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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の試料容器中で、１以上の標的核酸を同時多重リアルタイムＰＣＲで増幅、検出及
び定量するための方法であって、
　（ａ）１以上の標的核酸を含むことが疑われる試料と、少なくとも１セットのオリゴヌ
クレオチドプローブとを接触させ、該セットに含まれる各オリゴヌクレオチドプローブは
、同一の１以上のレポーター部分を用いて標識され、ここで、該標識オリゴヌクレオチド
プローブの各々は、
　　ｉ．少なくとも１つの核酸の少なくとも部分配列（ｓｕｂｓｅｑｕｅｎｃｅ）に十分
に相補的であり；
　　ｉｉ．同一セットに含まれる他の標識オリゴヌクレオチドプローブの融点とは異なっ
ている融点を有する対応する標的核酸に結合することができ；
　（ｂ）温度変化間隔を含む増幅反応のサイクルにおいて、試料中の標的核酸を増幅させ
、ここで、該標識オリゴヌクレオチドプローブは対応する標的核酸とのハイブリッドから
解離し；
　（ｃ）少なくとも一部分の該温度変化間隔にわたって、該レポーター部分からの発光を
検出し；
　（ｄ）少なくとも前記一部分の温度変化間隔にわたって、工程（ｃ）で検出された該発
光の一次導関数をプロットし；
　（ｅ）工程（ｄ）でプロットされた該導関数の最大値を決定し；
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　（ｆ）工程（ｂ）から（ｅ）を複数回繰り返し；及び
　（ｇ）工程（ｂ）から（ｅ）のサイクル数又は繰り返しの数に対して、工程（ｅ）で検
出された該導関数の最大値をプロットし、工程（ｅ）で決定された値の所定の閾値に到達
する繰り返し数を決定し、このようにして該標的核酸の相対量を定量する
ことを含む方法。
【請求項２】
　既知濃度の対照核酸を標的核酸（複数）と同時に工程（ａ）～（ｆ）に供し、各標的核
酸についての工程（ｇ）で決定された値が、対照核酸についての工程（ｇ）で決定された
値と比較され、それにより各々の該標的核酸の絶対量を決定する、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　工程（ａ）における該オリゴヌクレオチドプローブの各々は、単一のレポーター部分を
用いて標識される、請求項１及び２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記レポーター部分が蛍光性である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　工程（ａ）における該オリゴヌクレオチドプローブの各々は、レポーター部分とクエン
チャー部分を用いて標識される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　前記レポーター部分と前記クエンチャー部分は蛍光色素分子である、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記レポーター部分は蛍光色素分子であり、前記クエンチャー部分はダーククエンチャ
ーである、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記レポーター部分と前記クエンチャー部分はヌクレアーゼ切断部位によって分けられ
る、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　工程（ｂ）の前に、試料中の標的核酸を増幅するために少なくとも１回の増幅サイクル
をさらに含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、インビトロでの標的核酸の増幅、検出及び定量に関する。具体的に
は、本発明は、単一チューブの多重アッセイに関し、同一の蛍光性レポーター標識を用い
て標識された、複数のハイブリダイゼーションプローブを用いて、複数の核酸標的を同時
に増幅、検出及び定量することができる。アッセイは、いくつかの蛍光性レポーターの使
用によりさらに多重化することができる。
【背景技術】
【０００２】
　ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）は、生物医学研究、疾患モニターリング及び診断の普
遍的ツールとなっている。ＰＣＲによる核酸配列の増幅は、米国特許第４，６８３，１９
５号、第４，６８３，２０２号、及び第４，９６５，１８８号に記載されている。現在、
ＰＣＲは、当該技術分野において周知であり、科学論文（ＰＣＲ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ，（１９９９）Ｉｎｎｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓ
ｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ；ＰＣＲ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ，（１９９５）Ｉｎｎｉｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ；ＰＣＲ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，（１９９０）Ｉｎｎｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，Ａｃａｄｅｍ
ｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ａｎｄ　ＰＣＲ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，（１
９８９）Ｅｒｌｉｃｈ，ｅｄ．，Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋを参
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照されたい）に幅広く記載されている。「リアルタイム」ＰＣＲ汗胃は、出発量の標的配
列を同時に増幅及び検出及び定量することができる。ＤＮＡポリメラーゼのヌクレアーゼ
活性を用いた基本のＴａｑＭａｎリアルタイムＰＣＲアッセイは、Ｈｏｌｌａｎｄ　ｅｔ
　ａｌ．，（１９９１）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８８：７２７６－７２
８０及び米国特許第５，２１０，０１５に記載されている。ヌクレアーゼ活性なしのリア
ルタイムＰＣＲ（ヌクレアーゼ不含アッセイ）は、米国仮特許出願第１２／３３０，６９
４号（２００８年１２月９日出願）に記載されている。リアルタイムＰＣＲにおける蛍光
プローブの使用は、米国特許第５，５３８，８４８号に記載されている。
【０００３】
　典型的なリアルタイムＰＣＲプロトコールは、各標的配列に特異的な標識されてプロー
ブの使用を伴う。プローブは、好ましくは、検出可能な波長の光を発する、１以上の蛍光
部分で標識される。標的配列又はそのアンプリコンへのハイブリダイズに応じて、プロー
ブは、蛍光発光の検出可能な変化を示す。
【０００４】
　しかしながら、リアルタイムアッセイの主なチャレンジは、単一チューブにおいて多数
の標的を分析する能力を残す。薬剤及び診断のほとんど全ての分野では、対象とする遺伝
子の数が急激に増加する。多数の遺伝子座は、２～３例を挙げると、法医学的ＤＮＡプロ
フィーリング、病原性微生物の検出、複数遺伝子座の遺伝子病のスクリーニング及び複数
の遺伝子発現研究において分析されなければならない。
【０００５】
　現在の方法を用いると、アッセイを多重化する能力は、検出装置によって制限される。
具体的には、同一反応における複数のプローブの使用は、異なる蛍光標識の使用を必要と
する。複数のプローブを同時に検出するためには、装置は、各プローブによって発光され
る光シグナルを区別しなければならない。現在の技術は、同一の反応容器中で４を超える
別々の波長を検出することはできない。例えば、Ｂｅｌｌら（“Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｑ
ｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＰＣＲ　ｉｎ　ｐａｒａｓｉｔｏｌｏｇｙ”，Ｔｈｒｅｎｄｓ
　ｉｎ　Ｐａｒａｓｉｔｏｌ．（２００２）１８（８）：３３７－３４２）は、最近、利
用可能なリアルタイム定量的ＰＣＲサーマルサイクラーを調査し、４を超える光学検出チ
ャネルを有するものないことを報告している。したがって、一意的に標識されたプローブ
／標的を用いて、４を超える別々の標的が同一容器で検出することはできない。実際に、
少なくとも１つの標的は、通常、対照核酸である。したがって、光学ハードウェアは、せ
いぜい、僅かに増加した改善を提供し得るので、増幅及び検出ストラテジーの劇的な変化
がなされなければ、アッセイを多重化する能力は臨床的必要に追いつかない。
【０００６】
　リアルタイム増幅反応を多重化する更なる能力は、ＰＣＲ後の愉快アッセイによって提
供される（２００６年６月２３日出願の米国特許出願第２００７－００７２２１１号を参
照されたい）。融解アッセイでは、増幅された核酸は、その独自の融解プロフィールによ
って同定される。融解アッセイは、二本鎖標的、又は標識プローブと標的との間の二重鎖
の融解温度（融点）の決定を伴う。米国特許第５，８７１，９０８号に記載されるように
、傾向的に標識されたプローブを用いて融解温度を決定するために、標的核酸とプローブ
との間の二重鎖は、制御された温度プログラムで徐々に加熱（又は冷却）される。二本鎖
の解離は、相互作用している蛍光色素分子（複数又は単数）とクエンチャーとの間の距離
を変化させる。相互作用している蛍光色素分子は、米国特許第６，１７４，６７０号に記
載されているように、別々のプローブ分子にコンジュゲートされてもよい。あるいは、１
つの蛍光色素分子はプローブにコンジュゲートされてもよく、他の蛍光色素分子は核酸二
重鎖にインターカレートされてもおい。なお別の代替として、蛍光色素分子は、単一のプ
ローブオリゴヌクレオチドにコンジュゲートされてもよい。二重鎖の融解に応じて、クエ
ンチャーへの蛍光色素分子が現在の単一の標準化されたプローブに引き合わせるため、蛍
光はクエンチされる。
【０００７】
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　核酸二重鎖の融解は、関連した蛍光の変化を測定することによってモニターされる。蛍
光の変化は、「融解プロフィール」と呼ばれるグラフに表されてもよい。異なるプローブ
－標的の二重鎖は異なる温度で融解（再アニーリング）するように設計されてもよいため
、各プローブは、独自の融解プロフィールを生じることになる。適切に設計されたプロー
ブは、同一アッセイにおいて他のプローブの融解温度とは明確に区別し得る融解温度を有
する。多くの既存のソフトウェアツールは、これらの目標を考慮して、同一チューブの多
重アッセイのためのプローブを設計させることができる。例えば、Ｖｉｓｕａｌ　ＯＭＰ
（商標）ソフトウェア（ＤＮＡ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ，Ｉｎｃ．，Ａｎｎ　Ａｒｂｏｒ，Ｍ
ｉｃｈ．）は、種々の反応条件下で核酸の二重鎖の融解温度を決定させることができる。
【０００８】
　色検出を用いた多重ＰＣＲ及びその後の増幅後の融解アッセイの方法は、米国特許第６
，４７２，１５６号に記載されている。このような方法によって検出され得る標的の数は
、検出可能な波長の数、及び区別可能な融解プロフィールの数の産物である。したがって
、色検出に融解アッセイを添加することは、多重標的を検出するための能力における全身
であった。
【０００９】
　増幅後の融解アッセイは、最も一般に、定量的な目的のため、すなわち、標的核酸を同
定するために使用される。例えば、米国特許第６，１７４，６７０号、第６，４２７，１
５６号、及び第５，８７１，９０８号を参照されたい。融解曲線関数を微分することによ
って融解ピークを得ることが知られている。Ｒｉｒｉｅら（“Ｐｒｏｄｕｃｔ　ｄｉｆｆ
ｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ　ｂｙ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ＤＮＡ　ｍｅｌｔｉｎｇ　ｃ
ｕｒｖｅｓ　ｄｕｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉｎ　ｒｅａｃｔｉｏ
ｎ，”（１９９７）Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．２４５：１５４－１６０）は、微分は、
産物の混合物によって生じた融解曲線の解明を助けることを観察した。微分後、混合物の
各成分によって生じた融解ピークは、容易に区別できるようになる。また、増幅後の融解
シグナル、すなわち、融解ピークは、試料中の核酸の量に比例して高くなることは従来知
られていた。例えば、米国特許第６，２４５，５１４号は、二重鎖－インターカレート色
素を用いて導関数（ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ）融解ピークを生じさせ、次に所有権を主張で
きるソフトウェアを用いてピークを積分する増幅後の融解アッセイを教示する。この微ビ
ンは、増幅効率、及び増幅された核酸の相対量についての情報を提供する。
【００１０】
　実際には、定量的アッセイを超えて移動し、同一試料に含まれる複数の標的を定量する
ことができることが望ましい（例えば、Ｓｐａｒａｎｏ　ｅｔ　ａｌ．“Ｄｅｖｅｌｏｐ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　２１－ｇｅｎｅ　ａｓｓａｙ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｃｌｉｃａｌ　ｐｒａｃｔｉｃｅ　ａｎｄ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｔｒ
ｉａｌｓ，”Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｎｃｏｌ．（２００８）２６（５）：７２１－７２８を参
照されたい）。標的の量を定量するための能力は、臨床的応用、例えば、患者血清中のウ
イルス量の決定、薬物療法に応答した遺伝子の発現レベルの測定、又は治療への応答を予
測するための腫瘍の分子署名（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）に有用である。
【００１１】
　リアルタイムＰＣＲアッセイでは、標識プローブから生じたシグナルは、インプット標
的核酸の量に比例する。インプットが増加するにつれて、蛍光シグナルは所定の閾値（Ｃ

t）を交差する。したがって、試料を互いに比較することによって、又は対照試料と既知
量の核酸とを比較することによって、標的核酸の相対的又は絶対的な量を決定することが
できる。しかしながら、既存の方法は、複数の標的を同時に定量する能力において制限さ
れる。複数の標的の定量的検出と同様に、制限因子は光学検出器である。上記で説明され
るように、最先端の光学技術は、同一チューブで４を超える別々の蛍光的に標識されたプ
ローブからの別々のシグナルを得ることができない。現在開発中のこの技術は、６未満の
別々の標識の検出を約束する。したがって、根本的に異なる実験アプローチは、リアルタ
イムＰＣＲ中の多数の核酸標的の増幅、検出及び定量を可能にすることが必要である。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、１以上の標的核酸を含むことが疑われる試料と、少なくとも１セットのオリ
ゴヌクレオチドを接触させ、該セット内の各オリゴヌクレオチドは同じ１以上のレポータ
ー部分で標識され、ここで、該標識されたオリゴヌクレオチドの各々は、少なくとも１つ
の標的核酸の少なくとも部分配列に十分に相補的であり、同セット内の他の標識オリゴヌ
クレオチドの融解温度とは異なる融解温度を有する対応する標的核酸に結合することがで
き；温度変化間隔を含む増幅反応において、試料中の標的核酸を増幅させ、ここで、該１
以上の標識オリゴヌクレオチドは対応する標的核酸を含むハイブリッドから解離し；該温
度変化間隔の少なくとも一部分にわたって該レポーター部分からの発光を検出し；及び、
温度変化間隔の少なくとも該一部分にわたって該発光の一次導関数をプロットし；該導関
数の最大値を決定し；上述の工程を複数回繰り返し；繰り返しの数に対する該導関数の最
大値をプロットし、該導関数の決定された最大値の所定の閾値が到達する繰り返しの数を
決定し、このようにして該標的核酸の相対量を定量することを含む。この方法のある種の
態様では、既知濃度の対照核酸は、標的核酸と同時に前述の工程に供され、各標的核酸に
ついて決定された値は、対照核酸について決定された値と比較され、それによって各標的
核酸の絶対量を決定する。ある種の局面では、該オリゴヌクレオチドの各々は、単一のレ
ポーター部分を用いて標識され、ここで、特定の態様では、該レポーター部分は蛍光性で
ある。他の態様では、該オリゴヌクレオチドの各々は、レポーター部分とクエンチャー部
分を用いて標識され、ここで、該レポーター部分と該クエンチャー部分は、特定の局面で
は、蛍光色素分子である。別の態様では、該レポーター部分は蛍光色素分子であり、該ク
エンチャー部分はダーク・クエンチャーである。なお別の態様では、レポーター部分とク
エンチャー部分は、ヌクレアーゼ切断部位によって分けられる。別の局面では、本方法は
、いくつかのセットのオリゴヌクレオチドを使用してさらに多重化されてもよく、オリゴ
ヌクレオチドの各セットは別々のレポーター部分で標識され、該部分の最大数は検出装置
によって区別され得る。
【００１３】
　別の局面では、本発明は、少なくとも１セットのオリゴヌクレオチドを含む、単一の試
料容器中の１以上の標的核酸の増幅、検出及び定量のための反応混合物に関し、各オリゴ
ヌクレオチドは同一の１以上のレポーター部分を用いて標識され、ここで、該標識オリゴ
ヌクレオチドの各々は、少なくとも１つの標的核酸の少なくとも部分配列に十分に相補的
であり、同一セット内の他の標識オリゴヌクレオチドの融解温度とは区別される融解温度
を有する対応する標的核酸、及び標的核酸を増幅させるために必要な少なくとも１つの試
薬に結合することができる。ある種の態様では、各々の該オリゴヌクレオチドは、単一の
レポーター部分を用いて標識される。別の態様では、該オリゴヌクレオチドの各々は、レ
ポーター部分とクエンチャー部分を用いて標識され、ここで、ある種の局面では、該レポ
ーター部分は蛍光色素分子であり、該クエンチャー部分はダーク・クエンチャーである。
なお別の態様では、反応混合物は、既知濃度の対照核酸をさらに含む。
【００１４】
　なお別の局面では、本発明は、少なくとも１セットのオリゴヌクレオチドを含む、単一
の試料容器内の１以上の標的核酸を増幅、検出及び定量するためのキットに関し、各オリ
ゴヌクレオチドは、同じ１以上のレポーター部分を用いて標識され、ここで、該標識オリ
ゴヌクレオチドの各々は、少なくとも１つの標的核酸の少なくとも部分配列に十分に相補
的であり、同一セット内の他の標識オリゴヌクレオチドの融解温度とは異なる融解温度を
有する対応する標的核酸、及び標的核酸を増幅するのに必要な少なくとも１つの試薬に結
合することができる。ある種の態様では、キットは、増幅反応の余分な汚染を防ぐための
試薬をさらに含む。なお別の態様では、キットは、既知濃度の対照核酸をさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明の方法の工程の概略図である。
【図２】標的核酸配列ＳＥＮＰ１に適用され、実施例１に記載されている本発明の方法の
結果を示す。
【図３】標的核酸配列ＰＰＰ１ＣＡに適用され、実施例１に記載されている本発明の方法
の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
発明の詳細な説明
定義
　「非対称ＰＣＲ」は、２つの増幅プライマーの量が等しくないＰＣＲである。より多量
に存在するプライマーは「過剰プライマー」と呼ばれ、より少量に存在するプライマーは
「制限プライマー」と呼ばれる。過剰プライマーの伸長から得られる鎖が過剰に蓄積され
、「過剰鎖」」と呼ばれる。他の鎖は、制限プライマーの伸長から得られ、より少量に蓄
積され、「制限鎖」と呼ばれる。
【００１７】
　「発色団」は、例えば、着色を生じる選択的光吸収を可能にする核酸に結合される化合
物又は部分である。発色団は、励起されると光放射を発光してもよく、又は発光しなくて
もよい。
【００１８】
　「蛍光色素」又は「蛍光色素分子」は、例えば、適切な波長の光によって励起されると
、光放射を発光することができる核酸に結合する化合物又は部分である。典型的な蛍光色
素には、ローダミン色素、シアニン色素、フルオレセイン色素、及びＢＯＤＩＰＹ（登録
商標）色素が含まれる。蛍光色素分子は、蛍光性発色団である。
【００１９】
　「ＦＲＥＴ」又は「蛍光共鳴エネルギートランスファー」又は「フェルスター共鳴エネ
ルギートランスファー」は、少なくとも２つの発色団、ドナー発色団とアクセプター発色
団（クエンチャーと呼ばれる）との間のエネルギーのトランスファーである。ドナーは、
典型的には、ドナーが適切な波長を用いた光放射によって励起されると、アクセプターに
エネルギーが移動する。アクセプターは、典型的には、異なる波長を用いた光放射の形態
で移動したエネルギーを再発光する。アクセプターが「ダーク」クエンチャーである場合
、それは光以外の形態の移動されたエネルギーを消す。特定の蛍光色素分子がドナー又は
アクセプターとして作用するかどうかは、ＦＲＥＴ対の他のメンバーの特性に依存する。
通常使用されるドナー－アクセプター対には、ＦＡＭ－ＴＡＭＲＡ対が含まれる。通常使
用されるクエンチャーは、ＤＡＢＣＹＬ及びＴＡＭＲＡである。通常使用されるダークク
エンチャーは、ＢｌａｃｋＨｏｌｅ　Ｑｕｅｎｃｈｅｒｓ（商標）（ＢＨＱ）、Ｂｉｏｓ
ｅａｒｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｎｏｖａｔｏ，Ｃａｌ．）、Ｉｏｗ
ａ　Ｂｌａｃｋ（商標）、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ＤＮＡ　Ｔｅｃｈ．，Ｉｎｃ．（Ｃｏ
ｒａｌｖｉｌｌｅ，Ｉｏｗａ），ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（商標）Ｑｕｅｎｃｈｅｒ　６５
０（ＢＢＱ－６５０）、Ｂｅｒｒｙ　＆　Ａｓｓｏｃ．，（Ｄｅｘｔｅｒ，　Ｍｉｃｈ．
）である。通常使用されるドナー－クエンチャー対には、ＦＡＭ－ＢＨＱ対が含まれる。
【００２０】
　核酸増幅アッセイとの関連で「増殖曲線」は、独立変数は増幅サイクル数であり、従属
変数は増幅の各サイクルで測定される増幅依存性の測定可能なパラメーターである関数の
グラフである。典型的には、増幅依存性の測定可能なパラメーターは、ハイブリダイゼー
ションに基づいて、又は核酸ポリメラーゼのヌクレアーゼ活性によるプローブの加水分解
に基づいて、プローブによって発光される蛍光の量である。Ｈｏｌｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ
．，（１９９１）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８８：７２７６－７２８０、
及び米国特許第５，２１０，０１５号を参照されたい。典型的なポリメラーゼ連鎖反応で
は、増殖曲線は、指数関数的な増殖のセグメント、続く水平状態を含む。増殖曲線は、典
型的には、測定可能なパラメーターの所定規模が達成される場合のサイクル数である、「
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閾値までのサイクル」値又は「Ｃt」値によって特徴付けられる。より小さいＣt値は、増
幅のより急速な完了を表し、より高いＣt値は、増幅のより遅延した完了を表す。増幅効
率が同じである場合、より低いＣt値は、標的核酸のより多い出発量を反映し、より高い
Ｃt値は、標的核酸のより少ない出発量を反映する。既知濃度の対照核酸を用いる場合、
標的及び対照核酸のＣt値を比較することによって、標的核酸の絶対量を決定することが
できるようになる。
【００２１】
　核酸増幅反応との関連で「ホットスタート」はプロトコールであって、そこでは、少な
くとも１つの重要な試薬は、温度が、プライマー（単数又は複数）の必要なハイブリダイ
ゼーション特異性を提供するのに十分に上昇するまで、反応混合物（又は、反応混合物に
おいて存在する場合、試薬は不活性の状態である）から差し引かれる。「ホットスタート
酵素」は、ホットスタートプロトコールにおいて、「差し引かれた」又は不活性な試薬と
して作用することができる酵素であり、典型的には核酸ポリメラーゼである。
【００２２】
　「ハイブリダイゼーション」は、２つの通常の一本鎖又は少なくとも部分的には一本鎖
の核酸の間の相互作用である。ハイブリダイゼーションは、核酸塩基間の塩基対の結果と
して起こり、物理化学的プロセス、例えば水素結合、溶媒排除、塩基スタッキングなどを
含む。ハイブリダイゼーションは、完全に相補的な核酸鎖又は部分的に相補的な核酸鎖の
間で生じ得る。ハイブリダイズする核酸の能力は、なおも部分的に相補的な核酸のハイブ
リダイゼーションが生じるために、操作され得る温度及び他のハイブリダイゼーション条
件によって影響を受ける。核酸のハイブリダイゼーションは、当該技術分野において周知
であり、Ａｕｓｕｂｅｌ（編集 ）Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，ｖ．Ｉ，ＩＩ及びＩＩＩ（１９９７）に幅広く記載され
ている。
【００２３】
　「標識」は、分子に（共有結合的に又は非共有結合的に）結合する部分を指し、ここで
、部分は、分子についての情報を提供することができる。例示的な標識には、蛍光標識、
放射線標識、及び質量変更基が含まれる。
【００２４】
　用語「核酸」は、ヌクレオチド（例えばリボヌクレオチド及びデオキシリボヌクレオチ
ド、天然及び非天然の両方）の重合体を指し、このような重合体は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、及
びそれらの下位範疇、例えばｃＤＮＡ、ｍＲＮＡなどである。核酸は、一本鎖又は二本鎖
であってもよく、一般には、５’－３’リン酸ジエステル結合を含み、ある場合には、核
酸類似体は他の連結を有してもよい。核酸は、天然に存在する塩基（アデノシン、グアノ
シン、シトシン、ウラシル及びチミジン）、並びに非天然塩基であってもよい。非天然の
塩基の例には、例えば、Ｓｅｅｌａら（１９９９）Ｈｅｌｖ．Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ　８２
：１６４０に記載されているものが含まれる。ヌクレオチド類似体に使用されるある種の
塩基は、融解温度（Ｔm）修飾因子として作用する。例えば、これらのうちのいくつかは
、７－デアザプリン（例えば、７－デアザグアニン、７－デアザアデニンなど）、ピラゾ
ロ［３，４－ｄ］ピリミジン、プロピル－ｄＮ（例えば、プロピニル－ｄＵ、プロピニル
－ｄＣなど）等を含む（例えば、米国特許第５，９９０，３０３号を参照されたい）。他
の代表的な複素環式塩基には、例えば、ヒポキサンチン、イノシン、キサンチン；２－ア
ミノプリン、２，６－ジアミノプリン、２－アミノ－６－クロロプリン、ヒポキサンチン
、イノシン及びキサンチンの８－アザ誘導体；アデニン、グアニン、２－アミノプリン、
２，６－ジアミノプリン、２－アミノ－６－クロロプリン、ヒポキサンチン、イノシン及
びキサンチンの７－デアザ－８－アザ誘導体；６－アザシチジン；５－フルオロシチジン
；５－クロロシチジン；５－ヨードシチジン；５－ブロモシチジン；５－メチルシチジン
；５－プロピニルシチジン；５－ブロモビニルシチジン；５－フルオロウラシル；５－ク
ロロウラシル；５－ヨードウラシル；５－ブロモウラシル；５－トリフルオロメチルウラ
シル；５－メトキシメチルウラシル；５－エチニルウラシル；５－プロピニルウラシルな
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どが挙げられる。
【００２５】
　用語「核酸ポリメラーゼ」又は単に「ポリメラーゼ」は、核酸へのヌクレオチドの導入
を触媒する酵素、例えば、ＤＮＡポリメラーゼを指す。例示的な熱安定性ＤＮＡポリメラ
ーゼは、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｃａｌｄｏｐｈ
ｉｌｕｓ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｓｐ．ＺＯ５（例えば、米国特許第５，６７４，７３８号を
参照されたい）、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ａｑｕａｔｉｃｕｓ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｆｌａｖｕｓ
、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｆｉｌｉｆｏｒｍｉｓ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｓｐ．ｓｐｓ１７、Ｄｅｉ
ｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｒａｄｉｏｄｕｒａｎｓ、Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇ　ｆａｍｉｌｙ　Ｂ
／ｃｌｏｎｅ　７、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ、Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｃａｌｄｏｔｅｎａｘ、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ、Ｔｈｅｒｍｏ
ｔｏｇａ　ｍａｒｉｔｉｍａ、Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ　ｎｅａｐｏｌｉｔａｎａ及びＴｈ
ｅｒｍｏｓｉｐｈｏ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ由来のものを含む。多数の熱安定性ＤＮＡポリ
メラーゼの完全な核酸及びアミノ酸配列は、公開データベースで利用可能である。
【００２６】
　用語「５’から３’ヌクレアーゼ活性」又は「５’－３’ヌクレアーゼ活性」は、典型
的には、核酸鎖合成と関連した核酸ポリメラーゼの活性を指し、それにより、ヌクレオチ
ドは、核酸鎖の５’末端から外され、例えば、Ｅ．ｃｏｌｉのＤＮＡポリメラーゼＩはこ
の活性を有し、一方、Ｋｌｅｎｏｗ断片はそうではない。
【００２７】
　用語「５’－３’ヌクレアーゼ活性を実質的に欠如している核酸ポリメラーゼ」又は「
５’－３’－ヌクレアーゼ欠損酵素」、又は単に「ヌクレアーゼ－欠損酵素」は、Ｔａｑ
　ＤＮＡポリメラーゼよりも５’－３’活性が５０％以下であるポリメラーゼを指す。５
’－３’ヌクレアーゼ活性を測定する方法、及び測定条件は、米国特許第５，４６６，５
９１号に記載されている。５’－３’ヌクレアーゼ活性を欠如しているポリメラーゼの例
には、Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼのＳｔｏｆｆｅｌ断片（米国特許第５，４６６，５９
１号）、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ａｆｒｉｃａｎｕｓ　ＤＮＡポリメラーゼの変異体（米国特許
第５，９６８，７９９号）、Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ　ｍａｒｉｔｉｍａ　ＤＡＮポリメラ
ーゼの変異体（米国特許第５，６２４，８３３及び第５，４２０，０２９号）、Ｔｈｅｒ
ｍｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓｓ　ｓｐｓ１７及びＴｈｅｒｍｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓｓ　Ｚ９５
　ＤＮＡポリメラーゼの変異体（米国特許第５，４６６，５９１号及び第５，４０５，７
７４号）が挙げられる。５’－３’ヌクレアーゼ欠損酵素はまたキメラ、すなわち、１を
超える種由来のドメインから構成され、５’－３’ヌクレアーゼ活性を排除する変異を有
するキメラタンパク質であってもよい（米国特許第５，７９５，７６２号及び第６，２２
８，６２８号）。
【００２８】
　「オリゴヌクレオチド」とは、短い核酸を指し、典型的には、長さにして１０個以上の
ヌクレオチドを言う。オリゴヌクレオチドは、当該技術分野において知られている任意の
適した方法、例えば、Ｎａｒａｎｇら（１９７９）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．６８：９
０－９９；Ｂｒｏｗｎら（１９７９）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．６８：１０９－１５１
；Ｂｅａｕｃａｇｅら（１９８１）Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．２２：１８５９
－１８６２；Ｍａｔｔｅｕｃｃｉら（１９８１）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１０３：
３１８５－３１９１；又は当該技術分野において知られている任意の他の方法によって調
製される。
【００２９】
　「プライマー」は、鋳型核酸の相補鎖に沿った伸長の開始点として作用することができ
りオリゴヌクレオチドである。鋳型核酸の部分配列に少なくとも部分的に相補的であるプ
ライマーは、典型的には、鋳型核酸とハイブリダイズし、伸長を起こすには十分である。
【００３０】
　「プライマー伸長」は、１以上のヌクレオチドがプライマーに添加された化学反応を指
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す。
【００３１】
　「プローブ」は、プローブと標的配列の少なくとも部分的な相補性により、標的核酸の
配列と二重鎖構造を形成する標識オリゴヌクレオチドを指す。
【００３２】
　「鋳型」又は「標的」は、増幅、検出及び定量されるべき核酸を指す。標的又は鋳型は
、プライマー又はプローブがハイブリダイズし得る配列である。標的核酸は、微生物、複
雑な生物学的混合物、組織、体液、血清、保存された生物学的試料、環境分離体、インビ
トロの調製物などを含む本質的には任意の供給源から誘導され得る。鋳型又は標的は、核
酸分子の全部又は一部を構成してもよい。
【００３３】
　「熱安定性核酸ポリメラーゼ」又は「熱安定性ポリメラーゼ」は、ポリメラーゼ酵素で
あり、例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ由来のポリメラーゼと比較して、高温で相対的に安定である
。本明細書中で使用するとき、熱安定性ポリメラーゼは、熱サイクル条件下、典型的には
ポリメラーゼ連鎖反応（「ＰＣＲ」）の使用に適している。
【００３４】
　「融解温度」又は「Ｔm」は、ホモ二量体又はヘテロ二量体中の二本鎖（二重鎖）核酸
分子集団の半分が解離して一本鎖になる温度を指す。二重鎖核酸のＴmは、溶液のイオン
強度及びｐＨ、並びに核酸自体の濃度、塩基構成及び二次構造に影響される。所定濃度の
二重鎖のＴmは、実験的に決定されるか、又はＶｉｓｕａｌ　ＯＭＰ（商標）（ＤＮＡ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ，Ｉｎｃ．，Ａｎｎ　Ａｒｂｏｒ，Ｍｉｃｈ．）などの市販のソフトウ
ェアの手助けにより予測可能である。
【００３５】
　「融解（ｍｅｌｔｉｎｇ）アッセイ」、「融解（ｍｅｌｔ）アッセイ」、又は単に「融
解」は、融解温度（Ｔm）を決定することができるアッセイである。このアッセイでは、
二重鎖核酸分子は、制御された温度プログラムで加熱され、一本鎖への二重鎖の解離は、
二重鎖の解離とともに変化する蛍光などのパラメーターを測定することによってモニター
される。融解データは、「融解曲線」、すなわち、温度の関数とする蛍光のプロット（Ｆ
対Ｔ）として表すことができる。また、融解データは、「融解ピーク」、すなわち、温度
の関数とする温度間隔での蛍光の変化の速度のプロット（ｄＦ／ｄＴ対Ｔ）又は（－ｄＦ
／ｄＴ対Ｔ）として表すことができ、これは、典型的には放物線形状を有する。二重鎖の
Ｔmは、放物線の頂点での温度値（Ｔ）としての融解ピーク上に表される（ｄＦ／ｄＴ対
Ｔ）又は（－ｄＦ／ｄＴ対Ｔ）。
【００３６】
　「標的核酸の増幅に必要な試薬」には、限定されないが、標的核酸の増幅のための材料
、例えば、少なくとも１つのプライマー核酸、バッファー溶液、ヌクレオチド、塩、核酸
ポリメラーゼなどが含まれる。これらの試薬は、単一のバイアル又は予め混合されたスト
ック溶液若しくは凍結乾燥物として別々に存在してもよい。
【００３７】
　本発明は、核酸標的の同時多重増幅、検出及び定量の方法である。一局面では、本方法
は、融解分析を併用したリアルタイムＰＣＲを含む。この方法は、同じレポーター部分で
標識された複数のプローブを利用するが、各々は、独自の二重鎖融解温度を有する。プロ
ーブは、それらの融解温度、及びそれらの蛍光標識によって同定され得るため、同一の反
応容器中のいくつかのプローブは、同じ標識部分で標識され得る。アッセイは、いくつか
のセットのプローブを用いることによってさらに多重化することができ、各セットは、検
出装置によって区別可能である部分の数まで、別々のレポーター部分で標識される。
【００３８】
　本発明の方法は、増幅中の各プローブによって生成される融解シグナルの発生（融解曲
線）を伴う。融解曲線の関数は、導関数又は「融解（ｍｅｌｔｉｎｇ）ピーク」又は「融
解（ｍｅｌｔ）ピーク」に微分されてもよい。各融解ピークについて、融解ピークの最大
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値を測定する。融解ピークの最大値の大きさ（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）は、反応混合物中の
標的配列の量及びそのアンプリコンに比例する。融解ピークの最大値がサイクル数に対し
てプロットされた増幅のサイクル中に記録されると、一連の融解ピークの最大値は増幅曲
線を生じ、外見上は、伝統的なリアルタイムＰＣＲアッセイにおいて生じる増幅曲線に類
似する。各標識プローブは、独自の融解プロフィールを生じ得て、他のプローブの融解プ
ロフィールと区別することができる。このようにして、各プローブは、各標的についての
独立した定量的データを与える。相対的な定量は、所定の融解ピークが予め決定した閾値
に到達するサイクルであるＣmを決定することによって達成される。初期の（低い）Ｃmは
、標的核酸の高いインプット濃度を指示し、一方、後期の（高い）Ｃmは、標的核酸の低
いインプット濃度を指示する。予め決定された閾値は、各標的核酸について実験的に設定
される。典型的には、閾値は、最初に検出されるようになる融解ピークの蛍光レベルであ
る。
【００３９】
　既知濃度の対照核酸が同一アッセイで増幅及び検出される場合、標的と対照核酸のＣm

値を比較することによって、標的核酸のインプットした絶対量を決定することができるよ
うになる。
【００４０】
　蛍光的に標識されたプローブを利用した伝統的な多重リアルタイムＰＣＲと比較すると
、本発明の方法は、より広い多重の能力を有する。伝統なリアルタイムＰＣＲアッセイは
、数種の波長よりも多く分離することができない検出器の能力によって制約される。本発
明では、多重化する能力は、任意の所定の波長での複数の別々の融解ピークを測定するこ
とによって拡張される。
【００４１】
　一局面では、本発明は、定量的リアルタイムＰＣＲの多重化する能力を拡張する融解ア
ッセイを採用する。具体的には、本発明のアッセイは、同一の蛍光標識で標識された複数
のプローブを用いて、同一チューブ内の複数の標的核酸配列の同時増幅、検出及び定量を
可能にするリアルタイムＰＣＲの多重化バージョンである。プローブは、同一波長チャネ
ル内で検出されるが、それらの独自の融解温度によって区別される。
【００４２】
　図１に示されるように、本発明の方法は、同一の反応容器中のいくつかの標的核酸配列
の増幅から開始する。各チューブは、１以上のセットのオリゴヌクレオチドプローブを含
み、オリゴヌクレオチドプローブの各セットは、同一の蛍光レポーターで標識される。し
かしながら、このセットのオリゴヌクレオチドプローブのうち、各オリゴヌクレオチドプ
ローブは、標的核酸を用いて、独自の融解温度によって特徴付けられる。最大の多重化能
力について、いくつかのセットのプローブは、同一の反応容器中に存在する。
【００４３】
　増幅のラウンド後、標的核酸は、各プローブ－標的二重鎖についての融解曲線を生じさ
せるために、後述する融解工程に供されてもよい。各融解曲線（温度間隔での蛍光、又は
Ｆ対Ｖ）を微分し、温度間隔での融解ピークに返還され（ｄＦ／ｄＴ）、それについては
、「融解ピーク最大」（Ｔ＝ＴmでのｄＦ／ｄＴ）値が計算される。増幅および融解のサ
イクルを繰り返した後、「融解ピーク最大」値のセットを各標的－プローブ複合体につい
て蓄積する。融解ピーク最大値は、サイクルの数に対してプロットされ、各標的核酸につ
いての増殖曲線を生じさせる。増殖曲線は、リアルタイムＰＣＲアッセイで得られる典型
的な増殖曲線に類似し、各標的について得られる。
【００４４】
　ある態様では、１以上のプローブは、増幅で使用されるアニーリング温度以下の融解温
度を有するように設計されてもよい。このようなプローブは、「伝統的な」リアルタイム
ＰＣＲ増殖曲線を生じさせない。しかしながら、このようなプローブは、本発明による増
殖曲線を生じさせるために有用である。
【００４５】
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　本発明の方法によって増幅、検出及び定量された標的核酸配列は、任意の長さであって
もよい。典型的には、標的核酸は、長さにして１００～１，０００である。しかしながら
、より長い（数千ヌクレオチド）及びより短い（５０～１００ヌクレオチド）の標的配列
も、本発明のある態様において有用である場合がある。標的核酸配列は、天然又は研究室
誘導の試料源から単離された、より大きな核酸分子内に含まれてもよい。
【００４６】
　この開示は、試料中に複数の標的が存在しているかのように、一般に本発明を検討する
が、ある態様では、試料に唯一の標的配列が存在することを承認される。本発明の典型的
な態様では、「多重」反応は、少なくとも２つ、最大１６の異なる標的配列を検出するよ
うに行われる。これらの態様は、一般的ではあるが、必ずしもそうとは限らないが、増幅
プライマーの別々の対、及び標的配列の別々のプローブの使用を伴う。しかしながら、あ
る態様では、プライマーの同じ対を用いて増幅される同じ核酸は、１を超えるプローブで
検出されてもよい。これは、単一配列が、対象とするいくつかの標的又は遺伝子座、例え
ばいくつかの潜在的な変異部位を含む場合に有利である。各プローブは、各部位での変異
を検出及び定量を可能にする。
【００４７】
　本発明の増幅プライマーは、標的配列の既存の改変体の少なくとも１つに、少なくとも
部分的に相補的であるオリゴヌクレオチドである。プライマーの長さは、６～１００ヌク
レオチドの範囲であるが、大部分のプライマーは、典型的には１５～３５ヌクレオチドの
範囲である。核酸増幅のためのプライマーを最適化する方法は、例えば、ＰＣＲ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌｓ：Ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎｓ，Ｉｎｎｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｄｓ．，（１９９０）Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓ
ｓ．に記載されている。典型的には、プライマーは、Ａ、Ｃ、Ｇ及びＴヌクレオチドから
構成される合成オリゴヌクレオチドである。しかしながら、核酸に組み込むことができる
異例の塩基ヌクレオチドもまたプライマーに使用することができる。例えば、ある種の修
飾された塩基は、増幅の特異性を増加させることが知られている。米国特許第６，００１
，００１号を参照されたい。
【００４８】
　種々の熱安定性核酸ポリメラーゼは当該技術分野において知られている。任意の核酸ポ
リメラーゼは、本発明の方法に用いることができる。ある場合には、５’－３’ヌクレア
ーゼ活性を欠損しているポリメラーゼを使用することが有利である。ある場合には、プル
ーフリーディング（３’－５’－エキソヌクレアーゼ）活性のないポリメラーゼを使用す
ることが望まれてもよい。また、ある場合には、米国特許第５，６７７，１５２号及び第
５，７７３，５２８号に記載される可逆的に改変された酵素などの「ホットスタート」能
力を有する酵素を有することが望まれてもよい。
【００４９】
　ハイブリダイゼーションプローブの設計は当該技術分野において知られている。同一の
プローブは、ハイブリダイゼーションプローブ又は融解プローブあるいはその両方として
使用されてもよい。プローブが融解プローブ、単一のハイブリダイゼーションプローブ又
はハイブリダイゼーションプローブの対のメンバー、プローブオリゴヌクレオチドの設計
としてとして使用されるべきかどうかは、同一の原理によって導かれ、当該技術分野にお
いて知られ、本明細書に記載されている。これらの原理は、手動で、又はソフトウェアの
手助けにより適用されてもよい。
【００５０】
　本発明のある態様では、１を超えるプローブは、融解アッセイに供された反応混合物に
存在していてもよい。当業者は、即座に、多重アッセイに有用である融解プローブに利用
可能である設計基準を認識する。具体的には、同一の反応混合物に使用することができる
プローブは、対応する標的配列と異なるハイブリッド融解温度を有するように設計されな
ければならない。
【００５１】
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　オリゴヌクレオチドプローブは、１以上の発色団を取り込むことによって標識可能であ
る。単一の発色団は、２００８年１２月９日に出願された米国仮特許出願第１２／３３０
，６９４号に記載されるように使用されてもよい。２つの発色団が使用される場合、１つ
は、典型的には、レポーター発色団であり、他方はクエンチャーである。両方の発色団は
、蛍光色素分子であってもよく、又は発色団の１つは非蛍光性クエンチャーであってもよ
い。適切な蛍光色素分子の例には、フルオレセインファミリー（ＦＡＭ、ＨＥＸ、ＴＥＴ
、ＪＯＥ、ＮＡＮ及びＺＯＥ）、ローダミンファミリー（Ｔｅｘａｓ　Ｒｅｄ、ＲＯＸ、
Ｒ１１０、Ｒ６Ｇ及びＴＡＭＲＡ）、シアニンファミリー（Ｃｙ２、Ｃｙ３、Ｃｙ３．５
、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、及びＣｙ７）、クマリンファミリー、オキサジンファミリー、チ
アジンファミリー、スクアラニンファミリー、及び核酸の標識と検出に適した蛍光色素の
他のファミリーが挙げられる。第２の発色団は、同一プローブオリゴヌクレオチド又は別
々のプローブオリゴヌクレオチドに取り込まれてもよい。通常使用されるダーククエンチ
ャーには、ＢｌａｃｋＨｏｌｅ　Ｑｕｅｎｃｈｅｒｓ（商標）（ＢＨＱ）、（Ｂｉｏｓｅ
ａｒｃｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｎｏｖａｔｏ，Ｃａｌ．）、Ｉｏｗａ
　Ｂｌａｃｋ（商標）（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ＤＮＡ　Ｔｅｃｈ．，Ｉｎｃ．，Ｃｏｒ
ａｌｖｉｌｌｅ，Ｉｏｗａ）、及びＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（商標）Ｑｕｅｎｃｈｅｒ　６
５０（ＢＢＱ－６５０）、（Ｂｅｒｒｙ　＆　Ａｓｓｏｃ．，Ｄｅｘｔｅｒ，Ｍｉｃｈ．
）が挙げられる。
【００５２】
　本発明は、リアルタイムＰＣＲアッセイにおける標的核酸の定量を伴う。伝統なリアル
タイムＰＣＲアッセイとして、増幅増殖曲線は各標的について生じさせる。曲線は、増幅
の各サイクル中に検出可能な増幅に依存したシグナルを測定することによって生じさせる
。本発明は、以前には増殖曲線を生じさせるために使用されていたものではなく、新規な
増幅依存性シグナルを測定することができる。具体的には、本発明の方法は、融解シグナ
ル、すなわち、増殖曲線を生じさせるための融解アッセイにおいて生じたシグナルを測定
する。
【００５３】
　本発明の方法の融解アッセイでは、ハイブリッドが、標的ＤＮＡと１以上の標識プロー
ブとの間に形成される。典型的には、オリゴヌクレオチドプローブ（単数又は複数）は、
１以上の発色団部分によって標識され、そのうちの少なくとも１つの発色団は蛍光色素分
子である。鋳型－プローブハイブリッドの融解又は形成をもたらす温度変化は、適切な波
長の光による励起に基づくオリゴヌクレオチドプローブにより発光する蛍光の測定可能な
変化によって蓄積される。
【００５４】
　ある態様では、プローブは、ＦＲＥＴ対を形成する２つの発色団で標識される。ある態
様では、両方の発色団は蛍光色素分子である。他の態様では、１つの発色団は非蛍光性ク
エンチャーである。ＦＲＥＴ対を形成する発色団は、同一又は別々のプローブ分子にコン
ジュゲートされてもよい。融解アッセイにおけるＦＲＥＴプローブの使用は、米国特許第
６，１７４，６７０号、及びＤｅ　Ｓｉｌｖａら（１９９８），“Ｒａｐｉｄ　ｇｅｎｏ
ｔｙｐｉｎｇ　ａｎｄ　ｑｕａｎｔｉｉｃａｔｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＬｉｇｈｔＣｙｃ
ｌｅｒ（商標）ｗｉｔｈ　ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　ｐｒｏｂｅｓ，”Ｂｉｏｃｈｅ
ｍｉｃａ，２：１２－１５に記載されている。他の態様では、プローブは、標的核酸とコ
ンジュゲートされたか、又はそれにインターカレートされた第２の発色団と相互作用する
単一の発色団で標識される（米国特許第５，８７１，９０８号を参照されたい）。
【００５５】
　既存の方法に従って、シグナル融解アッセイは、増幅の全てのサイクルが完了後に行う
。この技術は、通常、「増幅後融解」と呼ばれる。しかしながら、本発明は、融解アッセ
イをＰＣＲのサイクルに組み込むことを教示する。典型的な融解工程は、９５℃でインキ
ュベート（二本鎖アンプリコンを変性するため）し、次に、温度を４０℃まで低下させ（
融解プローブのアニーリングを可能にするため）、その後、温度を再度上昇させる（プロ
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ーブ－鋳型二重鎖を融解するため）ことを含む。融解シグナルは、第１ラウンドの増幅で
は乏しいことが観察された。この現象は、おそらくは、増幅の初期の段階に存在する標的
核酸の不十分な量に起因する。したがって、実質的に多くの増幅サイクルがすでに行われ
た後に、増幅サイクルに融解工程を組み込むことが実用的である。
【００５６】
　蛍光オリゴヌクレオチドプローブを用いた伝統的なリアルタイムＰＣＲアッセイでは、
蛍光は、各サイクルのアニーリング工程で検出される。本発明では、蛍光データは、融解
工程の選択された部分中に連続的に獲得される。したがって、プローブ－標的の二重鎖の
各ラウンドの融解は融解曲線及び融解ピークを生じさせる。融解ピークを得るために融解
曲線を微分することは、例えば、米国特許第６，４２７，１５６号に記載されている。各
融解ピークについて、融解シグナルは、温度が二本鎖の融解温度（Ｔ＝Ｔm）に到達する
と、融解ピークの最大又は「融解ピーク最大」として定義される。融解ピークの高さは、
融解プローブと標的アンプリコンの間で形成された二重鎖の量に比例し、これは、試料中
の標的アンプリコンの量に比例する。したがって、所定の融解ピークが最初に所定の閾値
（Ｃm）に到達するサイクルは、標的核酸の初期量を反映する。各サイクルで測定される
融解ピークの高さ（融解ピーク最大値）を増幅のサイクルに対してプロットする。図２と
３に見ることができるように、得られたプロットは、伝統的なリアルタイムＰＣＲ増殖曲
線に類似する。既知のインプット濃度の対照核酸が標的核酸と同時に増幅される場合、標
的核酸の絶対インプット量は、標的及び対照核酸について測定されるＣm値を比較するこ
とによって決定され得る。
【００５７】
　いくつかの態様では、本発明は、非対称ＰＣＲを伴う。非対称ＰＣＲ混合物では、増幅
プライマーの１つは、他のプライマーよりも多量に存在する。これらのプライマーは、そ
れぞれ、「「過剰プライマー」及び「制限プライマー」と呼ばれる。これらのプライマー
の伸長から得られる核酸鎖は、それぞれ、「過剰鎖」及び「制限鎖」と呼ばれる。過剰プ
ライマーと制限プライマーの比率は、選択的に操作可能であり、２００：１～２：１であ
るが、典型的には、約９：１～５：１である。プライマーの過剰により、過剰鎖は、一本
鎖の形態で線状に蓄積される。本発明では、融解プローブは、「過剰鎖」、すなわち、過
剰プライマーの伸長に起因し、一般鎖形態で蓄積されるアンプリコン鎖にハイブリダイズ
するように設計される。過剰一本鎖は、ＰＣＲの後期サイクルで有利である。後期サイク
ル中の伝統的な非対称ＰＣＲアッセイでは、アンプリコンの鎖が蓄積され、二重鎖の形成
のためのハイブリダイゼーションプローブと効果的に競合する。非対称ＰＣＲは、過剰鎖
がプローブとハイブリダイズするように設計され、したがって、ＰＣＲの後期サイクルの
ける動力学的欠点を取り去り、融解ピークの検出を可能にする。
【００５８】
　いくつかの態様では、５’－３’ヌクレアーゼ活性を含む酵素を使用することは有利で
ある場合がある。このような酵素によるハイブリダイゼーションプローブの枯渇を防ぐた
めに、融解アッセイのために十分量のプローブを確実にするプローブ濃度が選択される。
【実施例】
【００５９】
　例示のためだけであり、本発明の範囲を制限せずに、この方法は、同じ試料中のヒト遺
伝子ＰＰＰ１ＣＡ及びＳＥＮＰ１のｍＲＮＡの存在及び量を検出するために適用された。
ＰＰＰ１ＣＡは、タンパク質ホスファターゼ１－アルファの触媒サブユニットをコードし
、抗癌遺伝子タンパク質を有する遺伝子である（Ｃａｓｔｒｏ　ｅｔ　ａｌ．，”ＰＰＰ
１ＣＡ　ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｓ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｓｅｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｐｒｏｇｒａ
ｍ　ｉｎｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ｏｎｃｏｇｅｎｉｃ　Ｒａｓ”，Ｃａｒｃｉｎｏｇｅｎｅｓ
ｉｓ（２００８）２９（３）：４９１－４９９を参照されたい。ＳＥＮＰ１は、セントリ
ン／ＳＵＭＯ特異的プロテアーゼであり、ユビキチン（Ｕｂ１）類似因子（ＳＵＭＯ）の
ファミリーに属し、Ｍｕｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，”ＳＵＭＯ，ｕｂｉｑｕｉｔｉｎ’ｓ
　ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ　ｃｏｕｓｉｎ，”Ｎａｔ．Ｒｅｖ．Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏ
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ｌ．（２００１）２（３）：２０２－１０及びＹｅｈ　ｅｔ　ａｌ．，”Ｕｂｉｑｕｉｔ
ｉｎ－ｌｉｋｅ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ：ｎｅｗ　ｗｉｎｅｓ　ｉｎ　ｎｅｗ　ｂｏｔｔｌｅ
ｓ”Ｇｅｎｅ（２０００）２４８）１－２）：１－１４に概説される）。
【００６０】
実施例１
融解に基づく増殖曲線を用いた、同一チューブにおける様々な量の標的ＳＥＮＰ１及びＰ
ＰＰ１ＣＡの定量的増幅
　この実施例では、方法は、組織試料における様々な量のＳＥＮＰ１及びＰＰＰ１ＣＡ　
ＲＮＡの検出及び定量に適用された。
【００６１】
　非対称ＰＣＲは、制限プライマーに対して７倍過剰の過剰プライマーを用いて行われた
。検出は、フルオレセイン色素及びＢｌａｃＨｏｌｅ（商標）クエンチャーで標識された
単一のハイブリダイゼーションプローブを用いて実行された。プライマー及びプローブ配
列を表１に示す。プローブは、過剰鎖にハイブリダイズするように設計された。
【００６２】
【表１】

【００６３】
Ｆ－ｃｘ－ＦＡＭレポーター色素
Ｑ－ＢＨＱ－２クエンチャー色素
Ｅ－ｔｅｒｔ－ブチル－ベンジルｄＡ
ｐ－３’－リン酸基
【００６４】
　各１００μｌの反応は、所定量のヒト胎児脾臓ＲＮＡ（０．２～２０００ナノグラム、
図２と３に示される）、５０ｍＭ　Ｔｒｉｃｉｎｅ、ｐＨ８．３；１２０ｍＭ酢酸カリウ
ム；８％グリセロール；３３．３ｍＭの各ｄＡＴＰ、ｄＧＴＰ、ｄＧＴＰ及びｄＣＴＰ、
１００ｍＭ　ｄＵＴＰ；４０Ｕ　ＺＯ５　ＤＮＡポリメラーゼ；１００ｎＭアプタマー４
６Ａ；５Ｕウラシル－Ｎ－グリコシラーゼ（ＵＮＧ）；３ｍＭ酢酸マンガネーゼ；１００
ｎＭフォーワード（制限）プライマー（配列番号１及び配列番号４）；７００ｎＭリバー
ス（過剰）プライマー（配列番号２及び配列番号５）；及び２００ｎＭプローブ（配列番
号３及び配列番号６）を含む。
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【００６５】
　増幅及び検出は、Ｒｏｃｈｅ　ＬｉｇｈｔＣｙｌｅｒ（商標）ＬＣ４８０装置を用いて
行われた。反応は、下記の温度プロフィール：５０℃で２分間（ＵＮＧ工程）；９５℃で
１分間（ＵＮＧ不活性化）；６０℃で３０分間（逆転写）に供され、次に、９０℃で１５
秒間（変性）及び６１℃で６０秒間（アニーリング及び伸長）の４４増幅サイクルに供さ
れた。
【００６６】
　融解工程は、初期の１５サイクロ（登録商標）の増幅後に組み込まれた。サイクル１６
～１７については、融解は、２回サイクル毎に行われた。サイクル２８～３９については
、融解はサイクル毎の後に行われた。サイクル４０～４４サイクルについては、融解は、
２回サイクル毎に行われた。融解段階は、６１℃のアニーリングと伸長工程の完了後に開
始され、１．２℃／秒のランプ速度で５秒間９０℃；１．８℃／秒の速度で４０℃まで冷
却し；１．８℃／秒の速度で９０℃に加熱することからなっていて、蛍光データは、１℃
で２回の速度で連続的に獲得され、３チャンネルで読まれた。
【００６７】
　融解工程で得られた各蛍光読み取りについて、融解曲線（関数Ｆ／Ｔ）が得られた。各
融解曲線については、導関数又は「融解ピーク”（ｄＦ／ｄＴ）が得られ、融解ピーク最
大値は、本発明の方法に従って決定された（図１）。得られた融解曲線の最大値は、増幅
サイクルの数に対してプロットされ、図２（ＳＥＮＰ１について）及び図３（ＰＰＰ１Ｃ
Ａについて）に示される増殖曲線を生じた。
【００６８】
　定量的な結果を表２に示す。表は、予め決定された「融解閾値」（Ｃm）が達成される
サイクル数を示す。ＳＥＮＰ１については、閾値は、０．１８１で設定された。ＰＰＰ１
ＣＡについては、閾値は、０．０５５で設定された。各標的については、閾値は、核酸の
より大きな初期のインプットを用いてより早期に達成された。
【００６９】
【表２】

【００７０】
　図２及び３に示されるように、標的核酸の各量について、実験は２点測定で行った。各
標的について、全１２反応（２つの鋳型なしの対照反応を含む）は、同じ蛍光標識された
プローブを利用した。
【００７１】
　本発明は、特定の実施例を参照して詳細に説明されているが、種々の変更が本発明の範
囲内で行い得ることは当業者に明らかとなる。このようにして、本発明の範囲は、本明細
書に記載されている実施例によって制限されるべきではないが、以下に示される特許請求
の範囲による。
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