｍVで４時間実行された。ゲル
はコロイドブルーキット（ピアース）で汚れを取り除かれ、１２．８ｋDaが切り取られた
。
【０１９９】
　３２７２ダルトンのバイオマーカーの精製：アニオン交換分画由来の１ｍｌの流出物が
、硫酸銅と結合した１２５μｌ（５０％スラリー２５０μｌ）のＩＭＡＣセルロース（バ
イオセプラ）へロードされ、４℃で１時間インキュベートされた。ビーズはそれからイミ
ダゾールの徐々に増加する勾配で洗浄された（５００ｍＭ塩化ナトリウムを有する、ｐＨ
７の１００ｍＭリン酸ナトリウムの、２０ｍＭ、５０ｍＭ、１００ｍＭ、１５０ｍＭ、２
００ｍＭイミダゾール各々２５０μｌ）。バイオマーカー（５０－１５０ｍMイミダゾー
ル）を含む２００μｌの分画がＣ１８カラム（ＡＮＳＹＳテクノロジーズ、メタケムポラ
リスＣ１８－Ａ５Ｕ）へロードされ、１ｍｌ／分で５分間０．１％のＴＦＡで洗浄され、
続いて１ｍｌ／分で、０．１％のＴＦＡを含む０乃至９％ＡＣＮ勾配で１０分間洗浄され
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た。カラムはそれから０．１％ＴＦＡを含む９％ＡＣＮから、０．１％ＴＦＡを含む４５
％ＡＣＮへの線形勾配で、１ｍｌ／分で３０分間溶出された。分画は１ｍｌ容器に集めら
れ、マーカーは（ＡＣＮの濃度が３４．２％である）分画３８で溶出した。
【実施例４】
【０２００】
　バイオマーカーの同定
　精製された蛋白質はトリプシンで消化され、トリプシンで消化された断片はプロテイン
チップリーダーで分析された。個々のスペクトルは平均少なくとも２５０レーザーショッ
トであり、既知のペプチドの混合物に対して外見的に校正され、又はトリプシン自動溶解
およびマトリックスピークを使用して内部的に校正された。ピークマスはプロファウンド
検索ペプチドマッピングサイト（http://129.85.19.192/profound_bin/WebProFound.exe
）に供された。蛋白質配列はＮＣＢＩデータベースを使用して得られた。これらのデータ
ベース合致は、プロテインチップアレイインターフェース（サイファーゲン）を装着した
ＰＥ　Ｓｃｉｅｘ　ＱＳｔａｒ（コンコルド、カナダ）により確かめられた。ＭＳ／ＭＳ
実験では、スペクトルはサイファーゲンＰＣＩ１０００プロテインチップ（登録商標）ア
レイインターフェースを装着したＳｃｉｅｘ　ＱＳｔａｒ（コンコルド、オンタリオ、カ
ナダ）タンデム四極飛行時間マススペクトロメーターで得られた。イオンは、平均電圧流
が１３０μＪ／ｍｍ２の秒辺り３０パルスで作動する、電圧をかけられた窒素レーザー（
レーザーサイエンスＶＳＬ３３７ＮＤＳ、フランクリン、ＭＡ、ＵＳＡ）を使用してつく
られた。窒素ガスは、全ての低エネルギー衝突誘起解離（ＣＩＤ）実験と同様に、形成さ
れたイオンの衝突冷却のために、圧力１０ｍトールで使用された。適用された衝突エネル
ギーは一般に５０ｅＶ／ｋＤａの支配へ続く。ＭＳ及びＭＳ／ＭＳモードでは、システム
は既知のペプチドの混合物を使用して外見的に校正された。蛋白質の同定はＵＣＳＦプロ
テインプロスペクターＭＳ－タグプログラム（http://prospector.ucsf.edu）を使用して
行われた。ＭＳ－タグによるデータベース検索は、以下の値を使用して行われた。ヒト、
トリプシン消化（許容される解裂の二つがかけた）、カルバミドメチル化により修飾され
たシステイン、親及び断片イオンマス許容性５０ｐｐｍ、ＮＣＢＩ又はＳｗｉｓｓ－Ｐｒ
ｏｔデータベース。
　これらの同定は、ＥＩＡ又はプロテインチップアレイに基づくイムノアッセイにより確
かめられた。
【０２０１】
　これらの蛋白質は一般的に急性反応物として特徴付けられるものであるが、イムノアッ
セイを使用する予備的な研究において、アポリポプロテインＡ１のレベルが胸又は小腸が
ん患者において変化しておらず、プレアルブミンのレベルもまた、胸又は前立腺がん患者
においては変化してなかったことに言及すべきである。
【０２０２】
　トランスサイレチンは陰性の急性蛋白質であり、そのレベルは上皮卵巣がんにおいて減
少することが以前報告されている（Mahlck CGら、Gynecol Obstet Invest, 1994; 37: 13
5-40）。トランスサイレチンは血清チロキシンとトリヨードチロニンの主要なキャリアー
であり、レチノール結合蛋白質との相互作用を通じてレチノールの運搬を容易にする。ト
ランスサイレチンの発現を欠如する形質転換マウスは劇的に低いレベルのレチノール及び
レチノール結合蛋白質を有しており、（van Bennekum AMら、J Biol Chem 2001; 276: 11
07-13）細胞性レチノール結合蛋白質が卵巣上皮の悪性形質転換の増加した速度と関連づ
けられることが示されるのと同様に、レチノール結合蛋白質の減少したレベルを有してい
る（van Bennekum AMら、J Biol Chem 2001; 276: 1107-13、Roberts Dら、DNA Cell Bio
l 2002; 21: 11-9）。加えて、細胞性レチナール結合蛋白質のレベルが卵巣がんにおいて
変化することが、オリゴヌクレオチドアレイ解析により報告されている（Giordano TJら
、Am J Pathol 2001; 159: 1231-8）。
【０２０３】
　ｍ／ｚ３２７２バイオマーカーが由来するＩＴＩＨ４のカルボキシル部分は、血漿カリ
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クレインの基質であることが示されている（Pu XPら、Biochem Biophys Acta 1994; 1208
: 338-43、Nishimura Hら、FEBS Lett 1995; 357: 207-11）。カリクレインプロテアーゼ
は血漿カリクレインと組織カリクレインとからなっており、それらは基質特異性が重なっ
ている（Diamandis EPら、Clin Chem 2002; 48: 1198-205）。組織カリクレインは前立腺
特異的抗原（ＰＳＡ；ｈＫ３）を含む大きな複数遺伝子ファミリーの産物であり、前立腺
がんの腫瘍マーカーである。ｈＫ４、ｈＫ５、ｈＫ７、ｈＫ８、ｈＫ９を含むいくつかの
組織カリクレインは卵巣がんにおいて異常発現物として見出されている（Yousef GMら、M
inerva Endocrinol 2002; 27: 157-66）。
【０２０４】
　トランスサイレチンΔＮ１０及びＩＡＩＨ４断片は成熟蛋白質の切り取られた産物であ
る。これらのマーカーは、血漿カリクレイン、組織カリクレイン、マトリックスメタロプ
ロテアーゼ、プロスタチン、及び卵巣がんにおいて増加することが最近報告されたトリプ
シン様セリンプロテアーゼを含む、一つ又はそれ以上のプロテアーゼにより解裂される産
物であろう（Mok SCら、J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1458-64）。これらのマーカーを
産生するプロテアーゼはまた、予想されるモデルに対するより高い感度及び特異度を与え
るためにマーカー１乃至４と組み合わせられることができるマーカーとして使用されるこ
とができるだろう。
【実施例５】
【０２０５】
　個々のバイオマーカーの識別力
　発見セット内で、初期の卵巣がん患者と健常人の対照との間における、３つのバイオマ
ーカーの発現レベルにおける違いは統計学的に顕著であった（ｍ／ｚ１２８２８及び２８
０４３のマーカーではＰ＜０．０００００１、ｍ／ｚ３２７２のマーカーではＰ＜０．０
０３）（表１）。
【０２０６】
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【表１】

【０２０７】
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　図２（パネルＡ－Ｄ）は、初期の卵巣がん患者及び健常人の対照由来のデータにおける
、受診者動作特性（ＲＯＣ）曲線分析を使用して、３つのバイオマーカーそれぞれの識別
力とＣＡ１２５の識別力を比較するものである。パネルＡ－Ｄでは、１：ＣＡ１２５、２
：ｍ／ｚ１２．８ｋＤ、３：ｍ／ｚ２８ｋＤａ、４：ｍ／ｚ３２７２Ｄである。ＣＡ１２
５とｍ／ｚ１２８２８は検索及び個別の検証セットにおいて同様に実行され、他の二つの
バイオマーカーは、一つ又は両方のデータセットにおいてＣＡ１２５より低い曲線下面積
（ＡＵＣ）を有していた。しかしながら３つのバイオマーカーとＣＡ１２５の間の見積も
られた関連は低く（データは示されていない）、それらはお互い補足しあうもので、多変
量アプローチがＣＡ１２５の単独分析にはより性能がよいであろうという可能性を示して
いる。
【０２０８】
　初期卵巣がんグループのサンプルが由来する５０歳以上の女性は６１％であるのに対し
て、健常人の対象サンプルの２７％が５０歳以上の女性由来であることから（Ｐ＜０．０
００００１）、これらのマーカーが年齢に関連する変換を反映しているものではないかと
いう関心をもった。しかしながら、同定されたバイオマーカーは年齢集団の間においてさ
ほど変化がなく、ＣＡ１２５のバイオマーカーと同様にレベルにおいて異なるものでもな
かった。（表１）。以前の人口に基づく研究において、アポリポプロテインＡ１のレベル
が年齢で実際若干増加することが示されている（Jungner Iら、Clin Chem 1998; 44: 164
1-9、Bachorik PSら、Clin Chem 1997; 43: 2364-78）。
【実施例６】
【０２０９】
　多変量予測モデル
　非線形ＵＭＳＡ分類を使用して、二つの多変量予測モデルが構築された。最初のものは
、その入力として３つのバイオマーカーのみを使用し、二番目のものはＣＡ１２５レベル
とともに、３つのバイオマーカーを使用した。図２のパネルＥ－Ｈは、二つのモデルの全
体的な診断性能を、ＲＯＣ分析を使用してＣＡ１２５の全体的な診断性能と比較している
。パネルＥ－Ｈでは、○：ＣＡ１２５、□：３つのバイオマーカーを使用する多変量モデ
ル、△：３つのバイオマーカーとＣＡ１２５を使用する多変量モデル。トレーニングデー
タでは、０．５のカットオフ値が感度及び特異度の合計をおおよそ最大化した。このカッ
トオフを使用して、モデルは試験データと個々の検証データに適用された（表２）。独立
した検証セットにおいて健常対照とステージＩ／ＩＩ浸潤性卵巣がんとを差別するために
、８２．６％の感度（９５％　Ｃｌ　６１．２－９５．１％）で三つのバイオマーカーと
ＣＡ１２５を使用する多変量モデルが、９３．７％（８４．５－９８．２％）の特異度を
有していた。表２はまた、独立した検証セットで、良性状態、後期浸潤がん、または境界
の腫瘍である患者に関する結果を含んでいる。
【０２１０】
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【表２】

【０２１１】
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　図３はＣＡ１２５と３つのバイオマーカーの分布パターン、および、全ての診断集団に
おけるサンプルでの二つのモデルの性能をプロットする。ｙ軸は３つのバイオマーカー全
ての線上スケールにおける相対的な強度、対数スケールでのＣＡ１２５の血清レベル、二
つのモデルのための０（ガンのもっとも低い危険度）と１（ガンのもっとも高い危険度）
の間の継続的な値である。サンプルグループには、Ａ）健常対照、Ｂ）良性、Ｃ）ステー
ジＩ／ＩＩ浸潤性がん、Ｄ）ステージＩＩＩ／ＩＶ浸潤性がん、Ｅ）再発、Ｆ）ステージ
Ｉ／ＩＩ境界型腫瘍を含む。バイオマーカー検索セットにおける二つのＩＩＩｃ浸潤性ケ
ースと、個々の検証セットにおける三つのステージＩＩＩ／ＩＶ境界型腫瘍はプロットさ
れなかった。
【０２１２】
　ｍ／ｚ３２７２を除いて、二つの予測されるモデルと同様に他の二つのバイオマーカー
は、良性ケースからステージＩ／ＩＩ浸潤性がんを検出することを適度に可能にした（ｍ
／ｚ１２８２８と２８０４３それぞれにＰ＝０．００４、０．００１、ＣＡ１２５あり及
びなしのそれぞれのモデルでＰ＝０．００３、０．０００１）。
【実施例７】
【０２１３】
　免疫アッセイを使用する個別の検証
　マイクロタイタープレート形式（和光化学、ＵＳＡ）で行われる濁度免疫アッセイを使
用して、アポリポプロテインＡ１について、そして、ジメンションＲｘＬ器具（デイド－
ベーリング）での、粒子増強濁度免疫アッセイを使用して、トランスサイレチンΔＮ１０
について、１４２の試料が分析された（表３）。
【０２１４】
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【表３】

【０２１５】
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　４１人の健常対照に比較して、４１人の後期卵巣がん患者において、ＣＡ１２５の血清
レベルはアップレギュレートされ、アポリポプロテインＡ１とトランスサイレチンΔＮ１
０のレベルはダウンレギュレートされていた（それぞれＰ＝０．００１８９５、０．００
０１５１、０．０００００６）。健常対照ではアポリポプロテインＡ１の平均血清レベル
は、胸または結腸がん患者のものと顕著に異ならず（それぞれＰ＝０．８４４１６３、０
．３３０１４８）、前立腺がん患者とのみほんのわずかに異なっていた（Ｐ＝０．００４
３６７６）。平均のトランスサイレチンレベルは、卵巣がん患者におけるよりも、結腸が
ん患者におけるほうがより低い程度ではあるがダウンレギュレートされていた（Ｐ＝０．
００６８８９）。健常対照と胸または前立腺がん患者との間では、平均トランスサイレチ
ンΔＮ１０血清レベルは著しくは異ならなかった（それぞれＰ＝０．９２８５１９、０．
５４６９１８）。
【実施例８】
【０２１６】
　分類アルゴリズム
　図４において図式的に描かれる分類アルゴリズムに関して、モジュール１－３はＵＭＳ
Ａ学習アルゴリズムでトレーニングされた。しかしながら、最終分類モジュールは、通常
の支持ベクター機械分類と同じ数学的形態を有していた。
【０２１７】
　ＵＭＳＡ分類モジュール１
ＣＡ１２５ｎｍ＝ｌｏｇ（ＣＡ１２５＋０．０１）
ｍ／ｚ１２．９Ｋｎｍ＝（ｍ／ｚ１２８２８－６１．１０３）／２３９．０３１
ｍ／ｚ２８Ｋｎｍ＝（ｍ／ｚ２８０４３－６１．３０４３）／２３８．９７９９
ｍ／ｚ３２７２ｎｍ＝ｌｏｇ（ｍ／ｚ３２７２＋０．０１）
ｌｏｇ（）：自然対数
カーネル機能：ポリノミナル＜Ｘ（：，ｉ）Ｘ（：，ｊ）＞）＾３．０
【０２１８】

【０２１９】
　ＵＭＳＡ分類モジュール２
ＣＡ１２５ｎｍ＝ｌｏｇ（ＣＡ１２５＋０．０１）
ｍ／ｚ１２．９Ｋｎｍ＝（ｍ／ｚ１２８２８－０．３４５）／０．１１１４
ｍ／ｚ２８Ｋｎｍ＝（ｍ／ｚ２８０４３－０．４８３４）／０．２７９２
ｍ／ｚ３２７２ｎｍ＝ｌｏｇ（ｍ／ｚ３２７２＋０．０１）
ｌｏｇ（）：自然対数
カーネル機能：ｅｘｐ（－/Ｘ（：，ｉ）－Ｘ（：，ｊ）/＾２／（２*（１．０）＾））
【０２２０】
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【０２２１】
　ＵＭＳＡ分類モジュール３
カーネル機構：ポリノミアル＜Ｘ（：，ｉ），Ｘ（：，ｊ）＞）＾２．０
Ｘ１＝ｅｘｐ（モジュール１出力）／（１＋ｅｘｐ（モジュール１出力）
Ｘ１＝モジュール２出力
【０２２２】

【０２２３】
　後処理：
Ｙ＝（ＣＡ１２５＜＝７５）ならば、モジュール３出力
　その他は、モジュール３出力＋ｌｏｇ（（ＣＡ１２５＋０．０００１）／７５）*８／
ｌｏｇ（１０／３）
モジュール出力＝ｅｘｐ（Ｙ／２）／（１＋ｅｘｐ（Ｙ／２））
【０２２４】
　本発明は、その好ましい実施態様を含んで、詳細に記載されている。当該開示により当
業者であれば、本発明の修飾及び／又は改良を行うことができるものであるが、後述の請
求の範囲で示されるように、それらも本発明の範囲に含まれるものである。
【０２２５】
　本出願で引用された全ての刊行物及び特許文献は、刊行物又は特許文献の各々に於いて
示されているものが同等にその全てが参照として本明細書に取り込まれる。出願人は、本
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明細書で参照された何れの文献についても、本発明の「先行技術」として認めるものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【０２２６】
【図１】図１は、ｍ／ｚ１２８２８と２８０４３（分画ｐＨ４、ＩＭＡＣ－Ｃｕアレイ）
、及び３２７２（分画ｐＨ９、ＩＭＡＣ－Ｃｕアレイ）に位置するピークを示すバイオマ
ーカー発見セットにおけるサンプル由来のマススペクトルの擬似ゲル像を表す。
【図２】図２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、ＣＡ１２５と三つの同定されたバイオ
マーカーの間のＲＯＣ曲線比較を示す。図２（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ）は、ＣＡ１
２５と二つの多変量予測モデルのＲＯＣ曲線比較を示す。
【図３】図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）はバイ
オマーカー発見セットと、個々の検証セット（パネルａ－ｈ）における患者と健常対照間
の、三つの同定されたバイオマーカーとＣＡ１２５のスキャッチャードプロット分布を示
す。図３（ｉ）、（ｊ）、（ｋ）、（ｌ）は試験セット（バイオマーカー発見セットの部
分）と個々の検証セットにおける患者と健常対照との間の二つの多変量予測モデル出力を
示すスキャッチャープロットを表す。
【図４】図４はバイオマーカーを特徴づけるために使用された分類アルゴリズムのダイア
グラムを表す。

【図１】 【図２】
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