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(57)【要約】
　本発明は、２つの蛍光体（増感剤）を含む新規なルミネッセンス組成物、前記組成物の
合成方法、前記組成物のマクロ分子結合体、ならびに前記組成物および前記結合体の多様
な検出方法における使用に関する。本発明は検出方法に使用される前記組成物および前記
結合体を含むキットをも提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）第一増感剤部位；
　（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合した
キレート部位；および
　（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結
合で結合した第二増感剤部位
を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（Ｉ
Ｉ）を有する組成物：
　式（Ｉ）は
【化１】

である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
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ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【化２】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は

【化３】

である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
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環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【化４】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す。
【請求項２】
　ＸがＯ原子である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　Ｒ３がＣＨ３である、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記第一増感剤部位もしくは前記第二増感剤部位、または前記第一増感剤部位および前
記第二増感剤部位が式：
【化５】

を有する、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　Ｒ３がＣＦ３である、請求項２に記載の組成物。
【請求項６】
　前記第一増感剤部位もしくは前記第二増感剤部位、または前記第一増感剤部位および前
記第二増感剤部位が式：

【化６】

を有する、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　ＸがＮ－Ｒ１である、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　Ｒ１がＨである、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　Ｒ３がＣＦ３である、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記第一増感剤部位もしくは前記第二増感剤部位、または前記第一増感剤部位および前
記第二増感剤部位が式：
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【化７】

を有する、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　ＺがＮ－Ｒ４である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　Ｒ４がシクロプロピル部位である、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　Ｒ５が式ＣＯＯＨを有する有機酸部位である、請求項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　Ｒ６がＦ原子である、請求項１２または１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記第一増感剤部位もしくは前記第二増感剤部位、または前記第一増感剤部位および前
記第二増感剤部位が式：
【化８】

を有する、請求項１４に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記キレート部位が、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ
、ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択される、請求
項１～１５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記キレート部位がＥＤＴＡである、請求項１６に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記キレート部位がＤＴＰＡである、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　増感剤部位の一方は、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２またはＲ５部位で
、結合基に共有結合している、請求項１～１８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記結合基はＳ＝Ｃ＝Ｎ－およびＢｒ－ＣＨ２－ＣＯ－から選択される、請求項１９に
記載の組成物。
【請求項２１】
　キレート部位にキレート化された金属イオンをさらに含む、請求項１～２０のいずれか
１項に記載の組成物。
【請求項２２】
　前記金属は、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ）、Ｅ
ｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ）、Ｙ
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ｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群から選
択されるランタニドである、請求項２１に記載の組成物。
【請求項２３】
　前記ランタニドがＴｂ（ＩＩＩ）である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２４】
　前記ランタニドがＥｕ（ＩＩＩ）である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２５】
　前記ランタニドがＤｙ（ＩＩＩ）である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２６】
　前記ランタニドがＳｍ（ＩＩＩ）である、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２７】
　マクロ分子に結合している、請求項１～２６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２８】
　前記マクロ分子がポリペプチドである、請求項２７に記載の組成物。
【請求項２９】
　前記ポリペプチドが抗体またはその抗原結合フラグメントである、請求項２８に記載の
組成物。
【請求項３０】
　前記ポリペプチドが細胞受容体のリガンドである、請求項２８に記載の組成物。
【請求項３１】
　前記マクロ分子が核酸である、請求項２８に記載の組成物。
【請求項３２】
　前記核酸がＲＮＡである、請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　前記核酸がＤＮＡである、請求項３２に記載の組成物。
【請求項３４】
　請求項１～３３のいずれか１項に記載の組成物と薬学的に許容可能な担体とを含む医薬
組成物。
【請求項３５】
　請求項２９に記載の組成物を含む、請求項３４に記載の医薬組成物。
【請求項３６】
　プローブを用いた標的のインビトロ検出方法であって、
　サンプルと、標的に対して親和性のある標的プローブ部位を含むルミネッセンスプロー
ブ組成物とを接触させる工程と；
　前記ルミネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検出する工程と；を含み、
　前記標的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物に共有結合しており、前記キレ
ートルミネッセンス組成物は、
　（ｉ）第一増感剤部位；
　（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合した
キレート部位；および
　（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結
合で結合した第二増感剤部位
を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（Ｉ
Ｉ）を有する方法：
　式（Ｉ）は
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【化９】

である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【化１０】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
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【化１１】

である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の

【化１２】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示し；
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　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２またはＲ５部位で
、結合基に共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【請求項３７】
　前記サンプルは１以上の細胞を含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　プローブを用いた標的のインビボ検出方法であって、
　標的に対して親和性のある標的プローブ部位を含むルミネッセンスプローブ組成物を被
検体に輸送する工程と；
　前記ルミネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検出する工程と；を含み、
　前記標的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物に共有結合しており、前記キレ
ートルミネッセンス組成物は、
　（ｉ）第一増感剤部位；
　（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合した
キレート部位；および
　（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結
合で結合した第二増感剤部位
を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（Ｉ
Ｉ）を有する方法：
　式（Ｉ）は
【化１３】

である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０
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）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【化１４】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【化１５】

である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
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直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【化１６】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており、
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【請求項３９】
　前記ルミネッセンスキレート組成物は請求項２７～３４のいずれか１項に記載の組成物
を含む、請求項３６～３８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記検出が前記ルミネッセンスプローブ組成物からのルミネセンス発光の検出を含む、
請求項３６～３９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記検出が前記ルミネッセンスプローブ組成物の一方または両方の増感剤からの蛍光発
光の検出を含む、請求項３６～４０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４２】
　（ａ）ルミネッセンス組成物および（ｂ）消光剤部位からなる、ルミネッセンスで標識
されたヘアピン形成オリゴヌクレオチドであって、
　前記（ａ）ルミネッセンス組成物は、
　（ｉ）第一増感剤部位；
　（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合した
キレート部位；および
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　（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結
合で結合した第二増感剤部位
を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（Ｉ
Ｉ）を有し、
　式（Ｉ）は
【化１７】

である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
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【化１８】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は

【化１９】

である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
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フェニル環の７位の
【化２０】

は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択され；
　前記ルミネッセンス組成物はヘアピン形成オリゴヌクレオチドに共有結合している；
　前記（ｂ）消光剤部位は、（ｉ）一方もしくは両方の増感剤部位または（ｉｉ）前記ラ
ンタニド部位のルミネッセンスの一方または両方の蛍光を消光することが可能であり、前
記消光剤部位は前記ヘアピン形成オリゴヌクレオチドに共有結合しており、
　前記オリゴヌクレオチドは、一本鎖ループならびに相補的な３’アームおよび５’アー
ムにより形成されたステム二重鎖を含む閉鎖コンフォメーションを有し；この際、前記消
光剤部位は、前記ランタニドまたは前記増感剤部位のうちの少なくとも１つを消光する関
係にあり；前記増感剤部位の一方または両方の極大励起波長で励起させた場合、前記増感
剤部位の一方または両方の極大発光波長における発光が、消光されない場合の増感剤部位
の一方または両方の極大発光波長における光度および発光に比べて実質的に抑制され；か
つ
　前記オリゴヌクレオチドはステム二重鎖を除く開鎖コンフォメーションを有し；この際
、前記消光剤部位は、前記ランタニド、または前記第一増感剤部位もしくは前記第二増感
剤部位を消光する関係にはなく；前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位の一方ま
たは両方の極大励起波長で励起させた場合、前記ランタニドのルミネッセンスが、前記増
感剤部位の一方または両方からの蛍光共鳴エネルギー移動により増大する、オリゴヌクレ
オチド。
【請求項４３】
　標的ヌクレオチド配列に対する前記ループのハイブリダイゼーションによって、前記オ
リゴヌクレオチドが開鎖コンフォメーションをとる、請求項４２に記載のオリゴヌクレオ
チド。
【請求項４４】
　前記消光剤部位はＢＨＱ、ＤＡＢＣＹＬ、およびＤＡＢＣＹＬの変異体よりなる群から
選択される、請求項４３に記載のオリゴヌクレオチド。
【請求項４５】
　前記一本鎖ループおよび前記ステム二重鎖の一方の鎖が標的鎖に対して相補的であるこ
とにより、ＤＮＡポリメラーゼのプライマーとして機能することができる、請求項４３に
記載のオリゴヌクレオチド。
【請求項４６】
　閉鎖コンフォメーションをとる場合にＤＮＡポリメラーゼのプライミング領域として機
能できる末端伸張を含む、請求項４２に記載のオリゴヌクレオチド。
【請求項４７】
　核酸増幅成分、請求項４２～４４のいずれか１項に記載のオリゴヌクレオチドであるオ
リゴヌクレオチド検出用プローブ、および増幅反応を実施するための指示書を含む試薬キ
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ット。
【請求項４８】
　少なくとも１つのプライマーを含む増幅反応用成分、増幅分析用成分、および増幅分析
を実施するための指示書を含み、
　少なくとも１つのプライマーが請求項４２、４５、および４６に記載のオリゴヌクレオ
チドである、試薬キット。
【請求項４９】
　前記増幅が、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、鎖置換増幅（ＳＤＡ）、転写介在増幅
（ＴＭＡ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）、核酸塩基配列増幅（ＮＡＳＢＡ）、ローリン
グサークル増幅、ループ介在恒温増幅（ＬＡＭＰ）、およびＲＮＡ依存性ＲＮＡポリメラ
ーゼによるＲＮＡの増幅よりなる群から選択される、請求項４７または４８に記載のキッ
ト。
【請求項５０】
　試験サンプルに、請求項４２～４４のいずれか１項に記載のオリゴヌクレオチドである
少なくとも１つの検出用プローブを添加する工程と、
　前記少なくとも１つの検出用プローブのルミネッセンス部位からのルミネッセンス発光
を検出する工程と、
を含む、検出分析。
【請求項５１】
　前記少なくとも１つのプローブの増感剤部位の一方または両方からの蛍光発光を検出す
る工程をさらに含む、請求項５０に記載の検出分析。
【請求項５２】
　試験サンプルに、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、鎖置換増幅（ＳＤＡ）、転写介在
増幅（ＴＭＡ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）、核酸塩基配列増幅（ＮＡＳＢＡ）、ロー
リングサークル増幅、ループ介在恒温増幅（ＬＡＭＰ）、およびＲＮＡ依存性ＲＮＡポリ
メラーゼによるＲＮＡの増幅よりなる群から選択される増幅反応を行うための試薬と少な
くとも１つの請求項４５または４６に記載のオリゴヌクレオチドとを添加する工程と；
　前記少なくとも１つのオリゴヌクレオチドのルミネッセンス部位からのルミネッセンス
発光を検出する工程と；
を含む増幅分析。
【請求項５３】
　前記少なくとも１つのオリゴヌクレオチドの蛍光増感剤部位の一方または両方からの蛍
光発光を検出する工程をさらに含む、請求項５２に記載の増幅分析。
【請求項５４】
　（ａ）トリフルオロアセチルメチルエチルスクシナートを１，３－フェニレンジアミン
と反応させる工程と、
　（ｂ）前記工程（ａ）の生成物をけん化して、前記生成物上にポリメチレンジアミン基
と結合させるための遊離カルボキシレート基を生成する工程と、
を含む、ペプチドに結合可能な蛍光体化合物の製造方法。
【請求項５５】
　（ｃ）前記工程（ｂ）の生成物を４－ニトロフェノールと反応させる工程と、ポリメチ
レンジアミン基と結合させる工程とをさらに含む、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記工程（ｃ）の生成物をハロゲン酢酸の活性エステルまたはチオカルボニルジイミダ
ゾールの活性エステルで処理する工程をさらに含む、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　（ｄ）前記工程（ｃ）の生成物をＲｅ－Ｘａと反応させる工程をさらに含み、
　Ｒｅは希土類キレート化合物であり、ＸａはＣＯＯＨまたはその無水物である、請求項
５６に記載の方法。
【請求項５８】
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　（ｅ）前記工程（ｄ）の生成物をＤＴＰＡ二無水物と反応させる工程をさらに含む、請
求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記工程（ｅ）の生成物を、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ
（ＩＩＩ）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ
（ＩＩＩ）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よ
りなる群から選択される水溶性ランタニド塩と反応させる工程をさらに含む、請求項５８
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）の下で、２００６年８月１２日出願の米国
仮特許出願第６０／８２２，２３５号および２００６年８月１１日出願の米国仮特許出願
第６０／８２２，２１９号の優先権の利益を主張する。両方の出願の開示は、参照により
本発明に引用される。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　ルミネッセンスランタニドキレートは、極めて珍しいスペクトル特性のために、主要な
研究対象となってきた（Ｇｕｄｇｉｎ－Ｄｉｃｋｓｏｎら、Ｐｈａｒｍａｃ．Ｔｈｅｒ．
、６６：２０７～２３５（１９９５）；Ｓｅｌｖｉｎ，Ｐ．Ｒ．、Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂ
ｉｏｐｈｙｓ．Ｂｉｏｍｏｌ．Ｓｔｒｕｃｔ．、３１：２７５～３０２（２００２）；お
よびＨｅｍｍｉｌａら、Ｊ．Ｆｌｕｏｒｅｓｃ．、１５：５２９～５４２（２００５））
。これらの分子は、例えば医療診断、新薬開発などの多種多様な生化学分析や、細胞生物
学的用途の画像化ツールとして利用されてきた。ルミネッセンスランタニドキレートは、
高バックグランド蛍光が問題となる用途に適用される従来型の有機蛍光体に代わる非同位
体的物質として特に有用である。ルミネッセンスランタニドキレートの珍しいスペクトル
特性（すなわち、尖頂急峻なピーク）および時間的特性（すなわち、高寿命な発光）のた
めに、（ｉ）超高感度な検出、（ｉｉ）同一サンプル混合物中に存在する複数の分析物の
簡易な同時モニタリング、および（ｉｉｉ）サンプル中の特定の個体分析物からのより詳
細な情報収集が可能となる。
【０００３】
　ランタニドプローブは、例えば、有機蛍光体およびケージ化またはキレート化されたラ
ンタニドを含有しうる。蛍光体部位はアンテナまたは増感剤として作用し、励起光のエネ
ルギーを吸収し、それをより放射の小さい形式でランタニドに輸送する。ランタニド部位
の吸収が非常に小さいため、アンテナは「ポンプのように作用する（ｐｕｍｐ）」または
金属を活性化させることが求められる。アンテナからランタニドへのエネルギー移動は短
距離（数オングストロームのオーダー）においてのみ起こり、一般に２つの部位が連結さ
れる必要がある。
【０００４】
　しかし不幸にも、蛍光体によるランタニドルミネッセンスの促進過程は十分には解明さ
れておらず、プローブおよびその構成要素を最適化することは困難である。
【０００５】
　より多くの生物学的分析で使用するためにランタニドプローブの需要は大きいが、研究
者は費用の制限に遭遇することが多い。このようなプローブの費用は＄１０，０００／ｍ
ｇにも達するが、その大部分は面倒な合成法によるものである。したがって、新規で、よ
り反応性が高く、より機能説明がされたルミネッセンスランタニドプローブに対してのみ
ならず、この試薬の多量入手が可能となるような費用効率のよい合成戦略に対しても、満
たされていない強い要求がある。
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【発明の概要】
【０００６】
　（発明の要約）
　本明細書によれば、（ｉ）第一増感剤部位；（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて
第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレート部位；および（ｉｉｉ）前記キレー
ト部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結合で結合した第二増感剤
部位を含む組成物が提供される。そして、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位
は独立して式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【０００７】
【化１】

【０００８】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
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ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０００９】
【化２】

【００１０】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【００１１】
【化３】

【００１２】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ
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、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００１３】
【化４】

【００１４】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す。
【００１５】
　一実施形態において、組成物は、ＸがＯ原子である式（Ｉ）を含む。組成物はＲ３がＣ
Ｈ３である式（Ｉ）を有してもよい。他の実施形態では、組成物において第一増感剤部位
もしくは第二増感剤部位または第一増感剤部位および第二増感剤部位が下記式でありうる
。
【００１６】

【化５】

【００１７】
　他の実施形態において、組成物はＸがＯ原子であり、かつＲ３がＣＦ３である式（Ｉ）
を含む。他の実施形態では、組成物において第一増感剤部位もしくは第二増感剤部位また
は第一増感剤部位および第二増感剤部位が下記式でありうる。
【００１８】
【化６】

【００１９】
　他の実施形態において、組成物はＸがＮ－Ｒ１である式（Ｉ）を含む。組成物はＲ１が
Ｈであり、Ｒ３がＣＦ３である式（Ｉ）を有してもよい。一部の実施形態では、組成物に
おいて第一増感剤部位もしくは第二増感剤部位または第一増感剤部位および第二増感剤部
位が下記式でありうる。
【００２０】
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【化７】

【００２１】
　他の実施形態において、組成物は、ＺがＮ－Ｒ４である式（ＩＩ）を含む。組成物はＲ

４がシクロプロピル部位である式（ＩＩ）を有してもよい。組成物はＲ５が式ＣＯＯＨを
有する有機酸部位であり、かつ／または、Ｒ６がＦ原子である式（ＩＩ）を有してもよい
。一部の実施形態では、組成物において第一増感剤部位もしくは第二増感剤部位または第
一増感剤部位および第二増感剤部位が下記式でありうる。
【００２２】
【化８】

【００２３】
　一部の実施形態において、組成物は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡ
ＧＡ、ＤＯＴＰ、ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａなどのキレート部
位を含有しうる。
【００２４】
　一部の実施形態において、組成物は、結合基（ｃｏｎｊｕｇａｔｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）
に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２またはＲ５部位で共有結合した増感剤
部位の一方または両方を有しうる。結合基は化学式Ｓ＝Ｃ＝Ｎ－またはＢｒ－ＣＨ２－Ｃ
Ｏ－を有しうる。
【００２５】
　組成物がルミネッセンス組成物またはルミネッセンスキレートである実施形態において
、組成物はキレート部位にキレート化された金属イオンをさらに含有しうる。キレート化
された金属イオンは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択されるランタニドでありうる。
【００２６】
　他の実施形態では、組成物はマクロ分子に結合しうる。マクロ分子はポリペプチド（例
えば、抗原もしくはその抗原結合フラグメント、または細胞受容体のポリペプチドリガン
ド）または核酸（例えば、ＤＮＡまたはＲＮＡ）でありうる。
【００２７】
　本明細書によれば、本明細書に記載される組成物のいずれかと薬学的に許容可能な担体
とを含有する医薬組成物も提供される。
【００２８】
　本明細書では、プローブを用いた標的のインビトロ検出方法を取り上げる。本方法は、
サンプルと、標的に対して親和性のある標的プローブ部位を含むルミネッセンスプローブ
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組成物とを接触させる工程と；前記ルミネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検
出する工程と；を含む。この際、前記標的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物
に共有結合しており、前記キレートルミネッセンス組成物は、（ｉ）第一増感剤部位；（
ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレ
ート部位；および（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを
介して、共有結合で結合した第二増感剤部位を含み、前記第一増感剤部位および前記第二
増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【００２９】
【化９】

【００３０】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
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ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００３１】
【化１０】

【００３２】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【００３３】
【化１１】

【００３４】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
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ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００３５】
【化１２】

【００３６】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示し；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【００３７】
　サンプルは１以上の細胞、細胞物質（例えば、全細胞溶解物）を含有してよいし、ある
いは、１以上の精製タンパク質および／または組み換えタンパク質を含有してよい。サン
プルは、（例えば、サンプルをネガティブ対照（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）と
して使用する場合に）緩衝液（例えば、リン酸緩衝生理食塩水）のみを含有してもよい。
ルミネッセンスプローブ組成物は本明細書に記載されたルミネッセンスキレート組成物の
いずれかを含みうる。被検体は本明細書に記載される任意の被検体であってよい（以下参
照）。検出には、ルミネッセンスプローブ組成物からのルミネセンス発光の検出、ルミネ
ッセンスプローブ組成物の一方もしくは両方の増感剤からの蛍光発光、またはルミネッセ
ンスプローブ組成物からのルミネッセンス発光および蛍光発光の両方の検出が含まれうる
。
【００３８】
　本明細書では、プローブを用いた標的のインビボ検出方法についても取り上げる。本方
法は、標的に対して親和性のある標的プローブ部位を含むルミネッセンスプローブ組成物
を被検体に輸送する工程と；前記ルミネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検出
する工程と；を含む。この際、前記標的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物に
共有結合しており、前記キレートルミネッセンス組成物は、（ｉ）第一増感剤部位；（ｉ
ｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレー
ト部位；および（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介
して、共有結合で結合した第二増感剤部位を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増
感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【００３９】
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【化１３】

【００４０】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００４１】

【化１４】

【００４２】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
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示す；
　式（ＩＩ）は
【００４３】
【化１５】

【００４４】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００４５】
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【化１６】

【００４６】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており、
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【００４７】
　ルミネッセンスプローブ組成物は本明細書に記載されたルミネッセンスキレート組成物
のいずれかを含みうる。被検体は本明細書に記載される任意の被検体であってよい（以下
参照）。検出には、ルミネッセンスプローブ組成物からのルミネセンス発光の検出、ルミ
ネッセンスプローブ組成物の一方もしくは両方の増感剤からの蛍光発光、またはルミネッ
センスプローブ組成物からのルミネッセンス発光および蛍光発光の両方の検出が含まれう
る。
【００４８】
　本明細書によれば、（ａ）ルミネッセンス組成物および（ｂ）消光剤部位からなる、ル
ミネッセンスで標識されたヘアピン形成オリゴヌクレオチドが提供される。ここで、（ａ
）ルミネッセンス組成物は、（ｉ）第一増感剤部位；（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に
応じて第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレート部位；および（ｉｉｉ）前記
キレート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結合で結合した第二
増感剤部位を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）ま
たは式（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【００４９】
【化１７】

【００５０】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０
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）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００５１】
【化１８】

【００５２】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【００５３】

【化１９】

【００５４】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
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Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【００５５】
【化２０】

【００５６】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択され；前記ルミネッセンス組成物はヘアピン形成オリゴヌクレオチドに共有結合
している。（ｂ）消光剤部位は、（ｉ）一方もしくは両方の増感剤部位または（ｉｉ）ラ
ンタニド部位のルミネッセンスの一方または両方の蛍光を消光することが可能であり、消
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光剤部位はヘアピン形成オリゴヌクレオチドに共有結合している。前記オリゴヌクレオチ
ドは、一本鎖ループならびに相補的な３’アームおよび５’アームにより形成されたステ
ム二重鎖（ｓｔｅｍ　ｄｕｐｌｅｘ）を含む閉鎖コンフォメーションを有し；この際、前
記消光剤部位は、ランタニドまたは増感剤部位のうちの少なくとも１つを消光する関係に
あり；増感剤部位の一方または両方の極大励起波長で励起させた場合、増感剤部位の一方
または両方の極大発光波長における発光が、消光されない場合の増感剤部位の一方または
両方の極大発光波長における光度（ｍａｇｎｉｔｕｄｅ）および発光に比べて実質的に抑
制される。前記オリゴヌクレオチドはステム二重鎖を除く開鎖コンフォメーションを有し
；この際、前記消光剤部位は、ランタニド、第一増感剤部位もしくは第二増感剤部位、ま
たは第一増感剤部位および第二増感剤部位を消光する関係にはなく；第一増感剤部位およ
び第二増感剤部位の一方または両方の極大励起波長で励起させた場合、ランタニドのルミ
ネッセンスは、増感剤部位の一方または両方からの蛍光共鳴エネルギー移動により増大す
る。
【００５７】
　標的ヌクレオチドに対するループのハイブリダイゼーションによって、オリゴヌクレオ
チドが開鎖コンフォメーションをとる。消光剤部位はＢＨＱ、ＤＡＢＣＹＬ、およびＤＡ
ＢＣＹＬの変異体よりなる群から選択される。一本鎖ループおよびステム二重鎖の一方の
鎖は標的鎖に対して相補的であってよく、これによりオリゴヌクレオチドはＤＮＡポリメ
ラーゼのプライマーとして機能することが可能である。オリゴヌクレオチドは、該オリゴ
ヌクレオチドが閉鎖コンフォメーションをとる場合のＤＮＡポリメラーゼのプライミング
領域として機能できる末端伸張を含んでもよい。
【００５８】
　本明細書では、核酸増幅成分、本明細書に記載される結合オリゴヌクレオチドのいずれ
かであるオリゴヌクレオチド検出用プローブ、および増幅反応を実施するための指示書を
含む核酸増幅用試薬キットについても取り上げる。核酸増幅は、ポリメラーゼ連鎖反応（
ＰＣＲ）、鎖置換増幅（ＳＤＡ）、転写介在増幅（ＴＭＡ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ
）、核酸塩基配列増幅（ＮＡＳＢＡ）、ローリングサークル増幅、ループ介在（ｌｏｏｐ
－ｍｅｄｉａｔｅｄ）恒温増幅（ＬＡＭＰ）、またはＲＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼに
よるＲＮＡの増幅でありうる。
【００５９】
　本発明は、少なくとも１つのプライマー（例えば、本明細書に記載されるルミネッセン
スで標識されたヘアピン形成オリゴヌクレオチド結合体のいずれか）を含む増幅反応用成
分、増幅分析用成分、および増幅分析を実施するための指示書を含む増幅反応用試薬キッ
トについても取り上げる。核酸増幅は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、鎖置換増幅（
ＳＤＡ）、転写介在増幅（ＴＭＡ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）、核酸塩基配列増幅（
ＮＡＳＢＡ）、ローリングサークル増幅、ループ介在恒温増幅（ＬＡＭＰ）、またはＲＮ
Ａ依存性ＲＮＡポリメラーゼによるＲＮＡの増幅でありうる。
【００６０】
　本明細書では検出分析についても取り上げるが、この検出分析は、サンプル（必要に応
じて標的鎖を含有しうる）に、少なくとも１つの検出用プローブ（本明細書に記載される
任意のルミネッセンスで標識されたヘアピン形成オリゴヌクレオチド結合体である）を添
加する工程と、少なくとも１つの検出用プローブのルミネッセンスキレート部位からのル
ミネッセンス発光を検出する工程とを含む。該検出は少なくとも１つのプローブの増感剤
部位の一方または両方からの蛍光発光を検出する工程をも含みうる。
【００６１】
　サンプル（必要に応じて標的鎖を含有しうる）に、本明細書に記載される任意の増幅反
応を行うための試薬、本明細書に記載されるルミネッセンスで標識されたヘアピン形成オ
リゴヌクレオチド結合体のいずれかの少なくとも１つを添加する工程と、本明細書に記載
される該ルミネッセンスで標識されたヘアピン形成オリゴヌクレオチド結合体のいずれか
の少なくとも１つのルミネッセンスキレート部位からのルミネッセンス発光および／また
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は蛍光発光を検出する工程とを含む増幅分析をも提供する。
【００６２】
　本明細書では、化学的に結合可能な蛍光化合物の合成法をも提供する。この方法は、（
ａ）トリフルオロアセチルメチルエチルスクシナートを１，３－フェニレンジアミンと反
応させる工程と、（ｂ）工程（ａ）の生成物をけん化して、前記生成物上にポリメチレン
ジアミン基と結合（カップリング）させるための遊離カルボキシレート基を生成する工程
とを含む。一実施形態において、本方法は（ｃ）工程（ｂ）の生成物を４－ニトロフェノ
ールと反応させる工程と、ポリメチレンジアミン基と結合（カップリング）させる工程と
をさらに含む。他の実施形態において、本方法は工程（ｃ）の生成物をハロゲン酢酸の活
性エステルまたはチオカルボニルジイミダゾールの活性エステルで処理する工程を含む。
付加的な実施形態は、（ｄ）工程（ｃ）の生成物をＲｅ－Ｘａと反応させる工程を含む。
ここで、Ｒｅは希土類キレート化合物であり、ＸａはＣＯＯＨまたはその無水物である。
さらに他の実施形態において、本方法は（ｅ）工程（ｄ）の生成物をＤＴＰＡ二無水物と
反応させる工程を含む。他の実施形態において、本発明は工程（ｅ）の生成物を、Ｇｄ（
ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（
ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（
ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群から選択される水溶性ランタ
ニド塩と反応させる工程を含む。
【００６３】
　本発明の１以上の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の明細書に記載される。本
発明の他の特徴、目的、および利点は明細書および図面ならびに特許請求の範囲から明ら
かとなるであろう、引用される特許、特許出願、および参考文献はすべて、参照によりそ
の全体があらゆる目的で本願に組み込まれる。
【００６４】
　矛盾する場合には、定義を含め、本明細書が参照されるであろう。また、材料、方法、
および実施例は一例にすぎず、限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
図面の簡単な説明
【図１】図１は本明細書に記載される増感剤部位のいくつかの化学構造を図示したもので
ある。ただし、（Ｉ）シプロフロキサシン、（ＩＩ）ｃｓ１２４、（ＩＩＩ）ＣＦ３－１
２４、（ＩＶ）３－カルボキシメチルＣＦ３－ｃｓｌ２４である。
【図２】図２は４－キノロンルミネッセンスプローブの合成ルートを図示したものである
。
【図３】図３は２－キノロンルミネッセンスプローブの合成ルートを図示したものである
。
【図４】図４は図２の化合物ＶＩＩの金属遊離状態ならびにＥｕ３＋およびＴｂ３＋との
錯体状態における発光スペクトルを図示したものである。
【図５】図５はヘアピン形成ハイブリダイゼーションプローブ（分子標識）における図２
の化合物ＶＩＩ（およびそのＥｕ３＋およびＴｂ３＋キレート）の蛍光信号の発生を図示
したものである。
【図６】図６は指示濃度のＤＮＡ標的の存在下における分子標識（図３のプローブＶＩＩ
のＥｕ３＋状態から誘導体化）の６１５ｎｍでの時間分解発光を図示したものである。
【図７ａ】図７ａは二量体ルミネッセンスキレートのシプロフロキサシン誘導体の合成ス
キームを図示したものである。
【図７ｂ】図７ｂは二量体ルミネッセンスキレートのシプロフロキサシン誘導体の合成ス
キームを図示したものである。
【図８】図８はＥＤＴＡ－（シプロ）２の金属遊離状態およびＴｂ３＋の濃度を増加させ
た場合における発光スペクトルを図示したものである。ピークＩＩ、ＩＩＩ、Ｖ、および
ＶＩはＴｂ３＋発光に相当し、ピークＩＶは解析対象外ピーク（デバイス発光）に相当す
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る。
【図９ａ】図９ａは異なる溶液における二量体シプロフロキサシンキレートおよびその錯
体がとりうるコンフォメーションを図示したものである。スタッキング相互作用を右側に
破線の双頭矢印を用いて示す。
【図９ｂ】図９ｂは異なる溶液における二量体シプロフロキサシンキレートおよびその錯
体がとりうるコンフォメーションを図示したものである。スタッキング相互作用を右側に
破線の双頭矢印を用いて示す。
【図１０ａ】図１０ａは異なる溶媒中での選択された増感剤部位のＵＶ吸収値（モル吸光
単位）を示す表である。
【図１０ｂ】図１０ｂは異なる溶媒中での選択された増感剤部位のＵＶ吸収値（モル吸光
単位）を示す表である。
【図１１ａ】図１１ａは選択された増感剤部位および対応するＬｎ３＋錯体の信号強度を
示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは選択された増感剤部位および対応するＬｎ３＋錯体の信号強度を
示す。
【図１１ｃ】図１１ｃは選択された増感剤部位および対応するＬｎ３＋錯体の信号強度を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　発明の詳細な説明
　本明細書では、組成物および該組成物のマクロ分子結合体ならびに該組成物および該結
合体の使用方法について取り上げる。本発明の多様な態様を以下に記載する。
【００６７】
　（定義）
　「被検体」という用語は、哺乳綱に属するものを指す。哺乳類の例としては特に限定さ
れないが、ヒト、霊長類（例えば、チンパンジー、サル、ヒヒ）、齧歯類（例えば、マウ
ス、ラット、ウサギ、モルモット、ウマ、家畜、イヌ、ネコ、ヒツジ、およびウシ）が挙
げられる。特定の好適な実施態様において、「被検体」とはヒト（例えば、ヒト患者）で
ある。
【００６８】
　本明細書で使用される「マクロ分子」は、分子量が大きく、通常の分子に比べてはるか
に多数（数百または数千）の原子から構成される分子を指す。マクロ分子の一部は同一性
（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を失うことなしには細分化することのできない単一の要素である。
他のもの（例えば、ポリマー）は鎖またはネットワーク（例えば、プラスチック、セルロ
ース）中の複数の繰り返し構成単位（モノマーの）からなる。かようなマクロ分子の例と
しては、以下に限定されないが、ポリペプチド（タンパク質複合体）、核酸（例えば、Ｄ
ＮＡおよびＲＮＡ）、ポリマー（例えば、ポリスチレン、ポリエチレン、セルロース（す
なわち、糖ポリマー））が挙げられる。マクロ分子という用語は２以上のポリペプチドま
たは核酸（例えば、タンパク質二量体または二本鎖ＤＮＡ分子）も指す。
【００６９】
　本明細書で使用される「プローブ」という用語は結合対の一要素を構成する分子を指し
、結合対のもう一方の要素がプローブの標的である。分子は小分子（例えば、化合物）、
マクロ分子（例えば、抗体、核酸；上記参照）でありうる。例えば、プローブが抗体であ
る場合、標的は抗体が特異的に認識する抗原（例えば、エピトープ含有抗原）である。プ
ローブがリガンドである場合、標的はリガンドが特異的に結合する同族受容体である（例
えば、上皮細胞成長因子（ＥＧＦ）－受容体に結合するＥＧＦリガンド）。プローブが核
酸（例えば、ＤＮＡプローブ）である場合、標的は核酸プローブに対して相補的な核酸配
列である。プローブがポリペプチドである場合、ポリペプチドは任意の長さや任意の機能
を有していてよい。プローブが化合物である場合、標的は、例えば、受容体（例えば、ス
テロイド、ホルモン受容体（例えば、エストロゲン受容体）、または化合物が結合または
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阻害するような酵素標的（例えば、キナーゼ）でありうる。ポリペプチドは任意の種また
は生物有機体中のコードされたまたは発現されたポリペプチド（例えば、細菌タンパク質
、ウイルスタンパク質、昆虫タンパク質、線虫タンパク質、哺乳類タンパク質、ヒトタン
パク質）であってもよい。ポリペプチドは有機体により自然に生成されてもよいし、（例
えば、自動化学合成により）合成されてもよい。
【００７０】
　本明細書で使用される「プロドラッグ」は、インビボ投与において、１以上の工程また
は過程によって代謝されるか、または生物学的、薬学的もしくは治療的に活性な形態に変
換される化合物である。プロドラッグの製造のために、薬学的に活性な化合物を修飾して
、その活性な化合物が代謝過程で再生成されるようにする。プロドラッグの設計は、薬剤
の代謝安定性または輸送特性を変化させる目的で、副作用や毒性をマスクする目的で、薬
剤の風味を改善する目的で、または薬剤の他の特徴または特性を変化させる目的で行って
よい。インビボの薬力学的過程および薬剤代謝の知識のおかげで、当業者であれば、薬学
的に活性な化合物が公知になるとすぐに、その化合物のプロドラッグを設計することがで
きる（例えば、Ｎｏｇｒａｄｙら、Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ａ　Ｂｉ
ｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅ
ｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、３８８～３９２頁（１９８５）を参照）。
【００７１】
　本明細書で使用されるような、本明細書に記載されるインビボ法のいずれかで使用され
る組成物の薬学的に許容可能な誘導体としては、塩、エステル、エノールエーテル、エノ
ールエステル、アセタール、ケタール、オルトエステル、ヘミアセタール、ヘミケタール
、酸、塩基、溶媒和物、水和物、またはこれらのプロドラッグが挙げられる。かような誘
導体は誘導体化のような公知の方法を用いて当業者により容易に調製されうる。調製した
化合物は実質的な毒性作用を伴うことなく動物またはヒトに投与することができ、薬学的
に活性なものまたはプロドロックのどちらかである。薬学的に許容可能な塩としては、以
下に限定されないが、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン、クロロプロカイン、コリ
ン、アンモニア、ジエタノールアミンおよび他のヒドロキシアルキルアミン、エチレンジ
アミン、Ｎ－メチルグルカミン、プロカイン、Ｎ－ベンジルフェネチルアミン、１－パラ
－クロロベンジル－２－ピロリジン－１’－イルメチル－ベンズイミダゾール、ジエチル
アミンおよび他のアルキルアミン、ピペラジン、ならびにトリス（ヒドロキシメチル）ア
ミノメタンのようなアミン塩（ただしこれらに限定されない）；リチウム、カリウム、お
よびナトリウムのようなアルカリ金属塩（ただしこれらに限定されない）；バリウム、カ
ルシウム、およびマグネシウムのようなアルカリ土類金属塩（ただしこれらに限定されな
い）；亜鉛のような遷移金属塩（ただしこれらに限定されない）；ならびにリン酸水素ナ
トリウムおよびリン酸二ナトリウムのようなその他の金属塩（ただしこれらに限定されな
い）が挙げられる。また、以下に限定されないが、硝酸塩；ホウ酸塩；、メタンスルホネ
ート；ベンゼンスルホネート；トルエンスルホネート；塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水
素酸塩、および硫酸塩のような鉱酸塩（ただしこれらに限定されない）；ならびに酢酸塩
、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、シュウ酸塩、乳酸塩、リンゴ酸塩、酒石酸塩、ク
エン酸塩、安息香酸塩、サリチル酸塩、アスコルビン塩、コハク酸塩、酪酸塩、吉草酸塩
およびフマル酸塩のような有機酸塩（ただしこれらに限定されない）をも含む。
【００７２】
　薬学的に許容可能なエステルとしては、以下に限定されないが、カルボン酸、ホスホリ
ック酸、ホスフィン酸、スルホン酸、スルフィン酸、およびボロン酸（ただしこれらに限
定されない）などの酸基のアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、ヘテロアリー
ル、アラルキル、ヘテロアラルキル、シクロアルキル、およびヘテロサイクリルエステル
が挙げられる。薬学的に許容可能なエノールエーテルとしては、以下に限定されないが、
化学式Ｃ＝Ｃ（ＯＲ）の誘導体（ただし、Ｒは水素、アルキル、アルケニル、アルキニル
、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、シクロアルキル、および
ヘテロサイクリル）が挙げられる。
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【００７３】
　薬学的に許容可能なエノールエステルとしては、以下に限定されないが、化学式Ｃ＝Ｃ
（ＯＣ（Ｏ）Ｒ）の誘導体（ただし、Ｒは水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、ア
リール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、シクロアルキル、およびヘテ
ロサイクリル）が挙げられる。薬学的に許容可能な溶媒和物および水和物としては、１以
上の溶媒または水分子、あるいは１～約１００、または１～約１０、または１～約２、３
、もしくは４の溶媒分子または水分子と化合物との複合体である。
【００７４】
　本明細書で提供される化合物はキラル中心を有してもよいと理解されるべきである。か
ようなキラル中心は（Ｒ）または（Ｓ）のいずれの立体配置であってもよく、これらの混
合物であってもよい。したがって、本明細書で提供される化合物は鏡像異性的に純粋なも
のであってもよいし、立体異性体またはジアステレオマーの混合物であってもよい。アミ
ノ酸残基の場合、かような残基はＬ型またはＤ型のいずれであってもよい。自然発生する
アミノ酸残基の立体配置は一般にＬ型である。特定しない場合、残基はＬ型である。本明
細書で使用される「アミノ酸」という用語はα－アミノ酸を指し、このα－アミノ酸は、
ラセミ体であるか、またはＤ型もしくはＬ型のいずれかの立体配置を有する。アミノ酸記
号の前にある「ｄ」という記号（例えば、ｄＡｌａ、ｄＳｅｒ、ｄＶａｌなど）は、アミ
ノ酸のＤ－異性体を指す。アミノ酸記号の前にある「ｄｌ」という記号（例えば、ｄｌＰ
ｉｐ）は、アミノ酸のＬ－異性体とＤ－異性体との混合物を指す。本明細書で提供される
化合物のキラル中心はインビボでエピマー化されうると理解されるべきである。こうして
、当業者であれば、インビボでエピマー化される化合物にとって、化合物を（Ｒ）形態で
投与することは化合物を（Ｓ）形態で投与することと等価であることを理解するであろう
。
【００７５】
　本明細書で使用される、実質的に純粋であるとは、当業者が純度の評価のために使用す
る薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）、ゲル電気泳動、高速液体クロマトグラフィー（Ｈ
ＰＬＣ）および質量分析（ＭＳ）のような標準的な分析方法によって測定されるような容
易に検出できる不純物が存在しないほどに十分均質であるか、または、さらなる精製によ
って、物質の酵素活性や生物活性のような物理的または化学的特性の変化が検出可能では
ないであろうというほど十分に純粋であることを意味する。実質的に化学的に純粋な化合
物を調製するための化合物の精製方法は当業者に公知である。ただし、実質的に化学的に
純粋な化合物は立体異性体の混合物であってよい。かような場合、さらなる精製により化
合物の特異的活性が増大するかもしれない。
【００７６】
　本明細書で使用される「アルキル」、「アルケニル」、および「アルキニル」の炭素鎖
は、特定されない限り、１～２０（例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０
、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０；１～５、１～
６、１～１０、１０～１５、１５～２０）個の炭素を含み、直鎖状、環状、または分岐状
である。一部の実施形態では、２～２０（例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１
０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０；２～５、２
～６、２～１０、１０～１５、１５～２０）個の炭素のアルケニル炭素鎖は１～８（例え
ば、１、２、３、４、５、６、７または８）個の二重結合を含む。そして、一部の実施形
態では、２～１６（例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３
、１４、１５、または１６）個の炭素のアルケニル炭素鎖は１～５（例えば、１、２、３
、４、または５）個の二重結合を含む。一部の実施形態では、２～２０（例えば、２、３
、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９、または２０；２～５、２～６、２～１０、１０～１５、１５～２０）個の炭素のア
ルキニル炭素鎖は１～８（例えば、１、２、３、４、５、６、７または８）個の三重結合
を含む。そして、一部の実施形態では、２～１６（例えば、２、３、４、５、６、７、８
、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、または１６）個の炭素のアルキニル炭素鎖
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は１～５個の三重結合を含む。本明細書において代表的なアルキル基、アルケニル基、お
よびアルキニル基としては、以下に制限されないが、メチル基、エチル基、プロピル基、
イソプロピル基、イソブチル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、イソヘキシル基、アリル（
プロペニル）基、およびプロパギル（プロペニル）基が挙げられる。本明細書で使用され
る低級アルキル、低級アルケニル、および低級アルキニルは、約１また約２個の炭素～約
６個の炭素（例えば、１、２、３、４、５または６個）を有する炭素鎖を指す。本明細書
で使用される「アル（ケニ）（キニ）ル（ａｌｋ（ｅｎ）（ｙｎ）ｙｌ）」は少なくとも
１つの二重結合を含むアルキル基および少なくとも１つの三重結合を含むアルキル基を指
す。
【００７７】
　本明細書で使用される「シクロアルキル」は飽和単環系または多環系を指し、一部の実
施形態では３～１０（例えば、３、４、５、６、７、８、９または１０；３～５、３～６
、３～８、５～１０）個の炭素原子を有し、他の実施形態では３～６（例えば、３、４、
５または６）個の炭素原子を有する。そして、シクロアルケニルおよびシクロアルキニル
はそれぞれ少なくとも１つの二重結合および少なくとも１つの三重結合を含む単環系また
は多環系を指す。一部の実施形態においてシクロアルケニル基およびシクロアルキニル基
は、３～１０（例えば、３、４、５、６、７、８、９または１０；３～５、３～７、５～
１０）個の炭素原子とシクロアルケニル基とを含んでもよい。さらに他の実施形態におい
て４～７（例えば、４、５、６または７）個の炭素原子とシクロアルキニル基とを含んで
もよい。さらに他の実施形態において８～１０（例えば、８、９または１０）個の炭素原
子を含んでもよい。シクロアルキル基、シクロアルケニル基、およびシクロアルキニル基
の環構造は１つの環または２以上の環から構成されてよく、これらは融合形態、架橋形態
またはスピロ結合形態で結合されうる。「シクロアル（ケニ）（キニ）ル」は少なくとも
１つの二重結合を含むシクロアルキル基および少なくとも１つの三重結合を含むシクロア
ルキル基を指す。
【００７８】
　本明細書で使用される「アリール」または「アレーン」は６～１９（例えば、６、７、
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、または１９；６～８
、６～１０、６～１２、６～１５、１０～１５、１５～１９）個の炭素原子を含む芳香族
単環基または多環基を指す。アリール基としては、以下に限定されないが、非置換または
置換フルオレニル、非置換または置換フェニル、および非置換または置換ナフチルのよう
な置換基が挙げられる。
【００７９】
　本明細書で使用される「ヘテロアリール」は単環または多環の芳香環系を指し、一部の
実施形態では、該芳香環系は、約５～約１５（例えば、５、６、７、８、９、１０、１１
、１２、１３、１４、または１５；５～７、５～９、５～１０、１０～１２、１０～１５
）の構成要素を有する。この際、環系中の１以上の原子、一実施形態では１～３（例えば
、１、２または３）個の原子はヘテロ原子（すなわち、炭素以外の元素であり、例えば、
窒素、酸素、または硫黄が挙げられるがこれらに限定されるわけではない）である。ヘテ
ロアリール基を必要に応じてベンゼン環に融合させてもよい。ヘテロアリール基としては
、以下に限定されないが、フリル基、イミダゾリル基、ピリミジニル基、テトラゾリル基
、チエニル基、ピリジル基、ピロリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサゾリ
ル基、イソオキサゾリル基、トリアゾリル基、キノリニル基およびイソキノリニル基が挙
げられる。
【００８０】
　本明細書で使用される「ヘテロサイクリル」は単環または多環の非芳香環系を指す。該
非芳香環系は、一部の実施形態では３～１０（例えば、３、４、５、６、７、８、９、ま
たは１０）の構成要素を有し、他の実施形態では４～７（例えば、４、５、６、または７
）の構成要素を有し、さらに他の実施形態では５～６の構成要素を有する。この際、環系
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中の１以上の原子、特定の実施形態では１～３（例えば、１、２または３）個の原子はヘ
テロ原子（すなわち、炭素以外の元素であり、例えば、窒素、酸素、または硫黄が挙げら
れるがこれらに限定されるわけではない）である。ヘテロ原子が窒素である実施形態では
、窒素は必要に応じて、アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、ヘテロアリール
、アラルキル、ヘテロアラルキル、シクロアルキル、ヘテロサイクリル、シクロアルキル
アルキル、ヘテロサイクリルアルキル、アシル、グアニジノで置換されているか、または
、窒素が四級化されてアンモニウム基を形成していてもよい（この際、置換基は上記から
選択される）。
【００８１】
　本明細書で使用される「ハロ」、「ハロゲン」、または「ハライド」は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂ
ｒまたはＩを指す。
【００８２】
　本明細書で使用される擬ハライドまたは擬ハロ基はハライドと実質的に類似の挙動を示
す置換基である。かような化合物をハライドと同様の方法で使用し、取り扱うことができ
る。擬ハライドとしては、以下に限定されないが、シアニド、シアナート、チオシアナー
ト、セレノシアナート、トリフルオロメトキシおよびアジドが挙げられる。
【００８３】
　本明細書で使用される「ハロアルキル」は１以上の水素原子がハロゲンで置換されたア
ルキル基を指す。かような置換基としては、以下に限定されないが、クロロメチル、トリ
フルオロメチル、および１－クロロ－２－フルオロエチルが挙げられる。
【００８４】
　本明細書で使用される「スルフィニル」または「チオニル」は－Ｓ（Ｏ）－を指す。本
明細書で使用される「スルホニル」または「スルフリル」は－Ｓ（Ｏ）２－を指す。本明
細書で使用される「スルホ」は－Ｓ（Ｏ）２Ｏ－を指す。
【００８５】
　本明細書で使用される「カルボキシ」は二価のラジカル、－Ｃ（Ｏ）Ｏ－を指す。
【００８６】
　本明細書で使用される「アミノカルボニル」は－Ｃ（Ｏ）ＮＨ２を指す。
【００８７】
　本明細書で使用される「アリールアミノカルボニル」は－Ｃ（Ｏ）ＮＨＲ（ただし、Ｒ
はフェニルのような低級アリールなどのアリールである）を指す。
【００８８】
　本明細書で使用される「ヒドロキシカルボニル」は－ＣＯＯＨを指す。
【００８９】
　本明細書で使用される「アルキレン」は直鎖、分岐または環状の二価の脂肪族炭化水素
基を指す。特定の実施形態では直鎖または分岐の二価の脂肪族炭化水素基であり、一実施
形態では１～２０（例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、
１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０；１～２、１～５、１～１０、
６～１０、１０～１５、または１５～２０）個の炭素を有する。さらに他の実施形態にお
いて、アルキレンには低級アルキレンが含まれる。必要に応じて、アルキレン基に沿って
Ｓ（＝Ｏ）およびＳ（＝Ｏ）２基などの１以上の酸素、硫黄、または、－ＮＲ－基および
－Ｎ＋ＲＲ－基などの置換もしくは非置換の窒素原子（この際、窒素の置換基はアルキル
、アリール、アラルキル、ヘテロアリール、ヘテロアラルキル、もしくはＣＯＲ’であり
、Ｒ’はアルキル、アリール、アラルキル、ヘテロアリール、ヘテロアラルキル、－ＯＹ
、もしくは－ＮＹＹであり、Ｙは水素、アルキル、アリール、ヘテロアリール、シクロア
ルキル、もしくはヘテロサイクリルである）を挿入してもよい。アルキレン基としては、
以下に限定されないが、メチレン（－ＣＨ２－）、エチレン（－ＣＨ２ＣＨ２－）、プロ
ピレン（－（ＣＨ２）３－）、メチレンジオキシ（－０－ＣＨ２－Ｏ－）およびエチレン
ジオキシ（－Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－）が挙げられる。「低級アルキレン」という用語は
１～６（例えば、１、２、３、４、５または６）個の炭素を有するアルキレン基を指す。
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特定の実施形態において、アルキレン基は１～３（例えば、１、２または３）個の炭素原
子のアルキレンを含む低級アルキレンである。
【００９０】
　本明細書で使用される「アルケニレン」は直鎖、分岐または環状の二価の脂肪族炭化水
素基を指す。一実施形態では直鎖または分岐の二価の脂肪族炭化水素基である。特定の実
施形態では２～約２０（例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、
１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０；２～５、２～６、２～１０、
１０～１５、または１５～２０）個の炭素原子および少なくとも１つの二重結合を有する
。他の実施形態では１～１２（例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１
１、または１２；１～５、２～６、２～１０、１０～１２）個の炭素を有する。さらに他
の実施形態において、アルケニレン基には低級アルケニレンが含まれる。必要に応じて、
アルケレン基に沿って１以上の酸素、硫黄、または置換もしくは非置換の窒素原子（この
際、窒素の置換基はアルキルである）を挿入してもよい。アルケニレン基としては、以下
に限定されないが、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－および－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ２－が挙げら
れる。「低級アルケニレン」という用語は２～６（例えば、２、３、４、５または６）個
の炭素を有するアルケニレン基を指す。特定の実施形態において、アルケニレン基は３～
４個の炭素原子のアルケニレンを含む低級アルケニレンである。
【００９１】
　本明細書で使用される「アルキニレン」は直鎖、分岐または環状の二価の脂肪族炭化水
素基を指す。特定の実施形態では直鎖または分岐の二価の脂肪族炭化水素基であり、一実
施形態では２～２０個の炭素原子および少なくとも１つの三重結合を有する。他の実施形
態では１～１２個の炭素原子を有する。さらに他の実施形態において、アルキニレンには
低級アルキニレンが含まれる。必要に応じて、アルキニレン基に沿って１以上の酸素、硫
黄、または置換もしくは非置換の窒素原子（この際、窒素の置換基はアルキルである）を
挿入してもよい。アルキニレン基としては、以下に限定されないが、-Ｃ≡Ｃ-Ｃ≡Ｃ-、
－Ｃ≡Ｃ－、および－Ｃ≡Ｃ－ＣＨ２－があげられる。「低級アルキニレン」という用語
は２～６（例えば、２、３、４、５または６）個の炭素を有するアルキニレン基を指す。
特定の実施形態において、アルキニレン基は３～４個の炭素原子のアルキニレンを含む低
級アルキニレンである。
【００９２】
　本明細書で使用される「アル（ケニ）（キニ）レン（ａｌｋ（ｅｎ）（ｙｎ）ｙｌｅｎ
ｅ）」は直鎖、分岐、または環状の二価の脂肪族炭化水素基を指す。特定の実施形態では
直鎖または分岐の二価の脂肪族炭化水素基であり、一実施形態では、２～約２０（例えば
、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７
、１８、１９、または２０；２～５、２～６、２～１０、１０～１５、または１５～２０
）個の炭素原子および少なくとも１つの三重結合、ならびに少なくとも１つの二重結合を
有する。他の実施形態では１～１２（例えば、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１
０、１１、または１２；１～５、２～６、２～１０、１０～１２）個の炭素を有する。さ
らに他の実施形態において、アル（ケニ）（キニ）レンには低級アル（ケニ）（キニ）レ
ンが含まれる。必要に応じて、アルキニレン基に沿って１以上の酸素、硫黄、または置換
もしくは非置換の窒素原子（この際、窒素の置換基はアルキルである）を挿入してもよい
。アル（ケニ）（キニ）レン基としては、以下に限定されないが、-Ｃ＝Ｃ-（ＣＨ２）ｎ
－Ｃ≡Ｃ-（ただし、ｎは１または２である）が挙げられる。「低級アル（ケニ）（キニ
）レン」という用語は６（例えば、１、２、３、４、５または６）個以下の炭素を有する
アル（ケニ）（キニ）レン基を指す。特定の実施形態において、アル（ケニ）（キニ）レ
ン基は約４個（例えば、１、２、３、または４）個の炭素原子を有する。
【００９３】
　本明細書で使用される「シクロアルキレン」は二価の飽和単環系または多環系を指す。
特定の実施形態では３～１０（例えば、３、４、５、６、７、８、９または１０；３～５
、３～６、３～８、６～１０）個の炭素原子を有し、他の実施形態では、３～６個の炭素
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原子を有する。シクロアルケニレンおよびシクロアルキニレンはそれぞれ少なくとも１つ
の二重結合および少なくとも１つの三重結合を含む二価の単環系または多環系を指す。特
定の実施形態においてシクロアルケニレン基およびシクロアルキニレン基は３～１０個の
炭素原子とシクロアルケニレン基とを含んでもよい。特定の実施形態においては４～７個
の炭素原子とシクロアルキニレン基とを含む。一部の実施形態では８～１０個の炭素原子
を含む。シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基、およびシクロアルキニレン基の環
構造は１つの環または２以上の環から構成されてよく、これらは融合形態、架橋形態また
はスピロ結合形態で結合されうる。
【００９４】
　「シクロアル（ケニ）（キニ）レン」は少なくとも１つの二重結合を含むシクロアルキ
ル基および少なくとも１つの三重結合を含むシクロアルキル基を指す。
【００９５】
　本明細書で使用される「アリーレン」は単環または多環の二価の芳香族基を指す。特定
の実施形態では単環の二価の芳香族基を指す。一実施形態では５～約２０個の炭素原子お
よび少なくとも１つの芳香環を有する。他の実施形態では５～１２個の炭素を有する。さ
らに他の実施形態において、アリーレンには低級アリーレンが含まれる。アリーレン基と
しては、以下に限定されないが、１，２－フェニレン、１，３－フェニレン、および１，
４－フェニレンが挙げられる。「低級アリーレン」という用語は６個の炭素数を有するア
リーレン基を指す。
【００９６】
　本明細書で使用される「ヘテロアリーレン」は二価の単環または多環の芳香環系を指す
。一実施形態では約５～約１５（例えば、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３
、１４、または１５；５～８、５～１０、８～１２、または１０～１５）個の原子を環中
に有する。この際、環系中の１以上の原子、特定の実施形態では１～３個の原子はヘテロ
原子（すなわち、炭素以外の元素であり、例えば、窒素、酸素、または硫黄が挙げられる
がこれらに限定されるわけではない）である。「低級へテロアリーレン」という用語は５
または６個の炭素原子を環中に有するヘテロアリーレン基を指す。
【００９７】
　本明細書で使用される「置換アルキル」、「置換アルケニル」、「置換アルキニル」、
「置換シクロアルキル」、「置換シクロアルケニル」、「置換シクロアルキニル」、「置
換アリール」、「置換ヘテロアリール」、「置換ヘテロサイクリル」、「置換アルキレン
」、「置換アルケニレン」、「置換アルキニレン」、「置換シクロアルキレン」、「置換
シクロアルケニレン」、「置換シクロアルキニレン」、「置換アリーレン」、「置換へテ
ロアリーレン」、および「置換へテロサイクリレン」はそれぞれ１以上の置換基で置換さ
れたアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、シクロアルケニル、シクロア
ルキニル、アリール、ヘテロアリール、ヘテロサイクリル、アルキレン、アルケニレン、
アルキニレン、シクロアルキニレン、シクロアルケニレン、シクロアルキニレン、アリー
レン、ヘテロアリーレン、およびへテロサイクリレンを指す。特定の実施形態では１つ、
２つ、３つ、または４つの置換基で置換されており、この際、置換基は本明細書で定義さ
れるものであり、一実施形態ではＱ１から選択される。
【００９８】
　本明細書で使用されるイソチオシアネート（ＩＴＣ）は－Ｎ＝Ｃ＝Ｓ部位を指す。
【００９９】
　いかなる置換基であってもその数が特定されない場合（例えば、ハロアルキル）には、
１以上の置換基が存在してよい。例えば、「ハロアルキル」は１以上の同一のまたは異な
るハロゲンを含みうる。
【０１００】
　本明細書で使用される任意の保護基、アミノ酸、および他の化合物の略語は他に記載が
なければ一般的な使用方法に従って認識される略語、すなわち、ＩＵＰＡＣ－ＩＵＢ生化
学命名法（Ｂｉｏｃｈｅｍ．１１：９４２～９４４頁（１９７２）を参照）である。
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【０１０１】
　（組成物）
　本明細書で提供される組成物の組成物および結合体は本明細書で提供される方法のいず
れかに有用である。一実施形態においてこの組成物または結合体をインビトロの検出分析
で使用しうる。関連する実施形態においてこの組成物および結合体をインビボの診断また
は検出方法に使用しうる。
【０１０２】
　一実施形態では本明細書で提供される結合体および方法に使用される組成物は、（ｉ）
第一増感剤部位；（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて第一リンカーを介して、共有
結合で結合したキレート部位；および（ｉｉｉ）前記キレート部位（ｉｉ）に、必要に応
じて第二リンカーを介して、共有結合で結合した第二増感剤部位を含む。そして、前記第
一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有し、
式（Ｉ）は
【０１０３】

【化２１】

【０１０４】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ
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６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１０５】
【化２２】

【０１０６】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【０１０７】

【化２３】

【０１０８】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
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の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１０９】
【化２４】

【０１１０】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す。
【０１１１】
　一実施形態において上記の組成物はＸがＯ原子である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有す
る一方または両方の増感剤部位を含む。他の実施形態において上記の組成物はＲ３がＣＨ

３である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。特定の
実施形態において上記組成物はＸがＯでありかつＲ３がＣＨ３である式（Ｉ）または式（
ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。
【０１１２】
　一実施形態において上記組成物は式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の
増感剤部分を含み、図１の化合物ｃｓ１２４の化学式を有する。
【０１１３】
　一実施形態において上記組成物はＲ３がＣＦ３である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有す
る一方または両方の増感剤部位を含む。他の実施形態において上記組成物はＸがＯであり
かつＲ３がＣＦ３である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位
を含む。
【０１１４】
　特定の実施形態において上記組成物は式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両
方の増感剤部分を含み、図１の化合物ＣＦ３－ｃｓ１２４の化学式を有する。
【０１１５】
　一実施形態において上記組成物はＸがＮ－Ｒ１である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有す
る一方または両方の増感剤部位を含む。一実施形態において上記組成物はＸがＮ－Ｈであ
る式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。他の実施形態
において上記組成物はＲ３がＣＦ３である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または
両方の増感剤部位を含む。特定の実施形態において上記組成物はＸがＮ－ＨでありかつＲ

３がＣＦ３である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む
。
【０１１６】
　特定の実施形態において上記組成物は式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両
方の増感剤部分を含み、図１の化合物３－カルボキシメチルＣＦ３－ｃｓｌ２４の化学式
を有する。
【０１１７】
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　他の実施形態において上記組成物はＺがＮ原子でありかつＲ４がシクロプロピル部位で
ある式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。他の実施形
態において上記組成物はＲ５が化学式ＣＯＯＨを有する有機酸部位である式（Ｉ）または
式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。他の実施形態において上記組成
物はＺがＮ－Ｒ４でありかつＲ４がシクロプロピル部位でありかつＲ５が化学式ＣＯＯＨ
を有する有機酸部位である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両方の増感剤部
位を含む。他の実施形態において上記組成物はＲ６がＦ原子である式（Ｉ）または式（Ｉ
Ｉ）を有する一方または両方の増感剤部位を含む。関連する実施形態において上記組成物
はＺがＮ－Ｒ４でありかつＲ４がシクロプロピル部位でありかつＲ５が化学式ＣＯＯＨを
有する有機酸部位でありかつＲ６がＦ原子である式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方
または両方の増感剤部位を含む。
【０１１８】
　特定の実施形態において上記組成物は式（Ｉ）または式（ＩＩ）を有する一方または両
方の増感剤部分を含み、図１に図示されるような化合物シプロフロキサシンの化学式を有
する。
【０１１９】
　多様な実施形態において上記組成物のいずれかはキレート部位を含む。キレート部位は
、以下に限定されないが、例えば、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ
、ＤＯＴＰ、ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａでありうる。
【０１２０】
　特定の実施形態において上記組成物はキレート部位ＥＤＴＡを含む。他の実施形態にお
いて上記組成物はキレート部位ＤＰＴＡを含む。
【０１２１】
　一部の実施形態において上記組成物は第一リンカー部位および第二リンカー部位、また
は第一リンカー部位もしくは第二リンカー部位を有する。一部の実施形態において上記組
成物は第一リンカー部位および第二リンカー部位、または第一リンカー部位もしくは第二
リンカー部位を有し、この際、第一リンカー部位および第二リンカー部位、または第一リ
ンカー部位もしくは第二リンカー部位は独立して化学式－ＮＨ－を有する。他の実施形態
において上記組成物は第一リンカー部位および第二リンカー部位、または第一リンカー部
位もしくは第二リンカー部位を有し、この際、第一リンカー部位および第二リンカー部位
、または第一リンカー部位もしくは第二リンカー部位は独立して化学式Ｎ２Ｃ４Ｈ８を有
するヘテロ環状アルキレン部位を有し、共有結合がＮ原子を介して生じる。
する。
【０１２２】
　一部の実施形態においてキレート部位は増感剤部位の一方もしくは両方または第一リン
カー部位および第二リンカー部位の一方もしくは両方にキレート部位のＮ原子を介して共
有結合する。他の実施形態においてキレート部位は増感剤部位の一方もしくは両方または
第一リンカー部位および第二リンカー部位の一方もしくは両方にキレート部位のカルボニ
ル基を介して共有結合する。
【０１２３】
　他の実施形態において上記組成物は増感剤部位の一方または両方に共有結合する第三リ
ンカー部位を有する。一部の実施形態において第三リンカー部位は増感剤部位の一方また
は両方のＲ２部位で共有結合する。一部の実施形態において第三リンカー部位は７位で増
感剤部位の一方または両方に共有結合する。一部の実施形態において第三リンカー部位は
化学式－（ＣＨ２）ｎ－を有し、ｎは１～２０（例えば、１、２、３、４、５、６、７、
８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０；
１～３、１～４、１～５、１～８、１～１０、５～１０、５～１２、５～１５、１０～１
５、１５～２０）の整数である。特定の実施形態において第三リンカー部位は化学式－（
ＣＨ２）ｎ－を有し、ｎは４である。当然のことながら、リンカー部位の長さは上記組成
物に共有結合しうるマクロ分子などの様々な因子（ただしこれに限定されるわけではない
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）に依存するであろう。
【０１２４】
　付加的な実施形態において第三リンカーを含む上記組成物のいずれかはさらに、第三リ
ンカーを介して、結合基にさらに共有結合しうる。かような結合基は組成物を例えばマク
ロ分子（例えば、核酸またはポリペプチド）に共有結合（すなわち、連結）させるのに有
用である。
【０１２５】
　特定の実施形態において結合基は化学式－Ｓ＝Ｃ＝Ｎ－または－Ｃ（Ｏ）－ＣＨ２－Ｂ
ｒを有する。
【０１２６】
　一部の実施形態において上記組成物のいずれかは金属イオンをさらに含有しうる。特定
の実施形態において金属イオンは三価の金属イオンである。特定の実施形態において金属
イオンは、以下に限定されないが、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、
Ｅｒ（ＩＩＩ）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、
Ｐｒ（ＩＩＩ）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ
）でありうる。特定の実施形態において金属イオンはランタニドである。一部の実施形態
において金属イオンはＴｂ（ＩＩＩ）またはＥｕ（ＩＩＩ）（本明細書ではそれぞれＴｂ
３＋またはＥｕ３＋とも称される）でありうる。
【０１２７】
　（化合物の調製）
　本明細書で提供される医薬組成物および方法に使用される組成物は、本明細書に示す方
法によって、または適切な出発材料を用いてこの方法の所定の手順を修正することによっ
て調製しうる。本明細書に記載される組成物を生成するための特定の方法を以下に後述す
る実施例で詳述する（実施例１、２、および４を参照）。
【０１２８】
　（インビトロ検出方法）
　本明細書によればプローブを用いた標的のインビトロ検出方法および前記インビトロ検
出方法に有用な組成物が提供される。本方法は、サンプルと、標的に対して親和性のある
標的プローブ部位を含むルミネッセンスプローブ組成物とを接触させる工程と；前記ルミ
ネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検出する工程と；を含む。この際、前記標
的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物に共有結合しており、前記キレートルミ
ネッセンス組成物は、（ｉ）第一増感剤部位；（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応じて
第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレート部位；および（ｉｉｉ）前記キレー
ト部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結合で結合した第二増感剤
部位を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）または式
（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【０１２９】
【化２５】

【０１３０】



(43) JP 2010-502573 A 2010.1.28

10

20

30

40

である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１３１】
【化２６】

【０１３２】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【０１３３】
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【化２７】

【０１３４】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１３５】

【化２８】
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【０１３６】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示し；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【０１３７】
　場合によっては、本方法および組成物は、科学的研究、例えば、新規なタンパク質また
は公知のタンパク質（例えば、ＮＦ－κＢもしくはｐ５３）の細胞内局在性（例えば、核
局在化または細胞質局在性）の確認に有用となりうる。本方法および組成物は、例えば、
感染能（または感染予防）の研究においてウイルス、細菌、または他の感染性微生物によ
る細胞感染を検出するのにも有用となりうる（例えば、Ｔａｒｄｉｆら、Ｊ　Ｖｉｒｏｌ
．７７（２２）：１２２９９～３０９頁（２００３）を参照）。本検出方法の他の研究用
途としては、細胞または組織で発現するような特定のポリペプチドの存在の検出がある。
ポリペプチドの発現はタンパク質またはｍＲＮＡ発現でありうる。そして、適切な結合体
（例えば、ルミネッセンスキレートおよび抗体または核酸の結合体）を用いたこれらの分
別検出を以下に詳述する。
【０１３８】
　本方法および組成物は、細胞選別（例えば、蛍光補助細胞選別（ＦＡＣＳ））、クロマ
トグラフィー、または電気泳動による分離、浸透圧による分離もしくは遠心分離などの分
離手段（ただし、これらに限定されない）と併用する場合にも有用となりうる。
【０１３９】
　インビトロ検出方法および組成物は、例えば、サンプル中に存在する疾患バイオマーカ
ーの検出またはスクリーニングのための診断分析または試験にも有用となりうる。かよう
な組成物および方法は被験患者の分析を通して患者を診断するために（例えば、ウイルス
感染もしくは細菌感染の証拠またはガン細胞の存在を検出するために）使用されうる（例
えば、Ｂｏｓｈｅｌｌら、Ｂｉｏｍｅｄｉｃａ　２２（ｌ）：３０～３８頁（２００２）
を参照）。サンプル（例えば、被検体（例えば、ヒト患者）から得られるまたは提供され
るサンプル）は血液、尿、リンパ液、脳脊髄液、羊水、膣液、精液および便のサンプルで
ありうると考えられる。サンプルは切除組織または針生検などの生検材料から得られるか
提供されてもよい。外科病理学用の組織断片調製物は標準的な手法を用いて凍結および調
製されうる。組織断片の免疫組織化学およびインサイチュー（ｉｎ　ｓｉｔｕ）ハイブリ
ダイゼーション結合分析を固定細胞中で実施する（下記参照）。細胞を遠心分離のように
流体サンプルから分離してもよい。組織サンプルを得るために他の多数の手法を利用する
ことができ、これらは当業者によく知られている。例えば、試験サンプルはシリンジやス
ワブによって流体を取り除くというような方法によって得られうる。
【０１４０】
　本組成物および方法の一部の実施形態において、ルミネッセンス部位に共有結合したプ
ローブ部位は抗体、または抗体の抗原結合フラグメントである。注目する特定の標的抗原
に結合する抗体または抗体フラグメントは、例えば動物を用いた免疫処置によって、また
はファージ提示のようなインビトロ法によって生成されうる。本明細書で使用される「標
的抗原」は特定の抗体が認識するエピトープを有する抗原を指す。
【０１４１】
　抗体によるプローブおよびこれらのルミネッセンス結合体を用いた本発明の画像化方法
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は様々な様式の検出を包含する。一実施形態では、免疫組織化学手法を使用することによ
り、結合抗体によって認識される１以上の抗原を用いて細胞を同定および実質的に染色す
ることができる。かような「染色」により、例えば、細胞のウイルスまたは細菌感染の分
析（例えば、抗体が細菌またはウイルス抗原中のエピトープを特異的に認識する場合）や
正常細胞対ガン細胞の確認（例えば、抗体が正常細胞またはガン細胞（例えば、メラノー
マ抗原（ＭＡＧＥ）を発現するガン細胞）中で特異的に発現するエピトープを認識する場
合）が可能となる。生細胞または固定細胞は、標的抗原（例えば、抗ＭＡＧＥ抗体）に特
異的な抗体と接触することができ、この際、標的抗原（例えば、ＭＡＧＥ）が標的細胞（
例えば、メラノーマ細胞）中に存在する場合には抗体により認識され結合される。一次抗
体（すなわち、抗原（例えば、ＭＡＧＥ抗原）を特異的に認識する抗体）を１以上のルミ
ネッセンス部位を用いて直接的に検出可能に標識（共有結合）することができる。あるい
は二次（抗ＩｇＧ）抗体や、例えば、１以上のルミネッセンス部位を用いて検出可能に標
識（共有結合）されたプロテインＡまたはプロテインＧを用いて検出を行うこともできる
。
【０１４２】
　試験サンプル中のポリペプチドの検出は常用のものであり、当業者であればよく知られ
た方法を用いてタンパク質または抗体の存在または非存在を検出することができる。他の
実施形態において本明細書に記載される抗体プローブ結合体を免疫測定法で使用してサン
プル中の抗原の存在を検出することができる。一部の実施形態によれば免疫測定はサンプ
ル中のタンパク質がプラスチック表面のような固相担体に結合できるようにすることを含
む。続いて検出可能に標識された抗体（すなわち、ルミネッセンス部位に結合した抗体）
を添加し、この同族抗原に選択的に結合させる。検出可能な（すなわち、ルミネッセンス
標識された）抗体の検出はサンプル中の抗原の存在を示す。検出可能な抗体は標識された
または非標識の抗体でありうる。非標識の抗体は、一次抗体に特異的に結合する標識され
た二次抗体、または標識された、抗体と複合化するタンパク質であるプロテインＡを用い
て検出されうる非標識の二次抗体を使用することにより検出することができる。多様な免
疫測定の手順は、例えば、Ｖｏｌｌｅｒら、Ｅｄｓ．，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐａｒｋ
、１９８１に記載されており、この文献は本明細書によりその全体が参照により引用され
る。固相担体を試験サンプルに接触させるように免疫測定を行ってもよい。試験サンプル
中に存在するタンパク質はいずれも固相担体を結合させ、特定の検出可能な抗体調製物に
よって検出することができる。かような手法の例としては、ドットブロット法、ウェスタ
ンブロット法、および他の類似の異なる分析法が挙げられる。ウェスタンブロット手法は
、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．ら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａ
ｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．（１９８９
）に記載されている。
【０１４３】
　他のより複雑な免疫測定としては、例えば、タンパク質の検出のための「サンドイッチ
」分析があり、この分析では、固相担体に結合した第一の抗タンパク質抗体を試験サンプ
ルに接触させる。好適なインキュベーション期間の後、固相担体を洗浄して非結合タンパ
ク質を除去する。続いて、一次抗体によって認識されない特異的タンパク質の部分に対し
て特異的である異なる抗タンパク質二次抗体を添加する。この場合には、ルミネッセンス
部位を用いて二次抗体を検出可能に標識することが好ましい。検出可能な抗体と一次抗体
を介して固相担体に結合した特異的タンパク質とが複合化できるようにするための第二の
インキュベーション期間の後に、固相担体に二回目の洗浄を行い、非結合の検出可能な抗
体を除去する。あるいは、二次抗体は検出可能でなくてもよい。この場合には、二次抗体
も特異的に結合し（一次抗体には結合しない）第三の検出可能な抗体を系に添加する。
【０１４４】
　この種の分析から得られる結果は単純なイエス／ノーの答えでありうるか、例えば、（
ａ）「優」、「良」、「可」、「不可」、および／もしくは「不良」のうちの１つ以上；
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（ｂ）「非常に高い」、「高い」、「普通」、「低い」、および／もしくは「非常に低い
」のうちの１つ以上；または（ｃ）「＋＋＋＋＋」、「＋＋＋＋」、「＋＋＋」、「＋＋
」、「＋」、「＋／－」、および／もしくは「－」のうちの１つ以上として表現されうる
。この点で本分析は定性分析である。あるいは、本分析の結果は、検出可能な抗体の量を
対照として得られたものと比較することによって定量的なものとすることができる。かよ
うな分析の例は、Ｗｉｄｅら、Ｒａｄｉｏｉｍｍｕｎｅ　Ａｓｓａｙ　Ｍｅｔｈｏｄ，Ｋ
ｉｒｋｈａｍ，Ｅｄ．，Ｅ．＆Ｓ．Ｌｉｖｉｎｇｓｔｏｎｅ，Ｅｄｉｎｂｕｒｇｈ、１９
７０、１９９～２０６頁に記載されており、この文献は本明細書によりその全体が参照に
より引用される。他の種類の免疫測定としては、「同時」、「リバース」分析がある。
【０１４５】
　免疫測定の第一構成要素をニトロセルロースまたはタンパク質を固定できる他の固相担
体に添加する。本明細書で使用される「固相担体」または「担体」はタンパク質を結合さ
せることができる任意の材料を指す。よく知られた固相担体としては、ガラス、ポリスチ
レン、ポリプロピレン、ポリエチレン、デキストラン、ナイロン、アミラーゼ、天然セル
ロースまたは修飾セルロース、ポリアクリルアミド、アガロース、および磁鉄鉱がある。
担体の性質は、本発明の目的では、ある程度可溶性であるか、または不溶性であるかのど
ちらであればよい。担体の立体配置は、ビーズ（例えば、アガロース、セファロース、も
しくは磁気ビーズ）のように球状であってもよいし、試験管の内側表面や棒材の外側表面
のように円筒状であったもよい。当業者であればタンパク質を結合するための他の多数の
好適な「固相担体」を知っているであろう。例えば、好適な固相担体は、９６または３８
６ウェルのマイクロタイタープレートである。
【０１４６】
　タンパク質特異的抗体、その抗原結合フラグメント、またはこれらの誘導体の検出は、
例えば蛍光増感剤部位の一方または両方を検出しようとする場合には蛍光光度計を用いて
、あるいは、例えばルミネッセンス部位からの発光を検出しようとする場合には照度計を
用いて、行うことができる。試験分析と並行して実施する分析物に既知量の１以上の抗原
を加えるというようなポジティブ対照およびネガティブ対照を行ってもよい。当業者であ
れば適切な対照を行うのに必要な知識を持っているであろう。
【０１４７】
　あるいは、一部の実施形態では、プローブ部位は細胞受容体のリガンドでありうる。本
明細書に記載されるルミネッセンス部位に結合することができ、かつ本方法に有用である
ようなリガンドの例としては、以下に限定されないが、サイトカイン（例えば、インター
フェロン（例えば、ＩＦＮ－ガンマ）、ＩＬ－２サブファミリーサイトカイン、ＩＬ－１
０サブファミリーサイトカイン、ＩＬ－１サブファミリーサイトカイン、ＩＬ－１７サブ
ファミリーサイトカイン、および腫瘍壊死因子）；成長因子（ＰＤＧＦ、ＥＧＦ、ＴＧＦ
－アルファ、ＦＧＦ、ＮＧＦ、エリトロポエチン、ＴＧＦ－ベータ、ＩＧＦ－Ｉ、ＩＧＦ
－ＩＩ、Ｇ－ＣＳＦ、ＧＭ－ＳＣＦ、トロンボポイエチン、およびミオスタチン）；なら
びにウイルスまたはウイルスタンパク質（例えば、ウイルス表面タンパク質もしくはウイ
ルス外殻タンパク質、たとえばＨＩＶ－１のｇｐ１６Ｏもしくはｐ２４）が挙げられる。
他の実施形態では、リガンドは小分子（例えば、アンドロゲン（例えば、アンドロゲン受
容体に結合するためのテストステロン）、エストロゲン、プロゲストロン、グルココルチ
コステロイド、またはコルチコステロイド）であってもよい。小分子がオーファン化合物
（すなわち、既知の機能を有するが同定された細胞標的を有さない化合物）である場合、
本方法を使用してオーファン化合物の細胞標的（例えば、その化合物の酵素標的）を同定
することができる。
【０１４８】
　リガンドを介した（ｌｉｇａｎｄ－ｂａｓｅｄ）ルミネッセンス結合体の好適な検出方
法は当業者によく知られており、上記した方法の一部が含まれる。端的にいうと、リガン
ド結合体を、リガンドとその同属受容体との結合が可能となるのに十分な時間、サンプル
に添加した後に、ルミネッセンス部位からの発光または蛍光増感剤部位の一方または両方
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からの蛍光発光を検出することができる。場合によっては、リガンドは非標識の抗体であ
ってもよく、検出可能に標識された抗体（上記のものなど）を使用してリガンドの存在を
検出することも可能である。
【０１４９】
　一部の実施形態において、プローブ部位は核酸（例えば、ＲＮＡまたはＤＮＡ）である
。ルミネッセンス結合（ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔｌｙ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ）核酸への
好適な使用法としては、例えば、逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（ＲＴ－ＰＣＲ）法、分岐
オリゴヌクレオチド法、ノーザンブロット法およびサザンブロット法、インサイチュー（
ｉｎ　ｓｉｔｕ）ハイブリダイゼーション法（例えば、蛍光インサイチュー（ｉｎ　ｓｉ
ｔｕ）ハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ））、ならびにオリゴヌクレオチドハイブリダ
イゼーション法（ただしこれらに限定されない）などのｍＲＮＡ塩基配列検出法がある。
【０１５０】
　サンプル（例えば、ヒトガン患者サンプル）から得られる遺伝物質中の特定のｍＲＮＡ
転写物を検出する方法の一つは、分岐鎖オリゴヌクレオチドハイブリダイゼーション分析
を使用する。分岐鎖オリゴヌクレオチドハイブリダイゼーションは米国特許第５，５９７
，９０９号明細書、米国特許第５，４３７，９７７号明細書、および米国特許第５，４３
０，１３８号明細書に記載されているように実施すればよい。
【０１５１】
　他の実施形態において、本明細書に記載されたルミネッセンス結合核酸プローブを用い
たサンプル中のｍＲＮＡ転写物の検出には、ノーザンブロット分析を使用する。ノーザン
ブロット分析の実施手法は当業者によく知られており、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，　Ｊ．　ら、
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏ
ｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓ
ｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．（１９８９）に記載されている。ｍＲＮＡ抽出、ｍ
ＲＮＡの電気泳動による分離、ブロット、プローブ調製、およびハイブリダイゼーション
はいずれも容易に入手可能な出発材料を用いて日常的に実施可能である周知技術である。
【０１５２】
　本発明に採用される特定のｍＲＮＡ転写物の存在を検出する他の方法は、オリゴヌクレ
オチドハイブリダイゼーション法を使用する。オリゴヌクレオチドハイブリダイゼーショ
ン法は当業者に周知である（以下に詳細に記載する）。端的にいうと、特定のヌクレオチ
ド配列を含有する検出可能なプローブはｍＲＮＡ転写物のヌクレオチド配列にハイブリダ
イズするであろう。一実施形態において、サンプルから得られるＲＮＡから作られるＲＮ
ＡまたはｃＤＮＡを、例えば、濾紙に固定する。次に、プローブを添加し、プローブが固
定された遺伝物質を十分に補完する場合に限りハイブリダイゼーションを可能とする条件
下に維持する。条件はプローブを洗い落とすほどに十分に厳格であり、プローブの一部分
のみが固定された材料にハイブリダイズする。洗浄されたフィルター上のプローブの検出
は相補配列を示す。かような方法に有用なプローブとしては相補的ＤＮＡのオリゴヌクレ
オチドの少なくとも１８のヌクレオチドがあり、標的ｍＲＮＡ転写物の完全な相補配列と
同じ大きさでありうる。一部の好適な実施形態において、本発明のプローブは３０～２０
０のヌクレオチドであり、好ましくは４０～１００のヌクレオチドである。プローブは標
的ｍＲＮＡ配列に対して固有の配列を含有することが好ましい。ハイブリダイゼーション
条件は完全に相補的でないハイブリダイゼーションによるバックグランド信号を最小化す
るために日常的に最適化されうる。一部の好適な実施形態において、プローブは全長クロ
ーンである。プローブは少なくとも１５のヌクレオチド、好ましくは３０～２００の、よ
り好ましくは４０～１００のヌクレオチドフラグメントであり、完全なｍＲＮＡ転写物で
ありうる。
【０１５３】
　オリゴヌクレオチドハイブリダイゼーション法は、均質化された組織サンプル中のｍＲ
ＮＡ転写物および体液サンプル中の細胞の検出に有用である。さらに、多数の検出方法（
本明細書に記載された方法および他の好適な検出法の両方を含む）を特定の分析に組み込



(49) JP 2010-502573 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

むことができる。例えば、免疫組織化学分析のような手法を１以上のポリペプチド産物が
サンプル中の細胞に存在するかどうかを決定するために実施してもよいし、例えば、ＲＴ
－ＰＣＲまたはノーザンブロット分析を使用してポリペプチドをコードするｍＲＮＡの存
在を検出するために実施してもよい。
【０１５４】
　ルミネッセンスで標識されていない核酸の付加的な実施形態を以下の「核酸プローブと
しての結合体の使用」という欄で詳細に記載する。
【０１５５】
　（インビボ検出法）
　本発明では、組成物およびプローブ（例えば、被検体の内部または上部の標的）を用い
た標的のインビボ検出方法についても取り上げる。本方法は、標的に対して親和性のある
標的プローブ部位を含むルミネッセンスプローブ組成物を被検体に輸送する工程と；前記
ルミネッセンスプローブ組成物から発生する信号を検出する工程と；を含む。この際、前
記標的プローブ部位はルミネッセンスキレート組成物に共有結合しており、前記キレート
ルミネッセンス組成物は、（ｉ）第一増感剤部位；（ｉｉ）前記第一増感剤に、必要に応
じて第一リンカーを介して、共有結合で結合したキレート部位；および（ｉｉｉ）前記キ
レート部位（ｉｉ）に、必要に応じて第二リンカーを介して、共有結合で結合した第二増
感剤部位を含み、前記第一増感剤部位および前記第二増感剤部位は独立して式（Ｉ）また
は式（ＩＩ）を有し、
　式（Ｉ）は
【０１５６】

【化２９】

【０１５７】
である：
ただし、ＸはＣＨ－Ｒ１、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ１である；
Ｒ１は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ２は、Ｈ、ＮＨ２、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキル
ヒドラジド、ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’で
ある；この際、Ｒ’は直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケ
ニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２

～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、
アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン
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部分を有するアルキルアレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロア
ルキレン（３～２０原子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここ
で、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ３は、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アル
キレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３

～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、
分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン（Ｃ

６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有する
アルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン（３
～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロア
ルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアルキレ
ン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルアレー
ン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１５８】
【化３０】

【０１５９】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示す；
　式（ＩＩ）は
【０１６０】

【化３１】

【０１６１】
である：
ただし、ＺはＣＨ－Ｒ４、Ｏ、Ｓ、またはＮ－Ｒ４である；
Ｒ４は、Ｈ、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状
アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（
Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０

）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレーン
（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有
するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロアルキレン
（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテ
ロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または環状のアル
キレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、またはアルキルア
レーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
Ｒ５は、カルボキサミド、ヒドラジド、アシルヒドラジドもしくはアルキルヒドラジド、
ヒドロキサメート、ＣＯＯＨ、またはＣＯ－Ｒ’もしくはＣＯ－Ｏ－Ｒ’であり；Ｒ’は
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直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキレン（
Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アルケニレン（Ｃ３～Ｃ２０

）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
キニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、アレ－ン（Ｃ６～Ｃ１

９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレーン部分を有するアルキル
アレーン、直鎖ヘテロアルキレン（２～２０原子）、分岐ヘテロアルキレン（３～２０原
子）、または環状ヘテロアルキレン（３～１０原子）である（ここで、ヘテロアルキレン
の少なくとも１つの原子はＮまたはＯである）；
Ｒ６は、Ｈ、ハロゲン、直鎖アルキレン（Ｃ１～Ｃ２０）、分岐アルキレン（Ｃ３～Ｃ２

０）、環状アルキレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルケニレン（Ｃ２～Ｃ２０）、分岐アル
ケニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルケニレン（Ｃ３～Ｃ１０）、直鎖アルキニレン（Ｃ

２～Ｃ２０）、分岐アルキニレン（Ｃ３～Ｃ２０）、環状アルキニレン（Ｃ３～Ｃ１０）
、アレーン（Ｃ６～Ｃ１９）、Ｃ１～Ｃ２０のアルキル部分およびＣ６～Ｃ１９のアレー
ン部分を有するアルキルアレーン、直鎖へテロアルキレン（２～２０原子）、分岐へテロ
アルキレン（３～２０原子）、または環状へテロアルキレン（３～１０原子）である（こ
こで、ヘテロアルキレンの少なくとも１つの原子はＮまたはＯであり；直鎖、分岐または
環状のアルキレン、アルケニレン、アルキニレン、ヘテロアルキレン、アレーン、または
アルキルアレーン部位は必要に応じて１～３のハロゲン原子でさらに置換されている）；
フェニル環の７位の
【０１６２】
【化３２】

【０１６３】
は、増感剤部位がキレート部位に、必要に応じてリンカーを介して、共有結合する場所を
示し；
　該キレート部位は、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ、ＴＴＨＡ、ＤＯＴＡ、ＴＡＧＡ、ＤＯＴＰ、
ＤＴＰＡ－ＢＭＡ、ＤＯ２Ｐ、およびＨＰ－ＤＯ３Ａよりなる群から選択され；
　増感剤部位の一つは、結合基に、必要に応じて第三リンカー部位を介して、Ｒ２または
Ｒ５部位で共有結合しており；
　前記ルミネッセンス組成物はキレート部位にキレート化されたランタニドをさらに含み
、前記ランタニドは、Ｇｄ（ＩＩＩ）、Ｄｙ（ＩＩＩ）、Ｈｏ（ＩＩＩ）、Ｅｒ（ＩＩＩ
）、Ｅｕ（ＩＩＩ）、Ｔｂ（ＩＩＩ）、Ｓｍ（ＩＩＩ）、Ｃｅ（ＩＩＩ）、Ｐｒ（ＩＩＩ
）、Ｙｂ（ＩＩＩ）、Ｔｍ（ＩＩＩ）、Ｎｄ（ＩＩＩ）、およびＴｂ（ＩＶ）よりなる群
から選択される。
【０１６４】
　検出方法は本明細書に記載された方法のいずれであってもよく（「組成物のルミネッセ
ンスおよび／または蛍光の検出」を参照）、例えば、フルオロスコープ、ルミノスコープ
、核磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ）、またはコンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）を使用
して実施することができる。
【０１６５】
　本方法は、腫瘍抗原（例えば、ＭＡＧＥ－１、ＭＡＧＥ－３、ＭＵＣ１、ＦＡＰ－α、
テネイシン、上皮細胞成長因子受容体（ＥＧＦＲ）、ｐｌ８５ＨＥＲ２、Ｈｅｒ－２／Ｎ
ｅｕ、もしくはＣＡ－１２５）、心疾患のバイオマーカー（例えば、ＣＫ、ＣＫ－ＭＢ、
ミオグロビン、心筋トロポニン、ＬＤＨ、ＡＳＴ、Ｈｓ－ＣＲＰ、もしくはＢＮＰ）、ま
たは神経疾患のバイオマーカー（例えば、タウ、トランスサイレチン、もしくはアルファ
シヌクレイン）などのバイオマーカーのインビボ診断において有用となりうる。バイオマ
ーカーは核酸（例えばｍＲＮＡ）またはタンパク質（例えば、細胞によるタンパク質発現
）の両方を含む。本方法を一時点で使用する場合（すなわち、１つの個別測定用途）、本
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方法を使用することで疾患（例えば、ガン、心疾患、微生物感染、または神経疾患）の有
無を検出することができる。あるいは、本方法を特定の被検体に長時間繰り返す場合（す
なわち、同一被検体における種々の時点のバイオマーカー検出）、本方法を使用すること
で被検体における疾患の状態の進行を検出または定量化（例えば、疾患のバイオマーカー
の増加または減少に基づく疾患の悪化または改善の検出）が可能である。例えば、最初に
メラノーマに検出されたＭＡＧＥ－１の量に比べてより多くのＭＡＧＥ－１が二回目の時
点でメラノーマ中に検出される場合、このことはメラノーマが進行している兆候となりう
る。
【０１６６】
　本方法は、被検体中のプローブをひきつける特定の標的の場所を確認または画像化する
のにも有用となりうる。例えば、プローブの標的が腫瘍細胞上または腫瘍細胞中で発現さ
れる抗原である、すなわち真正な（ｂｏｎａ　ｆｉｄｅ）腫瘍抗原である場合、本方法を
使用することで被検体中の腫瘍の場所を突き止める（例えば、転移性腫瘍細胞または細胞
のコロニーを発見する、検出する、または確認する）ことができる。本方法は、例えば検
出静脈造影による被検体中の血栓または血栓症の検出にも有用となりうる。
【０１６７】
　本方法の他の使用法は、心臓負荷試験、肺スキャン、肺血管造影、およびスパイラル（
ヘリカル）コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャンでありうる。
【０１６８】
　被検体としては本明細書に記載される任意の被検体であってよい。
【０１６９】
　本明細書に記載される結合プローブのすべてをインビボ法に使用することができる。例
えば、本方法で有用なルミネッセンスプローブ組成物としては、プローブが例えば、抗体
、リガンド、小分子、または核酸である組成物がある。好適なプローブは、プローブを引
きつける標的分子の種類によって異なるであろう。
【０１７０】
　プローブ部位が抗体である場合、（例えば、目的とする被検体がヒトであるときに）抗
体プローブを部分的にヒト化するまたは完全にヒト化するのに有用となりうる。本発明の
結合抗体または抗原結合フラグメントをインビトロ用途またはインビボ用途に一層適合化
させるような方法で修飾してもよい。欧州特許第２３９４００号明細書（Ｗｉｎｔｅｒら
）には、ある種類のＣＤＲを他の種類のもので（特定の可変領域の範囲内で）置換するこ
とによる抗体の変性が記載されている。ＣＤＲ置換抗体は非ヒトの構成要素の含有量が著
しく少ないため、ＣＤＲ置換抗体は真性キメラ抗体に比べてヒトにおける免疫応答を引き
起こす傾向が小さくなりうる。Ｒｉｅｃｈｍａｎｎら、Ｎａｔｕｒｅ　３３２、３２３～
３２７頁、１９８８；ＶｅｒｈｏｅｙｅｎらＳｃｉｅｎｃｅ　２３９、１５３４～１５３
６頁、１９８８を参照されたい。通常は、組換え核酸技術を用いてマウス抗体のＣＤＲｓ
をヒト抗体中の対応領域に置換し、所望の置換抗体をコードする配列を生成する。所望の
アイソタイプのヒト定常領域の遺伝子断片（例えば、ＣＨのためのガンマＩおよびＣＬの
ためのカッパ）を加えることができ、そして、ヒト化重鎖および軽鎖遺伝子を哺乳類細胞
中で共発現させることで可溶性ヒト化抗体を生成することができる。
【０１７１】
　国際公開第９０／０７８６１号パンフレットには、本来のマウス抗体のＶ領域フレーム
ワークへの最適なタンパク質配列の相同性についてのコンピュータ分析を行うことにより
ヒトＶフレームワーク領域を選択する工程、およびマウスＶ領域の三次構造をモデル化し
てマウスＣＤＲｓと相互作用する可能性が高いフレームワークアミノ酸残基を可視化する
工程を含む方法が記載されている。次に、これらのマウスアミノ酸残基を相同ヒトフレー
ムワークに重ね合わせる。米国特許第５，６９３，７６２号明細書；米国特許第５，６９
３，７６１号明細書；米国特許第５，５８５，０８９号明細書；および米国特許第５，５
３０，１０１号明細書も参照されたい。Ｔｅｍｐｅｓｔら、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
　９、２６６～２７１頁、１９９１では、標準として、ＮＥＷＭおよびＲＥＩ重鎖および
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軽鎖由来のＶ領域フレームワークをそれぞれ、ラジカル導入を伴わないＣＤＲ移植のため
に使用する。ＮＥＷＭおよびＲＥＩによるヒト化抗体の構築のためのＴｅｍｐｅｓｔらの
取り組みを使用することによる利点は、ＮＥＷＭおよびＲＥＩ可変領域の三次元構造をＸ
線結晶学から知ることにより、ＣＤＲｓとＶ領域フレームワーク残基との間の特異的相互
作用をモデル化することができることである。
【０１７２】
　非ヒト抗体を修飾して、ヒト免疫グロブリン配列、例えば、コンセンサスヒトアミノ酸
残基を特定の位置、例えば、１以上（好ましくは少なくとも５、１０、１２、または全て
）の下記の位置：（軽鎖の可変ドメインのフレームワーク中の）４Ｌ、３５Ｌ、３６Ｌ、
３８Ｌ、４３Ｌ、４４Ｌ、５８Ｌ、４６Ｌ、６２Ｌ、６３Ｌ、６４Ｌ、６５Ｌ、６６Ｌ、
６７Ｌ、６８Ｌ、６９Ｌ、７ＯＬ、７１Ｌ、７３Ｌ、８５Ｌ、８７Ｌ、９８Ｌ、ならびに
／または重鎖の可変ドメインのフレームワーク中の）２Ｈ、４Ｈ、２４Ｈ、３６Ｈ、３７
Ｈ、３９Ｈ、４３Ｈ、４５Ｈ、４９Ｈ、５８Ｈ、６ＯＨ、６７Ｈ、６８Ｈ、６９Ｈ、７Ｏ
Ｈ、７３Ｈ、７４Ｈ、７５Ｈ、７８Ｈ、９１Ｈ、９２Ｈ、９３Ｈ、および／もしくは１０
３Ｈ（Ｋａｂａｔナンバリングに従う）に挿入するというような置換を含めてもよい。例
えば、米国特許第６，４０７，２１３号明細書を参照されたい。
【０１７３】
　Ｖ２－ＣＮＤポリペプチドに結合する完全なヒトモノクローナル抗体は、例えば、Ｂｏ
ｅｒｎｅｒら、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１４７、８６～９５頁、１９９１に記載されるよ
うなインビトロで感作されたヒト膵細胞を使用することにより産生されうる。これらをＰ
ｅｒｓｓｏｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、８８：２４３２～２４
３６頁、１９９１またはＨｕａｎｇおよびＳｔｏｌｌａｒ、Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　１４１、２２７～２３６、１９９１；および米国特許第５，７９８，２３０号
明細書に記載されるようなレパートリークローニングにより調製してもよい。大きな非免
疫ヒトファージ提示ライブラリーを使用して、標準的なファージ技術を用いてヒト治療法
として発現しうる高親和性抗体を分離してもよい（例えば、Ｖａｕｇｈａｎら、１９９６
；Ｈｏｏｇｅｎｂｏｏｍら、Ｉｍｍｕｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ４：１～２０頁、（１９
９８）；およびＨｏｏｇｅｎｂｏｏｍら、Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｔｏｄａｙ　２：３７１～８
頁（２０００）；米国特許出願公開２００３－０２３２３３３号明細書を参照）。
【０１７４】
　本明細書で使用される「免疫グロブリン可変ドメイン配列」は、免疫グロブリン可変ド
メインの構造を形成しうるアミノ酸配列を指す。例えば、前記配列は自然発生の可変ドメ
インのアミノ酸配列の全部または一部を含みうる。例えば、前記配列は１、２またはそれ
以上のＮ－もしくはＣ－末端アミノ酸や内部アミノ酸を省略してもよいし、１以上の挿入
物または付加的な末端アミノ酸を含んでもよいし、あるいは他の改変部を含んでいてもよ
い。一実施形態において、免疫グロブリン可変ドメイン配列を含むポリペプチドは他の免
疫グロブリン可変ドメイン配列と連携することができ、これにより標的結合構造（または
「抗原結合部位」）、例えばＶ２－ＣＮＤポリペプチドと相互作用する構造を形成する。
【０１７５】
　抗体のＶＨまたはＶＬ鎖は重鎖または軽鎖定常領域の全部または一部をさらに含んでい
てもよく、これによりそれぞれ免疫グロブリン重鎖または軽鎖を形成する。一実施形態に
おいて、抗体は２本の免疫グロブリン重鎖および２本の免疫グロブリン軽鎖の四量体であ
る。免疫グロブリン重鎖および免疫グロブリン軽鎖はジスルフィド結合により結合しうる
。重鎖定常領域は通常３つの定常ドメイン、ＣＨ１、ＣＨ２、およびＣＨ３を含む。軽鎖
定常領域は通常ＣＬドメインを含む。重鎖および軽鎖の可変領域は抗原と相互作用する結
合ドメインを含む。抗体の定常領域は通常、免疫系の様々な細胞（例えば、エフェクター
細胞）および従来の補体系の第１成分（Ｃ１ｑ）などのホスト組織または因子への抗体の
結合を仲介する。
【０１７６】
　抗体の１以上の領域は、ヒトであってもよいし、機能上効果のあるヒト（ｅｆｆｅｃｔ
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ｉｖｅｌｙ　ｈｕｍａｎ）であってもよいし、またはヒト化されていてもよい。例えば、
１以上の可変領域はヒトであるか、または効果上はヒトでありうる。例えば、１以上のＣ
ＤＲｓ、例えば、重鎖（ＨＣ）　ＣＤＲｌ、ＨＣ　ＣＤＲ２、ＨＣ　ＣＤＲ３、軽鎖（Ｌ
Ｃ）　ＣＤＲｌ、ＬＣ　ＣＤＲ２、およびＬＣ　ＣＤＲ３はヒトでありうる。軽鎖ＣＤＲ
ｓのいずれかはヒトでありうる。ＨＣ　ＣＤＲ３はヒトでありうる。１以上のフレームワ
ーク領域（ＦＲ）はヒトでありうる。例えば、ＨＣまたはＬＣのＦＲｌ、ＦＲ２、ＦＲ３
、およびＦＲ４はヒトでありうる。一部の実施形態においてフレームワーク領域のすべて
がヒトである。例えば、ヒト体細胞（例えば、免疫グロブリンまたは非造血細胞を産生す
る造血細胞）に由来するフレームワーク領域のすべてがヒトである。一実施形態において
、ヒト配列は、例えば、生殖核酸によりコードされる生殖細胞配列である。１以上の定常
領域はヒトであってもよいし、機能上効果のあるヒトであってもよいし、またはヒト化さ
れていてもよい。他の実施形態において、フレームワーク領域（例えば、ＦＲ１、ＦＲ２
およびＦＲ３の集合としてもしくはＦＲ１、ＦＲ２、ＦＲ３、およびＦＲ４の集合として
）または抗体全体のうちの少なくとも７０、７５、８０、８５、９０、９２、９５、また
は９８％はヒトであってもよいし、機能上効果のあるヒトであってもよいし、またはヒト
化されていてもよい。例えば、ＦＲ１、ＦＲ２、およびＦＲ３の集合は、ヒト生殖セグメ
ントによりコードされるヒト配列と少なくとも７０、７５、８０、８５、９０、９２、９
５、または９８％が一致しうる。
【０１７７】
　「機能上効果のあるヒト」免疫グロブリン可変領域は、免疫グロブリン可変領域が正常
なヒトの免疫原性応答を引き出さないために十分な数のヒトフレームワークアミノ酸位置
を含む免疫グロブリン可変領域である。「機能上効果のあるヒト」抗体は、抗体が正常な
ヒトの免疫原性応答を引き出さないために十分な数のヒトアミノ酸位置を含む抗体である
。
【０１７８】
　「ヒト化」免疫グロブリン可変領域は、修飾された形態が非修飾の形態に比べてヒトの
免疫応答を引き出さないように修飾された免疫グロブリン可変領域である。例えば、免疫
グロブリン可変領域が正常なヒトの免疫原性応答を引き出さないために十分な数のヒトフ
レームワークアミノ酸位置を含むように修飾された免疫グロブリン可変領域である。「ヒ
ト化」免疫グロブリンについての説明は、例えば、米国特許第６，４０７，２１３および
米国特許第５，６９３，７６２にある。場合によっては、ヒト化免疫グロブリンは１以上
のフレームワークアミノ酸位置に非ヒトアミノ酸を含みうる。
【０１７９】
　抗体の全部または一部を免疫グロブリン遺伝子またはそのセグメントによりコードして
もよい。代表的なヒト免疫グロブリン遺伝子としては、カッパ、ラムダ、アルファ（Ｉｇ
Ａ１およびＩｇＡ２）、ガンマ（ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４）、デルタ、
イプシロン、およびミュー定常領域遺伝子、ならびに無数の免疫グロブリン可変領域遺伝
子がある。完全長の免疫グロブリン「軽鎖」（約２５Ｋｄまたは２１４アミノ酸）は可変
領域遺伝子によりＮＨ２－末端で（約１１０アミノ酸）、およびカッパまたはラムダ定常
領域遺伝子によりＣＯＯＨ－末端でコードされる。完全長の免疫グロブリン「重鎖」（約
５０Ｋｄまたは４４６アミノ酸）は同様に、可変領域遺伝子（約１１６アミノ酸）および
他の上記定常領域遺伝子のうちの１つ（例えば、ガンマ）（約３３０アミノ酸をコード）
によりコードされる。
【０１８０】
　完全長抗体の「抗原結合フラグメント」という用語は、注目する標的に特異的に結合す
る能力を保有する完全長抗体（すなわち、ＧＦＲアルファ３）の１以上のフラグメントを
指す。完全長抗体の「抗原結合フラグメント」という用語に包含される結合フラグメント
の例としては、（ｉ）Ｆａｂフラグメント、ＶＬ、ＶＨ、ＣＬおよびＣＨ１ドメインから
なる一価フラグメント；（ｉｉ）Ｆ（ａｂ’）２フラグメント、ヒンジ領域でジスルフィ
ド架橋により結合されている２つのＦａｂフラグメントを含む二価フラグメント；（ｉｉ
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ｉ）ＶＨおよびＣＨ１ドメインからなるＦｄフラグメント；（ｉｖ）抗体の単一群のＶＬ
およびＶＨドメインからなるＦｖフラグメント；（ｖ）ＶＨドメインからなるｄＡｂフラ
グメント（Ｗａｒｄら、Ｎａｔｕｒｅ　３４１：５４４～５４６頁（１９８９））；なら
びに（ｖｉ）機能性を保有する分離された相補性決定領域（ＣＤＲ）がある。さらに、Ｆ
ｖフラグメントの２つのドメインであるＶＬおよびＶＨは個別の遺伝子によってコードさ
れるが、これらは、組換え法を用いて合成リンカーによって結合させることができる。こ
の合成リンカーにより、これらを、ＶＬ領域およびＶＨ領域のペアが一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦ
ｖ）として知られる一価性分子を形成するような単一のタンパク質鎖として作成すること
が可能となる。Ｂｉｒｄら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４２：４２３～４２６頁（１９８８）；
およびＨｕｓｔｏｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８５：５８７
９～５８８３頁（１９８８）を参照されたい。
【０１８１】
　（医薬組成物および組成物の輸送方法）
　本発明は、本明細書に記載される組成物のいずれかまたは薬学的に許容可能なこれらの
塩を含有する医薬組成物をも提供する。この際、この組成物は、薬学的に許容可能なその
担体、希釈剤または賦形剤と共に、プローブに共有結合している。
【０１８２】
　本明細書に記載される化学組成物のいずれかが医薬組成物に組み込まれうる。かような
医薬組成物は通常、化学組成物および薬学的に許容可能な担体を含む。本明細書に使用さ
れる「薬学的に許容可能な担体」という語は、医薬投与に適合した、溶媒、分散媒、被覆
剤、抗菌剤、抗真菌剤、等張性剤および吸収遅延剤などを包含する。本発明の化学組成物
は、シロップ、エリキシル、懸濁液、粉末、顆粒、錠剤、カプセル、ロゼンジ、トローチ
、水溶液、クリーム、軟膏、ローション、ゲル、エマルジョンなどの形態で医薬組成物と
して配合されうる。補助的な活性化合物も医薬組成物に組み込んでよい。
【０１８３】
　医薬組成物は目的とする投薬経路に適合するように配合される。投薬経路の例としては
、非経口投与、例えば、静脈内投与、皮内投与、皮下投与、経口（例えば吸入）投与、経
皮（局所）投与、経粘膜投与、および経直腸投与が挙げられる。非経口投与、皮内投与、
または皮下投与に使用される溶液または懸濁液は、下記の構成要素：注射用蒸留水、生理
食塩水、不揮発性油、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、ま
たは他の合成溶媒のような滅菌希釈剤；ベンジルアルコールまたはメチルパラベンのよう
な抗菌剤；アスコルビン酸または亜硫酸水素ナトリウムのような抗酸化剤；エチレンジア
ミン四酢酸のようなキレート剤；酢酸塩、クエン酸塩、またはリン酸塩（ｐｈｏｓｐｈａ
ｔｅ）のような緩衝液；および塩化ナトリウムまたはデキストロースのような張度調節剤
を含みうる。ｐＨは塩酸や水酸化ナトリウムのような酸または塩基を用いて調節されうる
。非経口調製物はガラスまたはプラスチック製のアンプル、使い捨て注射器、または、多
重投与用バイアル中に封入することができる。
【０１８４】
　注射可能に適した医薬組成物は、注射可能な溶液または分散液の即時調製用の滅菌水溶
液（水溶性）または分散液および滅菌粉末を含む。静脈内投与に好適な担体としては、生
理食塩水、静菌水、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ３（ＢＡＳＦ、Ｐａｒｓｉｐｐａｎｙ、Ｎ
Ｊ．）、またはリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）がある。いかなる場合も、組成物は無菌
である必要があり、かつ容易に注射可能な程度の流体であるべきである。これは、製造お
よび貯蔵の条件下で安定であるべきであり、かつ細菌や真菌のような微生物の混入を防止
する必要がある。担体は、例えば、水、エタノール、ポリオール（例えば、グリセロール
、プロプレングリコール、および液体ポリエチレングリコールなど）ならびにこれらの好
適な混合物を含有する溶媒または分散媒でありうる。レシチンのような被覆剤の使用によ
って、分散液の場合には必要とされる粒子サイズの維持によって、および界面活性剤の使
用によって、適切な流動性を維持することができる。微生物作用の防止は、種々の抗菌剤
および抗真菌剤、例えば、パラベン、クロロブタノール、フェノール、アスコルビン酸、
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チメロサールなどによって達成することができる。多くの場合、等張性剤、例えば、糖、
マンニトール、ソルビトールのようなポリアルコール、塩化ナトリウムを組成物中に含む
ことが好ましいであろう。吸収を遅延させる薬剤、例えば、モノステアリン酸アルミニウ
ムおよびゼラチンを組成物中に含有することにより、注射可能な組成物の吸収を延長する
ことができる。
【０１８５】
　滅菌の注射可能な溶液の調製は、必要な量の本明細書に記載される化学組成物のいずれ
かを、適切な溶媒中に、必要に応じて上記に列挙した成分の１つまたは組み合わせと共に
組み込んだ後に濾過滅菌することにより行うことができる。一般に、分散液の調製は、塩
基性分散媒および上記に列挙したものの必要とされるその他の成分を含有する滅菌媒体（
ｖｅｈｉｃｌｅ）中に化学組成物を組み込むことにより行われる。滅菌の注射可能な溶液
の調製用滅菌粉末の場合、調製方法としては、あらかじめ滅菌濾過されたこれらの溶液か
ら、活性成分と任意の付加的な所望の成分との粉末を得る真空乾燥または冷凍真空乾燥が
ありうる。
【０１８６】
　経口医薬組成物は一般に、不活性な希釈剤または食用担体を含む。経口の治療的投与の
目的で、化学組成物は賦形剤と組み合わせることができ、錠剤、トローチまたはカプセル
（例えばゼラチンカプセル）の形態で使用することができる。経口医薬組成物を、うがい
薬として使用される液体担体を用いて調製することもできる。薬学的に適合する結合剤お
よびまたはアジュバント材料を組成物の一部として含んでもよい。錠剤、ピル、カプセル
、トローチなどは下記の成分または類似の性質を有する化合物のいずれかを含有してもよ
い：
微結晶性セルロース、トラガカントゴムまたゼラチンのような結合剤；デンプンまたはラ
クトースのような賦形剤；アルギン酸、プリモゲル、またはとうもろこしデンプンのよう
な崩壊剤；ステアリン酸マグネシウムまたはステロテスのような潤滑剤；コロイドシリコ
ンジオキシドのような流動促進剤；スクロースまたはサッカリンのような甘味剤；または
ペパーミント、サリチル酸メチル、またはオレンジ風味料のような風味剤。
【０１８７】
　粉末および錠剤は１％～９５％（ｗ／ｗ）の化学組成物を含有する。特定の実施形態に
おいて、化学組成物は５％～７０％（ｗ／ｗ）の範囲である。好適な担体は、炭酸マグネ
シウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、糖、ラクトース、ペクチン、デキストリン
、デンプン、ゼラチン、、トラガカント、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロー
スナトリウム、低融点ワックス、カカオバターなどである。「調製物」という用語は、カ
プセルを形成するような担体としての封入材料と共に化学組成物の製剤を含むことを意図
する。この際、このカプセル中では、他の担体の有無にかかわらず前記化学組成物は担体
に取り囲まれ、このようにして担体はそれと結合している。同様にして、カシェ剤および
ロゼンジを含む。錠剤、粉末、カプセル、ピル、カシェ剤、およびロゼンジを経口投与に
適する固体投薬形態として使用することができる。
【０１８８】
　経口使用に適した水溶液は、化学組成物を水に溶解し、かつ好適な着色剤、香味料、安
定剤、および増粘剤を所望により添加することにより調製されうる。経口使用に適した水
性懸濁液は、微細な活性成分を、天然ゴムもしくは合成ゴム、樹脂、メチルセルロース、
カルボキシメチルセルロースナトリウム、および他の周知の懸濁剤のような粘性材料と共
に水中に分散することによって製造することができる。
【０１８９】
　吸入による投与については、化学組成物をエアゾールスプレーの形態で、好適な噴射剤
、例えば、二酸化炭素のような気体を含む加圧容器もしくはディスペンサーまたはネブラ
イザーから輸送する。
【０１９０】
　全身投与は経粘膜手段または経皮手段によるものであってもよい。経粘膜投与または経
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皮投与については、浸透されるべきバリアーに適した浸透剤を製剤中に使用する。かよう
な浸透剤は一般に当該技術分野で公知であり、例えば、経粘膜投与では洗浄剤、胆汁酸塩
、およびフシジン酸誘導体を含む。経粘膜投与は、鼻腔用スプレーまたは坐薬の使用を通
じて実現することができる。経皮投与では、活性化合物を一般に当該技術分野で公知であ
るような軟膏、膏薬、ゲル、またはクリーム中に配合する。
【０１９１】
　化学組成物を、直腸輸送のために（例えば、カカオバターおよび他のグリセリドのよう
な慣用の坐剤基剤を用いた）坐薬の形態または滞留浣腸剤の形態で調製してもよい。
【０１９２】
　一実施形態では、移植体およびマイクロカプセル化された送達系を含む放出制御製剤の
ような、化学組成物を身体から急速に除去されないようにする担体と共に調製される。エ
チレン酢酸ビニル、ポリ酸無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステル
およびポリ乳酸のような生体分解性の生体適合性ポリマーを使用してもよい。かような製
剤の調製方法は当業者には明らかであろう。材料はＡｌｚａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎお
よびＮｏｖａ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｉｎｃから商業的に入手することもで
きる。リポソームの懸濁液（モノクローナル抗体によりウイルス抗原に感染した細胞を標
的とするリポソームを含む）を薬学的に許容可能な担体として使用することもできる。こ
れらは、例えば、米国特許第４，５２２，８１１号明細書に記載されるような当業者に公
知の方法に従って調製することができる。
【０１９３】
　投与の簡便性や投与量の均一性の点で経口または非経口医薬組成物を投与量単位形態で
調合することが好都合である。本明細書で使用される投与単位形態は治療される被検体の
ための単位用量として好適な物理的に分離した単位を指す。各単位には所望のレベルの検
出を実現できるように計算されて予め決められた量の化学組成物が必要とされる薬理学的
担体と共に含まれている。投与量単位を使用説明書に添付してもよい。
【０１９４】
　被検体に投与される投与量は、本発明においては、被検体において長期間にわたり所望
の検出レベルが達成されるのに十分な量とすべきである。投与量は検出に使用される特定
の化学組成物の有効性、プローブを引きつける特定の標的のアクセシビリティ、および被
検体の状態ならびに治療される被検体の体重または表面積により決定されるであろう。投
薬量の規模も、特定の被検体中への特定の化学組成物の投薬に伴う何らかの副作用の存在
、性質、程度により決定されるであろう。
【０１９５】
　投与については、本発明の化学組成物は、被検体の集団検診および健康全般に適用され
るように、化合物の薬動力学的プロファイル、禁忌薬剤、および様々な濃度における化合
物の副作用を含む因子（ただしこれらに限定されない）により決定される速度で投与すれ
ばよい。投与は単一投与または分割投与を介して行えばよい。
【０１９６】
　医薬組成物は、容器、パック、またはディスペンサーに投与説明書と共に含まれうる。
【０１９７】
　（組成物のルミネッセンスおよび／または蛍光の検出）
　多様な放射線源および放射波長を使用して本明細書に記載されるルミネッセンス組成物
を励起することができる。例えば、好適な波長を有する放射線を発生させるランプ（例え
ば、高圧、水銀、キセノン、および石英ランプ）ならびにレーザーをルミネッセンス組成
物の励起に使用することができる。
【０１９８】
　本明細書に記載される組成物のルミネッセンス強度の評価方法は定量的、半定量的、ま
たは定性的であってよい。すなわち、例えば、所定の組成物の発光強度を離散値として測
定することができる。かような定量的な方法は当業者に周知であり、方法は下記の実施例
に記載されている。かような方法としては、例えば、サンプルを本明細書に記載される組
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成物の増感剤部位の一方または両方を励起することが可能な分光光度計、ルミノメーター
または蛍光光度計中に入れる工程と；増感剤部位の一方または両方からの蛍光発光を検出
（例えば、定量または測定）する工程および／またはルミネッセンス部位（例えば金属キ
レート、例えばランタニド）からのルミネッセンス発光を検出する工程を含む。検出がイ
ンビボ（例えば、全身動物中）で生じる場合、例えばフルオロスコープ、ルミノスコープ
、核磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ）、またはコンピュータ断層撮影（ＣＴスキャン）を使用
して検出を行うことができる。励起光は一定であってもよく、好ましくは、励起光はパル
ス状でありうる。１以上の増感剤部位の励起は４００～７００ｎｍの範囲で発生する可能
性があり、特定の増感剤の吸収極大に依存する。ランタニド（例えば、Ｔｂ３＋）を含有
する本明細書に記載されるルミネッセンスキレートは１５０～７５０ｎｍの波長、通常は
２００～６５０ｎｍの波長、より頻繁には２５０～５５０ｎｍの波長、最も頻繁には３０
０～４５０ｎｍの波長で励起しうる。一般に、検出される発光は、入射光に比べて、少な
くとも５０ｎｍ、通常は少なくとも１００ｎｍ、より頻繁には少なくとも１５０ｎｍ大き
い。例えば、テルビウムおよびユーロピウムについて検出される発光はそれぞれ、好まし
く４９２および５４６ｎｍならびに６１７および６９５ｎｍである。当業者であれば特定
の増感剤部位に依存するルミネッセンス組成物の最適励起波長を測定するための日常的な
実験を実施する方法を知っているであろう。多数の蛍光体分子の蛍光発光および励起スペ
クトルの例は、例えば、ｈｔｔｐ：／／ｐｒｏｂｅｓ．ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ．ｃｏｍ／
ｓｅｒｖｌｅｔｓ／ｓｐｅｃｔｒａ／（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ
，ＵＳＡ）で入手することができる。
【０１９９】
　本明細書に記載される方法のいずれについても、検出には励起ルミネッセンスキレート
部位のルミネッセンス発光および／またはルミネッセンス組成物の増感剤部位の一方また
は両方の蛍光発光を検出する工程は含まれうると理解される。増感剤（すなわち、蛍光体
）の蛍光発光は４００～７００の範囲をとることができ、特定の増感剤に依存する。
【０２００】
　（マクロ分子プローブへの組成物の結合）
　本明細書では、本明細書に記載される化学組成物のいずれかとプローブ部位との結合体
が提供される。本明細書に記載されるルミネッセンス組成物のマクロ分子結合体は免疫化
学、蛍光インサイチューハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）、細胞追跡、受容体標識化
および蛍光類似体細胞化学などの多様な方法に有用である。これらの用途において、結合
体は通常比較的長期間にわたり貯蔵および繰り返し使用されうるため、ルミネッセンス組
成物とマクロ分子（すなわちプローブ）との間の化学的結合の安定性は特に重要である。
その上、結合体に強力な組成物－マクロ分子結合が要求される過酷なインキュベーション
工程、ハイブリダイゼーション工程、および洗浄工程を施すことが多い。
【０２０１】
　好ましい結合体は通常、高いルミネッセンス収率および／または蛍光収率を有し、（ま
たは、ハプテニル化された（ｈａｐｔｅｎｙｌａｔｅｄ）結合体、好適な標的化程度の場
合には）溶解性、受容体（例えば、プローブが特定の同族受容体へのリガンドである場合
）、標的抗原（例えば、プローブが抗体である場合）、もしくは核酸（例えば、プローブ
が標的核酸に相補的な核酸である場合）への選択的結合、特定の酵素の活性化もしくは阻
害、または生体膜へ組み入れる能力のような非標識の生体分子の臨界パラメータをさらに
保有する。結合させた後には、非結合の標識試薬を通常、ゲル濾過、透析、マクロ分子沈
殿および再可溶化、ＨＰＬＣまたはこれらの手法の組み合わせによって、可能な限り取り
除くことが非常に重要である。遊離した染料が存在すると、特に依然として化学的反応性
を示す場合には、これ以降のルミネッセンスマクロ分子結合体との実験が非常に複雑にな
りうる。
【０２０２】
　本明細書に記載される組成物のいずれかをペプチドと結合する方法は当業者に周知であ
る。例えば、効率的な検出または精製が可能となるように多様な方法でタンパク質を標識
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すればよい。標識方法はタンパク質分子の表面上の１以上の共通の官能基を活用する。各
ポリペプチド鎖のＮ－末端およびリシン残基の側鎖に存在する第１級アミン基（－ＮＨ２

）は組成物に結合することができる。あるいは、システイン残基上に存在するスルフヒド
リル基（－ＳＨ）は還元剤を用いてジスルフィド結合を処理することによりまたはＳＡＴ
Ａのような試薬を用いてリシン残基を修飾することにより使用可能となる。抗体への結合
に特に有用な炭水化物基は、通常ポリクローナル抗体のＦｃ領域に存在しており、酸化し
て結合のための活性なアルデヒド（－ＣＨＯ）を生成しうる（例えば、Ｑｕら、Ｊ．Ｉｍ
ｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈ．２１３：１３１～１４４頁（１９９８）を参照）。一部の実施形
態において、本明細書に記載される化学組成物は「結合部位」に共有結合する。これらの
結合部位は化学的反応性基を含む分子であり、プローブ部位と反応する場合には化学組成
物およびプローブ部位を連結可能なものである。かような結合部位の例としては、以下に
限定されないが、化学式－Ｎ＝Ｃ＝Ｓを有するアミン反応性部位または化学式－ＣＯ－Ｃ
Ｈ２－Ｂｒを有するチオール反応性部位がある。組成物をマクロ分子またはプローブに結
合させる追加の方法としては、例えば、スクシンイミジルエステル、カルボニルアジド、
スルホニルクロライド、およびアルデヒドがある。
【０２０３】
　スクシンイミジルエステルはこれらが形成するアミド結合がペプチド結合と同じくらい
安定であるためにアミン修飾用の優れた試薬である。これらの試薬は一般に十分に乾燥さ
せれば貯蔵時に安定であり、脂肪族アミンと良好な反応性を示し、芳香族アミン、アルコ
ール、フェノール（チロシンなど）およびヒスチジンと極めて低い反応性を示す。スクシ
ンイミジルエステルは有機溶媒中でチオールとも反応し、チオールエステルを形成するで
あろう。タンパク質中に形成される場合、チオールエステルはアシル部位を近傍のアミン
に移動しうる。スクシンイミジルエステルの加水分解は結合と競合するが、この副反応は
通常ｐＨ９未満では遅い。
【０２０４】
　カルボニルアジドはアミンと反応しうる活性なエステルであり、アミドを生成する。し
かし、カルボニルアジドのより一般的な用途は、アルコールおよびフェノールの誘導体化
を目的とする（脂肪族アミンおよび芳香族アミンの両方と反応して尿素を形成することが
できる）不安定なイソシアネートへの熱転位である。
【０２０５】
　ダンシル、ピレン、リサミンローダミンＢ、およびテキサスレッド誘導体などのスルホ
ニルクロライドは反応性が高い。これらの試薬は水中、特に脂肪族アミンとの反応に必要
な高いｐＨでは、極めて不安定である。例えばこの試薬を用いたタンパク質修飾は低温で
行うのが最もよい。しかし、いったん結合すると、形成されるスルホンアミドは極めて安
定であり、これらは完全なタンパク質の加水分解（例えば、ダンシル末端基分析）を耐え
抜くことさえする。スルホニルクロライドはフェノール（チロシンなど）、脂肪族アルコ
ール（多糖など）、チオール（システインなど）、およびイミダゾール（ヒスチジンなど
）とも反応しうるが、これらの反応はタンパク質または水溶液中では日常的でない。チオ
ールおよびイミダゾールのスルホニルクロライド結合体は一般に不安定であり、脂肪族ア
ルコールの結合体は求核置換しやすい。
【０２０６】
　アルデヒドはアミンと反応してシッフ塩基を形成する。記載されている重要なアルデヒ
ド含有試薬としては、ｏ－フタルジアルデヒド（ＯＰＡ）、ナフタレンジカルボキシアル
デヒド（ＮＤＡ）、および３－アシルキノリンカルボキシアルデヒド（ＡＴＴＯ－ＴＡＧ
）試薬ＣＢＱＣＡおよびＦＱがある。これに加えて、ＮＢＤ塩化物、ＮＢＤフッ化物およ
びジクロロトリアジンのような特定のアリール化試薬はアミンおよびチオールの両方と反
応し、アミンと特に安定な結合を形成する。
【０２０７】
　プローブ部位への組成物の結合方法はいずれも、例えば、結合される組成物および化学
的組成物が結合する特定のプローブ部位によって異なるであろうと理解される。
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【０２０８】
　（核酸プローブとしての結合体の使用）
　本発明のルミネッセンス組成物および核酸の結合体（例えば、ハイブリダイゼーション
プローブ）は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、またはこの２つのいくつかの組み合わせから製造されう
る。プローブは修飾ヌクレオチドを含みうる。プローブ中のヌクレオシド間の連結にはホ
スホジエステル結合以外の結合が含まれてもよい。
【０２０９】
　一実施形態では、ルミネッセンスハイブリダイゼーションプローブはステム－および－
ループ構造を含む相互作用的に標識されたヘアピン形成オリゴヌクレオチドである「分子
標識」タイプのプローブである。ループはプローブの標的に相補的なプローブ配列を含む
。ヌクレオチド配列（「アーム」）はプローブ配列の側面に位置し、一方のアーム中の配
列は他方のアーム中の配列に相補的である。プローブが標的にハイブリダイズされない場
合、アームはお互いにハイブリダイズしてステムハイブリッドを形成し、これはステム二
重鎖と呼ばれることもある。これは閉鎖コンフォメーションである。プローブが標的配列
にハイブリダイズする場合、より長くかつより強力なプローブ－標的ハイブリッドがステ
ムハイブリッドに打ち勝ち、アーム配列を分離する。これは開鎖コンフォメーションであ
る。開鎖コンフォメーションでは、アームも標的にハイブリダイズすることができる。一
部の分子標識プローブについては、完全な相補鎖のみが分析条件下の変化を引き起こす標
的である。一方、他の実施形態については、標的との内部の不整合が１箇所または数箇所
存在するにもかかわらずプローブは開くであろう。本明細書に記載される分子標識プロー
ブは一方のアームに結合（例えば、共有結合）したルミネッセンス組成物（例えば、本明
細書に記載されるルミネッセンス組成物のいずれか）および他方のアームに結合した消光
剤（定義については以下参照）を有する。アームがステムを形成する場合、消光剤は蛍光
体／ルミノフォア（ｌｕｍｉｎｏｐｈｏｒｅ）に非常に近接しており、その蛍光を効果的
に消光または抑制し、暗い状態にする。
【０２１０】
　本明細書に使用される「消光剤」は励起した蛍光体に非常に近接して配置された場合に
その場所を蛍光がほとんどないか、または全くない状態とする分子または部位を指す。同
様に、消光剤は励起したルミノフォアに近接して配置された場合にその場所をルミノフォ
アから放出されるルミネッセンスがほとんどないか、または全くない状態とする。
消光剤部位が蛍光体およびルミノフォアの両方を消光する場合（例えば、ルミネッセンス
共鳴エネルギー移動（ＬＲＥＴ）関係にある蛍光体およびルミノフォア、以下参照）、消
光剤は二重消光剤、すなわち「二重消光」である。当該技術分野で記載されている好まし
い消光剤としては、ＤＡＢＣＹＬおよびこれらの変異体（ＤＡＢＳＹＬ、ＤＡＢＭＩ、お
よびメチルレッドなど）が挙げられる。一部の蛍光体は消光剤、例えば、特定の他の蛍光
体に作用する蛍光体でもありうる。好ましい消光剤は、ＤＡＢＣＹＬ、マラカイトグリー
ン、またはプローブが開鎖コンフォメーションである場合に検出領域において蛍光発光し
ない蛍光体である。
【０２１１】
　本発明に従って修飾された分子標識プローブのオリゴヌクレオチド配列はＤＮＡ、ＲＮ
Ａ、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、またはこれらの組み合わせでありうる。修飾ヌクレオチド
としては、例えば、ニトロピロールを基とするヌクレオチドまたは２’－Ｏ－メチルリボ
ヌクレオチドが含まれうる。修飾された結合としても、例えば、ホスホロチオエートが含
まれうる。修飾ヌクレオチドおよび修飾された結合は、一方のアームが核酸ポリメラーゼ
のプライマーとして機能することのできるという要件を満たす限り、本発明による波長シ
フトプライマーに組み込まれうると理解されるであろう。
【０２１２】
　本発明によるプローブについては、標的に相補的であるループ配列の長さ、ステムハイ
ブリッドの長さ、この２つの関係をプローブの利用が予定される分析条件に従って設計す
る。特定の分析条件のための標的－相補体配列の長さおよびステムハイブリッドは必要に
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応じて公知の方法で推定され、試行され、調節される。ＰＣＲ分析用の大宝的なプローブ
配列は１６～２５の範囲のヌクレオチドである。代表的なステム長さは３～８の範囲、よ
り一般的には４～７のヌクレオチドである。ステムハイブリッドの強度は適切な機能が達
成されるように日常的な実験により調節される。長さに加えて、ステムハイブリッドの強
度はＧ－Ｃ含有量および不安定化される不整合な挿入物を変更することによって調整する
ことができると理解されるであろう。一つのアームは標的に部分的または完全に相補的で
あるように設計されうる。３’アームが標的に相補的であれば、プローブはＤＮＡポリメ
ラーゼのプライマーとして機能しうる。また、波長シフト分子標識プローブは連結される
ようにされる固体表面に固定されてもよいし、浮動的であってもよい。
【０２１３】
　本発明によるヘアピン形成プローブは検出分析で活用されうる。これらは増幅分析にお
ける検出器としても使用することができ、増幅前に添加されうる。この場合、増幅可能な
標的の初期濃度に応じて定量的な結果が得られうる。増幅反応には、ポリメラーゼ連鎖反
応（ＰＣＲ）、鎖置換増幅（ＳＤＡ）、核酸塩基配列増幅（ＮＡＳＢＡ）、転写介在増幅
（ＴＭＡ）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）、ローリングサークル増幅、およびＱ－ベータ
レプリカーゼのような酵素によって触媒されるＲＮＡ依存性ＲＮＡ増幅でありうる。複数
の標的のための複数のプローブを単一チューブまたは他の多重分析用の容器中で使用して
よい。
【０２１４】
　ヘアピン形成プライマーは１以上のプライマーを含む上記で特定した増幅反応の場合に
使用される。これらを本発明に従って修飾して、ヘアピン含有プライマーが核酸ポリメラ
ーゼを用いたインキュベーションにより伸長することができるように、核酸標的に結合す
るアーム配列を有するようにしてもよい。ループ部分を、必要ではないが、元の標的鎖に
相補的としてもよい。ヘアピン含有プライマーは、分子標識検出プローブと同様に、一方
のアーム上の蛍光体および他方のアーム上の消光剤を用いて標識されたステムを有する。
本発明の実施形態は主として分子標識検出プローブに関連して記載されるであろう。当業
者であれば、その概念および教示がヘアピンプライマーに同様に当てはまることを理解す
るであろう。そして、その概念および特定の教示をヘアピン含有プライマーに適用する方
法を理解するであろう。
【０２１５】
　ルミネッセンス組成物を消光剤および付加的な蛍光体を含む分子標識などの一部として
使用することについてのさらなる記載は、米国特許第６，０３７，１３０号明細書；米国
特許出願第０８／４３９，６１９号明細書および米国特許出願第０８／９９０，１７６に
あり、これらは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０２１６】
　本発明の核酸プローブ（例えば、本明細書の組成物のいずれかと核酸との結合体）を利
用する分析は、ハイブリダイゼーションするのによい条件下でプローブを目的とする材料
に添加するだけで開始する。サンプルの処理および蛍光信号のモニタリングの方法はサン
プルの性質によって異なりうる。組織を機械的にまたはカオトロピック塩を用いたインキ
ュベーションによって破壊してもよい。大抵は破壊された組織を直接分析に使用すればよ
い。しかし、組織の中には信号の検出を阻害しうる蛍光材料を天然に含有するものがある
。かような場合には、ハイブリダイゼーションの前または後のどちらかで蛍光材料から核
酸を分離すればよい。開放プローブの蛍光を蛍光光度計によりモニタリングすることがで
きる。開放プローブのルミネッセンスをルミノスコープによりモニタリングすることがで
きる。
【０２１７】
　本明細書に記載される組成物および核酸（例えばＤＮＡ、例えばプローブ）の結合体は
、例えば、特定の感染症の実地検査に有用である。例えば、マラリアまたはＨＩＶ－１の
検査はチオシアン酸グアニジンを血液サンプルの添加することにより細胞を溶解し、細胞
を解毒した後、成分を変性させることで開始してもよい。次に、例えば、マラリア原虫の
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リポソームＲＮＡに相補的なプローブを予想される最大標的濃度に対して）大過剰量添加
し、ハイブリダイゼーションの進行を可能とすればよい。開放プローブのルミネッセンス
または蛍光を視覚的にあるいはルミノメーターまたは蛍光光度計を利用してモニタリング
すればよい。ポジティブのルミネッセンスおよび／または蛍光信号の検出はマラリア原虫
またはＨＩＶ－１ウイルスによる感染を示す。
【０２１８】
　本明細書に記載されるプローブのいずれかを使用して、例えば、特定の核酸のサイズに
ついての情報を必要とする、ゲルまたは他の媒体中の特定の核酸フラグメントの場所を突
き止めることができる。最初にゲル電気泳動によってサンプル中の核酸を分画した後、ゲ
ル自体をプローブ含有溶液中に浸漬すればよい。ゲル中の標的核酸の泳動位置はハイブリ
ダイゼーションの結果として、特性信号により検出可能であろう。
【０２１９】
　合成反応における核酸の産生のモニタリングは、適切に設計されたプローブを反応混合
物中に入れて、信号（例えば、ルミネッセンス）のレベルをリアルタイムでモニタリング
することにより行えばよい。プローブは産生される核酸のセグメントに相補的であるよう
に設計されるべきである。かような反応の例は、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼおよび
Ｑ－ベータレプリカーゼによるＲＮＡ合成である。単分子プローブはポリメラーゼ連鎖反
応に使用される熱サイクルのスピードよりも速いスピードで開閉するため、この反応の追
跡に特に有用である。　各サイクルにおける追加の温度は、プローブのステムの融解温度
よりも５～１２ＥＣ低く、検出温度として含まれうる。各サイクルにおいて、ルミネッセ
ンスのレベルが存在する標的ＤＮＡ鎖の量を示すであろう。過剰のプローブは、過剰のＰ
ＣＲプライマーのように、反応混合物中で使用するべきである。ＰＣＲは非対称であって
もよい。正確な生成物のリアルタイムモニタリングは、終点検出法とは対照的に、ポリメ
ラーゼ連鎖反応による標的核酸濃度の評価の精度およびダイナミックレンジを向上させ、
ポスト増幅分析の必要性が失われる。
【０２２０】
　本明細書に記載されるルミネッセンスプローブを使用して鎖置換増幅反応および自立配
列複製反応のような他の核酸増幅反応をモニタリングすることもできる。有用なプローブ
はポリメラーゼ連鎖反応生成物のためのプローブと類似の方法を用いて設計され、使用さ
れる。
【０２２１】
　かようなプローブの使用についての付加的な実施形態および実施例は米国特許出願公開
０８／１５２，００６号明細書；米国特許出願公開６０／１６１，０９６号明細書；米国
特許出願公開１０／４２６，５５６号明細書；米国特許第５，９２５，５１７；米国特許
第６，１５０，０９７号明細書；米国特許第６，４６１，８１７号明細書；および米国特
許第６，０３７，１３０号明細書に記載されており、これらは本明細書によりその全体が
参照により引用される。
【０２２２】
　（ルミネッセンス共鳴エネルギー移動および分析）
　組成物またはこの結合体のいずれかは、例えば、ルミネッセンス共鳴エネルギー移動（
ＬＲＥＴ）を信号発生機構としての利用することができる。ＦＲＥＴは、蛍光染料で標識
され、約１０～７５オングストローム離れた２点間の距離の測定に使用することができる
。生理学的（または他の）条件下、オングストローム近い解像度かつ優れた蛍光測定感度
で測定が行われうるため、本技術は高価である。ＦＲＥＴは一方の蛍光染料－ドナーから
他方の吸収染料または蛍光染料－アクセプターへのエネルギーの距離依存性移動に依存す
る。ドナーおよびアクセプターは距離を測定したい２点に部位特異的に配置される。
【０２２３】
　ランタニドは蛍光発光しないが、本明細書に記載されるルミネッセンス組成物（または
この結合体）のいずれかを使用することにより、これらを効率的に励起さえることが可能
となる。その結果、ランタニドの非蛍光量子遷移は適切に離された好適なアクセプターへ
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の非放射エネルギー移動を達成することができる。移動を達成するには、アクセプターの
吸収がランタニド発光と重なり合う必要がある。キレート－アクセプターペアは重なりが
最適となるように選択される。長距離測定には、より大きな重なりが好ましい。ランタニ
ドは寿命がミリセカンドオーダーであるため、ＬＲＥＴにおけるアクセプターの増感発光
の信号－ノイズ比が時間分解（パルス遅延）または位相変調を通じた発光検出によって改
善される。ドナーの消光、または、好ましくはアクセプターのルミネッセンスによってエ
ネルギー移動を検出することができる。
【０２２４】
　ルミネッセンスランタニドキレート剤を（慣用の染料に換えて）ドナーとして、慣用の
蛍光染料をアクセプターとして使用することにより、我々はＬＲＥＴの信号対バックグラ
ンドを約１００倍向上することができた。この向上により、１００オングストロームを超
えた測定が可能となった。この距離は、慣用の小さい蛍光染料を使用した場合には現在測
定不能な距離である。この距離領域は、多くの生物学的問題において重要である。ランタ
ニドキレート剤はエネルギー移動の方向依存性における不確かさを最小化するため、この
キレート剤をドナーとして使用することにより、距離の測定もより正確になる。
【０２２５】
　ＬＲＥＴは溶液中のマクロ分子についての構造上および運動性の情報をリアルタイムで
得るのに特に有用である。例えば、両端が標識されたオリゴヌクレオチドは核酸結合タン
パク質（例えば、熱転写物因子）により結合される場合に検出可能なＬＲＥＴ信号伝達を
もたらす。したがって、本方法は、生体分子の構造または相互作用を変化させる潜在的な
治療法の検査に使用される。例えば、抗ウイルス剤は核酸コンフォメーションにおける生
体転写物因子誘導変性を変化させる能力を検査される。
【０２２６】
　サンプルの一部中の第１位置と第２位置との間の距離を検出する一般的なＬＲＥＴに基
づいた方法は、第１位置に位置するドナーランタニドーキレート錯体および第２位置に位
置するアクセプターを含むサンプル部分を、ドナーに第一電子遷移を引き起こすことがで
きる第一波長の光に露出させる工程を含む。ドナー発光およびアクセプター吸収のスペク
トルの重なりはドナーのルミネッセンス強度もしくは寿命の検出可能な消失またはアクセ
プターのルミネッセンス強度もしくは寿命の検出可能な増大によって測定されるようなド
ナーからアクセプターへのエネルギー移動を可能とするのに十分である。そして、第二波
長におけるサンプル部分からの光の第一発光強度が検出され、この際、第二波長は第一波
長よりも長く、ドナーにおける第二電子遷移に起因する。ここで、光の第一発光強度は第
１位置と第２位置との間の距離と相関する。換言すると、位置がより近接するほど、エネ
ルギー移動はより増大し、かつ、ドナー消光が増大する。あるいは、第三波長におけるサ
ンプル部分からの光の第二発光強度を検出することができ、この際、第三波長は第一波長
よりも長く、アクセプターにおける電子遷移に起因する。ここで、光の第二発光強度は第
１位置と第２位置との間の距離と逆相関する。換言すると、位置がより近接するほど、エ
ネルギー移動は増大し、かつ、アクセプターのルミネッセンスが増大する。
【０２２７】
　この一般的な方法は、目的とする２つの位置（例えば２つの原子または分子）間の距離
が静的であっても動的であっても、広く適用される。特定の一実施形態において、本方法
はポリメラーゼ連鎖反応の状態をモニタリングするために使用される。ここで、サンプル
部分は第一鎖部分と、一方の端近傍をアクセプターで標識し、他方の端近傍をドナーで標
識した診断核酸鎖とを含む標的核酸鎖を含む（すなわち、ドナーに共有結合した第一原子
とアクセプターに共有結合した第二原子とを含み、該第一原子および第二原子は第二鎖部
分によって分離されている）。第一および第二鎖部分はアニール条件下でハイブリダイズ
するのに十分に相補的であり、第二鎖部分は第一および第二鎖部分がハイブリダイズされ
ない場合のドナーからアクセプターへのエネルギー移動の総計と、第一および第二鎖部分
がハイブリダイズされる場合のドナーからアクセプターへのエネルギー移動の総計とを比
較した場合に検出可能な差が得られるのに十分な長さである。検出可能な差はドナーのル
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ミネッセンスの検出可能な消光またはアクセプターのルミネッセンスの検出可能な増大の
少なくとも一つとして測定される。そして、第一原子と第二原子との間の距離は核酸鎖が
ハイブリダイズされているかどうかを示す。したがって、反応が進行するときの標的核酸
の固定（ｍｏｕｎｔ）の段階的増加はエネルギー移動の段階的減少を反映している。
【０２２８】
　ＬＲＥＴまたはＦＲＥＴを使用する検出または画像化法はエピトープのマッピング、膜
中のペプチド会合、ベシクル中の脂質秩序、膜構成、脂質の分布、タンパク質折り畳み動
力学、輸送系、インビボタンパク質－タンパク質相互作用、タンパク質サブユニット交換
、ＤＮＡ－タンパク質相互作用、ｔＲＮＡ－リポソーム、ＤＮＡ三重らせん、および核酸
ハイブリダイゼーションの検出のような多様な用途に有用である。
【０２２９】
　一般に、本明細書に記載される組成物およびこの結合体を使用して、標的配列を含有す
るかまたは含有するように誘導体化された所望の標的材料を検出および／または定量する
ことができる。標的配列含有標的材料は、本明細書に記載されるルミネッセンス結合体を
用いて、標的材料への結合および／または標的材料の標識化が可能となるのに十分な期間
インキュベートされる。結合体由来のＦＲＥＴを検出することにより、標的材料を検出す
る。標的材料をキュベット、マイクロタイタープレート、キャピラリー、フローセル、試
験管、ゲル、ブロット、および生体サンプルなどの任意の材料（ただしこれらに限定され
ない）中で検出することができる。一部の実施形態では、標的材料を被検体の身体中で検
出することができる。
【０２３０】
　ＦＲＥＴ分析を使用して分析物間の反応をモニタリングすることもできる。例えば、キ
ナーゼ分析である。かような方法は、例えば、Ｖｏｎ　Ａｈｓｅｎら、Ｊ　Ｂｉｏｍｏｌ
．Ｓｃｒｅｅｎ（２００６）；Ｇｒｅｅｎら、ＢＭＣ　Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．５：１（２
００５）；およびＺｈａｎｇら、Ａｎａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．３４３（１０）：７６～８
３頁（２００５）に記載されている。
【０２３１】
　本反応は、例えば、タンパク質の折り畳み事象、開裂事象、タンパク質の自己会合事象
、またはこれらの速度でありうる。本方法は、免疫測定、ＤＮＡ－タンパク質結合分析、
タンパク質－タンパク質分析、タンパク質コンフォメーション分析、および速度研究であ
ってよく、これらの多くは上記に記載されている。
【０２３２】
　ＬＲＥＴおよびＦＲＥＴならびに使用方法についての付加的な説明は、例えば、米国特
許第５，６２２，８２１号明細書；およびＳｅｌｖｉｎら、Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｐｈ
ｙｓ．Ｂｉｏｍｏｌ．Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　３１：２７５～３０２頁（２００２）に見ら
れ、これらの両方が参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【実施例】
【０２３３】
　以下の実施例は例示するためのものであり、本発明の範囲を制限するためのものであは
ない。
【０２３４】
　（実施例）
　（実施例１：４－キノロン誘導体の合成）
　図２の化合物Ｉの合成のために、２．２ｍＬ（１５ｍｍｏｌ）のトリフルオロアセトア
セテートおよび０．６ｇ（１５ｍｍｏｌ）のＮａＯＨ粉末を７ｍＬのジメチルホルムアミ
ド中で混合し、４０℃で溶解するまで攪拌した。この混合物に、１．５ｍＬのブロモアセ
トアセテートを添加し、この溶液を７０℃で２時間インキュベートした後でＮａＢｒ（臭
化ナトリウム）によって沈殿を停止させた。この混合物を２０ｍｌの水で希釈し、エーテ
ルで抽出した。有機層を収集し、最初に３０℃で真空蒸発させた後に７０℃で３０分間蒸
発させた。図２の化合物ＩＩを下記のように合成した：１．０ｇの１，３－フェニレンジ
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アミンを等モル量の化合物Ｉ（図２）と共に２ｍＬのＤＭＳＯ中で混合し、５０℃で１８
～２０時間インキュベートした。これらの条件の下で、Ｒｆ＝０．９（薄層クロマトグラ
フィー（ＴＬＣ）、酢酸エチル中のシリカゲル上）の主要な蛍光生成物が形成された。混
合物を水で水で希釈し、エーテルで抽出した。有機層を収集し、ヘキサン／アセトン４：
１の混合物を溶離液として使用したシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーにより生成
物を精製した。
【０２３５】
　４～５ｍｌの０．５Ｍ　ＮａＯＨ　５０％エタノール中に溶解させた化合物ＩＩ（図２
）を用いて化合物ＩＩＩを合成し、２時間５０℃に保持した。この混合物を１Ｍクエン酸
によって酸性化し、エーテルで抽出した。エーテルを真空蒸発により除去した。化合物Ｉ
ＩＩを３ｍｌのＴＨＦ中に溶解させ、１４０ｍｇの４－ニトロフェノールおよび０．５ｇ
のジシクロヘキシルカルボジイミド（ＤＣＣ）を追加した。３０分のインキュベーション
の後に３ｍｍｏｌの１，４－ジアミノブタンを含有する３ｍｌのメタノールを上記混合物
に添加し、さらに５分間インキュベートした。この混合物を１０ｍＬの水で希釈し、１Ｍ
クエン酸を用いてｐＨ３～４に酸性化し、エーテルで抽出した。１０Ｍ　ＮａＯＨによっ
て水層のｐＨを１２～１３に調節し、生成物を酢酸エチルで抽出した。有機層を真空蒸発
させ、残留物を３０ｍｌのエーテル／エタノール７：１の混合物に溶解させ、等体積の水
を用いて振とうさせた。有機層を収集し、真空蒸発させた後に、アセトニトリルを用いて
さらに蒸発させた。残留物をクロロホルム（３×２ｍｌ）により洗浄し、廃棄した。クロ
ロホルム抽出物を合わせて、真空蒸発させた。これらの工程により、図２の化合物Ｖが生
成された。
【０２３６】
　４０ｍｇの化合物Ｖを２ｍＬのクロロホルム中に溶解させ、２５ｍｇのチオカルボニル
ジイミダゾールを追加することにより図２の化合物ＶＩを生成した。５分間のインキュベ
ーションの後に、０．１ｍＬのメタノールおよび２５ｍＬのトリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）
を添加し、さらに５５℃で１．５時間インキュベーションを継続した。混合物を１ｍｌの
０．１Ｍクエン酸および１ｍＬの１Ｍ　ＮａＨＣＯ３を用いて連続的に抽出した。クロロ
ホルムを蒸発により除去し、残留物をアセトニトリルで数回洗浄した。アセトニトリル画
分（ｆｒａｃｔｉｏｎ）を合わせて、真空蒸発させた。
【０２３７】
　２０ｍｇの化合物ＶＩをＤＴＰＡ二無水物および１４μｌのＴＥＡを含有する０．５ｍ
ＬのＤＭＦ中に溶解させることにより図２の化合物ＶＩＩを生成した。５５℃での２０分
間のインキュベーションの後に、アセトニトリル／水５：１の系中の２シリカゲルプレー
ト上でＴＬＣにより生成物を精製した。４０ｍｇの化合物Ｖを２．５ｍＬのメタノール中
に溶解させ、等モル量のＮ－ヒドロキシスクシンイミジルブロモアセトアセテートと混合
することにより、図２の化合物ＶＩＩＩを生成した。この混合物を真空蒸発させ、残留物
を酢酸エチル中に溶解させ、１０ｍＭ　ＮａＯＨを含有する水で抽出した。有機層を収集
し、真空蒸発させた。残留物をアセトニトリルにより洗浄し、廃棄した。アセトニトリル
洗浄物を蒸発乾固させた。最終的に、化合物ＶＩＩの合成と類似の条件で、化合物ＶＩＩ
Ｉから図２の化合物ＩＸを合成した。
【０２３８】
　（実施例２：２－キノロン誘導体の合成）
　化合物Ｉから図３の化合物ＩＩを得た（前節、図２を参照）。ただし、５０℃に替えて
１１０℃の温度および４時間を使用した。図３の化合物ＩＩのＲｆは０．６（ＴＬＣ、酢
酸エチル中のシリカゲル上）であった。混合物に２０ｍｌの水を追加し、エーテル（２×
４０ｍｌ）で抽出した。有機層を収集し、生成物をヘキサン／アセトン３：１の混合物を
溶離液として使用したシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーにより生成物を精製した
。化合物ＩＩを含有する分画を収集し、真空蒸発させて、残留物を４～５ｍｌｍクロロホ
ルム中に懸濁させた。濾過により溶媒を除去し、残留物を減圧乾燥させた。収量２６０ｍ
ｇ。図２の対応生成物について説明したように化合物ＩＩＩから図３の化合物ＩＩＩを得
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た。
【０２３９】
　化合物ＩＶ。２４０ｍｇの化合物ＩＩＩを２０ｍｌのＴＨＦ中に懸濁させ、４５０ｍｇ
のＤＣＣを追加して、室温で１時間攪拌した。クロロホルム－エタノール系（２：１）中
でのＴＬＣ分析では、単一の蛍光生成物（Ｒｆ＝０．８）が検出された。この混合物を１
．５モル過剰の１，４－ジアミノブタンのモノトリチル誘導体で２０分間処理し、これに
より、化合物ＩＶから対応する付加物（Ｒｆ＝０．７、酢酸エチル－エタノール系１０：
１中）に完全に変換された。同一の溶離液を使用したシリカゲル上のカラムクロマトグラ
フィーにより生成物を精製した。収量３４０ｍｇ。９０℃で１０分間９０％酢酸（５ｍｌ
）中でインキュベーションすることにより、この生成物から化合物Ｖを生成した。溶媒を
真空除去し、残留物を水で数回以上蒸発させ、微量の酢酸を除去した。最終的に、残留物
を水に溶解させ、ｐＨ３～３．５に酸性化し、エーテル（２×２０ｍｌ）で抽出した。水
槽を収集し、ＮａＯＨによりｐＨを１１．５～１２に調節し、生成物をクロロホルムで抽
出した。有機層を収集し、硫酸ナトリウム上で乾燥し、溶媒を真空除去した。
【０２４０】
　前節における対応化合物について説明したように他の全ての化合物を得た（実施例１を
参照）。
【０２４１】
　（実施例３：２－キノロン誘導体および４－キノロン誘導体の蛍光特性）
　図４は図２の４－キノロン化合物ＶＩＩについての蛍光発光スペクトルを図示したもの
である。金属遊離化合物は４００ｎｍに中心がある広域発光スペクトルを有する。Ｅｕ３

＋またはＴｂ３＋の添加により配位して、結合したランタニドへの効率的なエネルギー移
動が生じる。これは、
アンテナの発光の減少（４００ｎｍ）およびランタニド発光の典型的な尖頂急峻なピーク
（Ｔｂ３＋については４９０ｎｍ、５４６ｎｍ、５８０ｎｍ、６２２ｎｍ、およびＥｕ３

＋については５７０ｎｍ、５９５ｎｍ、６１５ｎｍ）の出現により証明される。特に、ラ
ンタニド発光は５０μ秒以下の遅延を明白に低減する一方で、ランタニド配位プローブの
時間遅延蛍光測定結果は４００ｎｍでの発光極大の完全な消失を示す。これにより、極め
て高感度なプローブ検出の実現が可能となり、我々の測定では、５０ｆＭであった。
【０２４２】
　（実施例４：２－キノロン誘導体および４－キノロン誘導体の分子標識の合成）
　分子標識の調製のために、一般的な蛍光消光剤であるブラックホール消光剤（ＢＨＱ－
２）およびＤａｂｓｙｌ消光剤（ＤＡＢ）を３’末端に含有する２’ＯＭｅ　ＲＮＡ構築
物を使用した。キノロン誘導体（図２および３の化合物ＶＩＩ）をこれらの構築物に５’
末端にあるアミノアルキル部位で結合させた。０．１～０．５ｍＭポリヌクレオチド材料
、５ｍＭキノロンプローブ、および０．２Ｍホウ酸ナトリウムｐＨ１０を含有する３０μ
ｌの反応混合物中で構築物の誘導体化を実施した。５５℃での３．５時間の過剰のキノロ
ン誘導体を複数回のエタノール沈殿によって除去し、８Ｍ尿素の存在下におけるポリアク
リルアミドゲル電気泳動（ＰＡＧＥ）または逆相カラムクロマトグラフィーのどちらかで
得られた標識構築物を精製した。典型的な場合の誘導体の効率は７０～８０％であった。
【０２４３】
　（実施例５：２－キノロン誘導体および４－キノロン誘導体を含有する分子標識の蛍光
特性）
　図５は異なる条件下での４－キノロン化合物を介した分子標識の蛍光を示したものであ
る。３つの異なる４－キノロン蛍光体を使用した：金属遊離蛍光体およびＴｂ３＋または
Ｅｕ３＋で配位した同一の蛍光体。３つの測定を各ケースについて行った。標識自体の分
子標識発光を伴わない媒体の発光、および、相補的ＤＮＡ標的の存在下での媒体の発光。
各蛍光体の最適波長（４００ｎｍ、５４６ｎｍおよび６１７ｎｍに対応）で発光を検出し
た。標的の非存在下では、分子標識は低いバックグラウンド蛍光を有することがわかる。
標的を加えると、全ての場合で、明らかに相補的ＤＮＡ配列を用いたハイブリダイゼーシ
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ョンによる標識の「開放」に起因する蛍光シグナルの劇的な増大が起こった。特に、増大
因子は金属遊離標識（６０）に比べて、ランタニドを介した標識（４００を超える）のほ
うがずっと高かった。標的の非存在下での分子標識の形態を含む金属の極めて低い発光は
、おそらくアンテナの蛍光およびランタニドのルミネッセンスの両方の消光に起因するも
のであった。これにより、ルミネッセンス分子標識は優れたハイブリダイゼーションプロ
ーブとなる。
【０２４４】
　（実施例６：ランタニドを介した分子標識を用いた相補的核酸配列の時間分解検出）
　ランタニドを介したハイブリダイゼーションプローブの検出限界の評価のために、信号
増大因子（時間遅延方式、５０μｓ）を分子標識（一定濃度２５ｎＭ）に対して、異なる
ＤＮＡ標的濃度で信号増大因子（時間遅延方式、５０μｓ）を測定した（図６）。これら
の実験からすると、静止して確実に検出できる標的の極小の濃度は１ｎｍの低さであった
。これは、慣用の分子標識に比べて優れている。
【０２４５】
　（実施例７：シプロフロキサシン誘導体の合成）
　図７ａ～ｂは選択されたランタニドキレートの合成スキームを図示したものである。こ
れらの化合物はジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）中でのシプロフロキサシン（シプロ）と
ＥＤＴＡまたはＤＴＰＡ二無水物のどちらかとの反応により得られた。過剰の二無水物試
薬中の反応は単官能化合物（例えば、ＥＤＴＡ－シプロ、ＤＴＰＡ－シプロ）の形成に有
利である。一方、二官能誘導体（例えば、ＥＤＴＡ－（シプロ）２およびＤＴＰＡ－（シ
プロ）２）は、指定された二無水物に対して２倍モル過剰のシプロフロキサシンを使用す
ることにより得られた。対照として使用するために、二官能アルキル誘導体化合物－（Ｃ
Ｈ２）８－（シプロ）２をジヨードオクタンとシプロとの反応により得た。各合成化合物
をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、ＵＶ分光法により同定した。
【０２４６】
　（実施例８：シプロフロキサシン誘導体とこれらのＴｂ３＋キレートの蛍光特性）
　シプロ誘導体（０．１ｍＭの濃度）とＴｂ３＋塩（１ｍＭの濃度）とをの水溶液中で組
み合わせると、シプロの自己蛍光（青色である）の顕著な減少とＴｂ発光に特有の緑色の
ルミネッセンスの発生がもたらされる（図８）。この系でのランタニド発光強度は極めて
高く、これは、アンテナからランタニドへのエネルギー移動の高効率（＞９０％）とラン
タニド発光の高量子収率との両方に起因した測定値によるものであった。本発明はいずれ
かの特定の作用機構に限定されるわけではないが、観測されたスペクトルシフトはシプロ
誘導体によるランタニド原子の配位およびこれにより生じるシプロ蛍光体から金属へのエ
ネルギー移動に起因するものであったと考えられる。図１０ａ～ｂはシプロ分子自体がＴ
ｂの増感発光を引き起こすことができることを示す。しかし、発光強度は弱かった。単官
能誘導体ＥＤＴＡ－シプロまたはＤＴＰＡ－シプロとのＴｂ３＋錯体からの発光強度は有
意に大きかった。図１０ａ～ｂに示すように、最高強度の発光（すなわち、最も輝度の高
い）錯体は、二官能誘導体であるＥＤＴＡ－（シプロ）２およびＤＴＰＡ－（シプロ）２

とのＴｂ３＋錯体であった。
【０２４７】
　２つのシプロ残基を結合する架橋または結合のキレート化特性は、高強度のルミネッセ
ンスに不可欠であった。スペーサー中にキレート基を有さない対照化合物である－（ＣＨ

２）８－（シプロ）２ではキレート基を有するシプロ化合物に比べて中程度の輝きしかな
かった。
【０２４８】
　（実施例９：二官能シプロフロキサシンキレートおよびこれらのランタニド錯体のポテ
ンシャル構造）
　ＥＤＴＡ－（シプロ）２およびＤＴＰＡ－（シプロ）２のランタニドキレートのルミネ
ッセンス強度が大きい理由の一つは、対応する金属－蛍光体錯体の構造によってもたらさ
れる。ＵＶ分光データから明らかなように、水中での金属遊離ＥＤＴＡ－（シプロ）２お
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図１０ａ～ｂ）。このことは、水溶液中において二官能化合物中の２つのシプロ残基間に
、疎水性のスタッキング相互作用があることを示す（図９ａ～ｂ）。メタノール中での吸
収はスタッキングの崩壊により増大したと推定される。実際、図１０ａ～ｂに示すように
、シプロならびにその単官能誘導体であるＥＤＴＡ－シプロおよびＤＴＰＡ－シプロの光
吸収は水中とメタノール中の両方でほとんど同じであった。これは、後者の化合物でスタ
ッキングが存在しないことを示唆する。二官能化合物のスタッキングは連結（すなわち、
近接した関係にある２つの部位を維持する共有結合）によるシプロ残基の近接によって有
利となる。シプロ化合物およびこれらのランタニド錯体の予想空間構造を図１１ａ～ｃに
示す。シプロは２つの潜在的な配位部位、環中の３－カルボキシル基および４－オキソ基
により形成された一方の部位および７－ピペラジン置換基により形成された他方の部位を
有する。どちらの部位がＴｂ３＋イオンの配位を伴っているかを決定するために、潜在的
なピペラジン配位部位をアシル化により不活性化した対照化合物（シプロ－ＡｃＢｒ）を
使用した。しかし、この修飾は錯体形成によるＴｂ３＋発光の発生をもたらさなかった。
これは、代替部位において金属が結合したことを示唆する（図１１ａ～ｃを参照）。ＥＤ
ＴＡ－シプロおよびＤＴＰＡ－シプロ化合物は三価金属（Ｍｅ３＋）の添加量に応じて単
金属錯体および二金属錯体を形成することができる。１つのＭｅ３＋はシプロ部位内の配
位部位で結合することができ、一方、２つ目のＭｅ３＋は２つのシプロ部位（例えば、Ｅ
ＤＴＡ（またはＤＴＰＡ）部位）に結合したキレート部位によって配位されうる。実際、
滴定実験によって、これらの化合物に１当量のＴｂ３＋を添加してもシプロ蛍光を生じず
、Ｔｂ３＋のルミネッセンス発光も引き起こさないことが示された（図１１ａ～ｃ）。こ
の結果についての１つの可能な説明は、ＥＤＴＡ（またはＤＴＰＡ）による金属への結合
親和性がシプロ部位自体による金属への結合親和性に比べてはるかに大きいということで
ある。しかし、配位されたＭｅ３＋は蛍光体からのエネルギーを受け取ることができなっ
た。さらに、Ｍｅ３＋を添加すると、シプロ－Ｔｂ３＋錯体に特有のレベルまでルミネッ
センスが増大した。特に、極大輝度に必要とされるＴｂ３＋の濃度はシプロ－Ｔｂ３＋錯
体と同一であった（約１ｍＭ）。これらの結果から、２つの金属と上記リガンドとの間に
独立した結合が存在することが示される。
【０２４９】
　二官能化合物であるＥＤＴＡ－（シプロ）２およびＤＴＰＡ－（シプロ）２を使用する
と異なる結果が得られた。この場合、１当量目のＴｂ３＋を添加すると輝度の高いルミネ
ッセンス錯体が得られた。一方、２当量目のＴｂ３＋をさらに添加すると輝度が向上した
。注目すべきことに、極大輝度に要求されるＴｂ３＋の量はＥＤＴＡ－シプロおよびＤＴ
ＰＡ－シプロキレートの場合に比べてはるかに少なかった。これは、二官能シプロキレー
ト中に第２のランタニドへのより強力な配位が存在したことを示唆する。
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