
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で表される

マンマグロビンをエンコードする単離され精製されたポリヌクレオチド
【請求項２】
ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなる請求項１記載のポリヌクレオチド。
【請求項３】
ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のアミノ酸配列をエンコードする請求項１記
載のポリヌクレオチド。
【請求項４】
ポリペプチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ： アミノ酸配列からなる単離され精製されたマン
マグロビン　ポリペプチド。
【請求項５】
患者から抽出された試料においてマンマグロビン　ポリペプチドをエンコードするｍＲＮ
Ａの存在を検出及び／又は定量することからなる、患者から抽出された試料で乳癌の存在
を検出する方法において、
マンマグロビン　ポリペプチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のアミノ酸配列からなり、
健康な個体から抽出された試料のｍＲＮＡ濃度を上回るｍＲＮＡの濃度が乳癌細胞の存在
を示し、
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か、又はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１に関して１つ若しく
は数個のヌクレオチドの置換、欠失、挿入あるいは付加を有する相同なヌクレオチド配列
である、 。

２の



該検出及び／又は定量の段階は、
（ａ）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１に ポリヌクレオチドを提供する段階と、
（ｂ）ポリヌクレオチドが乳房の腫瘍形成細胞から抽出されたＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２の
アミノ酸配列からなるマンマグロビン　ポリペプチドをエンコードするｍＲＮＡと特異的
にハイブリダイズできる条件下で試料とポリヌクレオチドを培養する段階と、
（ｃ）ポリヌクレオチド－ｍＲＮＡのハイブリダイゼーション複合体の存在を検出する段
階と、
を有する方法。
【請求項６】
前記ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のｃＤＮＡである請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のアミノ酸配列からなるマンマグロビン
　ポリペプチドをエンコードするｃＤＮＡである請求項５記載の方法。
【請求項８】
容器に充填されたＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１に ポリヌクレオチドからなる試
料中における乳房の腫瘍形成細胞の存在を検出するためのキット。
【請求項９】
前記ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のｃＤＮＡである請求項８記載のキット
。
【請求項１０】
前記ポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のアミノ酸配列からなるマンマグロビン
　ポリペプチドをエンコードするｃＤＮＡである請求項８記載のキット。
【請求項１１】
検出及び／又は定量の段階は更に、
（ａ）逆転写法を使用してｍＲＮＡからのマンマグロビン　ポリペプチドをエンコードす
るｃＤＮＡを生成する段階と、
（ｂ）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２をエンコードするｃＤＮＡに特異的にハイブリダイズする
、ポリメラーゼ連鎖反応法によって増幅されるためにｃＤＮＡの領域を限定するようにＤ
ＮＡに特異的にハイブリダイズする２つのオリゴヌクレオチドを提供する段階と、
（ｃ）プライマーとして二つのオリゴヌクレオチドを使用してポリメラーゼ連鎖反応法に
よりｃＤＮＡ領域を増幅する段階と、
（ｄ）増幅されたｃＤＮＡ領域の存在を検出する段階と、
からなる請求項５記載の方法。
【請求項１２】
該２つのオリゴヌクレオチドの内の１つはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３からなり、他方はＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：４からなる請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
増幅されるために領域を限定するようにＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２をエンコードするｃＤＮ
Ａに特異的にハイブリダイズする、容器に充填されたポリメラーゼ連鎖反応法のためのプ
ライマーとして２つのオリゴヌクレオチドからなる試料中における乳房の腫瘍形成細胞の
存在の検出のためのキット。
【請求項１４】
該２つのオリゴヌクレオチドの内の１つはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３からなり、他方はＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：４からなる請求項１３記載のキット。
【請求項１５】
患者から抽出された試料においてマンマグロビン　ポリペプチドの存在を検出及び／又は
定量することからなる、患者から抽出された試料で乳癌の存在を検出する方法において、
マンマグロビン　ポリペプチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のアミノ酸配列からなり、
健康な個体から抽出された試料のマンマグロビン　ポリペプチド濃度を上回るマンマグロ
ビン　ポリペプチドの濃度が乳癌細胞の存在を示すことを特徴とする方法。
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【請求項１６】
検出及び／又は定量の段階は更に、マンマグロビン　ポリペプチドと精製された抗体との
反応と、該マンマグロビン　ポリペプチドの該抗体との結合を検出することからなり、該
抗体は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２又はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４のアミノ酸からなるマン
マグロビン　エピトープに対して特異的であることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
前記精製された抗体はポリクローナル抗体であり、前記マンマグロビン　エピトープはＳ
ＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４からなる請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記精製された抗体はモノクローナル抗体であり、前記マンマグロビン　エピトープはＳ
ＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４からなる請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
容器に充填されたマンマグロビン　ポリペプチドと反応する精製された抗体を含む試料中
における乳癌細胞の存在の検出のためのキットであって、該マンマグロビン　ポリペプチ
ドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ： らなり、該抗体はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２又はＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：１４のアミノ酸からなるマンマグロビン　エピトープに対して特異的であるこ
とを特徴とするキット。
【請求項２０】
前記精製された抗体はポリクローナル抗体であり、マンマグロビン　エピトープはＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：１４からなる請求項１９記載のキット。
【請求項２１】
前記精製された抗体はモノクローナル抗体であり、マンマグロビン　エピトープはＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：１４からなる請求項１９記載のキット。
【請求項２２】
請求項１記載の単離され精製されたポリヌクレオチドに対して相補的なポリヌクレオチド
。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
（１）発明の分野
この発明は一般に乳癌の病因の分野、そして特に乳癌の検出と処置に使用するためのｃＤ
ＮＡ配列及びエンコードされた乳房に特異的なたんぱく質に関する。
（２）関連技術の記載
乳癌は最も一般的で致死の可能性のある癌の一つである。初期の診断及び処置はその病気
に関する罹病率及び死亡率の減少を可能にするが、マンモグラフィーの積極的な予測価は
たった約２５％であると評価されている（例として取り込まれる１９９２年のＨａｌｌ他
のＮ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３２７巻：３１９－３２８頁）。そのため、癌がマンモグ
ラフィー検出されるより早く癌を検出するための手段並びにマンモグラフィーの予測価を
補い増加するような手段を提供することの可能な遺伝的若しくは生物化学的マーカーを持
つことが望ましい（例として取り込まれる１９９４年のＨａｙｅｓのＨｅｍａｔｏｌ　Ｏ
ｎｃｏｌ　Ｃｌｉｎ　Ｎ　Ａｍ　８巻：４８５頁）。
乳癌の発達は多くの遺伝的変化によって達成される（例として取り込まれる１９９４年Ｐ
ｏｒｔｅｒ－ＪｏｒｄａｎのＨｅｍａｔｏｌ　Ｏｎｃｏｌ　Ｃｌｉｎ　Ｎ　Ａｍ　８巻：
７３頁をレビューとして参照）。このような変化ははなはだしい染色体交代及び遺伝的な
マーカーの損失を含む（例として取り込まれる１９９４年のＤｅｖｉｌｅｅ他のＢｉｏｃ
ｈｉｍ　Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ａｃｔａ　１１９８巻の１１３頁；１９９３年のＣａｌｌａｈ
ａｎ他のＪ　Ｃｅｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｓｕｐｐｌ　１７巻の１６７頁）。乳房の腫瘍形
成の進行はまた、成長因子及びそれらのレセプター（例として取り込まれる１９８８年の
Ｚａｊｃｈｏｗｓｋｉ他のＣａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　４８巻の７０４１頁）、構造たんぱく
質（例として取り込まれる１９９０年のＴｒａｓｋ他のＰｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　
Ｓｃｉ　８７巻の２３１９頁）、セカンドメッセンジャーたんぱく質（例として取り込ま
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れる１９８６年のＯｈｕｃｈｉ他のＣａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　２６巻の２５１１頁）及び転
写因子（例として取り込まれる１９９２年のＨａｒｒｉｓのＡｄｖ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅ
ｓ　５９巻の６９頁）をエンコードする既に同定された遺伝子の発現における質的及び量
的変化をもたらすことが示されている。患者の生検試料中の乳房のカルチノーマの病原に
おけるこれらの遺伝子変化の正確なルールは良く理解されていないが、遺伝子の発現にお
けるこれらの変化は潜在的に乳癌の標識を開発するための基礎を形成しうる。
病気の早期検出のための乳癌用の遺伝的若しくは生物化学的マーカーの提供に加え、予後
の判定、治療の選択及び評価のための手段並びに治療の目標を決定するための手段を提供
する腫瘍マーカーを持つこともまた望ましい。数多くの組織マーカーが検証されたが、診
断又は一般的な固体群をスクリーニングするのに理想的に適合するために十分感受性が高
く又は腫瘍特異的であるものは一つも無い。従って、患者の乳癌の発現と病原的な発展を
特異的及び選択的に同定するのに使用されうるそれの発現されたたんぱく質に合わせた遺
伝子のような乳癌マーカーに対する絶え間ない要求は残されたままである。
乳房のカルチノーマから特異的に発現された配列の標識を単離するための改良された特異
的な表示ポリメラーゼ連鎖反応技術を使用し、ノーマルな組織の制御に比較して腫瘍形成
の乳房の上皮組織においてユニークに発現された幾つかの配列のフラグメントが単離され
た（例により取り込まれた１９９４年のＷａｔｓｏｎ及びＦｌｅｍｉｎｇのＣａｎｃｅｒ
　Ｒｅｓ　５４巻の４５９８－４６０２頁）。ＤＥＳＴ００２として同定されたこれらの
配列標識の一つの発見は新規な全長ｃＤＮＡ及びマンマグロビンとして例示されたエンコ
ードされたたんばく質の発見と単離とを導いた。ｃＤＮＡ及びたんぱく質は何れも新しい
物である。
発明の概要
従って、簡単に言えば、本発明は、その発現が乳癌中で増大される新規な遺伝子及びそれ
らの遺伝子のｍＲＮＡのからｃＤＮ 単離することに関する。よって、本願は新規なｃ
ＤＮＡ及びエンコードされた乳房に特異的な分泌たんぱく質であるマンマグロビンの発見
に成功している。そのｃＤＮＡは精製され単離された形態においてＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：
１として同定され、エンコードされたたんばく質マンマグロビンは精製され単離された形
態においてＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２として同定される。
マンマグロビンは第Ｉ期の初期乳癌腫瘍の２７％において過発現される。このことは、マ
ンマグロビン遺伝子の調節障害が初期に度々乳癌中で起こることを示す。マンマグロビン
及びそのｃＤＮＡの発見は、それ故に人及び他の哺乳動物の乳房の腫瘍形成疾病の検出お
よび処置のための新規な方法と構成の開発のための基礎を提供する。
そのため、本発明はまた、試料中の乳房の腫瘍形成細胞の存在を検出するための新規な方
法に関する。一つの実施例において、マンマグロビンをエンコードするｃＤＮＡ又は該ｃ
ＤＮＡの誘導体は試料中のマンマグロビンのｍＲＮＡの存在を検出するために使用される
。その方法は：（ａ）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１又はその誘導体の配列を持つヌクレオチド
の配列を含むポリヌクレオチドを提供する段階と、（ｂ）その配列が乳房の腫瘍形成細胞
からのｍＲＮＡと一緒にハイブリッド化することのできる条件下で試料と共にそのヌクレ
オチドの配列を培養する段階と、（ｃ）ＤＮＡ－ＲＮＡの 複合体
の存在を検出する段階とからなる。
本発明の別の特徴は試料中の乳房の腫瘍形成細胞の存在を検出するためのキットを提供す
ることである。そのキットは、コンテナにパッケージされたＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１又は
その誘導体の配列を持つヌクレオチドの配列を含むポリヌクレオチドからなる。
本発明の別の実施例において、マンマグロビン又はその誘導体は試料中のマンマグロビン
のｍＲＮＡから逆転写されるｃＤＮＡの存在を検出するために用いられる。その方法は、
（ａ）患者から得られた試料中での逆転写法を使用してｍＲＮＡからｃＤＮＡを生産する
段階と、（ｂ）ポリメラーゼ連鎖反応法のためのプライマーでありマンマグロビンをエン
コードするｃＤＮＡ内で側面に立ち又は横になっている二つのオリゴマーを提供する段階
と、（Ｃ）ポリメラーゼ連鎖反応法によってマンマグロビンをエンコードするｃＤＮＡを
増幅する段階とからなる。その二つのオリゴマーはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３とＳＥＱ　Ｉ
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Ｄ　ＮＯ：４とからなる。
本発明の別の実施例は、試料中の乳房の腫瘍形成細胞の存在の検出のためのキットを提供
する。そのキットはポリメラーゼ連鎖反応法のためのプライマーでありコンテナ中にパッ
ケージされたマンマグロビンをエンコードするｃＤＮＡ内で側面に立ち又は横になってい
る二つのオリゴマーからなる。その二つのオリゴマーはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３とＳＥＱ
　ＩＤ　ＮＯ：４とからなる。
本発明の別の実施例においては、腫瘍細胞によって発現されたマンマグロビンの存在が、
そのたんぱく質マグログロビンに対して特異的な抗体を使用して試料中で検出される。そ
の特異的な抗体はポリクローナル又はモノクローナル抗体でありうる。
従って、本発明によって達成されることが見出された幾つかの利点の中で、乳癌細胞のた
めのマーカーとして配する事の可能なヌクレオチド配列及びアミノ酸配列の提供；乳房の
腫瘍形成細胞の存在の早期検出のための方法の提供；マンモグラフィーを補い予測価を増
大することの可能な乳癌検出のための手段の提供；及び予後の判定を提供することの可能
な方法の提供；及び治療の目標を定めることを可能にするマーカーの提供が記載される。
【図面の簡単な説明】
図１はｃＤＮＡ末端の速い増幅（ＲＡＳＥ）のポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）技術を使
用し、引き続いてベクターｐＧＥＭ７２及びｐＣＥＶ２７中にサブクローニングする全長
マンマグロビンｃＤＮＡを単離するのに使用された計画を示す。
図（２）は、一様な棒がＲＡＳＥ　ＰＣＲ法によって単離された４０３ｂｐ（塩基対）フ
ラグメント（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５）を示し、中空の棒が２０６ｂｐ（塩基対）ＤＥＳ
Ｔ００２配列（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６）を示している、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１（上記
で番号付けられたヌクレオチド）のヒトｃＤＮＡ配列及びエンコードされた乳房に特異的
なたんぱく質であるマンマグロビン（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２）（以下で番号付けられる
アミノ酸）のアミノ酸配列を示す。
図３は、強調された文字及び二重線により印付けられた同一性及び一本の線によって印付
けられた構造的に類似するアミノ酸を用い、ラットの前立腺ステロイド結合たんぱく質の
サブユニットＣ３（ｒＰＳＣ３）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７）及びヒトクラーラ細胞１０
ｋＤたんぱく質（ｈＣＣ１０）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８）と比較した、乳房に特異的な
たんぱく質であるマンマグロビン（ｈＭＡＭ）のアミノ酸配列を示す。
図４は、（Ａ）乳房の腫瘍形成、正常の乳房及び他の成人組織からの組織によって発現さ
れたｍＲＮＡに対する乳房特異的なたんぱく質であるマンマグロビン（ｈＭＡＭ）をエン
コードするヒトｃＤＮＡの配列の のノーザンブロット分析と、（
Ｂ）乳房の腫瘍形成、正常の乳房及び他の成人組織からの組織のＲＴ／ＰＣＲ増幅された
試料の分析を示す。
図５は、生体外でのウサギの網状赤血球溶解産物系における乳房に特異的なｃＤＮＡ配列
の翻訳を示す。
図６は、腫瘍２４１０中、８人の他の患者の内の３人からの腫瘍中（強調して示される）
、及びより低い程度であるが、腫瘍組織及び患者一致の正常組織中でのマンマグロビン発
現である二つのケースで比較する正常の乳房組織（イタリック体で示される）中の、ｍＲ
ＮＡを検出するマンマグロビンをエンコードするｃＤＮＡとのノーザンブロット

を示す。
図７は、ポリクローナル抗体を生産するために使用されたペプチドの不存在（－）及び存
在（＋）の下、良好な状態にされた媒体（Ｓ）及びＭＤＡ－ＭＢ－４１５乳房腫瘍細胞か
らの細胞溶解産物からの１６Ｃ－ターミナルのアミノ酸（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４）に
対するポリクローナル抗体を使用するウエスタンブロット分析を示す。
図８は、１６Ｃ－ターミナルのアミノ酸（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４）に対するポリクロ
ーナル抗体と酵素結合された化学発光によって可視化されたヤギの抗－ウサギ抗体を使用
して、マンマグロビンたんぱく質の検出を示す、人の乳房の腫瘍細胞からの細胞溶解産物
のウエスタンブロット分析を示す。
図９は、１６Ｃ－ターミナルのアミノ酸（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４）に対するポリクロ
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ーナル抗体及びホースラディッシュ　ペルオキシダーゼで標識されたヤギの抗－ウサギ抗
体及びマンマグロビンたんぱく質を発現する細胞の茶色に色付けを示す基質としてのＤＡ
Ｂを使用して、免疫組織化学的に色付けされた患者の検体からの乳癌細胞のパラフィン固
定された切片標本をカラー色で示す。
図９Ａは、１６Ｃ－ターミナルのアミノ酸（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４）に対するポリク
ローナル抗体及びホースラディッシュ　ペルオキシダーゼで標識されたヤギの抗－ウサギ
抗体及びマンマグロビンたんぱく質を発現する細胞の茶色に色付けを示す基質としてのＤ
ＡＢを使用して、免疫組織化学的に色付けされた患者の検体からの乳癌細胞のパラフィン
固定された切片標本を白黒色で示す。
好ましい実施例の記載
本発明の一つの特徴は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２（図２）によって同定される、乳房に特
異的な分泌たんぱく質であるマンマグロビンをエンコードするＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１と
して同定されるｃＤＮＡの同定と配列決定に基づいている。以下で記載するように、全長
マンマグロビンｃＤＮＡは初めに逆転写され、ＰＣＲに技術を用いて増幅されて発現ベク
ター中にサブクローニングされた腫瘍細胞のｍＲＮＡから始まって、単離された。更に、
ｃＤＮＡによってエンコードされた、そのたんぱく質、マンマグロビンは同定され特徴が
記載された。
先にＤＥＳＴ００２と命名された何の特徴もない配列標識を使用し、今までは未知であっ
たがここでマンマグロビンとして同定された対応する遺伝子生成物は乳癌の腫瘍細胞系列
ＭＤＡ－ＭＢ－４５中で特に豊富である。全長マンマグロビンのｃＤＮＡを単離するため
に、ｍＲＮＡがこの細胞系列から逆転写され、ＲＡＣＥ　ＰＣＲ技術（ここで例として取
り込まれる１９９１年のＥｄｗａｒｄ他のＮｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ　１９巻の５２２７－３２頁）を使用してクローニングされた。この技術は一本鎖のｃ
ＤＮＡの３’末端への一本鎖のオリゴデオキシリボヌクレオチドの配位の計画に基づいて
いる。マンマグロビンｃＤＮＡが単離される方法は図１中に図式的に表される。全長５０
３ｂｐ（塩基対）ｃＤＮＡ配列（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）は、我々の前の研究（上記の
Ｗａｔｓｏｎ及びＦｌｅｍｉｎｇ）（図２）中の対応するＤＥＳＴ配列（ＳＥＱ　ＩＤ　
ＮＯ：６であるＤＥＳＴ００２）から既に得られている配列情報と一緒に、この技術によ
り単離された４０３ｂｐフラグメント（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５）（図２）から得られた
配列情報から演繹された。全長マンマグロビンｃＤＮＡ及びエンコードされたポリペプチ
ドは図２中に示される。５０３ｂｐ内でｃＤＮＡは、９３アミノ酸のポリプチドをエンコ
ードし、１０．５ｋＤの分子量を予測する２７９ｂｐのオープンリーディングフレームで
ある（図２）。このオープンリーディングフレームの最初の１９残基は、また疎水性ペプ
チド信号配列を予測する。オープンリーディングフレームの初期のメチオニンはほぼ完全
なＫｏｚａｋコンセンサス配列を含む（例として取り込まれるＫｏｚａｋのＣｅｌｌ　２
２巻の７－８頁）。この配列の６０ｂｐ（塩基対）より上流はフレーム中に他のメチオニ
ン又は翻訳停止を含まない。３’のｃＤＮＡの非置換配列は１６３ｂｐを構成し、ポリア
デニレーション信号であるＡＡＴＡＡＡをオリジナルＤＥＳＴ００２配列の最初の部位の
１２ｂｐ上流に含む。これらのデータは全長マンマグロビンｃＤＮＡが単離されているこ
とを示す。
芽細胞（ＢＬＡＳＴ）のアルゴリズムを使用した遺伝子バンク（Ｇｅｎｂａｎｋ）中のマ
ンマグロビンｃＤＮＡ配列と同様のＤＮＡ配列に探索（例として取り込まれる１９９３年
のＢｅｎｓｏｎ他のＮｕｃｌ　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓ２１巻の２９６３－２９６５頁、１９９
０年のＡｌｔｓｃｈｕｌ他のＪ　Ｍｏｌ　Ｂｉｏｌ　２１５巻の４０３－４１０頁）は、
明確なＤＮＡ配列の相同性を同定しなかった。そのため、マンマグロビンｃＤＮＡは新規
であり、これまでに未知のＤＮＡ配列であると解される。
マンマグロビンに関連した配列のための他のポリペプチドの探索は、マンマグロビンと他
のポリペプチドの間のアミノ酸配列の相同性を示した。マンマグロビンは、ラット前立腺
ステロイド結合たんぱく質（ｐｒｏｓｔａｔｅｉｎ：プロスタテイン）のサブユニットＣ
３（ｒＰＳＣ３）（図３）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３）と４２％のアミノ酸同一性（５８
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％は保存的置換を含む）を示した。ラット前立腺ステロイド結合たんぱく質は、２つの異
なる二量体サブユニット；Ｃ３／Ｃ１及びＣ３／Ｃ２から構成される４量体たんぱく質か
らなるラットの腹側前立腺中の主要な分泌たんぱく質である（例として取り込まれるＰａ
ｒｋｅｒ他のＡｎｎ　Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　４３８巻の１１５－１２４頁、Ｐａｒ
ｋｅｒ他のＪ　Ｓｔｅｒｏｉｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　２０巻の６７－７１頁）。Ｃ１，Ｃ２
及びＣ３遺伝子は全ておよそ６ｋＤの分泌たんぱく質をエンコードし、遺伝子の重複から
生じたと考えられが、しかしＣ１及びＣ２遺伝子は強い相同性を互いに示し、それらはＣ
３遺伝子とはそれ程類似しない。従って、マンマグロビンはＣ１若しくはＣ２たんぱく質
と配列の相同性は示さない。
上記したように、前立腺ステロイド結合たんぱく質（ｐｒｏｓｔａｔｅｉｎ：プロスタテ
イン）はラットの腹側前立腺における主要な分泌たんぱく質であり、その発現はアンドロ
ゲンのステロイドによって調節される（例として取り込まれるＰａｒｋｅｒ他のＡｎｎ　
Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　４３８巻の１１５－１２４頁、Ｐａｒｋｅｒ他のＪ　Ｓｔｅ
ｒｏｉｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　２０巻の６７－７１頁）。別のたんぱく質であるヒトのエス
トラムスチン－結合たんぱく質（ｈＥＭＢＰ）はヒトの前立腺、ヒトの乳癌及びヒトの悪
性黒色腫において発現されることが報告されている（例として取り込まれる１９８２年の
Ｂｊｏｒｋ他のＣａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　４２巻の１９３５－１９４２頁；１９９１年のＢ
ｊｏｒｋ他のＡｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　１１巻の１１７３－１１８２頁）。ヒトの
エストラムスチン－結合たんぱく質はラットのエストラムスチン－結合たんぱく質と免疫
化学的に同様であり、それはラットのステロイド結合たんぱく質であるプロスタテインと
同一であるとして示されていたものである。上記したように、マンマグロビンのアミノ酸
配列は４２％のアミノ酸同一性とプロスタテインのＣ３ユニットとの保存置換を含む５８
％の相同性を示す。そのため、マンマグロビンはある方法でｈＥＭＢＰに関係付けられる
ことが可能である。しかし、プロスタテインとｈＥＭＢＰは両方とも摂護線中で検出され
、マンマグロビンｍＲＮＡはこの組織中に全く存在しない。そのため、マンマグロビンは
同じたんばく質とｈＥＭＢＰのサブユニットの何れでもなく、更に、ｈＥＭＢＰのサブユ
ニットのあるフラグメントとマンマグロビンの類似性さえあるか否か知られてはいないた
め、ｈＥＭＢＰの配列は決定されていない。
最近の報告はＳＶ４０　Ｔ抗原と融合されたｒＰＳＣ３プロモーターが遺伝導入マウス内
で前立腺と乳房の両方のカルチノーマを生産することを示したが（例として取り込まれる
１９９４年のＭａｒｏｕｌａｕｋｏｕ他のＰｒｏｃ　Ｎａｔ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ．Ｓ
．　９４巻の１１２３６－１１２４０頁；１９９４年のＳａｎｄｍｏｌｌｅｒ他のＯｎｃ
ｏｇｅｎｅ　９巻の２８０５－２８１５頁）、このたんぱく質の実際の生物学的機能は知
られていない。更に、ラットの前立腺ステロイド結合たんぱく質のヒトＥＢＭＰとの仮定
された関係にも関わらず、ｒＰＳＣ３に対応するヒトのポリペプチド又はひとの遺伝子は
同定されていない。そのため、マンマグロビン及びマンマグロビンをエンコードするｃＤ
ＮＡはこれまで未知の新規な配列を表している。
マンマグロビン及びｒＰＳＣ３たんぱく質配列の両方とともに重要でない芽細胞（ＢＬＡ
ＳＴ）スコアーを持った他の配列と共に手動配列を使用して、我々はヒトクラーラ細胞１
０ｋＤたんぱく質（ｈＣＣ１０）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：８）（例として取り込まれる１
９９３年のＰｅｒｉ他のＪ　Ｃｌｉｎ　Ｉｎｖｅｓｔ　９２巻の２０９９－２１０９頁）
（図３）、そして更にウサギ及びマウスのウテログロビンたんぱく質（例として取り込ま
れる１９８７年のＭｉｅｌｅ他のＥｎｄｏｃｒｉｎｅ　Ｒｅｖ　８巻の４７４－９０頁；
Ｃａｔｏ及び１９８５年のＢｅａｔｏのＡｎｔｉｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　５巻の６５－７
２頁；１９９４年のＭｉｅｌｅ他のＥｎｄｏｃｒｉｎｏｌ　Ｉｎｖｅｓｔ　１７巻の６７
９－６９２頁）を伴い他の相同を同定した。これらの相同は、種に依存して２６％の同一
性又は４０％の含有する保存置換をであった。特に、アミノ酸の数は完全に、ウテログロ
ビン　サブユニット間のジスルフィド結合の形成に役割を果たすことが知られるＣｙｓ－
３及びＣｙｓ－６９を含む全てのたんぱく質の中に保存された（以下を参照）。これらの
相同は、マグノグロビンは上皮細胞によって分泌されるたんぱく質の小さな系統の新規な
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メンバーである（上記の１９９４年のＭｉｅｌｅ他）。
ｈＣＣ１０遺伝子はウサギ及びマウスのウテログロビン遺伝子のヒトの相同体である（例
として取り込まれる１９９３年のＰｅｒｉ他のＪ　Ｃｌｉｎ　Ｉｎｖｅｓｔ　９２巻の２
０９９－２１０９頁）。ウテログロビンはウサギの子宮にある分泌たんぱく質として元々
は特徴付けられたが、以来、肺、乳房及び前立腺を含む他の上皮器官内で見出された。ラ
ットのプロスタテインと異なり、ウテログロビンは保存された残基Ｃｙｓ－２及びＣｙｓ
－６９で二つのジスルフィド結合によって結合されたホモ二量化たんぱく質である。（上
記の１９９４年のＭｉｅｌｅ他）。ウテログロビン遺伝子の転写はステロイド　ホルモン
によって調節されるが、プロゲステロン又は他のステロイド　ホルモンと結合するための
そのたんぱく質自身の能力は疑わしく、また、このたんぱく質の真の生物学的機能は知ら
れていない（上記の１９９４年のＭｉｅｌｅ他）。
マンマグロビン発現は乳腺に限定される。このことは、ｒＰＳＣ３がラットの腹側前立腺
中（１９８４年のＰａｒｋｅｒ他のＡｎｎ　Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　４３８巻の１１
５－１１２４頁）、及び肺、子宮、前立腺、及び乳房を含む多数の組織中のｈＣＣ１０／
ウテログロビンの発現（上記の１９８７年のＭｉｅｌｅ他；上記のＣａｔｏ及びＢｅａｔ
ｏ；上記の１９９４年のＭｉｅｌｅ他）の中に発現されるという観察と対照的である。マ
ンマグロビンとこれらのたんぱく質の間の配列相同性のため、我々は組織特異的な発現の
パターンを決定した。５００ｂｐマンマグロビンのメッセージは腫瘍検体２４１０（この
オリジナル配列標識が単離された組織）中及びずっと少ない程度で正常なヒトの乳房の組
織中で簡単に検出された。マンマグロビンのメッセージは不死化された乳房の上皮細胞系
列のＢ５－５８９中で検出することは出来なかった。マンマグロビンの発現もまた、ウテ
ログロビン発現の二つの部位である、ヒトの子宮及び肺中で検出できなかった。
ＲＴ／ＰＣＲを使用する増幅は腫瘍２４１０と正常な乳房の組織の両方の中にマンマグロ
ビンｍＲＮＡを検出したが、ｒＰＳＣ３及びウテログロビン（肺、子宮、前立腺）を正常
に発現する組織、ホルモンに応答する及びステロイド産生の組織（卵巣、精巣、胎盤）、
及び他の分泌上皮器官（結腸）を含む、１５の他の組織中には観察されなかった（図４Ｂ
）。そのため、マンマグロビンｍＲＮＡの発現は、乳房の組織に対して比較的に特異的で
ある。
この報告の研究に基づくと、マンマグロビンは比較的に乳房に特異的なたんぱく質である
。乳房のカルチノーマ中で過発現されることが知られている の二つの遺伝子はｅｒｂ－
Ｂ及びサイタリンＤである（例として取り込まれる１９９４年のＪａｒｄｉｎｅｓ他のＰ
ａｔｈｏｂｉｏｌｏｇｙ　６１巻の２６８－２８２頁；１９９３年のＫｅｙｏｍａｒｓ及
びＰａｒｄｅｅのＰｒｏｃ　Ｎａｔ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　Ｕ．Ｓ．　９０巻の１１１２－
１１１６頁）。ｅｒｂ－Ｂ及びサイクリンＤと異なり、マンマグロビンの過発現は通常の
増加された成長ポテンシャル又は有糸分裂の速度に比べ、乳房の上皮細胞の特異的な変化
をより反映する。そのように、マンマグロビン遺伝子の調節障害の出現は腫瘍の治療的な
危険度及び臨床的なコースに対するより特異的な意味を持つ。
マンマグロビン発現は、単一段階のＲＴ／ＰＣＲ分析により提供される感受性のレベルで
、通常のリンパ節又は末梢リンパ球中では検出されえなかった。このことは、末梢リンパ
節中のマンマグロビン転写の分析は、他の上皮特異的な遺伝子に対して提案されてきたよ
うに潜伏乳癌の転移に対して有用であることを示す（例として取り込まれるＳｃｈｏｅｎ
ｆｅｌｄ他のＣａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ　５４巻の２９８６－９０頁）。
マンマグロビンｃＤＮＡが翻訳可能なたんぱく質をエンコードしたことを示すために、ｃ
ＤＮＡクローンが生体外の翻訳分析中で使用された。図５は、マンマグロビンｃＤＮＡを
伴ってプログラムされたウサギの網状赤血球の溶解産物からのたんぱく質生成物を示す。
およそ６ｋＤのたんぱく質がマンマグロビンｃＤＮＡを用いて生産される。明確な分子量
はオープンリーディングフレームの概念上の翻訳から予測されたものより小さいが、この
発見はウサギ及びヒトのウテログロビン翻訳生成物でもまた通常観察される。
我々は一つの腫瘍検体（即ち２４１０）中のマンマグロビンＲＮＡの過発現を検出したが
、この過発現が他の乳房のカルチノーマ中に見られる振動数では明確でなかった。我々は
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そのため、マンマグロビンｃＤＮＡプローブを伴うノーーザンブロット
による異なる組織のタイプの第Ｉ期の初期の乳房のカルチノーマの１５のパネルを

試験した。環境的な影響（例えば、患者のホルモン状態）による発現中の潜在的な変異性
のために、我々はまた、これは多くのケースにおいては不可能であるが、患者一致の正常
の乳房の組織試料と直接に腫瘍検体を比較しようとした。図６に示されるように、５００
ｂｐマンマグロビンｍＲＮＡは正常の乳房の組織及び所要２４１０中に再び検出された。
マンマグロビンはまた、３種の他の腫瘍中で検出されたが、その内の２種は患者一致の正
常の組織内で少しの又は全く無い発現しか示さなかった。すべてにおいて、試験された１
５の腫瘍中の４種（２７％）はマンマグロビンｍＲＮＡを過発現した。これらのデータは
マンマグロビンの過発現は単一の腫瘍検体に対して特異ではなく、実際初期の乳房の腫瘍
牽制で比較的頻繁にあることを示す。そのため、試験された全ての腫瘍が第Ｉ期であった
事実は、この調節障害が乳房の腫瘍形成の進行において比較低初期に起きることを示す。
本出願はマンマグロビンが分泌たんぱく質と同様であると解するため、その存在は、その
腫瘍がこの遺伝子生成物を過発現する患者からの血清中で検出可能であると推定される。
そのように、マンマグロビンは、前立腺特異的な抗原（ＰＳＡ）及び乳癌をもつ患者を処
理するための他の固体腫瘍標識と同様に臨床的に有用なようである（例として取り込まれ
る１９９０年のＣｌｉｎ　Ｌａｂ　Ｍｅｄ　１０巻の１－２５０頁の診断病理学における
腫瘍標識）。
我々は、幾つかの初期の乳房のカルチノーマにおいてマンマグロビンの発現を試験するこ
とにより乳癌腫瘍の通常の群における腫瘍標識としてのマンマグロビンの罹患率を決定し
た。この研究において試験された検体の数は小さいが、試験された腫瘍の２７％がマンマ
グロビンｍＲＮＡを過発現した。このパーセンテージはｅｒｂ－Ｂの増幅及びｐ５３の突
然変異等の他の遺伝的変質の罹患率と比較できる（例として取り込まれる１９８９年のＳ
ｌａｍｏｎ他のＳｃｉ　２４４巻の７０７－７１２頁；１９９２年のＴｈｏｒ他のＪ　Ｎ
ａｔ’ｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｉｎｓｔ　８４巻の８４５－８５５頁）。更に、我々は我々の
分析を第Ｉ期の腫瘍に限定したため、マンマグロビンの過発現は、腫瘍のこのサブグルー
プにおいて報告された他のいずれかの遺伝的な変質に比べ、実質的により頻繁に起こって
いる（例として取り込まれる１９９３年のＡｌｌｌｅｒｄ他のＪ　Ｎａｔ’ｌ　Ｃａｎｃ
ｅｒ　Ｉｎｓｔ　８５巻の２００－２０６頁）。
乳癌標識としてのマンマグロビンの同定は、患者における乳癌の存在を検出するための方
法を含む本発明の別の特徴のための基礎を提供する。ここで乳房の腫瘍形成病の検出の文
脈において使用されるよう”検出”の語は、患者における乳癌の存在の決定、乳癌の他の
病気からの区別、病気の予想される結果と回復の見込みの面からの予後の判断、病気の状
態若しくは病気の再発のモニターリング、患者に対する望ましい治療の養生法の決定及び
抗腫瘍治療の目標決定の構成相であることが意図される。
乳癌の検出のための方法はポリヌクレオチドを乳房の腫瘍形成細胞からのｍＲＮＡに

することからなる。そのポリヌクレオチドはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１又はＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：１の誘導体からなる。ヌクレオチド配列から誘導されることにより、誘
導ヌクレオチド配列は、それが誘導される配列が乳房の腫瘍形成細胞からのｍＲＮＡに

するのと同じ厳密な条件の下で、乳房の腫瘍形成細胞からのｍＲＮＡに
するために、誘導されたヌクレオチド配列がそれが誘導された配列に対して補

足的な十分な配列を持つ場合に、それが誘導される配列と実質的に同じであると意味され
る。
誘導されたヌクレオチド配列は必ずしもそのヌクレオチド配列から物理的に誘導されず、
例えば、化学合成若しくはＤＮＡレプリケーション若しくは逆転写若しくは転写を含むい
ずれかの方法で生産されうる。
乳癌に対する検出システム中のマンマグロビンをエンコードするｍＲＮＡの存在を検出す
るために、試料は患者から得られる。その試料は組織の生検試料又は血液サンプル、血漿
、血清等でありうる。その試料はそれらに含有された核酸を抽出するために処理されうる
。その試料から得られた核酸はゲル電気泳動又は他のサイズ分離技術を受ける。
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検出は、核酸そして特に試料のｍＲＮＡを、ハイブリッド二重鎖を形成するためのプロー
ブとして供給するＤＮＡ配列と接触させることを含む。”プローブ”の語は、目標範囲内
の配列とプローブ配列と相補的であるために、目標配列とのハイブリット構造を形成する
ポリペプチドからなる構造のことを言う。
得られた二重鎖の検出は通常はラベルされたプローブの使用によりなされる。別の場合、
プローブはラベルされないが、直接に又は直接ではなくラベルされた配位子と特異的に結
合することにより検出可能となる。適当なラベル並びにプローブ及び配位子をラベルする
方法はこの分野で公知であり、例えば、公知の方法により結合されうる放射能活性ラベル
（例えばニック翻訳又はキナージング（ｋｉｎａｓｉｎｇ）），ビオチン、蛍光基、化学
発光基（例えば、ジオキセタン類で、特にトリガーされたジオキセタン）、酵素、抗体等
を含む。
マンマグロビンをエンコードするｃＤＮＡ又はその誘導体をプローブとして使用する場合
、高い厳密さの条件が擬陽性を防止するために使用されうる。マンマグロビンから誘導さ
れた配列を使用する場合、あまり厳密でない条件が使用されうる。

の厳密さは、温度、イオン強度、時間の長さ及びホルムアミドの濃度を含む、
の間及び洗浄工程の間の多くの要因によって決定される。これらの要因は

例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ他により概説される（モレキュラー　クローニング：Ａ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，第二版、１９８９年）。
マンマグロビンをエンコードするｍＲＮＡの試料における検出の感受性を増大するために
、逆転写／高分子化連鎖反応（ＲＴ／ＰＣＲ）の技術がマンマグロビンをエンコードする
ｍＲＮＡから転写されたｃＤＮＡを増幅するために使用されうる。ＲＴ／ＰＣＲの方法は
、この分野で良く知られている（例えば、上記のＷａｔｓｏｎ及びＦｌｅｍｉｎｇのもの
を参照）。
ＲＴ／ＰＣＲ法は、以下の用に実施されうる。全細胞性ＲＮＡは例えば標準グアニジニウ
ム　イソチオシアネート法により単離され、全ＲＮＡは逆転写される。その逆転写法は逆
転写酵素及び３’末端プライマーを使用するＲＮＡのテンプレート上でのＤＮＡの合成を
含む。一般に、プライマーはオリゴ（ｄＴ）配列を含む。このように生産されたｃＤＮＡ
は、その後ＰＣＲ法とマンマグロビン特異的なプライマーを使用して増幅される（例とし
て取り込まれる１９８９年のＢｅｌｙａｖｓｋｙ他のＮｕｃｌ　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓ　１７
巻の２９１９－２９３２頁；１９８７年のＫｒｕｇ及びＢｅｒｇｅｒのＡｃａｄｅｍｉｃ
　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．の１５２巻３１６－３２５頁のメソッド　イン　エンザイモロジ
ー）。
ポリメラーゼ連鎖反応は、増幅されるためのＤＮＡセグメントの二つの側面を接する領域
に対し相補的である二つのオリゴヌクレオチドプライマーを使用して行なわれる。上流及

流のプライマーは一般に長さが２０から３０塩基対でありヌクレオチド配列の複製の
ための二つの側面を接する領域に する。高分子化は二本鎖ＤＮＡ分子を生
産するために、デオキシヌクレオチド　トリホスフェートまたはヌクレオチド類似体の存
在下で、ＤＮＡ－ポリメラーゼにより触媒される。二本鎖はその後、物理的な、化学的な
又は酵素によるものを含む何れかの変性方法によって分離される。通常、物理的な変性方
法は、一般に約１から１０分の時間の間、約８０℃から１０５℃の温度まで核酸を加熱す
ることを含んで使用される。その方法は望みの回数のサイクルが繰り返される。
プライマーは増幅されるｃＤＮＡの鎖と実質的に相補的であるように選択される。そのた
め、プライマーはテンプレートの正確な配列を反映する必要はないが、増幅される鎖と選
択的に するために十分に相補的でなければならない。
増幅に従い、ＰＣＲ生成物はその後、エチディウム　ブロマイド染色により検出される（
上記の１９８９年のＳａｍｂｒｏｏｋ他）。本発明の別の実施例においては、マンマグロ
ビンｃＤＮＡ配列又はその誘導体は、乳癌患者の検体におけるマンマグロビン遺伝子の変
質を特徴付けるのに使用されうる（例えば、遺伝子再配置、遺伝子増幅、又は遺伝子削除
）。このことは、損なわれていないｍＲＮＡを含まない患者の検体又は試料が遺伝子構造
における変化を更に試験されうる方法を提供する。
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この方法の一つの応用において、マンマグロビンｃＤＮＡ配列又はその誘導体は、患者の
腫瘍、正常組織、又はリンパ球から単離され一若しくはそれ以上の制限エンドヌクレアー
ゼに浸された患者のゲノミックＤＮＡに される。この分野で良く知られた
サザンブロットプロトコルを使用して、この分析は患者又は患者の乳房の腫瘍が、消失、
再配置又は増幅されたマンマグロビン遺伝子を持っているかどうかを決定する。これらの
変化の検出はその後、予後の予測及び患者の処置に対して有用な重要な情報を提供する。
この技術の第二の応用において、マンマグロビンｃＤＮＡ配列又はその誘導体に基づく一
若しくはそれ以上のオリゴヌクレオチドのプライマーが患者の試料からのマンマグロビン
遺伝子のセグメントを増幅するためのポリメラーゼ連鎖反応において使用されえた。得ら
れたＰＣＲ生成物の分析はマンマグロビン遺伝子の特別なセグメントが消失又は再配置さ
れているか同化を示す。そのような情報は予後及び患者の処置に対して有用である。
本発明はさらに患者から得られた試料中でポリペプチドであるマンマグロビンの存在を検
出する方法を提供する。たんぱく質を検出するためにこの分野で知られた何れの方法も使
用されうる。そのような方法は、限定されるものではないが、免疫拡散法、免疫電気泳動
法、免疫化学的方法、バインダー配位子分析、免疫組織化学の技術、凝集及び補体分析を
含む（例えば、例として取り込まれる１９９１年のＳｉｔｅｓ及びＴｅｒｒ編集のベイシ
ック　アンド　クリニカル　イムノロジー、２１７－２６２頁、Ａｐｐｌｅｔｏｎ＆Ｌａ
ｎｇｅ，Ｎｏｒｗａｌｋ，Ｃｏｎｎを参照）。抗体をマンマグロビンの一つのエピトープ
又は複数のエピトープと反応させ、ラベルされたマンマグロビンたんぱく質又はその誘導
体を競争的に置換することを含むバインダー配位子免疫分析法が好ましい。
ここで使用されたように、マンマグロビンの誘導体は、ポリペプチド誘導体がマンマグロ
ビンと交さ反応するアミノ酸又は改良されたアミノ酸を含むポリペプチドのことを意味す
ることが意図される。交さ反応によって、抗体は、その形成を誘導した物とは異なる抗原
と反応することが意味される。
数多くの競争的な及び非競争的なたんぱく質結合免疫分析がこの分野で良く知られている
。かかる分析において使用される抗体は、例えば凝集試験において用いられるようにラベ
ルされておらず、又は分析方法の広い多様性での使用のためにラベルされる。使用可能な
ラベル物質は、放射性免疫分析（ＲＩＡ）、例えば酵素結合免疫吸着分析（ＥＬＩＳＡ）
である酵素免疫分析、蛍光免疫分析等における使用のための、放射性核種、酵素、蛍光体
、化学発光体、酵素気質若しくは補助因子、酵素抑制剤、粒子、色素等を含む。
マンマグロビン又はそれのエピトープに対するポリクローナル又はモノクローナル抗体こ
の分野で知られた数多くの方法の何れかによって免疫分析中の使用のために作られうる。
エピトープによって、ポリペプチドの抗原的な決定のうあめに例が作られる。一つのエピ
トープは、そのエピトープに特異的な特別の配置にある３のアミノ酸から構成されえた。
一般に、一つのエピトープは少なくとも５つのそのようなアミノ酸からなる。アミノ酸の
特別な配置を決める方法はこの分野で良く知られ、例えばＸ線結晶解析及び２次元核磁気
共鳴を含む。
たんぱく質に対する抗体を調製するための一つのアプローチは、化学的に配列を合成して
通常はウサギかマウスである適当な動物にそれを注入する、たんぱく質の全体又は一部の
アミノ酸配列の選択と調製である。
マンマグロビン又はそのエピトープの調製方法は、限定はされないが、化学合成、再結合
ＤＮＡ技術又は生物学的試料からの単離を含む。ペプチドの化学合成は、例えば、固体相
ペプチド合成の古典的なメリーフェルド法（例として取り込まれる１９６３年のＭｅｒｒ
ｉｆｅｌｄのＪ　Ａｍ　Ｃｈｅｍ　Ｓｏｃ　８５巻の２１４９頁）又はラピッド　オート
メーテッド　マルチプル　ペプチド　シンセシス　システム（ＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ、ウィルミントン、ＤＥ）上のＦＭＯＣ計画（例として取り込まれる１９７２年のＣ
ａｐｒｉｎｏ及びＨａｎのＪ　Ｏｒｇ　Ｃｈｅｍ　３７巻の３４０４頁）によって実施さ
れうる。
ポリクローナル抗体は、抗原の腹腔内の注入による２週間の間隔後のその後の追加により
追従された、ひかがみのリンパ節への抗原注入によって免疫化ウサギによって調製されう
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る。動物は血を採られて、精製されたマンマグロビンたんぱく質に対して通常はＥＬＩＳ
Ａにより血清の分析がされる。モノクローナル抗体は、免疫化されたマウスからのスプレ
ノサイトを骨髄腫又はリンパ腫細胞等の連続的に複製する腫瘍細胞と融合することによる
Ｍｉｌｓｔｅｉｎ及びＫｏｈｌｅｒの方法の後に調製されうる。（例として取り込まれる
１９７５年のＭｉｌｓｔｅｉｎ及びＫｏｈｌｅｒのＮａｔｕｒｅ　２５６巻の４９５－４
９７頁；１９８１年のＧｕｌｆｒｅ及びＭｉｌｓｔｅｉｎのメソッド　インエンザイモロ
ジー：Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　７３巻の１－４６頁）。
そうして形成された雑種細胞は、その後限界希釈方法によりクローニングされ、上澄みは
ＥＬＩＳＡ又はＲＩＡにより抗体生成の分析がされる。
腫瘍細胞によって発現された目標抗原を認識して特異的に結合するための抗体の特異な能
力は、癌処理のためのアプローチを提供する（例示のために、例として取り込まれる１９
９２年のＬｏＢｕｇｌｉｏ及びＳａｌｅｈのＡｍ　Ｊ　Ｍｅｄ　Ｓｃｉ　３０４巻の２１
４－２２４頁；１９９３年のＢａｇｓｈａｗｅのＡｄｖ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ　２４巻の
９９－１２１頁を参照）。そのため、本発明の別の面では、乳癌細胞によって過発現去れ
ることが発見されていたマンマグロビンに対する抗体の使用に基づく動物中での発症の防
止と乳癌の処置のための方法を提供する。ポリクローナル又はモノクローナルの何れかで
あるマンマグロビンに対する特別な抗体は、この分野で知られた何れの方法によっても生
産されうる。例えば、ネズミ又はヒトのモノクローナル抗体は雑種細胞技術 よって生産
されうる。更に、マンマグロビン、若しくはそれの免疫学的に活性なフラグメント、若し
くは抗イディオタイプ抗体、若しくはそれのフラグメントは、マンマグロビン発現細胞を
認識することのできる抗体の生成を引き出すために動物に対し投与されうる。
そのように生成された抗体またはそのフラグメントは、放射性核種、毒又は細胞毒等の一
若しくはそれ以上の腫瘍細胞を崩壊することの出来る物質でラベルされ、乳癌を持つ疑い
のある患者に投与される。ラベルされた抗体の乳癌細胞によって過発現されているマンマ
グロビンに対する結合は癌細胞の死を引き起こす。
この分野で知られた多様な腫瘍細胞を崩壊することの出来る物質の何れもが、そのような
ラベルされた抗体の生成のために使用されうる。例えば、免疫毒は植物毒とバクテリア毒
を抗体の結合することにより作られうる。その様な毒は、例えば、リシン、ジフテリア毒
及びプスードモナス　エキソトキシンＡを含む。薬物－抗体複合体はまた化学療法剤が抗
体に結合されて作られうる。かかる用途に適した化学療法剤は例えば、トモキシフェン、
ドクソルビシン、メソトレキサート、クロロアンブシル、ビンカ　アルカロイド、及びミ
トミシンを含む。更に、ラジオ免疫複合体は放射性核種が安定に抗体と結合さ 作られ
うる。ラジオ免疫複合体の形成に適した放射性核種は、例えば、 131 Ｉ， 188 Ｒｅ， 186 
Ｒｅ， 67Ｃｕ， 90Ｙ及び 47Ｓｃ等のβ－放射体； 211 Ａｔ， 212 Ｂｉ及び 212 Ｐｂ等のα
－放射体； 125 Ｉ及び 77Ｂｒ等のオージエ電子放射体；並びに 10Ｂ等の核分裂性の核種を
含む。
本発明の好ましい実施例は以下の例中に記載される。ここの請求の範囲内の他の実施例は
、本明細な記載の考察又はここに記載された発明の実施から当業者にとって明らかである
。例と共に、本明細な記載は、例に続く請求の範囲によって示される発明の範囲と精神を
伴って、例証するのみと解されることが意図される。
以下の例において、細胞系列はアメリカン　タイプ　カルチャー　コレクションから得ら
れ、１０％の牛胎児血清の追加されたＤｕｌｂｅｃｃｏの最小限の必要な媒体中で成長し
た。組織の生検材料はヒューマン　コーポレイティブ　ティッシュウ　ネットワークから
得られた（例として取り込まれる１９９３年のＬｉＶｏｌｓｉ他のＣａｎｃｅｒ　７１巻
の１３９１－１３９４頁）。
例１
この例はマンマグロビンｃＤＮＡの単離を示す。
細胞系列ＭＤＡ－ＭＢ４１５からの全細胞性ＲＮＡは標準グアニジニウムイソチオシアネ
ート法を使用して単離された（上記のＢｅｌｙａｖｓｋｙ他）。このＲＮＡはアンプリフ
ァインダー　キット（Ｃｌｏｎｅｔｅｃｈ）を使用し、生産者のプロトコルに従いＲＡＳ
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Ｅ　ＰＣＲ製法において使用された。
一次の鎖のｃＤＮＡの合成は、反応体積２０μｌ中で、１μｇのＲＮＡ、１０μＭの特別
なマンマグロビン　プライマー　Ｄ２Ｒ（５’－ＡＴＡ　ＡＧＡ　ＡＡＧ　ＡＧＡ　ＡＧ
Ｇ　ＴＧＴ　ＧＧ－３’）’ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４）、４μｌの５Ｘ　ＲＴ緩衝剤（ｐ
Ｈ８．３の２５０ｍＭのＴｒｉｓＣｌ，３７５ｍＭのＫｃｌ，１５ｍＭのＭｇＣｌ 2），
２μｌの１００ｍＭのＤＴＴ，１μｌの１０ｍＭのｄＮＴＰｓ及び２００ユニットのＳｕ
ｐｅｒｓｃｒｉｐｔ TMＩＩ逆転写酵素（Ｇｉｂｃｏ／ＢＲＬ）を含む標準反応の中で行な
われた。反応は４５℃で１時間の間進められ、５分間の間９５℃で培養することにより停
止された。ＲＮＡは３０分間の間６５℃で４００μＭのＮａＯＨで加水分解され、４００
μＭの酢酸で中和された。反応はその後３体積の６ＭのＮａＩと１０μｌの処理されたガ
ラスビーズが加えられた。ビーズは８０％のＥｔＯＨで３回洗浄され、核酸がそのビーズ
から４５μｌの水中に溶離された。核酸はその後、沈殿され、１０μｌの水中に再懸濁さ
れた。生成された一次の鎖のｃＤＮＡは、２０時間の間２７℃でＴ４　ＲＮＡリガーゼを
使用して、生産者の供給したアンカー　オリゴヌクレオチド（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：９、
５’－ＣＡＣ　ＧＡＡ　ＴＴＣ　ＡＣＴ　ＡＴＣ　ＧＡＴ　ＴＣＴ　ＧＧＡ　ＡＣＣ　Ｔ
ＴＣ　ＡＧＡ　ＧＧ－３’）に結紮された。結紮反応の十分の一は、１μＭの生産者のア
ンカー　プライマー（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０、５’－ＣＴＧ　ＧＴＴ　ＣＧＧ　ＣＣ
Ｃ　ＡＣＣ　ＴＣＴ　ＧＡＡ　ＧＧＴ　ＴＣＣ　ＡＧＡ　ＡＴＣ　ＧＡＴ　ＡＧ－３’）
，１μＭのマンマグロビン特異性プライマーＤ２Ｒｂ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１、５’
－ＡＡＴ　ＣＣＧ　ＴＡＧ　ＴＴＧ　ＧＴＴ　ＴＣＴ　ＣＡＣ　Ｃ－３’）、２００μＭ
のｄＮＴＲｓ，５ユニットのＶｅｎｔ TMＤＮＡポリメラーゼ、及び１Ｘ　ポリメラーゼ緩
衝剤（１０ｍＭのＫｃｌ，２０ｍＭのＴｒｉｓＣｌ，１０ｍＭの（ＮＨ 4） 2ＳＯ 4，２ｍ
ＭのＭｇＳＯ 4，０．１％のＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００）を含む５０μｌの反応中でＰＣ
Ｒ増幅のために使用された。反応は２分間９４°及びその後４５秒間９４°、１分間５０
°、そして９０秒間７２°で合計４０回の間に培養された。
二つの下流のマンマグロビン－特異的にはめ込まれたオリゴヌクレオチドはＤ２Ｒ（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：４）及びＤ２Ｒｂ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１）であった。上流のマン
マグロビン－特異性制御オリゴヌクレオチドはまた、生産者の推薦によるように、Ｄ２Ｆ
（５’－ＣＴＴ　ＴＣＴ　ＧＣＡ　ＡＧＡ　ＣＣＴ　ＴＴＧ　ＧＣ－３’）（ＳＥＱ　Ｉ
Ｄ　ＮＯ：１２）が使用された。全てのＰＣＲ増幅はＶｅｎｔ　ＤＮＡポリメラーゼ（Ｎ
ｅｗ　ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）を用いて行なわれた。増幅されたＲＡＣＥ生成
物はＥｃｏＲＩに浸され、プラスシドベクターｐＧＥＭ７Ｚ（Ｐｒｏｅｍｇａ）のＥｃｏ
ＲＩ及びＳｍａＩ部位中に結紮された。
全ての配列決定は、生産者のプロトコル（Ｐｒｏｅｍｇａ）によるように、Ｔａｇ　ＤＮ
Ａポリメラーゼの熱循環配列決定キットを使用して行なわれた。簡単には、用いられた製
造方法は以下に示す通りである。
１０ｐｍｏｌの配列特異的なオリゴヌクレオチドが、３７℃で３０分間の間１０μｌの反
応の中でＴ４ポリヌクレオチド　キナーゼを使用して、１０ｐｍｏｌの 32Ｐ－γ　ＡＴＰ
（３，０００　Ｃｉ／ｍｏｌ及び１０ｍＣｉ／ｍｌ）で末端ラベルされた。１００ｎｇの
プラスミド　テンプレート、１．５ｐｍｏｌのラベルされた配列決定プライマー、及び５
ユニットの配列決定グレードのＴａｇポリメラーゼを含む高分子化反応が、１７μｌの生
産者の提供した配列決定緩衝剤の中に作りだされた。この反応は、生産者の提供したデオ
キシ核酸とジデオキシ－Ａ，Ｃ，Ｇ，若しくはＴの何れかとの混合物を含む４つの反応チ
ューブの組に等分された。４つのチューブの組は、２分間９５℃及びその後、４５秒間９
４°、３０秒間４５℃、そして１分間７２°で３０回の間に培養された。反応が完了した
後、３μｌの８０％ホルムアミド／ブロムフェノール青色色素が各チューブに加えられた
。試料は２分間の間７０℃で加熱され、６％のアクリルアミド／７．５Ｍ尿素の配列決定
ゲル上に負荷され、２－４時間６０Ｗの一定電力で流された。そのゲルは乾燥されその後
２から２４時間の間Ｋｏｄａｋ　ＸＡＲ５　Ｘ線フィルム 晒された。
こうして得られた配列は、図２中の一様な線に示されるように４０３ｂｐ（塩基対）フラ
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グメント（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５）であった。以前の検討でＤＥＳＴ００２　Ｔａｇ配
列が単離された（上記のＷａｔｓｏｎ及びＦｌｅｍｉｎｇ）。この配列は図２中の中空の
線に示されるように２０６ｂｐフラグメント（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６）であった。これ
ら二つの配列からの情報の結合は、マンマグロビンの全長５０３ｂｐのｃＤＮＡが演繹さ
れることを許容する。（図２）。
例２
この例は、マンマグロビンの発現が乳腺腫瘍細胞及びより少ない程度で正常な乳腺細胞に
制限されることを示す。
全細胞性ＲＮＡ試料は標準グアニジニウム　イソチオシアネート法を使用して単離され、
ＲＮａｓｅを持たないＤＮａｓｅ（Ｐｒｏｍｅｇａ）で処理された。ＲＴ／ＰＣＲ分析の
ために、示された全ＲＮＡの１μｇが、生産者のプロトコルに従いオリゴ　ｄＴ 21（ＳＥ
Ｑ　ＩＤ　ＮＯ：１３）及びＳｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ　ＩＩ逆転写酵素（Ｇｉｂｃｏ／Ｂ
ＲＬ）を用いて逆転写された。
２００ｎｇのオリゴ　ｄＴ 21（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１３）及び１μｇの全ＲＮＡは１０
μｌの体積の中で５分間６５℃で培養された。試料は氷の上で冷やされ、４μｌの５Ｘ　
ＲＴ緩衝剤（ｐＨ８．３の２５０ｍＭのＴｒｉｓＣｌ，３７５ｍＭのＫｃｌ，１５ｍＭの
ＭｇＣｌ 2），２μｌの１００ｍＭのＤＴＴ，１μｌの１０ｍＭのｄＮＴＰｓ及び２００
ユニットのＳｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ　 TMＩＩ逆転写酵素（Ｇｉｂｃｏ／ＢＲＬ）でからな
るものに加えられた。反応は４５℃で１時間の間進められ、５分間の間９５℃で培養する
ことにより停止された。
各ＲＴ反応の十分の一がマンマグロビン特異的なプライマーＤ２Ｒ（５’－ＡＴＡ　ＡＧ
Ａ　ＡＡＧ　ＡＧＡ　ＡＧＧ　ＴＧＴ　ＧＧ－３’）（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４）及びｄ
２１０２（５’－ＣＡＧ　ＣＧＧ　ＣＴＴ　ＣＣＴ　ＴＧＡ　ＴＣＣ　ＴＴＧ－３’）（
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３）及び９４°ｘ３０秒／５５°ｘ１分／７２°ｘ１分の４０サイ
クルによる標準反応条件を使用するＰＣＲ分析を受けた。
ノーザン分析のために、２０μｇの全ＲＮＡが、前に記載したように（上記のＷａｔｓｏ
ｎ及びＦｌｅｍｉｎｇ）全長マンマグロビンｃＤＮＡのプローブを使用して分析された。
完全な状態及び各ＲＮＡ試料の等量負荷はエチディウム　ブロマイド着色によって評価さ
れた。
図４Ａ中に示されるように、５００ｂｐマンマグロビンのメッセージは腫瘍検体２４１０
（このオリジナルＤＥＳＴがそこから単離された組織）中、及びずっと少ない程度で正常
なヒトの乳房の組織で簡単に検出されたが、不死化された乳房の上皮細胞系列Ｂ５－５８
９中、又は人の肺、胎盤、子宮及び卵巣中では検出されなかった（図４Ａ）。ＲＴ／ＰＣ
Ｒ分析を使用した増幅に続いて、マンマグロビン発現はまだ検査された１５組織中で検出
されなかった（図４Ｂ）。発現の不存在が示されたこれらの反応中のグリセルアルデヒド
　３－ホスフェート　デヒドロゲナーゼ（ＧＡＰＤＨ）メッセージ（図４Ｂ）及びＥＧＦ
レセプターメッセージ（データは示されない）の検出は、劣化したＲＮＡ又は他の取るに
足らない説明によらない。そのため、マンマグロビンｍＲＮＡの発現は乳房の組織に対し
相対的に特異的である。
例３
この例は、マンマグロビンｃＤＮＡは適当に予測された分子量のたんぱく質生成物をもた
らす翻訳可能なヌクレオチド配列をエンコードする。生体外の翻訳は、生産者のプロトコ
ルに従いＴ７　ＲＮＡポリメラーゼ（Ｐｒｏｍｅｇａ）及び 35Ｓ－メチオニン（＞１００
０Ｃｉ／ｍｍｏｌ；１０ｍＣｉ／ｍｌ，Ａｍｅｒｓｈａｍ）を用いてＴＮＴ TMウサギ　レ
チクロサイト翻訳キットを使用して行なわれた。
２５μｌのＴＮＴ TMウサギ　レチクロサイト溶解産物に、２μｌの生産者が調製した反応
緩衝剤、Ｔ７ＲＮＡポリメラーゼ、２０μＭのメチオニンを含まないアミノ酸混合物、４
０μＣｉ 35Ｓ－メチオニン（１０００Ｃｉ／ｍｍｏｌ及び１０ｍＣｉ／ｍｌ）、４０ユニ
ットのリボヌクレアーゼ禁止剤、１μｇのマンマグロビン／ｐＧＥＭ７　プラスミド、及
び５０μｌの最終体積を形成するのに十分な水処理されたＤＥＰＣが加えられた。この反
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応は６０分間３０℃で培養された。５μｌのこの反応が２０μｌのＳＤＳゲル緩衝剤中に
移され、２分間沸騰され、そして１７．５％のＳＤＳ－ポリアクリルアミド　ゲル上に負
荷された。
マンマグロビンｃＤＮＡでプログラムされたウサギ　レチクロサイト溶解産物は６ｋＤの
たんぱく質を生産したが、一方ｃＤＮＡでプログラムされないものは、全くたんぱく質生
成物を生産しなかった。
例４
この例は初期の乳房のカルチノーマにおけるマンマグロビンの過発現の罹患率を示す。
乳房のカルチノーマにおけるマンマグロビン過発現の頻度を決定するために、我々は、マ
ンマグロビンｃＤＮＡプローブを用いるノーザンブロット を使用
して異なる組織タイプの第Ｉ期の初期の乳房のカルチノーマである１５のパネルを試験し
た。患者一致の正常の乳房の組織試料はまた３人の患者からの組織内で比較された（図６
）。５００ｂｐのマンマグロビンｍＲＮＡが正常の乳房の組織及び腫瘍２４１０の中並び
に、そのうちの２つは試験されたときに患者一致の正常組織内で殆ど又は全く発現を示さ
ない３つの他の腫瘍中で検出された（Ｂ０１５ｖ．Ｂ０１６；Ｂ０２２ｖ．Ｂ０２３）（
図６）。全てのなかで、１５の試験された腫瘍のうち４（２７％）がマンマグロビンｍＲ
ＮＡを発現した。これらのデータは、マンマグロビンの過発現は単一の腫瘍検体に対し特
異的ではなく、実際に初期の乳房の腫瘍の中で比較的頻繁である。更に、試験された全て
の腫瘍は第Ｉ期であったという事実はこの調節障害が乳房の腫瘍形成の進行における比較
的初期に起こることを示す。
例５
以下の例はポリクローナル抗体を使用するマンマグロビンたんぱく質の検出を示す。
ポリクローナル抗体は、マンマグロビンｃＤＮＡから予測された１６Ｃ－末端アミノ酸（
Ｇｌｕ－Ｖａｌ－Ｐｈｅ－Ｍｅｔ－Ｇｌｎ－Ｌｅｕ－Ｉｌｅ－Ｔｙｒ－Ａｓｐ－Ｓｅｒ－
Ｓｅｒ－Ｌｅｕ－Ｃｙｓ－Ａｓｐ－Ｌｅｕ－Ｐｈｅ，ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１４）をキー
ホール　リンフェト　ヘマトシアニンに結合し、Ｆｒｅｕｎｄのアジュバンドを伴ってウ
サギの中に注入することにより調製される。植えつけられたウサギは３週間のインターバ
ルで追加抗原投与がされ、第１２週に、そのウサギは血を採られ、そしてその血清が、マ
ンマグロビンを検出するための能力の分析がされる。血清の無い状態にされた培地は乳房
の腫瘍細胞系列のＭＤＡ－ＭＢ－４１５及びＭＣＦ－７から収穫された（２４時間の収穫
）。ＭＤＡ－ＭＢ－４１５は、マンマグロビンのメッセージを過発現する細胞系列として
既に同定され、ＭＣＦ－７は検出可能なマンマグロビンを生成しない細胞系列として既に
同定されている。調整された培地は還元条件下で１２％のＳＤＳアクリルアミド　ゲル上
で分解され、ナイトラン（Ｎｙｔｒａｎ）フィルター上にブロットされ、そしてこの分析
における第一の抗体である、Ｃ－末端ペプチドに対する記載された抗体を使用して標準ウ
エスタン　ブロット　プロトコルにより分析された。初期抗体結合の後、ブロットは洗浄
され、第二の抗体（山羊の抗－ウサギ）が加えられた。マンマグロビン－抗体錯体は、酵
素結合された化学発光（ＥＣＬ　Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｂｌｏｔｔｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎ
ｇ　Ｒｅａｇｅｎｔ，Ａｍｅｒｓｈａｍ，アリントン　ハイト、ＩＬ）により可視下され
た。ＭＤＡ－ＭＢ－４１５細胞系列のために調整された培地は２０ｋｄの明確な分子量の
マンマグロビンの帯を示し、この帯はＭＣＦ－７細胞系列の調整培地中には検出されなか
った。このように、ＭＤＡ－ＭＢ－４１５細胞はマンマグロビンたんぱく質を分泌するが
、ＭＣＦ－７細胞はしない。
このたんぱく質の特異性を更に説明するため、調整培地及びＭＤＡ－ＭＢ－４１５細胞系
列の細胞溶解産物は、Ｃ－末端ペプチドに対する抗体を伴い、抗体を生産するために使用
された競争ペプチドの存在及び不存在の下で、ウエスタン　ブロット分析により分析され
た。マンマグロビン－抗体錯体の可視化は上記のようになされた。図７中に見られたよう
に、競争ペプチドの不存在の下（－）では、調整培地（Ｓ）はマンマグロビンたんぱく質
の表象である２０ｋｄの帯を持つ。細胞溶解産物（Ｃ）は１４ｋｄ，２０ｋｄ及びより高
い分子量に幾つかの帯を示した。その１４ｋｄの帯は未処理の形態にあるマンマグロビン
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を表すようである。マンマグロビンに対するｃＤＮＡは一致のＮ－グリコシレイション部
位を持ち、観測された、分泌された２０ｋｄの形態は幾つかのたんぱく質の処理された形
態を示すようである。ウエスタン　ブロットが競争ペプチドの存在下（＋）行われる場合
、これらのたんぱく質がその抗体が合成されたペプチドを含むことを示して、分泌された
形態及びマンマグロビンの細胞内の形態は見ることが出来ない。
Ｃ－末端ペプチドに対するこの抗体はまた、初期の乳房の腫瘍検体からの細胞溶解産物中
に同様の帯を検出した（図８）。更に、その抗体は、患者の検体から得られた乳癌のパラ
フィン固定された切片標本の免疫組織化学的着色により乳房の腫瘍細胞への反応性を示し
た（図９）。免疫組織化学的着色はマンマグロビンペプチドに対する抗体及びホルセラデ
ィッシュ　ペルオキシダーゼで標識された山羊抗－ウサギ抗体及び気質としての３，３’
－ジアミノベンゼン　テトラハイドロクロライド（ＤＡＢ）を使用して行なわれた。マン
マグロビンたんぱく質を発現する細胞は茶着色を示した。
これらの結果から、我々はマンマグロビンは分泌たんぱく質であり、マンマグロビンたん
ぱく質は前駆たんぱく質として合成されて翻訳後改良は分泌に先立って必要なその外見上
の分子量を増大し；そしてマンマグロンビンたんぱく質はヒトの乳房の腫瘍検体中に検出
可能であると考察する。マンマグロビンたんぱく質の検出は、乳房の腫瘍の標識としてマ
ンマグロビンたんぱく質を使用する癌診断において、乳房の腫瘍の再発の評価において、
腫瘍細胞を混入するための自家骨髄／幹細胞移植のモニタリングにおいて、乳房の腫瘍の
ワクチンにおいて、そして抗体－媒介錯体を経る治療的関与のための乳房の腫瘍細胞の目
標決定において応用できる。
上記を考慮して、本発明の幾つかの利点が達成され、他の有利な結果がなし遂げられたこ
とが分かった。
本発明の範囲から外れること無く多様な変化が上記の方法及び構成において成されうるた
め、上記記載中に含まれ、そして添付された図面中に示された全ての事柄は、例証であっ
て限定する意味では無いことが意図される。
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（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１の情報
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：５０３塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｍＲＮＡに対するｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．２の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：９３アミノ酸
（Ｂ）タイプ：アミノ酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：たんぱく質
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．２：
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（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．３の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２１塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．３：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．４の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２０塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．４：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．５の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：４０３塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｍＲＮＡに対するｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．５：
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（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．６の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２０６塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｍＲＮＡに対するｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．６：
　
　
　
　
　
　
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．７の情報
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：９５アミノ酸
（Ｂ）タイプ：アミノ酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：たんぱく質
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．７：
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（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．８の情報
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：９１アミノ酸
（Ｂ）タイプ：アミノ酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：たんぱく質
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．８：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．９の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：３５塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
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（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．９：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１０の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：３８塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１０：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１１の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２２塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１１：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１２の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２０塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１２：
　
　
（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１３の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：２１塩基対
（Ｂ）タイプ：核酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ｍＲＮＡに対するｃＤＮＡ
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｉｖ）アンチセンス：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１３：
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（２）ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１４の情報：
（ｉ）配列の特徴：
（Ａ）長さ：１６アミノ酸
（Ｂ）タイプ：アミノ酸
（Ｃ）鎖状態：一本
（Ｄ）トポロジー：リニヤー
（ｉｉ）分子のタイプ：ペプチド
（ｉｉｉ）仮説：無し
（ｘｉ）配列記載：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．１４：
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 ９ Ａ 】
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