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(57)【要約】
　本発明は、肥満および関連した障害の診断、予防および処置のためならびに治療的に活
性な薬物のスクリーニングのために使用することができるヒト肥満感受性遺伝子の同定を
開示する。本発明は、更に具体的には、染色体１上のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子およびそのある
対立遺伝子が、肥満に対する感受性に関係しておりそして治療介入のための新規な標的を
表すことを開示する。本発明は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子および発現産物における特定の突然
変異、ならびにこれらの突然変異に基づく診断ツールおよびキットに関する。本発明は、
低アルファリポタンパク血症、家族性混合性高脂血症、インスリン抵抗性症候群Ｘまたは
多重代謝障害、冠動脈疾患、糖尿病および異常脂血症を含む、冠動脈性心疾患及び代謝障
害の素因の診断、検出、予防および／または処置において使用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体における肥満または関連した代謝障害の存在もしくは素因を検出する方法であっ
て、（ｉ）被検体からのサンプルを提供し、そして（ｉｉ）該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１
遺伝子座における変化の存在を検出することを含む方法。
【請求項２】
　被検体における肥満または関連した障害からの防御を検出する方法であって、（ｉ）被
検体からのサンプルを提供し、そして（ｉｉ）該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座にお
ける変化の存在を検出することを含む方法。
【請求項３】
　肥満または関連した代謝障害の処置に対する被験体の応答を評価する方法であって、（
ｉ）被検体からのサンプルを提供し、そして（ｉｉ）該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
座における変化の存在を検出することを含む方法。
【請求項４】
　肥満または関連した障害の処置に対する被験体における不利な効果を評価する方法であ
って、（ｉ）被検体からのサンプルを提供し、そして（ｉｉ）該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ
１遺伝子座における変化の存在を検出することを含む方法。
【請求項５】
　被検体における肥満又は関連した障害を予防するための方法であって、被検体からのサ
ンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検出し、該変化の存在が肥満また
は関連した障害の素因を示し、そして肥満又は関連した障害に対する予防処置を行うこと
を含む方法。
【請求項６】
　ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在が、配列決定、選択的ハイブリダイゼーショ
ンおよび／または選択的増幅により検出される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項７】
　該変化が、肥満と関連した１つ又は複数のＳＮＰ（ｓ）または肥満と関連したＳＮＰｓ
のハプロタイプである、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　肥満と関連した該ハプロタイプが、ＳＮＰ３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６
およびＳＮＰ６９からなる群より選ばれるいくつかのＳＮＰｓを含む、請求項１～７のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　肥満と関連した該ＳＮＰがＳＮＰ４９である、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　肥満および関連した障害に対する生物学的に活性な化合物を選択する方法であって、試
験化合物をＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドもしくは遺伝子またはその断片と接触させ、そして
該試験化合物のＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドもしくは遺伝子またはその断片に結合する能力
を決定することを含む方法。
【請求項１１】
　肥満および関連した障害に対する生物学的に活性な化合物を選択する方法であって、Ｔ
ＡＳ１Ｒ１ポリペプチドを発現する組換え宿主細胞を試験化合物と接触させ、そして該試
験化合物の該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに結合しそしてＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの活性
をモジュレーションする能力を決定することを含む方法。
【請求項１２】
　肥満および関連した障害に対する生物学的に活性な化合物を選択する方法であって、試
験化合物をＴＡＳ１Ｒ１遺伝子と接触させ、そして該試験化合物の該ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
の発現をモジュレーションする能力を決定することを含む方法。
【請求項１３】
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　肥満および関連した障害に対する生物学的に活性な化合物を選択する方法であって、試
験化合物をレポーター構築物を含む組換え宿主細胞と接触させ、該レポーター構築物はＴ
ＡＳ１Ｒ１遺伝子プロモーターの制御下のレポーター遺伝子を含み、そしてレポーター遺
伝子の発現をモジュレーションする（例えば刺激するかまたは減少させる）試験化合物を
選択することを含む方法。
【請求項１４】
　該ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはポリペプチドまたはその断片が、変化したもしくは突然
変異したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはポリペプチド、または変化もしくは突然変異を含む
その断片である、請求項１０～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　該モジュレーションが活性化である、請求項１０～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　該モジュレーションが阻害である、請求項１０～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　被験体における肥満または関連した障害を処置または予防するための医薬組成物の製造
における、ＴＡＳ１Ｒ１のアゴニストまたはアンタゴニスト、ＴＡＳ１Ｒ１のアンチセン
スまたはＲＮＡｉ、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに対して特異的な抗体またはその断片また
は誘導体からなる群より選択される化合物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に遺伝学及び医学の分野に関する。本発明は、さらに詳しくは、肥満お
よび関連した障害の診断、予防および処置のためならびに治療的に有効な薬物のスクリー
ニングのために使用することができるヒト肥満感受性遺伝子の同定を開示する。本発明は
、さらに具体的には、肥満に対する感受性に関連しそして治療介入のための新規な標的を
表す染色体１における味覚受容体１型、メンバー１（ＴＡＳ１Ｒ１）遺伝子のある対立遺
伝子を開示する。本発明は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子および発現産物における特定の突然変異
ならびにこれらの突然変異に基づく診断ツールおよびキットに関する。本発明は、低アル
ファリポタンパク血症、家族性混合性高脂血症（familial combined hyperlipidemia）、
インスリン抵抗性症候群Ｘ又は多重代謝障害、冠動脈疾患、糖尿病および異常脂血症（dy
slipidemia）を含む、冠動脈性心疾患及び代謝障害の素因の診断、検出、予防および／ま
たは処置において使用することができる。
【０００２】
　発明の背景
　現代の工業化された国の全健康コストの約３～８％は、現在肥満の直接コストによるも
のである（Wolf, 1996）。ドイツでは、肥満及共存症（comorbid disorders）に関係した
（直接及び間接の両方）全コストは、１９９５年には２１０億ドイツマルク（２９．４Ｕ
Ｓドル）と評価された（Schneider, 1996）。２０３０年までに、これらのコストは肥満
の普及が更に増加しないとしても、５０％上昇するであろう。
【０００３】
　肥満は、健康が損なわれうる程度に脂肪組織における異常な又は過剰な脂肪蓄積の状態
としてしばしば簡単に定義される。基礎をなす疾患は望ましくない正のエネルギーバラン
ス及び重量増加のプロセスである。腹部脂肪分布は、女性的脂肪分布よりも高い健康的リ
スクと関連している。
【０００４】
　ボデイ．マス．インデックス（ＢＭＩ；ｋｇ／ｍ２）は、粗いとはいえ、最も有用な集
団レベルの肥満の目安を与える。それは、集団内の肥満の普及及びそれに関連した危険を
評価するのに使用することができる。しかしながら、ＢＭＩは、身体の組成又は体脂肪分
布を考慮していない（WHO, 1998）。
【０００５】
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【表１】

【０００６】
　肥満は、肥満及び重度の肥満の定義のためのカットオフとして８５ｔｈ及び９５ｔｈＢ
ＭＩパーセンタイル（85th and 95th BMI-percentiles）を使用しても定義された。ＢＭ
Ｉパーセンタイルは、いくつかの母集団内で計算されている；German National Nutritio
n Surveyに基づいてドイツ人口に対するパーセンタイルは１９９４年以来入手可能であっ
た（Hebebrand et al., 1994, 1996）。異なる体重クラスのＷＨＯ分類は成人のみに適用
することができるので、子供及び青年期の個体の肥満の定義についてはＢＭＩパーセンタ
イルを参照することが通例である。
【０００７】
　肥満の普及（prevalence）の最近の上昇は、いくつかの国の健康システムにとって大き
な関心のある問題である。Center of Disease Control and Prevention(CDC)の報告に従
えば、合衆国では過去２０年間に肥満が劇的に増加した。１９８５年には、少数の州のみ
がCDCs Behavioral Risk Factor Surveillance System(BRFSS)に参加していて、肥満デー
タを提供していた。１９９１年に、４つの州が１５～１９％の肥満普及率を報告しており
そして２０％又は２０％より高い率を報告する州はなかった。２００２年には、２０の州
が１５～１９％の肥満普及率を有しており；２９の州が２０～２４％の率を有し、そして
１つの州は２５％を越える率を報告する。同様な傾向がヨーロッパ及び南アメリカの他の
国々でも観察された。
【０００８】
　子供及び青年期の個体は、この傾向から免がれなかった。それどころか、ＵＳＡでの増
加は、実質的であった。従って、１９６０年代と１９９０年との間に体重超過及び肥満は
６～１７歳において劇的に増加した。この増分は、カットオフとして８５ｔｈＢＭＩセン
タイル（１９６０年代に計算された）を使用して４０％の相対的増加になりそして９５ｔ

ｈセンタイルの使用により１００％の相対的増加になる。１９８５年と１９９５年の間に
極端な肥満のため入院患者として処置されたドイツの子供及び青年の横断研究では、この
１０年間の期間にわたり殆ど２ｋｇ／ｍ２の平均ＢＭＩの有意な増加が報告された。この
極端なグループ内では、増分は最高のＢＭＩ範囲において最も顕著であった。
【０００９】
　肥満の普及におけるこの増加の基礎となる機構は知られていない。環境的因子が基礎を
なす原因として普通に引き合いに出された。基本的には、増加したカロリー摂取及び減少
したレベルの身体活動の両方が検討された。英国では、肥満率の増加は、後者の機構に帰
された。したがって、この国では、平均カロリー摂取はここ２０年間に幾分減少すらした
が、これに対してテレビジョンを観て過ごす時間の増加及び家庭当りの車の平均数から生
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じる間接の証拠は、関係のある原因因子として減少したレベルの身体活動を指摘している
。
【００１０】
　遺伝的因子は寄与する原因として以前は考えられなかった。全く反対に、肥満率の増加
がここ２０年間以内に観察されたという事実は、遺伝的因子が原因となることはできない
という証拠とみなされてきた。しかしながら、同類婚率の増加は、観察された現象への遺
伝的寄与を非常によく形成することができるのではないかと提唱された。この仮説は、肥
満個体の烙印はむしろ最近の社会現象を表し、従って相も変わらず同類婚率の増加をもた
らすということを示唆する証拠に基づいている。結果として、子孫は、肥満の基礎をなす
相加的及び非相加的遺伝因子のより高い荷重を有している。実際に、極端に肥満した子供
及び青年期の個体の両親の間の（推定された）同類婚率は極端に高いことが観察された。
【００１１】
　肥満と関連した潜在的に生命を脅かす慢性の健康問題は下記の４つの主な分野に入る：
１）高血圧、慢性心臓疾患及び発作を含む心臓血管問題、２）インスリン抵抗性と関連し
た状態、即ち、インスリン非依存性糖尿病（ＮＩＤＤＭ）、３）あるタイプの癌、主とし
てホルモンが関係した癌及び大腸癌、ならびに４）胆嚢疾患。肥満と関連した他の問題に
は、呼吸困難、慢性筋骨格問題、皮膚問題および無生殖性がある（WHO, 1998）。
【００１２】
　これらの障害を処置するための最近利用可能な主なストラテジーは、食事制限、身体活
動の増加、薬理学的アプローチ及び外科的アプローチを含む。成人では、伝統的介入を使
用する長期間の体重損失は格別である。現在の薬理学的介入は、典型的には、５～１５キ
ログラムの体重損失を誘導し；もし投薬が中断されるならば、再び始まる重量増加が続い
て起こる。外科処置は比較的成功しており、そして極端な肥満および／または重い医学的
合併症を有する患者のために残される。
【００１３】
　最近、レプチン欠乏突然変異が検出された１０歳の甚だしく肥満した少女が組換えレプ
チンで処置されて成功した。これは、彼女の病的な肥満の基礎をなす突然変異の検出を治
療的に生かした最初の個体である。
【００１４】
　いくつかの双子の研究が行われてＢＭＩの遺伝率が評価され、そのいくらかは、１００
０組以上の双子を包含していた。結果は、非常に首尾一貫していた：一卵性双子間のペア
内相関は、年齢及び性とは無関係に、典型的には０．６～０．８であった。１つの研究で
は、一卵性双子及び二卵性双子についての相関は、双子が離れて育てられたか又は一緒に
育てられたかとは無関係に、基本的に同じであった。ＢＭＩの遺伝率は、０．７と評価さ
れ；非共有環境因子は分散（variance）の残りの３０％を説明した。驚くべきことに、共
有された環境因子は、分散の実質的な割合を説明しなかった。過度のカロリー及び不足カ
ロリーの栄養の両方共、一卵性双子ペアの両者間で同様な程度の体重増加または損失をも
たらしたが、これは、体重に対するエネルギー利用性の環境的に誘導された変動の効果を
遺伝的因子が調節することを示す。過食及び過小食した際の代謝反応および体脂肪分布の
変化も遺伝的制御下にある（Hebebrand et al., 1998に概説されている）。
【００１５】
　多数の養子関係の研究は、養子のＢＭＩはその生物学的両親のＢＭＩと相関しており、
そして養子両親のＢＭＩと相関していないことを示した。家族の研究に依存して、血縁（
sibs）のＢＭＩ間の相関は０．２～０．４であった。親子相関は、典型的には僅かに低か
った。分離比分析は、主要な劣性遺伝子効果を繰り返して示唆した。これらの分析に基づ
いて、サンプルサイズの計算は、一致及び不一致アプローチの両方に基づいて行われた。
予想とは対照的に、一致血縁ペアアプローチ（concordant sib-pair approach）が優れて
おり；同じパワーを達成するのにより少ない数の家族が必要であった。
【００１６】
　極端に肥満した若いインデックス患者に基づいた家族研究では、母または父のいずれか
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または両親が、大多数の家族においてＢＭＩ＞９０ｔｈデシル（ＢＭＩ＞90th decile）
を有する。ＢＭＩ＞９５ｔｈセンタイル（ＢＭＩ＞95th centile）を有するインデックス
患者に基づいて、それぞれの家族の約２０％は、ＢＭＩ＞９０ｔｈセンタイルを有する血
縁を有する。
【００１７】
　結論として、環境因子は、個体を多少肥満の発生に感受性にする特定の遺伝子型と相互
作用することは明らかである。更に、主要な遺伝子が検出されたという事実にもかかわら
ず、スペクトルがこのような主要な遺伝子からほんの僅かな影響を有する遺伝子に及ぶこ
とを考慮することが必要である。
【００１８】
　１９９４年の終わりにおけるレプチン遺伝子の発見（Zhang et al., 1994）に続いて、
食欲及び体重調節の基礎をなす調節システムを明かすための科学的努力が実質的に爆発し
た。それは最近最も早く成長している生物医学的分野である。この著しい発展は、明らか
な臨床的興味により、ヒト、げっ歯類及び他の哺乳動物の肥満に基本的にすべて関係して
いる大規模な分子遺伝学の活動ももたらした（Hebebrand et al., 1998）。
【００１９】
　この点で、突然変異が現在知られている一遺伝子形の肥満をもたらした多くの遺伝子が
げっ歯類においてクローニングされた。これらの突然変異の全身性結果は、最近分析され
ている。これらのモデルは、体重調節に関与する複雑な調節システムへの洞察を与え、そ
の最もよく知られているのはレプチン及びその受容体を含む。
【００２０】
　マウスでは、しかしブタでも、体重調節に最も関係がありそうな１５以上の量的形質遺
伝子座（quantitative trait loci）（ＱＴＬ）が同定された（Chagnon et al., 2003）
。
【００２１】
　ヒトでは、４つの非常にまれな常染色体劣性形態の肥満が１９９７年に記載された。レ
プチン、レプチン受容体、プロホルモンコンベルターゼ１及びプロ－オピオメラノコルチ
ン（ＰＯＭＣ）をコードする遺伝子の突然変異が、過食症と関連した早期開始型のはなは
だしい肥満を引き起こすことが示された。異なる追加の臨床的（例えば、赤毛、原発性無
月経）および／または内分泌学的異常（例えば、顕著に変わった血清レプチンレベル、Ａ
ＣＴＨ分泌の欠如）は、それぞれの候補遺伝子の位置を正確に示す（pinpoint）。一遺伝
子動物モデル及びヒト一遺伝子形態の両方とも、体重調節の基礎をなす複雑なシステムへ
の新規な洞察をもたらした。
【００２２】
　極めて最近では、ヒトにおける最初の常染色体優性形態の肥満が記載された。メラノコ
ルチン－４－受容体遺伝子（ＭＣ４Ｒ）内の２つの異なる突然変異は、これらの変異体に
対するヘテロ接合性発端者において極端な肥満をもたらすことが観察された。上記した発
見とは対照的に、これらの突然変異は、極端な肥満以外の容易に明らかな表現型異常を包
含しない（Vaisse et al., 1998; Yeo et al., 1998）。興味深いことに、両グループと
も相対的に小さな研究グループ（ｎ＝６３およびｎ＝４３）における系統的スクリーンに
より突然変異を検出した。
【００２３】
　Hinney et al., (1999)は、総計４９２人の肥満した子供および青年期の個体において
ＭＣ４Ｒをスクリーニングした。ハプロ不全（haplo-insufficiency）をもたらす２つの
異なる突然変異を有する全部で４つの個体が検出された。１つはYeo et al., (1998)によ
り以前に観察された突然変異と同じであった。３つの個体で検出された他の突然変異は、
受容体の細胞外ドメインにおける停止突然変異（stop mutation）を誘導した。約１％の
極端に肥満した個体は、ＭＣ４Ｒにおけるハプロ不全突然変異を有する。２つの形態のハ
プロ不全に加えて、Hinneyら(1999)は、保存性及び非保存性のアミノ酸交換の両方をもた
らす追加の突然変異も検出した。興味深いことに、これらの突然変異は、主として肥満研
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究グループにおいて観察された。これらの突然変異の機能的関与は現在未知である。
【００２４】
　ＭＣ４Ｒ突然変異を有する個体の同定は、可能な薬理学的介入の点から観て興味深い。
従って、すべてのメラノコルチンのコア配列を表す副腎皮質刺激ホルモン４～１０（ＡＣ
ＴＨ４～１０）の鼻内適用は、健常な対照において、減少した体重、体脂肪質量および血
漿レプチン濃度をもたらした。突然変異キャリアーが、それらの減少した受容体密度を理
論的に釣り合わせることができるこの処置に対していかに反応するかに関して疑問が生じ
る。
【００２５】
　体重調節における特定の遺伝子の関与は、トランスジェニックマウスから得られたデー
タにより更に立証される。例えば、ＭＣ４Ｒ欠失マウスは早期開始肥満を発生する（Husz
ar et al., 1997）。
【００２６】
　異なるグループは、肥満又は依存性表現型（ＢＭＩ、レプチンレベル、脂肪質量等）に
関係したゲノムスキャンを行っている。このアプローチは、非常に有望と思われる。何故
ならば、それは系統的でありそしてモデルフリーであるからである。更に、それは格別に
成功していることが既に示された。従って、比較的小さな研究グループを分析することに
よってすら、ポジティブな連鎖結果が得られた。更に重要なことに、いくらかの発見は、
既に追試されている。下記の領域の各々は、少なくとも２つの独立したグループにより同
定された：染色体１ｐ３２、染色体２ｐ２１、染色体６ｐ２１、染色体１０および染色体
２０ｑ１３（Chagnon et al., 2003）。
【００２７】
　発明の要約
　本発明は、肥満および関連した障害の診断、予防および処置のためならびに治療的に活
性な薬物のスクリーニングのために使用することができるヒト肥満感受性遺伝子の同定を
いまや開示する。
【００２８】
　本発明は、低アルファリポタンパク血症、家族性混合性高脂血症、インスリン抵抗性症
候群Ｘ又は多重代謝障害、冠動脈疾患、糖尿病および異常脂血症を含む、肥満、冠動脈性
心疾患及び代謝障害の素因の診断又は該肥満、冠動脈性心疾患及び代謝障害に対する防御
、該肥満、冠動脈性心疾患及び代謝障害の検出、予防および／または処置において使用す
ることができ、この方法は、被験体からのサンプルにおいてＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはポ
リペプチドにおける変化（alteration）の存在を検出することを含み、該変化の存在が、
肥満または関連した障害の存在もしくは素因を示す。該変化の存在は、肥満に対する防御
を示すこともできる。
【００２９】
　本発明の特定の目的は、被検体における肥満または関連した障害の存在もしくは素因を
検出する方法であって、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の
存在を検出することを含み、該変化の存在が、肥満または関連した障害の存在もしくは素
因を示す、方法にある。
【００３０】
　本発明の追加の特定の目的は、被検体における肥満または関連した障害からの防御を検
出する方法であって、被験体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存
在を検出することを含み、該変化の存在が肥満又は関連した障害からの防御を示す、方法
にある。
【００３１】
　本発明の他の特定の目的は、肥満または関連した障害の処置に対する被検体の応答を評
価する方法であって、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存
在を検出することを含み、該変化の存在が該処置に対する特定の応答を示す、方法にある
。
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【００３２】
　本発明のさらなる特定の目的は、肥満または関連した障害の処置に対する被験体におけ
る不利な効果を評価する方法であって、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座
における変化の存在を検出することを含み、該変化の存在が該処置に対する不利な効果を
示す、方法にある。
【００３３】
　本発明は、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検出
し、該変化の存在が肥満または関連した障害への素因を示し、そして肥満又は関連した障
害に対する予防処置を行うことを含む、被検体における肥満又は関連した障害を予防する
ための方法にも関する。
【００３４】
　好ましい態様では、前記変化は、肥満と関連した１つ又は複数のＳＮＰ（ｓ）又は肥満
と関連したＳＮＰｓのハプロタイプである。更に好ましくは、肥満と関連した該ハプロタ
イプは、ＳＮＰ３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６およびＳＮＰ６９からなる群
より選ばれるいくつかのＳＮＰｓを含むかまたはいくつかの該ＳＮＰｓからなる。なおさ
らに好ましくは、該ハプロタイプは、表５に開示されたハプロタイプから選ばれる。さら
に好ましくは、肥満と関連した該ＳＮＰはＳＮＰ４９であることができる。
【００３５】
　好ましくは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化は、ハイブリダイゼーションアッセイ
、配列決定アッセイ、マイクロシーケンシングアッセイまたは対立遺伝子特異的増幅アッ
セイを行うことにより決定される。
【００３６】
　本発明の特定の局面は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子又はその組み合わせを含むゲノム領域にお
ける肥満と関連した少なくとも１つのＳＮＰ又はハプロタイプを特異的に検出するように
デザインされる、プライマー、プローブおよび／またはオリゴヌクレオチドを含む物質の
組成物にある。好ましい態様では、該変化は、肥満と関連した１つまたは複数のＳＮＰ（
ｓ）またはＳＮＰｓのハプロタイプである。さらに好ましくは、肥満と関連した該ハプロ
タイプは、ＳＮＰ３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６およびＳＮＰ６９からなる
群より選ばれるいくつかのＳＮＰｓを含むかまたは該いくつかのＳＮＰｓからなる。なお
さらに好ましくは、該ハプロタイプは、表５に開示されたハプロタイプから選ばれる。さ
らに好ましくは、肥満と関連した該ＳＮＰはＳＮＰ４９であることができる。
【００３７】
　本発明は、ＴＡＳ１Ｒ１発現または活性のモジュレーションにより被験体における肥満
及び／又は関連した疾患を処置する方法にもある。このような処置は、例えば、ＴＡＳ１
Ｒ１ポリペプチド、ＴＡＳ１Ｒ１ＤＮＡ配列（ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座に向けられたアンチ
センス配列およびＲＮＡｉを含む）、抗ＴＡＳ１Ｒ１抗体またはＴＡＳ１Ｒ１発現もしく
は活性をモジュレーションする薬物を使用する。
【００３８】
　本発明は、遺伝子治療、タンパク質置換治療によるかまたはＴＡＳ１Ｒ１タンパク質模
倣物および／または阻害剤の投与によるなどの、症候を示す前の処置または組合せた治療
を含む、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の有害な対立遺伝子を有する個体を処置する方法にも関する
。
【００３９】
　本発明の更なる局面は、肥満または関連した障害と関連したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の対立
遺伝子またはその遺伝子産物のモジュレーション、あるいは肥満または関連した障害と関
連したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の対立遺伝子またはその遺伝子産物への結合に基づく、肥満ま
たは関連した障害の治療のための薬物をスクリーニングすることにある。
【００４０】
　本発明の更なる局面は、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド断片の特異的抗体およびこのような
抗体の誘導体、このような抗体を分泌するハイブリドーマおよびこれらの抗体を含む診断
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キットを含む。さらに好ましくは、該抗体はＴＡＳ１Ｒ１の活性を修飾する変化を含むＴ
ＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたはその断片に特異的である。
【００４１】
　本発明は、ＴＡＳ１Ｒ１の活性を修飾する変化を含むＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはその断
片にも関する。本発明は、さらにＴＡＳ１Ｒ１の活性を修飾する変化を含むＴＡＳ１Ｒ１
ポリペプチドまたはその断片に関する。
【００４２】
　発明の詳細な説明
　本発明は、ヒト肥満感受性遺伝子としてＴＡＳ１Ｒ１の同定を開示する。肥満を有する
１６４家族からの種々の核酸サンプルを、特定のＧｅｎｏｍｅＨＩＰ法に供した。この方
法は、肥満した被検体において変化している該集団における特定の同祖性（identical-by
-descent）断片の同定をもたらした。ＩＢＤ断片のスクリーニングにより、本発明者は、
肥満および関連した表現型のための候補として、染色体１ｐ３６．３遺伝子上の味覚受容
体１型、メンバー１（ＴＡＳ１Ｒ１）を同定した。この遺伝子は、臨界的間隔（critical
 interval）で実際に存在し、そして肥満の遺伝的調節と合致する機能的表現型を発現す
る。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のＳＮＰも、ヒト被検体における肥満に相関しているものとして
同定された。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のＳＮＰｓも、ヒト被検体における肥満に相間している
ものとして同定された。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子に位置したＳＮＰ４９は、肥満と関連してい
ることが見出された。更に、ＳＮＰ３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６およびＳ
ＮＰ６９からなる群より選ばれるいくつかのＳＮＰｓを含む、表５に開示されたハプロタ
イプも肥満と関連しているものとして同定された。
【００４３】
　従って、本発明は、肥満および関連した障害の診断、予防および処置のためならびに治
療的に活性な薬物のスクリーニングのためにＴＡＳ１Ｒ１遺伝子および対応する発現産物
を使用することを目的とする。
【００４４】
　定義
　肥満および代謝障害：肥満は、健康が損なわれうる程度に、脂肪組織における異常なま
たは過剰な脂肪蓄積の任意の状態と解釈されるべきである。関連した障害、疾患または病
理は、更に具体的には、低アルファリポタンパク血症、家族性混合性高脂血症、インスリ
ン抵抗性症候群Ｘ又は多重代謝障害、冠動脈疾患、糖尿病および異常脂血症を含むいかな
る代謝障害も含む。本発明は、成人、子供および出生前の段階を含む種々の被検体、特に
ヒトにおいて使用することができる。
【００４５】
　本発明の状況内では、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座は、ＴＡＳ１Ｒ１コード配列、ＴＡＳ１Ｒ
１非コード配列（例えばイントロン）、転写および／または翻訳を制御するＴＡＳ１Ｒ１
調節配列（例えばプロモーター、エンハンサー、ターミネーター等）、ならびにすべての
対応する発現産物、例えばＴＡＳ１Ｒ１　ＲＮＡｓ（例えばｍＲＮＡｓ）ならびにＴＡＳ
１Ｒ１ポリペプチド（例えば前駆タンパク質および成熟タンパク質）を含む、細胞または
生物におけるすべてのＴＡＳ１Ｒ１配列または産物を意味する。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座は
、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子内に位置したＳＮＰｓと連鎖不平衡にあるＳＮＰｓを含むＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子の周囲の配列（surrounding sequences）も含む。例えば、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝
子座は、ＳＮＰ３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ５６およびＳＮＰ６９を含む周囲の配列を含む
。
【００４６】
　本願で使用された、用語「ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子」は、ヒト染色体１ｐ３６．３上の味覚
受容体、１型、メンバー１、ならびにその変異体、アナログおよび断片を意味し、これら
は、肥満および代謝障害に対する感受性に関係するそれらの対立遺伝子（例えば生殖系列
突然変異（germline mutations））を含む。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子は、ＧＰＲ７０、Ｔ１Ｒ
１、ＴＲ１およびｇｍ１４８を指すこともできる。
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【００４７】
　用語「遺伝子」は、ゲノムＤＮＡ（ｇＤＮＡ）、相補性ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）、合成また
は半合成ＤＮＡ、ならびに任意の形態の対応するＲＮＡを含む任意の型のコード核酸を含
むとみなされるべきである。用語、遺伝子は、特に、ＴＡＳ１Ｒ１をコードする組換え核
酸、即ち、例えば、配列をアセンブリング、カッティング、ライゲーションまたは増幅す
ることにより人工的に創りだされたいかなる天然に存在しない核酸分子も含む。ＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子は、典型的には二本鎖であるが、一本鎖などの他の形態も意図することができ
る。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子は、種々のソースから当該技術分野で知られた種々の技術に従っ
て、例えば、ＤＮＡライブリーをスクリーニングすることまたは種々の天然のソースから
増幅することにより得ることができる。組換え核酸は、化学合成、遺伝子工学、酵素技術
またはその組み合わせを含む慣用の技術により調製することができる。適当なＴＡＳ１Ｒ
１遺伝子配列は、遺伝子バンク、例えば、ＴＡＳ１Ｒ１のためのUnigene Cluster(Hs.124
574)およびUnigene Representative Sequences ＮＭ＿１３８６９７、ＮＭ＿１７７５３
９、ＮＭ＿１７７５４０およびＮＭ＿１７７５４１に見出されうる。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
の特定の例は、配列番号：１，３，５および７を含む。
【００４８】
　用語「ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子」は、上記した配列番号１，３，５および７または上記した
任意のコード配列の任意の変異体、断片またはアナログも含む。このように変異体は、例
えば個体間の対立遺伝子変異（例えば多形）、肥満に関連した突然変異した対立遺伝子、
選択的スプライシング形態などによる天然に存在する変異体を含む。用語変異体は、他の
ソースまたは生物からのＴＡＳ１Ｒ１遺伝子配列も含む。変異体は、配列番号１，３，５
および７に対して好ましくは実質的に相同性である、即ち、配列番号１との少なくとも約
６５％、典型的には少なくとも約７５％、好ましくは少なくとも約８５％、さらに好まし
くは少なくとも約９５％のヌクレオチド配列同一性を示す。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の変異体
およびアナログはストリンジェントハイブリダイゼーション条件下に上記した配列（また
はその相補性鎖）にハイブリダイゼーションする核酸配列も含む。
【００４９】
　典型的なストリンジェントハイブリダイゼーション条件は、３０℃以上、好ましくは３
５℃以上、さらに好ましくは４２℃以上の温度および／または約５００ｍＭ未満、好まし
くは２００ｍＭ未満の塩度を含む。ハイブリダイゼーション条件は、温度、塩度および／
またはＳＤＳ、ＳＳＣなどの他の試薬の濃度を改変することにより当業者により調節され
うる。
【００５０】
　ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の断片は、上記した配列の少なくとも約８の連続したヌクレオチド
、好ましくは少なくとも約１５、更に好ましくは少なくとも約２０のヌクレオチド、更に
好ましくは少なくとも３０の連続したヌクレオチドの任意の部分を意味する。断片は、８
～１００ヌクレオチド、好ましくは１５～１００、更に好ましくは２０～１００ヌクレオ
チドのすべての可能なヌクレオチド長さを含む。
【００５１】
　ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドは、上記に開示されたＴＡＳ１Ｒ１遺伝子によりコードされ
たいかなるタンパク質またはポリペプチドも意味する。用語「ポリペプチド」は、アミノ
酸のストレッチを含むいかなる分子も指す。この用語は、種々の長さの分子、例えばペプ
チドおよびタンパク質を含む。ポリペプチドは、例えば、グリコシル化および／またはア
セチル化および／または化学反応もしくはカップリングにより修飾することができ、そし
て１つ又は複数の非天然または合成アミノ酸を含有することができる。ＴＡＳ１Ｒ１ポリ
ペプチドの特定の例は、配列番号２、４、６および８またはその変異体のすべてまたは一
部を含む。
【００５２】
　用語「処置に対する応答」は、治療化合物を代謝する能力、プロドラッグを活性な薬物
に転換する能力および個体における薬物の薬物動態学（吸収、分布、排泄）および薬力学
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（受容体関連の）を含むがそれらに限定されるわけではない処置の有効性を指す。
【００５３】
　用語「処置に対する不利な効果」は、薬物の主要な薬理学的作用の延長から生じる治療
の不利な効果、または独特な宿主因子と薬物の相互作用から生じる特異体質の不利な反応
を指す。「処置に対する副作用」は、外皮毒性、血液学的毒性または肝臓学的毒性などの
不利な反応を含むがそれらに限定はされず、そしてさらに胃腸潰瘍、血小板機能の障害、
腎損傷、全身化蕁麻疹（generalized urticaria）、気管支収縮、低血圧およびショック
を含む。
【００５４】
　診断
　本発明は、被検体におけるＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の監視に基づく診断方法を今や提供す
る。本発明の状況内では、用語「診断」は、成人、子供および生まれる前における早期段
階、前兆段階および後期段階を含む種々の段階での検出、監視、投薬、比較等を含む。診
断は、典型的には、予後、発生の素因もしくは危険の評価、最も適切な処置を規定するた
めの被検体の特徴付け（薬理遺伝学）等を含む。
【００５５】
　本発明は、個体が肥満または関連した障害を発生する危険にあるかどうかまたはＴＡＳ
１Ｒ１遺伝子座における突然変異または多形から生じる肥満または関連した障害に罹患し
ているかどうかを決定するための診断方法を与える。本発明は、個体が治療剤にポジティ
ブに応答する可能性があるかどうかまたは個体が治療剤に対する不利な副作用を発生する
危険があるかどうかを決定するための方法も提供する。
【００５６】
　本発明の特定の目的は、被検体における肥満または関連した障害の存在または素因を検
出する方法であって、被検体からのサンプルにおいて該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
座における変化の存在を検出することを含む方法にある。該変化の存在は、肥満または関
連した障害の存在または素因を示す。場合により、該方法は、被験体からのサンプルを提
供する前の段階を含む。好ましくは、該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化
の存在は、サンプルのジェノタイピングにより検出される。
【００５７】
　本発明の他の特定の目的は、被検体における肥満または関連した障害からの防御を検出
する方法であって、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在
を検出することを含み、該変化の存在は、肥満または関連した障害からの防御を示す、方
法にある。
【００５８】
　好ましい態様では、該変化は肥満と関連した１つ又は複数のＳＮＰ（ｓ）またはＳＮＰ
ｓのハプロタイプである。さらに好ましくは、肥満と関連した該ハプロタイプは、ＳＮＰ
３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６およびＳＮＰ６９からなる群より選ばれるい
くつかのＳＮＰｓを含むかまたは該いくつかのＳＮＰｓからなる。なおさらに好ましくは
、該ハプロタイプは表５に開示されたハプロタイプから選ばれる。さらに好ましくは、肥
満と関連した該ＳＮＰは、ＳＮＰ４９であることができる。
【００５９】
　本発明の他の特定の目的は、肥満または関連した障害の処置に対する被検体の応答を評
価する方法であって、（ｉ）被検体からのサンプルを提供し、そして（ｉｉ）該サンプル
中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検出することを含む方法にある。
【００６０】
　本発明の他の特定の目的は、肥満または関連した障害の処置に対する被検体の応答を評
価する方法であって、被検体からのサンプルにおいて、該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝
子座における変化の存在を検出することを含む、方法にある。該変化の存在は、該処置に
対する特定の応答を示す。好ましくは、該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変
化の存在はサンプルのジェノタイピングにより検出される。
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【００６１】
　本発明のさらなる特定の目的は、肥満または関連した障害の処置に対する被験体の不利
な効果を評価する方法であって、被験体からのサンプルにおいて該サンプル中のＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検出することを含む方法にある。該変化の存在は、該
処置に対する不利な効果を示す。好ましくは、該サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座にお
ける変化の存在は、サンプルのジェノタイピングにより検出される。
【００６２】
　好ましい態様では、該変化は肥満と関連した１つ又は複数のＳＮＰ（ｓ）またはＳＮＰ
ｓのハプロタイプである。さらに好ましくは、肥満と関連した該ハプロタイプは、ＳＮＰ
３８、ＳＮＰ４７、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６および、ＳＮＰ６９からなる群より選ばれる
いくつかのＳＮＰｓを含むかまたは該いくつかのＳＮＰｓからなる。なおさらに好ましく
は、該ハプロタイプは、表５に開示されたハプロタイプから選ばれる。さらに好ましくは
、肥満と関連した該ＳＮＰはＳＮＰ４９であることができる。
【００６３】
　追加の態様では、本発明は、被検体における肥満または関連した障害を予防するための
方法であって、被検体からのサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検
出することを含み、該変化の存在は、肥満または関連した障害の素因を示し、そして肥満
または関連した障害に対する予防処置を行うことを含む方法に関する。該予防処置は、薬
物および／または食餌の投与であることができる。
【００６４】
　処置もしくは薬物に対する応答、または処置もしくは薬物に対する副作用を分析しそし
て予測する診断は、個体が特定の処置薬物で処置されるべきかどうかを決定するために使
用することができる。例えば、個体が特定の薬物による処置に対してポジティブに応答す
る可能性をもしも診断が示すならば、その薬物を個体に投与することができる。反対に、
もしも個体が特定の薬物による処置に対してネガティブに応答する可能性があることを診
断が示すならば、別のコースの処置を規定することができる。ネガティブな応答は、有効
な応答の不存在または毒性副作用の存在のいずれかとして定義することができる。
【００６５】
　臨床薬物試験は、ＴＡＳ１Ｒ１　ＳＮＰｓの他の適用を示す。薬物に対する応答または
薬物に対する副作用に対する応答を示す１つまたは複数のＴＡＳ１Ｒ１　ＳＮＰｓは、上
記した方法を使用して同定することができる。しかる後、このような作用物質の臨床試験
における潜在力のある参加者を、スクリーニングして、薬物に有利に応答する可能性が最
も高いこれらの個体を同定しそして副作用を起こす可能性があるこれらの個体を排除する
ことができる。そのようにして、研究においてポジティブに応答しそうもない個体を含む
ことの結果として測定値を低下させることなくそして望ましくない安全問題を危うくする
ことなく、薬物にポジティブに応答する個体において薬物処置の有効性を測定することが
できる。
【００６６】
　変化は、ＴＡＳ１Ｒ１　ｇＤＮＡ、ＲＮＡまたはポリペプチドのレベルで決定すること
ができる。場合により、検出は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のすべてまたは一部を配列決定する
ことによりまたはＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のすべてまたは一部の選択的ハイブリダイゼーショ
ンまたは増幅により行なわれる。さらに好ましくは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子特異的増幅は、
変化の同定段階の前に行なわれる。
【００６７】
　ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化は、単独のまたは種々の組合せの（１つまたは複数
）、該座のコード領域および／または非コード領域における突然変異（１つ又は複数）、
欠失（１つ又は複数）、再編成（１つ又は複数）および／または挿入のいかなる形態であ
ってもよい。突然変異はさらに具体的には、点突然変異を含む。欠失は、遺伝子座のコー
ド部分または非コード部分における２個または２個より多くの残基、例えば２個の残基か
ら全体の遺伝子または遺伝子座までのいかなる領域も包含することができる。典型的な欠



(13) JP 2008-502340 A 2008.1.31

10

20

30

失は、より小さな領域、例えば約５０未満の連続した塩基対のドメイン（イントロン）ま
たは繰り返し配列または断片に影響を与えるが、より大きな欠失も起こりうる。挿入は、
遺伝子座のコード部分または非コード部分における１個または複数の残基の付加を包含す
ることができる。挿入は、典型的には遺伝子座における１～５０塩基対の付加を含むこと
ができる。再編成は、配列の逆位を含む。ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座変化は、停止コドンの創
生、フレームシフト突然変異、アミノ酸置換、特定のＲＮＡスプライシングもしくはプロ
セシング、産物不安定性、トランケートされたポリペプチド産生等をもたらすことがある
。この変化は、変化した機能、安定性、ターゲティングまたは構造を有するＴＡＳ１Ｒ１
ポリペプチドの産生をもたらすことができる。変化はタンパク質発現の減少又は替わりに
該産生の増加を引き起こすこともある。
【００６８】
　本発明に従う方法の特定の態様では、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化は、ＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子または対応する発現産物における点突然変異、欠失および挿入から選ばれ、さ
らに好ましくは点突然変異および欠失から選ばれる。変化は、ＴＡＳ１Ｒ１　ｇＤＮＡ、
ＲＮＡまたはポリペプチドのレベルで決定されうる。
【００６９】
　この点について、本発明は、肥満と関連しているＴＡＳ１Ｒ１遺伝子におけるＳＮＰお
よびこのＳＮＰにより特徴付けられるハプロタイプを今や開示する。点突然変異（または
単一ヌクレオチド変化）は下記の表２に報告される。
【００７０】
　この点突然変異は、肥満を有する被検体において検出された。この突然変異を肥満との
関連について試験しそしてこの試験の得られた結果は、突然変異が肥満と相関しているこ
とを示した（表４および５）。
【００７１】
　　第１の変形においては、本発明の方法は、変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子配列の存在を
検出することを含む。これは、例えば、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子、ポリペプチド又はＲＮＡの
すべてまたは一部を配列決定すること、選択的ハイブリダイゼーション又は選択的増幅に
より行うことができる。
【００７２】
　より特定の態様は、被験体のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子配列における表２に開示されたＳＮＰ
、特にＳＮＰ４９の存在を検出することを含む。
【００７３】
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【表２】

【００７４】
　他の変形では、本方法は、変化したＴＡＳ１Ｒ１　ＲＮＡ発現の存在を検出することを
含む。変化したＲＮＡ発現は、変化したＲＮＡ配列の存在、変化したＲＮＡスプライシン
グもしくはプロセシングの存在、変化した量のＲＮＡの存在等を含む。これらは、例えば
、ＴＡＳ１Ｒ１　ＲＮＡのすべてもしくは一部を配列決定することまたは該ＲＮＡのすべ
てもしくは一部の選択的ハイブリダイゼーション又は選択的増幅によること含む、当該技
術分野で知られた種々の技術により検出することができる。
【００７５】
　更なる変形では、本方法は、変化したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド発現の存在を検出する
ことを含む。変化したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド発現は、変化したポリペプチド配列の存
在、変化した量のＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの存在、変化した組織分布の存在等を含む。
これらは、例えば、配列決定することおよび／または特異的リガンド（例えば抗体）に結
合することによることを含む、当技術分野で知られた種々の技術により検出することがで
きる。
【００７６】
　上記したとおり、配列決定、ハイブリダイゼーション、増幅および／または特異的リガ
ンド（例えば抗体）への結合を含む当技術分野で知られた種々の技術を使用して、変化し
たＴＡＳ１Ｒ１遺伝子又はＲＮＡ発現もしくは配列を検出または定量することができる。
他の適当な方法は、対立遺伝子特異的オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）、対立遺伝子特異的
増幅、サザンブロット（ＤＮＡｓについて）、ノーザンブロット（ＲＮＡｓについて）、
一本鎖コンフォーメーション分析（ＳＳＣＡ）、ＰＦＧＥ、蛍光インサイチューハイブリ
ダイゼーション（ＦＩＳＨ）、ゲル泳動、クランプした変性ゲル電気泳動、ヘテロ二本鎖
分析、ＲＮアーゼ防御、化学ミスマッチ開裂、ＥＬＩＳＡ、ラジオイムノアッセイ（ＲＩ
Ａ）および免疫酵素アッセイ（ＩＥＭＡ）を含む。
【００７７】
　これらのアプローチのいくらか（例えば、ＳＳＣＡおよびＣＧＧＥ）は、変化した配列
の存在の結果として、核酸の電気泳動移動度が変化することに基づいている。これらの技
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術に従えば、変化した配列は、ゲルでの移動度のシフトにより可視化される。次いで断片
を配列決定して変化を確認することができる。
【００７８】
　いくらかの他の方法は、被検体からの核酸と、野生型または変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝
子またはＲＮＡに特異的なプローブとの特異的ハイブリダイゼーションに基づいている。
プローブは懸濁しているかまたは基材上に固定化されることができる。プローブは、典型
的には標識されてハイブリッドの検出を容易にする。
【００７９】
　これらのアプローチのいくらか、例えばノーザンブロット、ＥＬＩＳＡおよびＲＩＡは
、ポリペプチド配列または発現レベルを評価するのに特に適している。これらの後者はポ
リペプチドに特異的なリガンド、更に好ましくは特異的抗体の使用を必要とする。
【００８０】
　特定の好ましい態様では、本方法は、被検体からのサンプルにおける変化したＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子発現プロフィルの存在を検出することを含む。上記に示されたとおり、これは
、さらに好ましくは、該サンプル中に存在する核酸の配列決定、選択的ハイブリダイゼー
ションおよび／または選択的増幅により達成することができる。
【００８１】
　配列決定
　配列決定は、自動シーケンサーを使用して当技術分野で周知された技術を使用して行う
ことができる。配列決定は、完全なＴＡＳ１Ｒ１遺伝子、又はさらに好ましくは、その特
定のドメイン、典型的には有害な突然変異または他の変化を有することが知られているか
あるいは有害な突然変異または他の変化を有する疑いのあるその特定のドメインに関して
行うことができる。
【００８２】
　増幅
　増幅は、核酸再生を開始するのに役立つ相補性核酸配列間の特定のハイブリッドの形成
に基づいている。
【００８３】
　増幅は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）、鎖置換増幅
（ＳＤＡ）および核酸配列をベースとする増幅（ＮＡＳＢＡ）などの当該技術分野で知ら
れた種々の技術に従って行うことができる。これらの技術は、市販の試薬およびプロトコ
ールを使用して行うことができる。好ましい技術は、対立遺伝子特異的ＰＣＲまたはＰＣ
Ｒ－ＳＳＣＰを使用する。増幅は、反応を開始するために、通常特異的核酸プライマーの
使用を必要とする。
【００８４】
　ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子または遺伝子座からの配列を増幅するために有用な核酸プライマー
は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の標的領域をフランキングするＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の一部と
特異的にハイブリダイゼーションすることができ、該標的領域は、肥満または関連した障
害を有するある被験体において変化する。このような標的領域の例は表２に与えられる。
【００８５】
　表２に同定された他のＳＮＰｓを含むＴＡＳ１Ｒ１標的領域を増幅するのに使用するこ
とができるプライマーは、配列番号１、３、５もしくは７の配列、またはＴＡＳ１Ｒ１の
ゲノム配列に基づいてデザインされうる。
【００８６】
　本発明の他の特定の目的は、周囲の領域を含むＴＡＳ１Ｒ１遺伝子または遺伝子座から
の配列を増幅するために有用な核酸プライマーにある。このようなプライマーは、好まし
くは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における核酸配列に対して好ましくは相補性でありそして特
異的にハイブリダイゼーションする。特定のプライマーは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の標的
領域にフランキングするＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の一部と特異的にハイブリダイゼーション
することができ、該標的領域は肥満または関連した障害を有するある被検体において変化
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する。
【００８７】
　本発明は、肥満または関連した障害を有するある被験体において変化したＴＡＳ１Ｒ１
コード配列（例えば遺伝子またはＲＮＡ）の一部に対して相補性でありそして特異的にハ
イブリダイゼーションする核酸プライマーにも関する。この点で、本発明の特定のプライ
マーは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡにおける変化した配列に対して特異的である。
このようなプライマーを使用することにより、増幅産生物の検出は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
座における変化の存在を示す。対照的に、増幅産生物の不存在は、特異的変化がサンプル
において存在しないことを示す。
【００８８】
　本発明の典型的なプライマーは、長さが約５～６０ヌクレオチド、さらに好ましくは長
さが約８～約２５ヌクレオチドの一本鎖核酸分子である。配列は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座
の配列から直接誘導されうる。高い特異性を確実にするために完全な相補性が好ましい。
しかしながら、あるミスマッチは許容できる。
【００８９】
　本発明は、被験体における肥満または関連した障害の存在または素因を検出する方法、
または肥満または関連した障害の処置に対する被験体の応答を評価する方法における、上
記した核酸プライマーまたは核酸プライマーの対の使用にも関する。
【００９０】
　選択的ハイブリダイゼーション
　ハイブリダイゼーション検出法は、核酸配列変化（１つ又は複数）を検出するのに役立
つ相補性核酸配列間の特異的ハブリッドの形成に基づいている。
【００９１】
　特定の検出技術は、野生型または変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡに特異的な
核酸プローブの使用、次いでハイブリッドの存在の検出を含む。プローブは、懸濁してい
てもよく又は基材もしくは支持体に固定化されていてもよい（核酸アレー又はチップ技術
におけるように）。プローブは典型的には標識されてハイブリッドの検出を容易にする。
【００９２】
　この点で、本発明の特定の態様は、被検体からのサンプルを、変化したＴＡＳ１Ｒ１遺
伝子座に特異的な核酸プローブと接触させること、およびハイブリッドの形成を評価する
ことを含む。特定の好ましい態様では、本方法は、前記サンプルを、それぞれ、野生型Ｔ
ＡＳ１Ｒ１遺伝子座およびその種々の変化した形態に対して特異的なプローブのセットと
同時に接触させることを含む。この態様では、サンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座におけ
る種々の形態の変化の存在を直接検出することが可能である。また、種々の被検体からの
種々のサンプルを平行して処理することができる。
【００９３】
　本発明の状況内では、プローブは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡ（の標的部分）に
対して相補性でありそしてＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡ（の標的部分）と特異的にハ
イブリダイゼーションすることができ、そして肥満または代謝障害の素因を与えるか、肥
満又は代謝障害と関連しているＴＡＳ１Ｒ１対立遺伝子と関連したポリヌクレオチド多形
を検出するのに適当なポリヌクレオチド配列を指す。プローブは、好ましくは、ＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子、ＲＮＡまたはその標的部分に対して完全に相補性である。プローブは、典型
的には、長さが８～１０００ヌクレオチド、例えば１０～８００、更に好ましくは１５～
７００、典型的には、２０～５００ヌクレオチドの一本鎖核酸を含む。より長いプローブ
も使用することができることは理解されるべきである。本発明の好ましいプローブは、変
化を有するＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡの領域に特異的にハイブリダイゼーションす
ることができる、長さが８～５００ヌクレオチドの一本鎖核酸分子である。
【００９４】
　本発明の特定の態様は、変化した（例えば突然変異した）ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲ
ＮＡに対して特異的な核酸プローブ、即ち、該変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡ
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に対して特異的にハイブリダイゼーションしそして該変化を欠いているＴＡＳ１Ｒ１遺伝
子またはＲＮＡに対して本質的にハイブリダイゼーションしない核酸プローブである。特
異性は、標的配列へのハイブリダイゼーションが、非特異的ハイブリダイゼーションによ
って発生するシグナルとは区別されうる特異的シグナルを発生することを示す。完全に相
補性の配列は、本発明に従うプローブをデザインするのに好ましい。しかしながら、特異
的シグナルが非特異的ハイブリダイゼーションから識別されうる限りは、ある種のミスマ
ッチは許容されうることは理解されるべきである。
【００９５】
　このようなプローブの特定の例は、上記表２にリストされた点突然変異を有するＴＡＳ
１Ｒ１遺伝子またはＲＮＡを含むゲノム領域の標的部分に対して相補性の核酸配列である
。さらに具体的には、プローブは、配列番号９～１３からなる群より選ばれる配列又はＳ
ＮＰを含むその断片又はその相補性配列を含むことができる。
【００９６】
　プローブの配列は、本願で提供されたＴＡＳ１Ｒ１遺伝子およびＲＮＡの配列に由来す
ることができる。ヌクレオチド置換を行うことができ、そしてプローブの化学修飾も行う
ことができる。このような化学修飾は、ハイブリッドの安定性を増加させるため（例えば
インターカレーション基）又はプローブを標識するために達成することができる。標識の
典型的な例は、放射能、蛍光、ルミネッセンス、酵素標識等を含むがそれらに限定される
わけではない。
【００９７】
　本発明は、被験体における肥満または関連した障害の存在または素因を検出する方法ま
たは肥満または関連した障害の処置に対する被験体の応答を評価する方法における上記し
た核酸プローブの使用にも関する。
【００９８】
　特異的リガンド結合
　上記したとおり、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化は、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド配
列または発現レベルの変化（１つ又は複数）についてスクリーニングすることにより検出
することもできる。この点で、本発明の特定の態様は、前記サンプルをＴＡＳ１Ｒ１ポリ
ペプチドに対して特異的なリガンドと接触させそして複合体の形成を決定することを含む
。
【００９９】
　特異的抗体などの異なるタイプのリガンドを使用することができる。特定の態様では、
サンプルを、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに対して特異的な抗体と接触させ、そして免疫複
合体の形成を決定する。免疫複合体を検出するための種々の方法、例えば、ＥＬＩＳＡ、
ラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）および免疫酵素アッセイ（ＩＥＭＡ）を使用することが
できる。
【０１００】
　本発明の状況内では、抗体は、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、および実質
的に同じ抗原特異性を有するその断片又は誘導体を意味する。断片は、Ｆａｂ、Ｆａｂ’
２、ＣＤＲ領域等を含む。誘導体は、一本鎖抗体、ヒト化抗体、多官能性抗体等を含む。
【０１０１】
　ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに対して特異的な抗体は、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに対し
て選択的に結合する抗体、即ち、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドあるいはそのエピトープ含有
断片に対して生じた抗体を意味する。他の抗原に対する非特異的な結合が起こりうるけれ
ども、標的ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドへの結合は、より高いアフイニティーで起こり、そ
して非特異的結合から信頼可能に識別することができる。
【０１０２】
　特定の態様では、本方法は、被検体からのサンプルを、変化した形態のＴＡＳ１Ｒ１ポ
リペプチドに対して特異的な抗体（でコーティングされた支持体）と接触させ、そして免
疫複合体の存在を決定することを含む。特定の態様では、サンプルを、異なる形態のＴＡ
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Ｓ１Ｒ１ポリペプチド、例えば野生型およびその種々の変化した形態、に対して特異的な
種々の抗体（でコーティングされた支持体）と同時に、平行して又は順次に接触させるこ
とができる。
【０１０３】
　本発明は、被験体における肥満または関連した障害の存在または素因を検出する方法あ
るいは肥満または関連した障害の処置に対する被験体の応答を評価する方法における上記
したリガンド、好ましくは抗体、その断片または誘導体の使用にも関する。
【０１０４】
　本発明は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはポリペプチドにおける変化、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝
子もしくはポリペプチド発現における変化および／またはＴＡＳ１Ｒ１活性における変化
の存在を被験体からのサンプルにおいて検出するための産物および試薬を含む診断キット
にも関する。本発明に従う該診断キットは、本発明に記載された、いかなるプライマー、
いかなるプライマーの対、いかなる核酸プローブおよび／またはいかなるリガンドも含み
、好ましくは抗体を含む。本発明に従う該診断キットは、ハイブリダイゼーション、増幅
または抗原－抗体免疫反応を行うための試薬および／またはプロトコールをさらに含むこ
とができる。
【０１０５】
　診断方法は、インビトロ、エクスビボ又はインビボ、好ましくはインビトロまたはエク
スビボで行うことができる。診断方法では被検体からのサンプルを使用して、ＴＡＳ１Ｒ
１遺伝子座の状態を評価する。サンプルは、核酸又はポリペプチドを含有する、被検体に
由来するいかなる生物学的サンプルであってもよい。このようなサンプルの例は、体液、
組織、細胞サンプル、器官、生検等を含む。最も好ましいサンプルは、血液、血漿、唾液
、尿、精液等である。例えば、胎児細胞または胎盤細胞を試験することにより、出生前診
断を行うこともできる。サンプルは、慣用の技術により集めることができ、そして診断す
るために直接使用するか又は保存することができる。サンプルは、試験のための核酸また
はポリペプチドの効用（availability）を与えるか又は改善するために、本方法を行う前
に処理することができる。処理は、例えば、溶解（例えば、機械的、物理的、化学的等）
、遠心等を含む。また、核酸および／またはポリペプチドは、慣用の技術により予備精製
するか又は濃縮することができおよび／または複雑性を減少させることができる。核酸お
よびポリペプチドは、酵素又は他の化学的処理または物理的処理により処理してその断片
を生成させることもできる。請求された方法の高い感度を考えると、非常に少ない量のサ
ンプルがアッセイを行うのに十分である。
【０１０６】
　示されたとおり、変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の存在を評価するために、サンプルを
、好ましくはプローブ、プライマーまたはリガンドなどの試薬と接触させる。接触は、プ
レート、管、ウエル、ガラス等などの任意の適当な装置において行うことができる。特定
の態様では、接触は、核酸アレー又は特異的リガンドアレーなどの試薬でコーティングさ
れた基材上で行われる。基材は、ガラス、プラスチック、ナイロン、紙、金属、ポリマー
等を含む任意の支持体などの固体または半固体基材であることができる。基材は、種々の
形態およびサイズ、例えば、スライド、膜、ビーズ、カラム、ゲル等であることができる
。接触は、試薬とサンプルの核酸またはポリペプチド間で複合体が形成されるのに適当な
条件下に行うことができる。
【０１０７】
　サンプルにおける変化したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド、ＲＮＡまたはＤＮＡの発見は、
被検体における変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の存在を示し、これは肥満または代謝障害
の存在、素因又は進行の段階と相関することができる。例えば、生殖細胞系列ＴＡＳ１Ｒ
１突然変異を有する個体は、肥満または代謝障害の発生の増加した危険を有する。被検体
における変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座の存在の決定は、より効果的でそして特注される
適切な治療介入のデザインも可能とする。また前兆レベルでのこの決定は、予防治療方式
を適用することを可能とする。
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【０１０８】
連鎖不平衡
　一旦第１ＳＮＰが関心のあるゲノム領域、さらに詳しくは、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座にお
いて同定されると、当業者は、この第１ＳＮＰと連鎖不平衡にある追加のＳＮＰｓを容易
に同定することができる。実際、肥満または関連した代謝障害と関連した第１ＳＮＰと連
鎖不平衡にあるいかなるＳＮＰもこの形質と関連するであろう。従って、所与のＳＮＰと
肥満または関連した代謝障害との間で関連が一旦証明されると、この形質と関連した追加
のＳＮＰｓの発見は、この特定の領域におけるＳＮＰｓの密度を増加させるために大いに
興味を引くことができる。
【０１０９】
　所与のＳＮＰと連鎖不平衡にある追加のＳＮＰｓの同定は、（ａ）複数の個体からの第
１ＳＮＰを含むまたは取り囲むゲノム領域からの断片を増幅し；（ｂ）該第１ＳＮＰを有
する又は取り囲むゲノム領域における第２ＳＮＰｓを同定し；（ｃ）該第１ＳＮＰと第２
ＳＮＰｓとの連鎖不平衡分析を行い；そして（ｄ）該第１マーカーと連鎖不平衡にあるも
のとして該第２ＳＮＰｓを選ぶことを含む。段階（ｂ）および（ｃ）を含む副の組み合わ
せも意図する。
【０１１０】
　ＳＮＰｓを同定しそして連鎖不平衡分析を行うための方法は、周知の方法を使用するこ
とにより過度の実験をすることなく当業者により行われうる。
【０１１１】
　連鎖不平衡にあるこれらのＳＮＰｓは、本発明に従う方法、更に詳しくは本発明に従う
診断方法において使用することもできる。
【０１１２】
　例えば、クローン病の連鎖座（linkage locus）は、染色体５ｑ３１上の１８ｃＭにわ
たる大きな領域にマッピングされた（Rioux et al., 2000 and 2001）。全体の領域にわ
たるマイクロサテライトマーカーおよびＳＮＰｓの密なマップを使用して、連鎖不平衡（
ＬＤ）の強い証拠が見出された。ＬＤの証拠を見出したので、著者は、超高密度ＳＮＰマ
ップを開発し、そしてこのマップから選ばれるマーカーのより密なコレクションを調べた
。多重座分析は、ＴＤＴを使用して各々独立に関連している多重ＳＮＰｓにより特徴付け
られた一つの共通リスクハプロタイプ（single common risk haplotype）を規定した。こ
れらのＳＮＰｓは、リスクハプロタイプに独特であり、そして互いに殆ど完全な連鎖不平
衡にあることによりそれらの情報内容において本質的に同一であった。これらのＳＮＰｓ
の同等な性質は、遺伝的証拠のみに基づいてこの領域内の原因突然変異を同定することを
不可能とする。
【０１１３】
　原因突然変異
　肥満又は関連した代謝障害を示す患者および対照個体からのＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の配列
を比較することにより、肥満又は関連した代謝障害の原因となりうるＴＡＳ１Ｒ１遺伝子
における突然変異を同定することができる。ＴＡＳ１Ｒ１のＳＮＰｓおよび肥満または関
連した代謝障害の同定された関連に基づいて、同定された座を突然変異についてスキャン
することができる。好ましい態様では、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のエキソンおよびスプライス
部位、プロモーターおよび他の調節領域などの機能的領域を突然変異についてスキャンす
る。好ましくは、肥満または関連した代謝障害を示す患者は、肥満又は関連した代謝障害
と関連していることが示された突然変異を有し、そして対照個体は肥満又は関連した代謝
障害と関連した突然変異又は対立遺伝子を有していない。肥満または関連した代謝障害を
示す患者は、対照個体よりも高い頻度で肥満または関連した代謝障害と関連していること
が示される突然変異を有することも可能でありうる。
【０１１４】
　このような突然変異を検出するのに使用される方法は、一般に下記の段階を含む：肥満
又は関連した代謝障害を示す患者および対照個体からのＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のＤＮＡサン



(20) JP 2008-502340 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

プルから、肥満または関連した代謝障害と関連したＳＮＰ又はＳＮＰｓの群を含むＴＡＳ
１Ｒ１遺伝子の領域を増幅する段階；増幅された領域の配列決定をする段階；肥満又は関
連した代謝障害を示す患者および対照個体からのＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のＤＮＡ配列を比較
する段階；肥満または関連した代謝障害を示す患者に特異的な突然変異を決定する段階。
【０１１５】
　従って、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子における原因突然変異の同定は、周知の方法を使用するこ
とにより過度の実験をすることなく当業者により行われうる。
【０１１６】
　例えば、原因突然変異は、ルーチンな方法を使用することにより下記の実施例で同定さ
れた。
【０１１７】
　Hugot et al. (2001)は、クローン病に対する感受性に連鎖していることが以前に見出
された染色体１６の領域においてクローン病に対する感受性を有する遺伝子変異体を同定
するためにポジショナルクローニングストラテジーを適用した。潜在的感受性座の位置を
精密化するために、２６のマイクロサテライトマーカーをジェノタイピングしそして伝達
不平衡テストを使用してクローン病に対する関連について試験した。ボーダーラインの有
意な関連がマイクロサテライトマーカーＤ１６Ｓ１３６の１つの対立遺伝子の間で見出さ
れた。１１の追加のＳＮＰｓが取り囲んでいる領域（surrounding regions）から選ばれ
、そしていくつかのＳＮＰｓは、有意な関連を示した。この領域からのＳＮＰ５～８は、
ＮＯＤ２／ＣＡＲＤ１５遺伝子の単一のエキソンに存在することが見出されそして非同義
変異体（non-synonymous variants）であることが示された。これは、著者に５０人のＣ
Ｄ患者におけるこの遺伝子の完全なコード配列の配列決定をすることを促した。２つの追
加の非同義突然変異（ＳＮＰ１２およびＳＮＰ１３）が見出された。ＳＮＰ１３は、家系
伝達不平衡テスト（pedigree transmission disequilibrium test）を使用して最も有意
に関連していた（ｐ＝６×１０－６）。他の独立した研究では、同じ変異体が４人の対照
と比較して１２人の罹患個体（affected individuals）からのこの遺伝子のコード領域を
配列決定することによっても見出された（Ogura et al, 2001）。ＳＮＰ１３の低頻度対
立遺伝子（rare allele）はＮＯＤ２／ＣＡＲＤ１５タンパク質をトランケートすること
が予測された１ｂｐ挿入に対応していた。この対立遺伝子は、対照に比べて有意により低
い頻度ではあるが、健常な個体にも存在していた。
【０１１８】
　同様に、Lesage et al.(2002)は、１６６人の散発性症例（sporadic cases）および２
８７の家族性症例（familial cases）を含むＣＤを有する４５３人の患者、潰瘍性大腸炎
（ＵＣ）を有する１５９人の患者および１０３人の健康な対照被検体におけるＣＡＲＤ１
５の突然変異分析を、コード領域の系統的配列決定により行った。同定された６７の配列
変異のうち、９つはＣＤを有する患者において＞５％の対立遺伝子頻度を有していた。そ
れらのうち６つは多形であると考えられ、そして３つ（ＳＮＰ１２－Ｒ７０２Ｗ、ＳＮＰ
８－Ｇ９０８ＲおよびＳＮＰ１３－１００７ｆｓ）はＣＤに対する感受性と独立に関連し
ていることが確認された。２７の低頻度の追加の突然変異も潜在的疾患原因突然変異（Ｄ
ＣＭｓ）であると考えられた。上記３つの主な変異体（Ｒ７０２Ｗ、Ｇ９０８Ｒおよび１
００７ｆｓ）は、それぞれ、全ＣＤ突然変異の３２％、１８％および３１％を示し、これ
に対して、２７の低頻度突然変異の総計はＤＣＭｓの１９％を示した。要するに、突然変
異の９３％は遺伝子の遠位３分の１（distal third）に位置していた。ＵＣと関連してい
る突然変異は見出されなかった。対照的に、二重突然変異を有する１７％を含めて、ＣＤ
を有する患者の５０％は、少なくとも１つのＤＣＭを有していた。
【０１１９】
　薬物スクリーニング
　本発明は、薬物候補またはリードのスクリーニングのための新規な標的および方法も提
供する。この方法は、結合アッセイおよび／または機能的アッセイを含み、そしてインビ
トロで、細胞システムで、動物等において行うことができる。
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【０１２０】
　本発明の特定の目的は、生物学的に活性な化合物を選ぶ方法であって、試験化合物を本
発明に従うＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはポリペプチドとインビトロで接触させ、そして該試
験化合物の該ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはポリペプチドに結合する能力を決定することを含
む方法にある。該遺伝子またはポリペプチドへの結合は、該化合物の該標的の活性をモジ
ュレーションする能力、従って被験体における肥満または代謝障害をもたらす経路に影響
を与える能力に関する指示を与える。好ましい態様では、この方法は、試験化合物を本発
明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたはその断片とインビトロで接触させ、そして該試
験化合物が該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたは断片に結合する能力を決定することを含む
。断片は、好ましくはＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの結合部位を含む。好ましくは、該ＴＡ
Ｓ１Ｒ１遺伝子もしくはポリペプチドまたはその断片は、変化したもしくは突然変異した
ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはポリペプチド、または変化もしくは突然変異を含むその断片
である。
【０１２１】
　本発明の特定の目的は、肥満または関連した障害に対して活性な化合物を選ぶ方法であ
って、試験化合物を本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたは結合部位を含有するそ
の断片とインビトロで接触させ、そして該試験化合物の該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまた
はその断片に結合する能力を決定することを含む方法にある。好ましくは、該ＴＡＳ１Ｒ
１ポリペプチドまたはその断片は、変化したもしくは突然変異したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプ
チド、または変化もしくは突然変異を含むその断片である。
【０１２２】
　更なる特定の態様では、本方法は、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドを発現する
組換え宿主細胞を試験化合物と接触させ、そして該試験化合物の該ＴＡＳ１Ｒ１に結合し
そしてＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの活性をモジュレーションする能力を決定することを含
む。好ましくは、該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたはその断片は、変化したもしくは突然
変異したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド、または変化もしくは突然変異を含むその断片である
。
【０１２３】
　結合の決定は、試験化合物の標識、標識された参照リガンドとの競合によるなどの種々
の技術により行うことができる。
【０１２４】
　本発明の更なる目的は、生物学的に活性な化合物を選ぶ方法であって、試験化合物を本
発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドとインビトロで接触させ、そして該試験化合物の該
ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの活性をモジュレーションする能力を決定することを含む方法
にある。好ましくは、該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたはその断片は、変化したもしくは
突然変異したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド、または変化もしくは突然変異を含むその断片で
ある。
【０１２５】
　本発明の更なる目的は、生物学的に活性な化合物を選ぶ方法であって、試験化合物を本
発明に従うＴＡＳ１Ｒ１遺伝子とインビトロで接触させ、そして該試験化合物の該ＴＡＳ
１Ｒ１遺伝子の発現をモジュレーションする能力を決定することを含む方法にある。好ま
しくは、該ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはその断片は、変化したもしくは突然変異したＴＡＳ
１Ｒ１遺伝子、または変化もしくは突然変異を含むその断片である。
【０１２６】
　他の態様では、本発明は、活性化合物、特に肥満または関連した代謝障害に対して活性
な化合物をスクリーニング、選択または同定する方法であって、試験化合物を、ＴＡＳ１
Ｒ１遺伝子プロモーターの制御下にあるレポーター遺伝子を含むレポーター構築物を含む
組換え宿主細胞と接触させ、そしてレポーター遺伝子の発現をモジュレーションする（例
えば刺激するかまたは減少させる）試験化合物を選択することを含む方法にある。好まし
くは、該ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子プロモーターまたはその断片は、変化したもしくは突然変異
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したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子プロモーター、または変化もしくは突然変異を含むその断片であ
る。
【０１２７】
　スクリーニングの方法の特定の態様では、モジュレーションは阻害である。スクリーニ
ングの方法の他の特定の態様では、モジュレーションは活性化である。
【０１２８】
　上記スクリーニングアッセイは、プレート、管、ディッシュ、フラスコなどの任意の適
当な装置で行うことができる。典型的には、アッセイは多重ウエルプレートで行われる。
いくつかの試験化合物を平行してアッセイすることができる。さらに、試験化合物は、種
々の起源、性質および組成のものであることができる。それは、単離されているかまたは
他の物質と混合されている、脂質、ペプチド、ポリペプチド、核酸、小分子などのいかな
る有機または無機物質であってもよい。
【０１２９】
　医薬組成物、治療
　本発明更なる目的は、（ｉ）ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドもしくはその断片、ＴＡＳ１Ｒ
１ポリペプチドもしくはその断片をコードする核酸、上記したベクターまたは組換え宿主
細胞および（ｉｉ）薬学的に許容されうる担体またはビヒクルを含む医薬組成物である。
【０１３０】
　本発明は、被験体における肥満または関連した障害を処置または予防する方法であって
、機能的（例えば野生型）ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたは該ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド
をコードする核酸を該被験体に投与することを含む方法にも関する。
【０１３１】
　本発明の他の態様は、被験体における肥満または関連した障害を処置または予防する方
法であって、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはタンパク質の発現もしくは活性を
モジュレーションする、好ましくは活性化するかまたは模倣する化合物を該被験体に投与
することを含む方法にある。該化合物は、ＴＡＳ１Ｒ１のアゴニストまたはアンタゴニス
ト、ＴＡＳ１Ｒ１のアンチセンスまたはＲＮＡｉ、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチ
ドに対して特異的な抗体またはその断片もしくは誘導体であることができる。本方法の特
定の態様では、モジュレーションは阻害である。本方法の他の特定の態様では、モジュレ
ーションは活性化である。
【０１３２】
　本発明は、一般に、被験体における肥満または関連した代謝障害を処置または予防する
ための医薬組成物の製造における、機能的ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド、機能的ＴＡＳ１Ｒ
１ポリペプチドをコードする核酸、または本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１遺伝子もしくはタン
パク質の発現もしくは活性をモジュレーションする化合物の使用にも関する。該化合物は
、ＴＡＳ１Ｒ１のアゴニストまたはアンタゴニスト、ＴＡＳ１Ｒ１のアンチセンスまたは
ＲＮＡｉ、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドに対して特異的な抗体またはその断片
もしくは誘導体であることができる。本方法の特定の態様では、モジュレーションは阻害
である。本方法の他の特定の態様では、モジュレーションは活性化である。
【０１３３】
　本発明は、肥満（および関連した障害）とＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座との相関を証明する。
従って、本発明は、治療介入の新規な標的を提供する。種々のアプローチは、被験体、特
に変化したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座を有する被験体におけるＴＡＳ１Ｒ１活性または機能を
回復またはモジュレーションすることを意図することができる。このような被験体に野生
型機能を与えることは、病理学的細胞または生物における肥満および関連した障害の表現
型発現を抑制することが予測される。このような機能の供給は、遺伝子またはタンパク質
治療により、またはＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチド活性をモジュレーションするかまたは模倣
する化合物（例えば、上記スクリーニングアッセイにおいて同定されたアゴニスト）を投
与することにより達成されうる。
【０１３４】
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　野生型ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはその機能的部分は、それを必要としている被験体の細
胞に上記したベクターを使用して導入することができる。ベクターは、ウイルスベクター
またはプラスミドであることができる。遺伝子は、裸のＤＮＡとして導入することもでき
る。遺伝子は、レシピエント宿主の細胞のゲノムに組み込むようにまたは染色体外に留ま
るように与えられることができる。組み込みは、例えば、相同組換えなどにより、無作為
にまたは正確に規定された部位で起こりうる。特に、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子の機能的コピー
は、相同組換えにより、細胞における変化したバージョンの代わりに挿入することができ
る。さらなる技術は、遺伝子ガン、リポソーム媒介トランスフェクション、カチオン脂質
媒介トランスフェクション等を含む。遺伝子治療は、直接遺伝子注入によりまたは機能的
ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドを発現するエクスビボで調製された遺伝子的に修飾された細胞
を投与することにより達成されうる。
【０１３５】
　ＴＡＳ１Ｒ１活性を有する他の分子（例えば、ペプチド、薬物、ＴＡＳ１Ｒ１アゴニス
トまたは有機化合物）も、被験体における機能的ＴＡＳ１Ｒ１活性を回復するためまたは
細胞における有害な表現型を抑制するために使用することができる。
【０１３６】
　細胞における機能的ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子機能の回復は、肥満または代謝障害の発生を予
防するためまたは該疾患の進行を減少させるために使用することができる。このような処
置は、細胞、特に有害な対立遺伝子を有するこれらの細胞の肥満表現型を抑制することが
できる。
【０１３７】
　本発明の更なる局面および利点は、下記の実験部門に開示されるが、これらは本願を説
明するものとみなすべきであり、本願の範囲を限定するものとみなすべきではない。
【０１３８】
　遺伝子、ベクター、組換え細胞およびポリペプチド
　本発明の更なる局面は、診断、治療またはスクリーニングで使用するための新規な産物
にある。これらの産物は、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドもしくはその断片をコードする核酸
分子、該核酸分子を含むベクター、組換え宿主細胞および発現されたポリペプチドを含む
。
【０１３９】
　さらに詳しくは、本発明は、変化したもしくは突然変異したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子または
該変化もしくは突然変異を含むその断片に関する。本発明は、変化したもしくは突然変異
したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたは該変化もしくは突然変異を含むその断片をコードす
る核酸分子にも関する。該変化または突然変異はＴＡＳ１Ｒ１活性を修飾する。修飾され
た活性は、増加または減少させることができる。本発明は、さらに、変化したもしくは突
然変異したＴＡＳ１Ｒ１遺伝子または該変化もしくは突然変異を含むその断片を含むベク
ター、あるいは変化したもしくは突然変異したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドまたは該変化も
しくは突然変異を含むその断片をコードする核酸分子、組換え宿主細胞および発現された
ポリペプチドに関する。
【０１４０】
　本発明の更なる目的は、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドをコードする核酸を含
むベクターである。ベクターは、クローニングベクター、またはさらに好ましくは発現ベ
クター、即ちコンピテント宿主細胞中で該ベクターからＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの発現
を引き起こす調節配列を含むベクターである。
【０１４１】
　これらのベクターは、インビトロ、エクスビボまたはインビボでＴＡＳ１Ｒ１ポリペプ
チドを発現するため、トランスジェニックまたは「ノックアウト」非ヒト動物を創り出す
ため、核酸を増幅するため、アンチセンスＲＮＡｓを発現するなどのために使用すること
ができる。
【０１４２】
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　本発明のベクターは、典型的には、調節配列、例えばプロモーター、ポリＡなどに動作
可能に連結された本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１コード配列を含む。用語「動作可能に連結さ
れた」は、調節配列がコード配列の発現（例えば転写）を引き起こすようにコード配列と
調節配列が機能的に関連していることを示す。ベクターは、さらに１つまたは複数の起源
の複製および／または選択可能なマーカーを含むことができる。プロモーター領域は、コ
ード配列に対して相同であるかまたは異種であることができ、そして、インビボでの使用
を含めて、任意の適当な宿主細胞において遍在性、構成的、調節されたおよび／または特
異的発現を与えることができる。プロモーターの例は、バクテリアプロモーター（Ｔ７、
ｐＴＡＣ、Ｔｒｐプロモーター等）、ウイルスプロモーター（ＬＴＲ、ＴＫ、ＣＭＦ－Ｉ
Ｅ等）、哺乳動物遺伝子プロモーター（アルブミン、ＰＧＫ等）などを含む。
【０１４３】
　ベクターは、プラスミド、ウイルス、コスミド、ファージ、ＢＡＣ、ＹＡＣ等であるこ
とができる。プラスミドベクターは、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ、ｐＵＣ、ｐＢＲ等などの
市販のベクターから調製することができる。ウイルスベクターは、当技術分野で知られて
いる組換えＤＮＡ技術に従って、バキュロウイルス、レトロウイルス、アデノウイルス、
ＡＡＶｓ等から調製することができる。
【０１４４】
　この点で、本発明の特定の目的は、上記したＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドをコードする組
換えウイルスにある。組換えウイルスは、好ましくは複製欠陥があり（replication-defe
ctive）、なおさらに好ましくはＥ１欠失および／またはＥ４欠失アデノウイルス、Ｇａ
ｇ欠失、Ｐｏｌ欠失、および／またはｅｎｖ欠失レトロウイルス、ならびにＲｅｐ欠失お
よび／またはＣａｐ欠失ＡＡＶｓから選ばれる。このような組換えウイルスは、パッケー
ジング細胞をトランスフェクションすることまたはヘルパープラスミドもしくはウイルス
による一過性トランスフェクションによるなどの当技術分野で知られている技術により産
生することができる。ウイルスパッケージング細胞の典型的な例は、ＰＡ３１７細胞、Ｐ
ｓｉＣＲＩＰ細胞、ＧＰｅｎｖ＋細胞、２９３細胞等を含む。このような複製欠陥組換え
ウイルスを産生するための詳細なプロトコールは、例えばＷＯ９５／１４７８５、ＷＯ９
６／２２３７８、ＵＳ５，８８２，８７７、ＵＳ６，０１３，５１６、ＵＳ４，８６１，
７１９、ＵＳ５，２７８，０５６、およびＷＯ９４／１９４７８に見出されうる。
【０１４５】
　本発明の更なる目的は、組換えＴＡＳ１Ｒ１遺伝子または上記したベクターを含む組換
え宿主細胞にある。適当な宿主細胞は、原核細胞（バクテリアなどの）および真核細胞（
酵母細胞、哺乳動物細胞、昆虫細胞、植物細胞など）を含むが、それらに限定されるわけ
ではない。特定の例は、E.coli、KluyveromycesまたはSaccharomyces酵母、哺乳動物細胞
系（例えば、Ｖｅｒｏ細胞、ＣＨＯ細胞、３Ｔ３細胞、ＣＯＳ細胞など）ならびに初代ま
たは樹立された哺乳動物細胞培養物（例えば繊維芽細胞、胚細胞、上皮細胞、神経細胞、
脂肪細胞などから産生された）を含む。
【０１４６】
　本発明は、本発明に従うＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドを発現する組換え宿主細胞を産生す
る方法であって、（ｉ）上記した組換え核酸またはベクターをインビトロまたはエクスビ
ボでコンピテント宿主細胞に導入し、（ｉｉ）得られる組換え宿主細胞をインビトロまた
はエクスビボで培養しそして（ｉｉｉ）場合によりＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドを発現する
細胞を選択することを含む方法にも関する。
【０１４７】
　このような組換え宿主細胞は、下記するとおり、ＴＡＳ１Ｒ１ポリペプチドの産生およ
び活性分子のスクリーニングのために使用することができる。このような細胞は、肥満お
よび代謝障害を研究するためのモデルシステムとして使用することもできる。これらの細
胞は、任意の適切の培養装置（プレート、フラスコ、ディッシュ、チューブ、ポーチなど
）においてＤＭＥＭ、ＲＰＭＩ、ＨＡＭなどの適当な培養培地中に維持することができる
。



(25) JP 2008-502340 A 2008.1.31

10

20

30

40

【０１４８】
　実施例
　１．ヒト染色体１上の肥満感受性座の同定
　Ａ．染色体１感受性遺伝子を同定するためのＧｅｎｏｍｅＨＩＰプラットフォーム
　肥満感受性遺伝子の迅速な同定を可能とするためにＧｅｎｏｍｅＨＩＰプラットフォー
ムを適用した。
【０１４９】
　簡単に言えば、この技術は、関連した個体のＤＮＡからペアーを形成することからなる
。各ＤＮＡを、その同定を可能とする特異的標識で標識する。次いで２つのＤＮＡｓ間で
ハイブリッドを形成する。次いで多段階手順で２つのＤＮＡｓからすべての同祖（ＩＢＤ
）断片を選ぶ特定の方法（ＷＯ００／５３８０２）を適用する。次いで残りのＩＢＤに富
んだＤＮＡを染色体上のＩＢＤフラクションのポジショニングを可能とするＢＡＣクロー
ン由来のＤＮＡマイクロアレーに対してスコア化する。
【０１５０】
　多くの異なる家族に対してこの方法を適用すると、各家族からの各ペアーについてＩＢ
Ｄフラクションのマトリックスが得られる。次いで統計的解析により、試験されるすべて
の家族間で共有される最小ＩＢＤ領域を計算する。有意な結果（ｐ値）は、関心のある形
質（ここでは肥満）とのボジティブ領域の連鎖の証拠である。連鎖した間隔（linked int
erval）は、有意なｐ値を示す２つの最も遠く離れたクローンにより限界を定められうる
。
【０１５１】
　この研究では、甚だしい肥満（＞９０ｔｈパーセンタイルのボディ．マス．インデック
スにより定義された）に合致したドイツ起源の（１７８の独立した血縁ペアー）１６４家
族を、ＧｅｎｏｍｅＨＩＰプロセスに供した。次いで、得られるＩＢＤに富んだＤＮＡフ
ラクションを、Ｃｙ５蛍光染料で標識し、そして１．２メガ塩基対の平均間隔で全ヒトゲ
ノムを包含する２２６３ＢＡＣクローンからなるＤＮＡアレーに対してハイブリダイズさ
せた。Ｃｙ３で標識された選ばれなかったＤＮＡ（non-selected DNA）を使用してシグナ
ル値を正規化しそして各クローンについて割合を計算した。次いで割合の結果のクラスタ
リングを行って、各クローンおよびペアーについてＩＢＤ状態を決定した。
【０１５２】
　この手順を適用することにより、染色体１上の領域の約３メガ塩基領域（塩基４１２６
９８７～７００７６９０）に及んでいる、肥満に対する連鎖の有意な（ｐ値＜２．５×１
０－５）証拠を示す、いくつかのＢＡＣクローン（ＢＡＣＡ１３ＺＨ１０、ＢＡＣＡ１７
ＺＦ０７およびＢＡＣＡ１５ＺＤ０５）を同定した。
【０１５３】
表３：ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における染色体１についての連鎖結果：連鎖の証拠を有する
３つのＢＡＣクローンに相当する領域が示される。クローンの開始および停止位置は各々
染色体の開始に対するＮＣＢＩ　Ｂｕｉｌｄ３４配列に基づくそれらのゲノム位置に対応
する（ｐ－ｔｅｒ）。
【０１５４】
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【表３】

【０１５５】
　Ｂ．染色体１上の肥満感受性遺伝子の同定
　連鎖した染色体領域における上記した３メガ塩基をスクリーニングすることにより、我
々は、肥満および関連した表現型のための候補として、味覚受容体１型メンバー１（ＴＡ
Ｓ１Ｒ１）遺伝子を同定した。この遺伝子は、上記に概説されたクローンにより限界を定
められた連鎖の証拠を伴って、実際に臨界的な間隔（critical interval）で存在する。
【０１５６】
　ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子は、ＮＰ＿６１９６４２（ｍＲＮＡ　ＮＭ＿１３８６９７　２．７
ｋｂ）について予測される８４１アミノ酸ポリペプチドをコードしておりそして８．８４
ｋｂのゲノム配列にわたって広がっている。遺伝子によりコードされたタンパク質は、Ｇ
タンパク質共役型受容体でありそしてヘテロ二量体アミノ酸味覚受容体Ｔ１Ｒ１＋３の成
分である。Ｔ１Ｒ１＋３受容体は、Ｌ－アミノ酸に応答するがＤ－エナンチオマーまたは
他の化合物には応答しない。甘味として認められる大部分のアミノ酸はＴ１Ｒ１＋３を活
性化し、そしてこの活性化は、無傷の（intact）Ｔ１Ｒ１＋３ヘテロ二量体に厳密に依存
する。いくつかの異なるアイソフォームをコードする多重転写物変異体がこの遺伝子につ
いて見出された。
【０１５７】
　Nelson et al.(2002)は、ヒトＴＡＳ１Ｒ１を発現する細胞が他のアミノ酸よりもグル
タメート（旨味）に対してオーダーより大きい高い感受性を示した。グルタメートは、甘
味の他にヒトにおける主な魅力的味覚様式（main attractive taste modality）である。
特徴的なグルタメート味覚増強効果は、ＩＭＰおよびＧＭＰなどのプリン５－リボヌクレ
オチドの存在から生じる。
【０１５８】
　KuriharaおよびKashiwayanagi(2000)は、ヒトにおける脳グルタメート受容体に対する
アゴニストの味覚を比較した。０．５ミリモル／ＬのＧＭＰおよび１．５ミリモル／Ｌの
種々のアゴニストの混合物により誘導される旨味味覚の強さの順序は、グルタメート＞イ
ボテネート＞Ｌ（＋）－２－アミノ－４－ホスホノ酪酸（Ｌ－ＡＰ４）＝（＋／－）１－
アミノシクロペンタン－トランス－１，３－ジカルボン酸（ＡＣＰＤ）であった。カイネ
ート、Ｎ－メチル－Ｄ－アスパラギン酸（ＮＭＤＡ）および（ＲＳ）－アミノ－３－ヒド
ロキシ－５－メチル－４－イソオキサゾールプロピオン酸（ＡＭＰＡ）（これらはイオン
チャンネル共役型受容体に対するアゴニストである）は旨味味覚を持たなかった。
【０１５９】
　Ozeck et al.(2004)は、味覚受容体はＧａｌｐｈａ（ｉ／ｏ）タンパク質に機能的にカ
ップリングして細胞内シグナルを伝達することができることを示した。甘味料およびグル
タミン酸一ナトリウムは、それぞれ、ＥＲＫ１／２のリン酸化を誘導しそしてヒト甘味Ｔ
１Ｒ（２）／Ｔ１Ｒ（３）受容体およびヒト旨味Ｔ１Ｒ（１）／Ｔ１Ｒ（３）受容体を発
現するＨＥＫ２９３細胞におけるｃＡＭＰ蓄積を阻害する。これらの味覚様式の効果は百
日咳毒素による処理によっても防止される。
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【０１６０】
　染色体１上の肥満に連鎖した遺伝子変化の臨界的間隔でヒトＴＡＳ１Ｒ１遺伝子を同定
する本願で与えられた連鎖結果を、味覚旨味および他のアミノ酸の認知におけるその関与
と一緒に合わせて、我々は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子またはその調節配列における変化（例え
ば、突然変異および／または多形）は、ヒト肥満の発生に寄与することができそして診断
または治療介入のための新規な標的を表すことができると結論する。
【０１６１】
　２．関連（association）の研究
　連鎖の研究のために使用された同じ家族を、伝達不平衡試験（ＴＤＴ）を使用する、問
題の特異的表現型（ここでは肥満）と遺伝子マーカー対立遺伝子間の関連について試験す
るためにも使用した。ＴＤＴは、強力な関連試験である。なぜならば、それは試験された
サンプルにおける集団層別問題（population stratification problem）に対して非感受
性であるからである。簡単に言えば、ヘテロ接合性親からそれらの影響を受けた子孫への
対立遺伝子の分離を試験する。非伝達対立遺伝子と比較して影響を受けた子孫に伝達され
た対立遺伝子の部分を、無作為な分布下に予測される比と比較する。予測された値を超え
る有意に過剰の対立遺伝子伝達は、研究された肥満表現型とのそれぞれの対立遺伝子の関
連の証拠である。
【０１６２】
　この分析の結果は、ＴＡＳ１Ｒ１遺伝子のある対立遺伝子は肥満とポジティブに関連し
ており、従って疾患に対する感受性を増加することができることを示す。試験された集団
では、対立遺伝子ＧはＴＤＴにより決定されたように肥満と相関している（χ２＝４．７
４、ｐ＝０．０２９４５６）。他方、対立遺伝子Ａは、肥満個体に有意に低く伝達されて
おり、これは、この対立遺伝子が疾患から防御されるのを助けることができることを示す
。
【０１６３】
　肥満個体への対立遺伝子の伝達の例を表４に示す。
【０１６４】
【表４】

【０１６５】
　さらに、すべてのＳＮＰｓについてフェーズを同定するためにＳＮＰ３４、ＳＮＰ４７
、ＳＮＰ４９、ＳＮＰ５６およびＳＮＰ６９についてハプロタイプが構築された。
【０１６６】
　この分析の結果は、ＳＮＰ４９における対立遺伝子Ｇの存在によりすべて特徴付けられ
たあるハプロタイプは、肥満と強く関連していることを示す。試験された集団では、ＳＮ
Ｐ４９における対立遺伝子Ｇを有するハプロタイプは、肥満に強く相関しており（それぞ
れ、ＴＤＴにより決定して、ＳＮＰ３４－ＳＮＰ４７－ＳＮＰ４９のＧ－Ａ－Ａについて
ｐ＝０．００３０４５、ＳＮＰ３４－ＳＮＰ４２－ＳＮＰ５１のＡ－Ａ－Ｃについてｐ＝
０．００５８８、ＳＮＰ３４－ＳＮＰ４７－ＳＮＰ４９のＡ－Ｇ－Ｇについてｐ＝０．０
０３０４５およびＳＮＰ３４－ＳＮＰ５３－ＳＮＰ６９のＧ－Ｃ－Ｃについてｐ＝０．０
０５２３５）、これに対して対立遺伝子Ｇを欠いたあるハプロタイプは肥満した被験体に
優先的に伝達されない（ＳＮＰ３４－ＳＮＰ４７－ＳＮＰ４９のＧ－Ａ－Ａについてｐ＝
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０．０２０２６およびＳＮＰ４９－ＳＮＰ５６－ＳＮＰ６９のＡ－Ｇ－Ｃについてｐ＝０
．００１０７３）。ＳＮＰ４９の対立遺伝子Ｇの代わりに対立遺伝子Ａを有するハプロタ
イプは、肥満した被験体において低く表現されるための有意な証拠を示す。
【０１６７】
　肥満個体へのＳＮＰ４９の優先的な伝達および非伝達を有するハプロタイプの例を表５
に示す。
【０１６８】
【表５】

【０１６９】
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【表６】
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【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】Genomic Hybrid Identity Profiling（ゲノム．ハイブリッド．アイデンティテ
ィー．プロファイリング）（ＧｅｎｏｍｅＨＩＰ）を使用する高密度マッピング　全ヒト
ゲノムを表すクローン間の１．２メガ塩基対の平均間隔を有する総計２２６３のＢＡＣク
ローンを、ＧｅｎｏｍｅＨＩＰを使用して連鎖について試験した。ｘ軸における各点はク
ローンに対応する。いくつかのクローンはより良好なオリエンテーションのためのそれら
のライブラリー名により示される（例えば、ＢＡＣＡ１７ＺＦ０７）。　連鎖のための高
度に有意な証拠が、クローンＢＡＣＡ１７ＺＦ０７（ｐ値８×１０－１１）およびＢＡＣ
Ａ１５ＺＤ０５（ｐ値３．８×１０－１０）について計算された。連鎖のための有意な証
拠が、クローンＢＡＣＡ１３ＺＨ１０およびＢＡＣＡ１３ＺＨ１１（それぞれ、ｐ値２．
５×１０６および２．１×１０－７）について計算された。全体の連鎖領域は、ヒト染色
体１上の４１２６９８７塩基対から出発して７００７６９０塩基対までの領域を包含する
。　有意な連鎖のための有意水準に対応するｐ値２×１０－５が、ＬａｎｄｅｒおよびＫ
ｒｕｇｌｙａｋ（１９９５）により提唱された全ゲノムスクリーンのための有意水準とし
て使用された。
【図１】



(31) JP 2008-502340 A 2008.1.31

【配列表】
2008502340000001.app
【手続補正書】
【提出日】平成19年2月15日(2007.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体における肥満の存在または素因をインビトロで検出する方法であって、該被検体
のサンプル中のＴＡＳ１Ｒ１遺伝子座における変化の存在を検出することを含む方法。
【請求項２】
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