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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的核酸と、非標的核酸および夾雑核酸の一方または両方とを含む核酸混合物中の前記
標的核酸の選択的増幅のための方法であって、
　ａ．　結合ペアメンバーが５’末端または３’末端に連接されており、少なくとも３核
酸塩基長のタグ閉鎖領域が５’末端または３’末端のもう一方に連接されている少なくと
も１５核酸塩基長の標的ハイブリダイズ領域を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーを用
いて核酸試料の標的核酸を選択的にハイブリダイズさせ、捕捉する工程であって、前記核
酸試料の前記標的核酸を捕捉する工程が、
　　（ｉ）前記試料を前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーで処理する工程；
　　（ｉｉ）１組の条件を提供する工程であって、前記条件のストリンジェンシーにより
、前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーの前記標的ハイブリダイズ領域が前記標的核酸と
安定的にハイブリダイズする方向に偏向され、前記タグ閉鎖領域と安定的にハイブリダイ
ズする方向には偏向されない、工程；
　　（ｉｉｉ）工程ａ（ｉｉ）における前記１組の条件に変更をもたらす工程であって、
前記ストリンジェンシーが低下されることによって、前記タグ閉鎖領域が前記標的ハイブ
リダイズ領域とハイブリダイズすることにより、標的核酸と安定的にハイブリダイズされ
ない任意の不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、不活性な立体配置を形成することが可能
になる、工程；および
　　（ｉｖ）捕捉工程を行なう工程であって、標的核酸とハイブリダイズされた不活化可
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能型捕捉オリゴマーを含む複合体が捕捉される、工程、
を含む、工程、
　ｂ．　増幅反応を行ない、工程ａ（ｉｖ）において捕捉された標的核酸から増幅産物を
生成させる工程；ならびに
　ｃ．　前記標的核酸の存在または非存在を判定するために前記増幅産物を検出する工程
を含む方法。
【請求項２】
　前記標的核酸がプローブによる検出工程において検出される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記タグ閉鎖領域が、脱塩基ヌクレオチド残基、ゆらぎヌクレオチド残基、前記標的ハ
イブリダイズ領域内に含まれた配列内の残基の対応する位置に対するミスマッチヌクレオ
チド残基、およびその組合せからなる群より選択される１つ以上のヌクレオチド残基を含
むヌクレオチド配列を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記タグ閉鎖領域が、少なくとも６～１４核酸塩基長または少なくとも６～９核酸塩基
長または７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含み、前記標的
ハイブリダイズ領域が１７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記結合ペアメンバーが実質的にホモポリマーであるヌクレオチド配列であり、前記タ
グ閉鎖領域の末端にヌクレオチドリンカーを用いて連接されており、それにより、前記結
合ペアメンバー、前記タグ閉鎖領域および前記標的ハイブリダイズ領域から本質的になる
連続ヌクレオチド配列が形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記試料が、工程ａ（ｉ）において増幅オリゴマーでさらに処理され、前記増幅オリゴ
マーが、工程ａ（ｉｉ）の前記１組の条件下で前記標的核酸と安定的にハイブリダイズす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記増幅オリゴマーが、非標的ハイブリダイズタグ部分を任意選択で含む非Ｔ７プライ
マー増幅オリゴマーである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記試料が、工程ａ（ｉ）において終結オリゴマーでさらに処理され、前記終結オリゴ
マーが、工程ａ（ｉｉ）の前記１組の条件下で前記標的核酸と安定的にハイブリダイズす
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　工程ｂの増幅反応が、Ｔ７プロモーター供与体増幅オリゴマーを含む増幅反応ミックス
を使用して行われ、好ましくは、前記増幅反応ミックスは、検出プローブオリゴマー、前
記標的核酸に安定的にハイブリダイズする非Ｔ７プライマー増幅オリゴマー、および非Ｔ
７増幅オリゴマータグ部分上のタグ配列の相補体に安定的にハイブリダイズする非Ｔ７プ
ライマー増幅オリゴマーのうちの１つ以上をさらに含む、請求項７～９のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記増幅オリゴマーが、Ｔ７プロモータープライマー増幅オリゴマーである、請求項７
に記載の方法。
【請求項１２】
　工程ｂの増幅反応が、非Ｔ７増幅オリゴマーを含む増幅反応ミックスを使用して行われ
る、請求項７または１１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記増幅反応ミックスが、検出プローブオリゴマーおよびＴ７プロモータープライマー
増幅オリゴマーのうちの一方または両方をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出プローブオリゴマーが前記増幅反応ミックス中にあり、工程ｃにおける検出が
、工程ｂにおける増幅反応と同時に行われる、請求項１０または１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　この出願は、２００８年５月１３日に出願された米国仮出願番号６１／０５２，９４４
号に対し米国特許法１１９条（ｅ）項の下での優先権を主張する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、単独でまたは均質なもしくは不均質な核酸混合物の一成分としてのいずれか
で存在し得る複数コピーの特定の標的核酸配列の選択的ハイブリダイゼーションのための
方法、組成物、反応混合物およびキットに関する。選択的にハイブリダイズされた標的配
列は、後続の処理（前記標的配列の分析および／または保存など）のために単離される。
分析は、好ましくは、標的核酸の増幅および検出を含む。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の説明）
　核酸分子の単離および精製は、さまざまな下流手順、例えば、核酸分析、核酸試薬の調
製、バルク薬物物質の調製などのための重要な工程である。単離工程には、選択培地が所
望の核酸に偏向され、夾雑核酸からは離れることが所望される。その目的は、所望の核酸
の回収を最大にし、夾雑核酸の存在を最小限にすることである。核酸の単離は、現在、さ
まざまな手法（例えば、固相支持体への結合）を用いて行なわれる。
【０００４】
　固相支持体への核酸分子の結合は、当該技術分野において一般的に知られている。特許
文献１には、Ａｒｎｏｌｄらにより、大型核酸と小型核酸の混合物からの大型核酸の選択
的捕捉および固定化のためのポリカチオン系固相支持体の使用が記載されている。次いで
、固定化された核酸が検出される。同様に、特許文献２には、核酸を固相支持体に、イミ
ジゾールおよびグアニジニウムの存在下で結合させるための方法が記載されている。特許
文献３も参照のこと。
【０００５】
　特許文献４には、Ｗｅｉｓｂｅｒｇらにより、固相支持体に結合させた固定化プローブ
を使用する、試料中のポリヌクレオチドの２工程ハイブリダイゼーションおよび捕捉が記
載されている。第１の工程では、標的捕捉プローブを標的核酸とハイブリダイズさせる。
第２の工程では、標的核酸と標的捕捉プローブの複合体を、固相支持体の固定化プローブ
にハイブリダイズさせる。Ｗｅｉｓｂｕｒｇの２工程ハイブリダイゼーションは、選択し
た標的は標的捕捉プローブによって捕捉されるが、試料中の不要な他の核酸は捕捉されな
いため、標的特異的方法である。Ｗｅｉｓｂｕｒｇの標的捕捉プローブは、所望の標的核
酸に実質的に相補的であり、該標的核酸に特異的にハイブリダイズするが、試料中に存在
すると思われる他の夾雑核酸には特異的にハイブリダイズしないように構成された第１の
核酸領域を含む。
【０００６】
　捕捉プローブおよび固相支持体は、さまざまな後続の下流分析手順のために、試料から
核酸を単離するために使用される（例えば、Ｌｕｏらによる特許文献５；Ｗａｎｇによる
特許文献６、Ｃｏｎｒａｄによる特許文献７、Ｈａａｋｅらによる特許文献８、およびＧ
ｅｔｔｓらによる特許文献９参照）。単離されたら、標的核酸は、さまざまな下流分析、
例えば、細胞ライセートから単離された標的核酸分子の特性評価、または診断用試料から
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単離された標的核酸の増幅および検出などに有用となる。
【０００７】
　特定の核酸配列の検出および／または定量は、微生物を同定して分類するため、感染性
疾患を診断するため、種々の型の処置に対する応答を測定するためなどに重要な手法であ
る。また、かかる手順は、食品中、水中、飲料中、工業および環境試料中、種子ストック
中、ならびに特定の微生物の存在をモニタリングする必要があり得る他の型の物質中の微
生物の検出および定量にも有用である。標的核酸の検出および定量のための増幅に基づい
た数多くの方法が当該技術分野でよく知られており、確立されている。ＰＣＲでは、変性
、反対鎖に対するプライマーペアのアニーリング、および標的配列のコピー数を指数関数
的に増大させるプライマー伸長の複数回サイクルが使用される（例えば、Ｍｕｌｌｉｓら
、特許文献１０および米国特許第４，８００，１５９号；Ｍｕｌｌｉｓ，米国特許第４，
６８３，２０２号；Ｇｅｌｆａｎｄら、米国特許第５，８０４，３７５号；Ｍｕｌｌｉｓ
ら（１９８７）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．１５５，３３５－３５０；ならびにＭｕｒａ
ｋａｗａら（１９８８）ＤＮＡ　７，２８７－２９５）。ＲＴ－ＰＣＲでは、逆転写酵素
によりＲＮＡから相補ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）が作製され、次いで、このｃＤＮＡがＰＣＲに
よって増幅され、複数コピーのＤＮＡが生成される（Ｇｅｌｆａｎｄら、米国特許第５，
３２２，７７０号および米国特許第５，３１０，６５２号）。他のよく知られた増幅方法
としては、鎖置換増幅（ＳＤＡ）（例えば、Ｗａｌｋｅｒら（１９９２），Ｐｒｏｃ．Ｎ
ａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８９，３９２－３９６；Ｗａｌｋｅｒら、米国特許
第５，２７０，１８４号；Ｗａｌｋｅｒ，米国特許第５，４５５，１６６号；およびＷａ
ｌｋｅｒら（１９９２）Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２０，１６９
１－１６９６）；好熱性ＳＤＡ（ｔＳＤＡ）（ＳＤＡと本質的に同じ方法で、より高温に
おいて好熱性エンドヌクレアーゼおよびポリメラーゼを使用）（欧州特許第０　６８４　
３１５号）；ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）（例えば、Ｌｉｚａｒｄｉ，米国特許第
５，８５４，０３３号）；ヘリカーゼ依存性増幅（ＨＤＡ）（例えば、Ｋｏｎｇら、米国
特許出願公開２００４－００５８３７８　Ａ１）；ループ媒介性等温型増幅（ＬＡＭＰ）
（例えば、Ｎｏｔｏｍｉら、米国特許第６，４１０，２７８号）；ならびに転写による増
幅方法（例えば、Ｋｗｏｈ，Ｄ．ら（１９８９）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ
．ＵＳＡ　８６，１１７３－１１７７）、例えば、ＮＡＳＢＡ（例えば、Ｍａｌｅｋら、
米国特許第５，１３０，２３８号）、Ｑ．β．レプリカーゼ（例えば、Ｌｉｚａｒｄｉ，
Ｐ．ら（１９８８）ＢｉｏＴｅｃｈｎｏｌ．６，１１９７－１２０２）、自律型配列複製
（例えば、Ｇｕａｔｅｌｌｉ，Ｊ．ら（１９９０）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃ
ｉ．ＵＳＡ　８７，１８７４－１８７８；Ｌａｎｄｇｒｅｎ（１９９３）Ｔｒｅｎｄｓ　
ｉｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　９，１９９－２０２；およびＨｅｌｅｎ　Ｈ．Ｌｅｅら、Ｎｕ
ｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（１９
９７））、ならびに転写媒介性増幅（ＴＭＡ）（例えば、Ｋａｃｉａｎら、米国特許第５
，４８０，７８４号および米国特許第５，３９９，４９１号）が挙げられる。ＴＭＡでは
、標的配列の複数コピーＲＮＡによりさらなるコピーが自己触媒的に生成される実質的に
一定の温度、イオン強度およびｐＨの条件下で、複数コピーの標的核酸配列が自己触媒的
に合成される。ＴＭＡは、有効性が実証されており、ＰＣＲに基づいた増幅系に伴う課題
の多くが解決される堅調で高感度な増幅系である。特に、温度サイクリングは必要とされ
ない。
【０００８】
　増幅アッセイは、臨床検査試験、バイオプロセスのモニタリングの状況、または特定の
型の試料における微生物の検出が所望される任意の他の状況において、慣用的な微生物学
的手法と比べて高い感度および迅速な時間対結果が提供されることにより、微生物の検出
に特によく適している。また、増幅方法は、合成培地上での培養が困難または不可能であ
る膨大な数の微生物の検出に使用され得る。それでもなお、第１世代増幅アッセイには、
微生物学的臨床検査などの一部の特定の状況において許容性が限定的であるという一定の
制限を伴う。高感度の核酸増幅系に伴う固有の問題の１つは、増幅系内への夾雑核酸の導
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入（例えば、増幅中に使用された１種類以上の試薬から、アッセイを行なう技術者から、
増幅が行なわれる環境からなど）によって偽陽性結果がもたらされ得ることである。例え
ば、増幅反応に使用された試薬および／または酵素中に、あるいは増幅反応が行なわれる
環境中に存在する核酸夾雑物が極めて少量であっても、目的の配列が試験対象の核酸試料
中に存在しないにもかかわらず陽性増幅シグナルが生じることがあり得る。これは、偽陽
性結果を回避または最小限にするため、試料調製、増幅反応に使用される試薬の精製、滅
菌などに多大な労力を費やすことを要する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，５９９，６６７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／０３１９１８２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／０２５２０８５号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１１０，６７８号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／０１９９８６３号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００７／０００３９３７号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／００５９０２４号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００６／０２６３７６９号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００８／０３００１４２号明細書
【特許文献１０】米国特許第４，６８３，１９５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、当該技術分野において、標的核酸化合物は単離されるが夾雑核酸の存在は
最小限にするための組成物および方法の必要性が存在している。また、当該技術分野にお
いて、目的の標的核酸配列は選択的に増幅されるが、夾雑核酸などの夾雑する生物学的物
質のために生じる偽陽性結果は低減または排除される、堅調な核酸増幅を可能にするため
の組成物および方法の必要性も存在している。また、試薬の精製および／または滅菌の必
要性が低減された増幅系の必要性も依然として存在している。本明細書においてさらに記
載するように、本発明は、このような必要性を満たし、かつ他の関連する利点を提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（発明の概要）
　本発明は、単独でまたは均質なもしくは不均質な核酸混合物の一成分としてのいずれか
で存在し得る複数コピーの特定の標的核酸配列の選択的ハイブリダイゼーションのための
組成物、キットおよび方法に関する。本発明の不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、少な
くとも３つの核酸配列領域：すなわち、標的ハイブリダイゼーション領域；タグ閉鎖領域
；および結合ペアメンバー領域を含む。好ましくは、結合ペアメンバーは実質的にホモポ
リマーの核酸配列である。好ましくは、タグ閉鎖領域は、標的ハイブリダイゼーション領
域の一部分に相補的であり、そのため、タグ閉鎖領域と標的ハイブリダイゼーション領域
が１組の条件下で一緒にハイブリダイズし、それにより本図面に図示し、本明細書に記載
したようなヘアピン構造が形成される。このような不活化可能型標的捕捉オリゴマーを標
的核酸配列に選択的にハイブリダイズさせ、次いで該標的核酸配列を、後続の処理（前記
標的配列の分析および／または保存など）のために単離する。分析は、好ましくは増幅お
よび検出を含む。このような不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、活性な立体配置にも不
活性な立体配置にもなり得るものである。活性な立体配置および第１の組の条件下では、
不活化可能型標的捕捉オリゴマーは所望の標的核酸にハイブリダイズする。次いで、反応
混合物において不活化可能型標的捕捉オリゴマーが不活化される第２の組の条件が満たさ
れるようにする。不活化可能型標的捕捉オリゴマーを不活性な立体配置にすることにより
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、標的ハイブリダイゼーション領域のさらなるハイブリダイゼーションが阻止される。し
たがって、不活性な立体配置により、例えば、反応混合物におけるストリンジェンシー条
件、時間、標的ハイブリダイゼーション領域の配列の大きさ、混合物中の所望の標的核酸
と他の非標的核酸または夾雑核酸との間の核酸配列類似性の変化によって、および／また
は非特異的ハイブリダイゼーションがもたらされることがわかっている他の事象によって
引き起こされる、反応混合物中の核酸に対する不活化可能型標的捕捉オリゴマーの非特異
的ハイブリダイゼーションが実質的に低減される。標的核酸が本発明の不活化可能型標的
捕捉オリゴマーに選択的にハイブリダイズされたら、該標的は、相補結合ペアメンバーを
含む固相支持体を用いて捕捉され得る。捕捉および洗浄の手法は当該技術分野でよく知ら
れている（Ｗｅｉｓｂｕｒｇら、米国特許第６，５３４，２７３号）。選択的にハイブリ
ダイズされた捕捉された標的核酸は、次いで下流分析において使用され得る。
【００１２】
　したがって、本発明の一実施形態によれば、標的核酸への不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーの選択的ハイブリダイゼーションのための組成物および方法が提供され、前記標的核
酸はＤＮＡ配列またはＲＮＡ配列であり、該方法は、（１）核酸試料中の標的核酸配列を
、活性な立体配置の（例えば、該タグ閉鎖領域と該標的ハイブリダイズ領域は互いに安定
的にハイブリダイズされない）、および標的ハイブリダイゼーション領域を標的核酸配列
に安定的にハイブリダイズさせるための第１の組の条件下の、不活化可能型標的捕捉オリ
ゴマーで処理する工程；および（２）非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマー
の標的ハイブリダイゼーション領域とタグ閉鎖領域とを安定的にハイブリダイズさせるた
めの第２の組の条件を適用することにより、あらゆる非ハイブリダイズ不活化可能型標的
捕捉オリゴマーを不活化する工程を含む。該方法に、前記選択的にハイブリダイズされた
標的核酸を捕捉する工程をさらに、含めてもよい。好ましくは、該捕捉工程は、不活化可
能型捕捉プローブの結合ペアメンバーに相補的な第２の結合ペアメンバーを含む固相支持
体の使用を導入し、それにより該不活化可能型標的捕捉オリゴマーと複合体を形成させる
ことを含む。好ましくは、第１および第２の結合ペアメンバーは相補的であり、実質的に
ホモポリマーのヌクレオチド配列である。好ましくは、前記固相支持体は磁気ビーズであ
る。
【００１３】
　本発明は、非標的核酸および夾雑核酸の標的捕捉を実質的に低減させるものである。用
語「非標的核酸」は、本明細書において、試料供給源中に天然に存在する、標的核酸以外
の核酸をいうために一般的に用い、一方、用語「夾雑核酸」は、本明細書において、試料
に対して外部の供給源から反応混合物中に導入された、標的核酸以外の核酸をいうために
一般的に用いる。夾雑核酸としては、限定されないが、増幅反応において使用される１種
類以上の試薬、構成要素もしくは物質中に存在し得る核酸、または増幅反応が行なわれる
環境内に存在する核酸、ならびに試料供給源由来の核酸が挙げられる。本発明は、増幅反
応に使用される酵素ならびに他の試薬および構成要素が、偽陽性結果をもたらし得る細菌
の核酸夾雑物および他の核酸夾雑物を含まないことを確保するために、慣用的に使用され
ているものよりも低いストリンジェントの試薬精製および／または無菌性についての少な
い労力しか必要としないという利点を提供する。かかる試薬または構成要素としては、限
定されないが、水、バッファー、塩、固相支持体（例えば、磁荷粒子（ｍａｇｎｅｔｉｃ
ａｌｌｙ　ｃｈａｒｇｅｄ　ｐａｒｔｉｃｌｅ）またはビーズ）、および容器（例えば、
ガラス容器またはプラスチック容器）が挙げられる。
【００１４】
　核酸混合物は、血液製剤の診断用試験およびスクリーニングのために採取された臨床試
料；滅菌試験；種子ストック試験；食物供給源、水供給源、飲料供給源、工業供給源もし
くは環境供給源からの微生物学的検出；研究試験；完全細胞ライセート；試薬調製および
ＱＣ試験；あるいは他の処理（クローニングなど）または他の目的（標的核酸の存在が検
出および／もしくはモニタリングされる必要があり得るところの目的）のための物質など
の、試料に見られるものであり得る。本明細書に記載のような特定の核酸配列の選択的増
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幅は、かかるアッセイの正確性および信頼性を増大させると同時に該アッセイに使用され
る試薬の調製、精製および／または滅菌の必要性を低減するために、任意のさまざまな検
出アッセイにおいて特に重要である。本発明の組成物、方法および反応混合物は、バイオ
テクノロジー、医薬品、化粧品および飲料産業の製品の製造に使用される原料の試験に対
して、最終製品のリリース試験に対して、ならびに対象物質中の一類型の生物または全生
存生物（細菌性、真菌性または両方）に関して試験するための滅菌スクリーニングに対し
て、特別な利点を有する。臨床場面では、本発明の方法および反応混合物は、セプシス試
験、特に敗血症（これは血流中の病原性生物および／またはその毒素によって引き起こさ
れる）に特に有用である。
【００１５】
　本発明の不活化可能型標的捕捉オリゴマーの使用方法に、標的核酸を選択的にハイブリ
ダイズさせて捕捉した後に前記標的核酸の後続の核酸分析を行なう初期工程を含めてもよ
い。単なる一例として、一般的な核酸分析は増幅および検出アッセイである。例示的な増
幅反応の一例は、タグ配列を第１の増幅産物内に導入するための増幅オリゴマー、および
前記タグ配列（またはその相補体）にハイブリダイズして第２の増幅産物を生成させるさ
らなる増幅オリゴマーの使用を含むものである。かかるものは例示的な方法にすぎず、任
意の型の下流核酸分析（例えば、増幅アッセイならびに他の型のアッセイ）が、選択的に
ハイブリダイズされた捕捉された標的核酸において行なわれ得る。該例示的な増幅反応で
は、第１の組の条件下での標的核酸の選択的なハイブリダイゼーションおよび捕捉、次い
で、第２の組の条件での非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーの不活化後、
第１の領域と第２の領域を含む異種（ｈｅｔｅｒｏｌｏｇｏｕｓ）増幅オリゴマーが、タ
グ配列を標的核酸配列内に導入するための第１の増幅反応において使用される。したがっ
て、前記異種増幅オリゴマーの前記第１の領域は、標的核酸配列の３’末端にハイブリダ
イズする標的ハイブリダイズ配列を含み、前記第２の領域は、前記標的ハイブリダイズ配
列の５’側に存在するタグ配列を含み、前記タグ配列は、標的核酸配列を含む標的核酸に
安定的にハイブリダイズしない。第１の増幅反応で、この異種増幅オリゴマーが使用され
ると、第１のプライマー伸長産物により、このタグ配列が標的核酸配列内に導入され、後
に後続の増幅オリゴマーによって標的化される配列がもたらされる。代替的な一態様にお
いて、このタグ配列は、不活化可能型標的捕捉オリゴマーのタグ閉鎖領域の組込みによっ
て得られる。この態様は、例えば、標的核酸配列の相補鎖の第１の合成のためのプライマ
ーとしての機能も果たす不活化可能型標的捕捉オリゴマーを提供することにより達成され
る。ここで、不活化可能型標的捕捉オリゴマーはタグ配列を含み、これは、不活化可能型
標的捕捉オリゴマーの前方領域であり得るか、またはタグ閉鎖領域の全部もしくは一部を
含む領域であり得るかのいずれかであり、あるいはタグ閉鎖配列であってもよい。次いで
、後続の増幅で、タグ領域とハイブリダイズする増幅オリゴマーメンバーが利用される。
好ましくは、不活化可能型標的捕捉オリゴマーのハイブリダイゼーション後に洗浄工程を
含めるか、あるいはタグ配列を含む異種増幅オリゴマーを使用する実施形態では、不活化
可能型標的捕捉オリゴマーおよび異種増幅オリゴマーのハイブリダイゼーションの後に洗
浄工程を行なう。洗浄工程により、反応混合物中の不活化された非ハイブリダイズ不活化
可能型標的捕捉オリゴマーおよび他の核酸成分が除去される。次いで、該反応混合物中で
は、このような他の核酸の非存在下で相補鎖の第１の合成が行なわれる。その後に導入さ
れる夾雑物は、捕捉もされないし、その配列内に導入されたタグ配列も有しないため、こ
のような夾雑物は増幅されない。
【００１６】
　前記標的核酸が、異種増幅オリゴマーによる後続のハイブリダイゼーションのためのタ
グ配列を含むように修飾される実施形態では、前記タグ配列は、プライマーによる反応に
不活化可能型標的捕捉オリゴマーを使用し、それによりタグ配列が増幅産物内に組み込ま
れることによって、または、好ましくは、異種増幅オリゴマーをプライマーによる反応に
おいて使用し、同様にタグ配列が増幅産物内に組み込まれることによって導入され得る。
好ましい実施形態では、タグ配列と標的ハイブリダイズ配列とを含む異種増幅オリゴマー
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を前記標的核酸にハイブリダイズさせる。好ましくは、前記標的核酸への前記異種増幅オ
リゴマーのハイブリダイゼーション後、標的核酸、標的捕捉オリゴマーおよび異種増幅オ
リゴマーの複合体を捕捉し、混合物中の残りの成分、例えば、捕捉されていない不活性な
不活化可能型標的捕捉オリゴマー、非ハイブリダイズ異種増幅オリゴマーおよび非標的核
酸を洗い流す。次いで、ポリメラーゼを添加し、前記異種増幅オリゴマーから相補標的核
酸配列を作製する。得られる相補標的核酸配列には、前記タグ配列が内部に組み込まれて
いる。非標的核酸の存在は、洗浄工程で実質的に低減または排除された。非ハイブリダイ
ズ異種増幅オリゴマーの存在は、洗浄工程で実質的に低減または排除された。不活性な非
ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーの存在は、洗浄工程で実質的に低減また
は排除された。したがって、その後に導入される夾雑物の増幅も、このような試薬がない
ために実質的に低減または排除される。
【００１７】
　好ましくは、前記異種増幅オリゴマーから相補標的核酸配列を作製する前記工程後、一
方が前記組込みタグ配列に相補的である少なくとも２種類の増幅オリゴマーを使用する増
幅反応を行なう。このようにして、その後に導入される夾雑物の増幅は、増幅反応が前記
タグ配列を含む核酸に指向されるため、実質的に低減または排除される。このようなその
後に使用される増幅オリゴマーとしては、プライマーオリゴマーおよびプロモーター系オ
リゴマー（プロモータープライマーまたはプロモーター供与体など）が挙げられる。例示
的な増幅反応は以下のとおりである。
【００１８】
　第１の増幅方法は、（ａ）固相支持体上に固定化された標的核酸複合体を、タグ配列を
含む異種増幅オリゴマーで処理し、異種増幅オリゴマー：標的核酸複合体を生成させる工
程；（ｂ）前記試料中において、前記複合体の一部を形成していない異種増幅オリゴマー
配列の有効濃度を低下させる工程；および（ｃ）前記標的核酸配列を、前記標的核酸配列
内への前記タグ配列の組込みとその後の標的核酸配列の検出可能な増幅とに充分な試薬お
よび条件に供する工程を含み、該供する工程では、試料は、工程（ｂ）の後に標的核酸配
列の既知の夾雑源に曝露され、標的核酸配列の検出可能な増幅は、工程（ａ）のタグ配列
が寄与するが、該既知の夾雑源は寄与しない標的核酸配列の増幅に実質的に限定される。
【００１９】
　この実施形態の一態様において、該方法で使用される１種類以上の試薬（核酸ポリメラ
ーゼなど）は、夾雑核酸配列を含む微生物を用いて生成させたものである。さらなる態様
において、該方法で使用される構成要素（反応槽、ピペット先端および捕捉された標的核
酸配列を含む複合体を結合するための固相支持体など）が、標的核酸配列の既知の夾雑源
であり得る。さらなる態様において、該方法は、増幅が行なわれる環境条件に核酸配列の
既知の夾雑源（周囲の空気、作業者または分析機器など）が含まれる場合、有用である。
【００２０】
　この実施形態のさらなる態様では、捕捉された標的核酸配列は、工程（ｂ）の間に固相
支持体上に固定化される。好ましくは、標的核酸配列と不活化可能型標的捕捉オリゴマー
との複合体が、工程（ｂ）の間に固相支持体上に固定化される。より好ましくは、標的核
酸配列、不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異種増幅オリゴマーの複合体が、工程（
ｂ）の間に固相支持体上に固定化される。
【００２１】
　さらなる態様において、工程（ｂ）は、標的核酸配列にハイブリダイズしていない不活
化可能型標的捕捉オリゴマーを希釈または除去することを含む。好ましくは、工程（ｂ）
は、標的核酸配列にハイブリダイズしていない不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異
種標的増幅オリゴマーを希釈または除去することを含む。
【００２２】
　代替的な態様において、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、その核酸配列の一成分を
消化するか、もしくは該配列の一部分の一部位を切断する酵素を使用すること、該配列を
化学的に改変すること、または他の手段によって、標的ハイブリダイゼーション配列が反
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応混合物中で核酸配列と複合体を形成する能力を改変することにより、標的核酸配列と複
合体を形成する能力をブロックすることによって不活化され得る。
【００２３】
　また別の態様では、前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列は
、一部の特定の態様において、細菌または真菌のユニバーサルオリゴヌクレオチドなどの
ユニバーサルオリゴヌクレオチドである。また別の態様では、前記異種増幅オリゴマーの
標的ハイブリダイズ配列が、一部の特定の態様において、細菌または真菌のユニバーサル
オリゴヌクレオチドなどのユニバーサルオリゴヌクレオチドである。また別の態様では、
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列と前記異種増幅オリゴマ
ーの標的ハイブリダイズ配列がともに、細菌または真菌のユニバーサルオリゴヌクレオチ
ドなどのユニバーサルオリゴヌクレオチド配列である。
【００２４】
　工程（ｃ）は、核酸増幅反応において増幅産物を生成させることを含み、この場合、前
記標的核酸の相補体が異種増幅オリゴマーを用いて作製され、それによりタグ配列の組込
みがもたらされ、次いで、第１および第２の増幅オリゴヌクレオチドが使用される。第１
のオリゴヌクレオチドは、組み込まれたタグ配列の３’末端にハイブリダイズする配列を
含むが、標的核酸配列または標的核酸配列の相補体に安定的にハイブリダイズしない。第
２のオリゴヌクレオチドは、標的核酸配列の塩基配列に実質的に同一または相補的である
塩基配列と、タグ配列の全部または一部分とを含む各増幅産物を含む。
【００２５】
　種々の増幅方法が本発明における使用に適している。例えば、一態様において、増幅反
応はＰＣＲ反応である。別の態様において、標的核酸配列は、転写による増幅反応、好ま
しくは等温条件下で行なわれるＴＭＡ反応によって増幅される。
【００２６】
　該方法に従って増幅される標的核酸配列は、任意の目的の標的核酸配列であり得るが、
一般的には、微生物から得られる核酸配列である。さらに、該方法は、単一の株もしくは
単一の種の微生物または多数の種の微生物の核酸内に含まれる１種類の標的核酸配列の増
幅に対して選択的であり得る。あるいはまた、該方法は、多数の種の微生物の核酸内に含
まれる多数の標的核酸配列の増幅に対して選択的であり得、この場合、例えば、不活化可
能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列は、工程（ａ）において該多数の標的
核酸配列の各々に存在する標的領域にハイブリダイズする。
【００２７】
　例えば、具体的な態様において、該方法は、複数の標的核酸の各々に含まれる標的核酸
配列の増幅に対して選択的であり、異種タグ配列により、工程（ａ）において核酸試料中
に存在する該複数の標的核酸の各々の標的核酸配列を有するタグ化された標的核酸配列が
もたらされる。より具体的な態様では、該複数の標的核酸の各々に含まれる標的核酸配列
は、同じ核酸配列である。
【００２８】
　別の具体的な態様において、該方法は、多数の細菌または真菌の標的核酸配列の増幅に
対して選択的であり、例えば、該多数の細菌または真菌の標的核酸配列はリボソーム核酸
配列である。別の具体的な態様において、該方法は、ある細菌種の群のメンバーから得ら
れた標的核酸配列の増幅に対して選択的である。別の態様において、該方法は、ある真菌
種の群のメンバーから得られた標的核酸配列の増幅に対して選択的である。別の具体的な
態様において、該方法は、セプシス試験において検出され得る微生物に対して選択的であ
る。また別の態様では、該方法で使用される核酸試料の少なくとも一部分は、臨床、水、
工業、環境、種子、飲料または食物由来の供給源から得られたものである。該方法は、一
部の特定の態様において、滅菌試験またはセプシス診断用試験における使用に特に良好に
適している。
【００２９】
　さらなる増幅方法は、（ａ）標的核酸配列を含む核酸試料を不活化可能型標的捕捉オリ
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ゴマーおよび異種増幅オリゴマーで、該標的核酸に対する該不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーおよび異種増幅オリゴマーの選択的なハイブリダイゼーションのための１組の条件下
で処理する工程；（ｂ）前記核酸試料中において、前記非ハイブリダイズ不活化可能型標
的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列が前記非標的および／または夾雑核酸配列へ
のハイブリダイゼーションに利用可能な活性形態を有する非ハイブリダイズ不活化可能型
標的捕捉オリゴマーの有効濃度を低下させる工程；ならびに（ｃ）タグ配列を相補標的核
酸配列内に組み込むための異種増幅オリゴマーを用い、次いで、標的核酸を増幅させるた
めの第１および第２のオリゴヌクレオチドを用いて、核酸増幅反応において増幅産物を生
成させる工程を含み、ここで第１のオリゴヌクレオチドは、標的核酸配列の相補体の３’
末端にハイブリダイズするハイブリダイズ配列を含み、第２のオリゴヌクレオチドは、タ
グ配列の相補体にハイブリダイズするが標的核酸には安定的にハイブリダイズしないハイ
ブリダイズ配列を含み、増幅産物は、標的核酸配列の塩基配列に実質的に同一または相補
的である塩基配列と、タグ配列の全部または一部分とを含む。
【００３０】
　上記の方法の一態様において、少なくとも１種類の標的核酸配列は、工程（ｂ）の間に
固相支持体上に固定化される。別の態様において、工程（ｂ）は、ヌクレアーゼ活性を有
する酵素の使用を含まない。
【００３１】
　増幅前の活性形態の非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーの有効濃度は、
核酸試料を希釈することにより、あるいは非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーを不活化および／または除去することにより好ましくは低減される。一態様において
、工程（ｂ）は、非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーを、工程（ｃ）のい
ずれの核酸配列にも安定的にハイブリダイズしないように不活化することを含む。不活化
の一例では、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、工程（ａ）では標的ハイブリダイズ配
列が標的核酸配列にハイブリダイズすることが可能な活性形態を有し、非ハイブリダイズ
不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、工程（ｂ）において、工程（ｃ）での標的核酸配列
へのハイブリダイズが阻止または抑制された不活性形態に変換される。関連する実施形態
において、工程（ｂ）および（ｃ）の条件は、工程（ａ）の条件よりも低いストリンジェ
ントである。別の関連する実施形態では、核酸試料の温度を工程（ａ）と（ｂ）との間で
低下させる。
【００３２】
　別の代替的な例において、工程（ａ）の非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーを、工程（ｂ）において単鎖形態から二本鎖形態に変換させる。二本鎖形態は、タグ
閉鎖配列を含むヘアピン分子であり得、該タグ閉鎖配列は、工程（ｂ）の条件下で標的ハ
イブリダイズ配列にハイブリダイズし、それにより工程（ａ）の非ハイブリダイズ不活化
可能型標的捕捉オリゴマーが、工程（ｂ）および（ｃ）において標的核酸配列にハイブリ
ダイゼーションするのが阻止される。別の態様において、タグ閉鎖配列は、不活化可能型
標的捕捉オリゴマーに非ヌクレオチドリンカーによって連接されている。末端３’残基が
プライマーによる核酸伸長に利用可能であり、かつかかる伸長が所望されない不活化可能
型標的捕捉オリゴマーの向きでは、３’末端残基はブロック部分を用いてブロックされ得
る。
【００３３】
　さらに別の態様において、標的ハイブリダイズ配列は工程（ｂ）においてタグ閉鎖オリ
ゴヌクレオチドにハイブリダイズされ、不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオチドおよび
タグ閉鎖オリゴヌクレオチドは別個の分子である。タグ閉鎖オリゴヌクレオチドは、所望
により、タグ閉鎖オリゴヌクレオチドからのＤＮＡ合成の開始が抑制されるように修飾さ
れていてもよい。
【００３４】
　さらに、一部の特定の態様において、標的ハイブリダイズ配列の３’末端塩基は、タグ
閉鎖オリゴヌクレオチドの５’末端塩基にハイブリダイズされる。
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【００３５】
　上記のように、本発明の方法では、いずれかのさまざまな増幅手法が使用され得る。一
部の特定の場合では、転写による増幅反応、好ましくはＴＭＡまたはリアルタイムＴＭＡ
などの等温型増幅反応を使用することが好ましいことがあり得る。
【００３６】
　具体的な一態様において、第１の増幅オリゴヌクレオチドは、標的ハイブリダイズ配列
の５’側に配置されたＲＮＡポリメラーゼプロモーター配列のためのプロモーター配列を
含む。別の態様において、第２のオリゴヌクレオチドは、ＲＮＡポリメラーゼのためのプ
ロモーター配列を含み、該プロモーター配列は標的ハイブリダイズ配列の５’側に配置さ
れる。さらなる態様において、第１または第２の増幅オリゴマーの一方または両方は、標
的ハイブリダイズ領域、タグ配列領域およびＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーター配
列領域を含み、該プロモーター配列はタグ配列領域の５’側に配置される。
【００３７】
　核酸試料は、多くの場合、工程（ｂ）後に既知の夾雑源に曝露され、したがって、記載
の方法は、増幅産物の生成が、核酸試料は寄与するが夾雑核酸配列は寄与しない標的核酸
配列の増幅に実質的に限定されることを提供する。例えば、増幅反応に使用される１種類
以上の試薬または構成要素は既知の夾雑源を含む。あるいはまたさらに、１種類以上の試
薬は、夾雑源であることがわかっている物質とともに作製され、例えば、核酸ポリメラー
ゼは、標的核酸配列を含むことがわかっている微生物を用いて作製される。さらに、該方
法が行なわれる環境条件には、既知の夾雑源が含まれることがあり得る。具体的な一態様
において、前記核酸の少なくとも一部分は、臨床、水、工業、環境、種子、飲料または食
物由来の供給源から得られる。
【００３８】
　第３の例示的な増幅方法によれば、標的核酸配列はＲＮＡ標的配列であり、工程（ｃ）
は、プライマー伸長反応において標的核酸配列にハイブリダイズされる異種増幅オリゴマ
ーを、ＤＮＡポリメラーゼにより伸長させ、標的核酸配列に相補的な領域とタグ配列とを
含む伸長産物を生成させること；該伸長産物を標的核酸から、該伸長産物にハイブリダイ
ズされた標的核酸の該部分を選択的に分解する酵素を用いて分離すること；該伸長産物を
第１の増幅オリゴヌクレオチドで処理すること、第１の増幅オリゴヌクレオチドは、標的
核酸配列の５’末端に相補的な該伸長産物の領域にハイブリダイズしてプロモーターオリ
ゴヌクレオチド：伸長産物ハイブリッドを形成し、ＲＮＡポリメラーゼのためのプロモー
ター配列を含むハイブリダイズ配列を含むプロモーターオリゴヌクレオチドであり、プロ
モーター配列は標的ハイブリダイズ領域の５’側に配置される；鋳型としてプロモーター
オリゴヌクレオチド：伸長産物複合体を使用し、該伸長産物の少なくとも一部分と組込み
タグ配列に相補的な第１のＲＮＡ産物の複数コピーのＲＮＡポリメラーゼによる転写を行
なうこと；第１のＲＮＡ産物を、タグ配列の相補体にハイブリダイズして第２の増幅オリ
ゴヌクレオチド：第１のＲＮＡ産物複合体を形成する第２の増幅オリゴヌクレオチドで、
プライマー伸長反応が第２の増幅オリゴヌクレオチドから開始され得るように処理するこ
と；プライマー伸長反応における第２の増幅オリゴヌクレオチドをＤＮＡポリメラーゼに
より伸長させ、第１のＲＮＡ産物に相補的な第２のプライマー伸長産物を生成させること
、第２のプライマー伸長産物は、第１のＲＮＡ産物の５’末端に相補的な３’末端を有す
る；第２のプライマー伸長産物を第１のＲＮＡ産物から、前記第１のＲＮＡ産物を選択的
に分解する酵素を用いて分離すること；第２のプライマー伸長産物をプロモーターオリゴ
ヌクレオチドで処理し、プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のプライマー伸長産物複
合体を形成すること；プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のプライマー伸長産物複合
体の第２のプライマー伸長産物の３’末端を、プロモーターオリゴヌクレオチドの第２の
領域に相補的な配列が付加されるように伸長させること；ならびにプロモーターオリゴヌ
クレオチド：第２のプライマー伸長産物ハイブリッドから、ＲＮＡポリメラーゼを用いて
、第２のプライマー伸長産物に相補的な第２のＲＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうこ
とを含む。
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【００３９】
　本発明のこの実施形態の別の態様において、工程（ａ）は、核酸試料を、標的核酸配列
の５’末端に隣接しているか、またはその近傍の標的核酸に結合する結合分子で処理する
ことをさらに含み、第１のプライマー伸長産物は、該結合分子によって決定され、かつ標
的核酸配列の５’末端に相補的な３’末端を有する。
【００４０】
　別の態様において、上記の実施形態の工程（ｃ）は、プロモーターオリゴヌクレオチド
：第１のプライマー伸長産物ハイブリッドの第１のプライマー伸長産物の３’末端を、プ
ロモーターに相補的な配列が付加されるように伸長させることをさらに含む。また別の態
様では、プロモーターオリゴヌクレオチドは、プロモーターオリゴヌクレオチドからのＤ
ＮＡ合成の開始が抑制されるように修飾される。
【００４１】
　第１のプライマー伸長産物にハイブリダイズされるプロモーターオリゴヌクレオチドは
、ＤＮＡポリメラーゼにより伸長され、第１のプライマー伸長産物に相補的なプライマー
伸長産物が生成され、前記第２のプライマー伸長産物にハイブリダイズされるプロモータ
ーオリゴヌクレオチドは、ＤＮＡポリメラーゼにより伸長され、第２のプライマー伸長産
物に相補的なプライマー伸長産物が生成される。
【００４２】
　記載の方法の分離工程は、ＤＮＡポリメラーゼによって提供されるリボヌクレアーゼ活
性により行なわれ得る。あるいはまた、該分離工程は、前記ＤＮＡポリメラーゼ以外の酵
素によって提供されるリボヌクレアーゼ活性により行なわれる。
【００４３】
　第４の増幅方法によれば、標的核酸配列はＲＮＡ標的配列であり、工程（ｃ）は、プラ
イマー伸長反応において標的核酸配列にハイブリダイズされる異種増幅オリゴマーを、Ｄ
ＮＡポリメラーゼにより伸長させ、標的核酸配列に相補的な領域とタグ配列を含む第１の
プライマー伸長産物を生成させること、該異種増幅オリゴヌクレオチドは、さらに、タグ
配列の５’側に配置された第３の領域を含み、第３の領域はＲＮＡポリメラーゼのための
プロモーターを含む；第１のプライマー伸長産物を標的核酸から、第１のプライマー伸長
産物にハイブリダイズされた標的核酸の該部分を選択的に分解する酵素を用いて分離する
こと；第１のプライマー伸長産物を第１の増幅オリゴヌクレオチドで処理すること、第１
の増幅オリゴヌクレオチドは、標的核酸配列の５’末端に相補的な第１のプライマー伸長
産物の領域にハイブリダイズして第１の増幅オリゴヌクレオチド：第１のプライマー伸長
産物複合体を形成し、プライマー伸長反応が第１の増幅オリゴヌクレオチドから開始され
得るようにするプライミングオリゴヌクレオチドである；プライマー伸長反応において第
１の増幅オリゴヌクレオチドをＤＮＡポリメラーゼにより伸長させ、第１のプライマー伸
長産物に相補的な第２のプライマー伸長産物を生成させること；ならびにプロモーターを
認識し、該プロモーターからの転写を開始させるＲＮＡポリメラーゼを使用し、第２のプ
ライマー伸長産物を、第２のプライマー伸長産物の少なくとも一部分に相補的な第１のＲ
ＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうための鋳型として使用すること、ここで、第１のＲ
ＮＡ産物の塩基配列は、タグ配列の塩基配列および標的核酸配列の相補体の塩基配列と実
質的に同一であること、を含む。
【００４４】
　この実施形態の別の態様では、工程（ｃ）は、さらに、第１のＲＮＡ産物を第２の増幅
オリゴヌクレオチドで処理し、プライミングオリゴヌクレオチド：第１のＲＮＡ産物複合
体を形成させ、プライマー伸長反応が第２の増幅オリゴヌクレオチドから開始され得るよ
うにすること；プライマー伸長反応においてプライミングオリゴヌクレオチドをＤＮＡポ
リメラーゼにより伸長させ、第１のＲＮＡ産物に相補的な第３のプライマー伸長産物を生
成させること、第３のプライマー伸長産物は第１のＲＮＡ産物の５’末端に相補的な３’
末端を有する；第３のプライマー伸長産物を第１のＲＮＡ産物から、第１のＲＮＡ産物を
選択的に分解する酵素を用いて分離すること；第３のプライマー伸長産物を第２のオリゴ
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ヌクレオチドで処理すること、第２のオリゴヌクレオチドは第１の領域と第２の領域を含
むプロモーターオリゴヌクレオチドであり、第１の領域は、タグ配列の相補体にハイブリ
ダイズして、プロモーターオリゴヌクレオチド：第３のプライマー伸長産物ハイブリッド
を形成し、プライマー伸長反応がプロモーターオリゴヌクレオチドから開始され得るよう
にするハイブリダイズ配列を含み、第２の領域は、第１の領域の５’側に配置されたＲＮ
Ａポリメラーゼのためのプロモーターを含む；プライマー伸長反応においてプロモーター
オリゴヌクレオチドをＤＮＡポリメラーゼにより伸長させ、第３のプライマー伸長産物に
相補的な第４のプライマー伸長産物を生成させること；第３のプライマー伸長産物を、プ
ロモーターに相補的な配列が付加されるように伸長させること；プロモーターオリゴヌク
レオチド：第３のプライマー伸長産物ハイブリッドから、プロモーターを認識して該プロ
モーターからの転写を開始させるＲＮＡポリメラーゼを用いて、第３のプライマー伸長産
物に相補的な第２のＲＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうこと、ここで、第２のＲＮＡ
産物の塩基配列は、タグ配列の塩基配列および標的核酸配列の相補体の塩基配列と実質的
に同一であること、を含む。
【００４５】
　この実施形態の別の態様では、該分離工程は、ＤＮＡポリメラーゼによって提供される
リボヌクレアーゼ活性により行なわれる。あるいはまた、分離工程は、ＤＮＡポリメラー
ゼ以外の酵素によって提供されるリボヌクレアーゼ活性により行なわれる。
【００４６】
　第５の増幅方法によれば、標的核酸配列はＤＮＡ標的配列であり、工程（ｃ）は、プラ
イマー伸長反応において標的核酸配列にハイブリダイズされる異種増幅オリゴマーを、Ｄ
ＮＡポリメラーゼにより伸長させ、標的核酸配列に相補的な領域とタグ配列を含む第１の
プライマー伸長産物を生成させること；第１のプライマー伸長産物を第１の増幅オリゴヌ
クレオチドで処理すること、第１の増幅オリゴヌクレオチドは、標的核酸配列の５’末端
に相補的な第１のプライマー伸長産物の領域にハイブリダイズしてプロモーターオリゴヌ
クレオチド：第１のプライマー伸長産物ハイブリッドを形成する標的ハイブリダイズ配列
を含むプロモーターオリゴヌクレオチドであり、第２の領域は、第１の領域の５’側に配
置されたＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーターである；プロモーターオリゴヌクレオ
チド：第１のプライマー伸長産物複合体から、プロモーターを認識して該プロモーターか
らの転写を開始させるＲＮＡポリメラーゼを用いて、第１のプライマー伸長産物の少なく
とも一部分に相補的な第１のＲＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうこと、ここで、第１
のＲＮＡ産物の塩基配列は、標的核酸配列の塩基配列およびタグ配列の相補体の塩基配列
と実質的に同一である；第１のＲＮＡ産物を第２の増幅オリゴヌクレオチドで処理するこ
と、第２の増幅オリゴヌクレオチドは、タグ配列の相補体にハイブリダイズして、プライ
ミングオリゴヌクレオチド：第１のＲＮＡ産物ハイブリッドを形成し、プライマー伸長反
応がプライミングオリゴヌクレオチドから開始され得るようにするプライミングオリゴヌ
クレオチドである；プライマー伸長反応におけるプライミングオリゴヌクレオチドをＤＮ
Ａポリメラーゼにより伸長させ、第１のＲＮＡ産物の相補体を含む第２のプライマー伸長
産物を生成させること、第２のプライマー伸長産物は第１のＲＮＡ産物の５’末端に相補
的な３’末端を有する；第２のプライマー伸長産物を第１のＲＮＡ産物から、第１のＲＮ
Ａ産物を選択的に分解する酵素を用いて分離すること；第２のプライマー伸長産物をプロ
モーターオリゴヌクレオチドで処理し、プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のプライ
マー伸長産物ハイブリッドを形成すること；プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のプ
ライマー伸長産物ハイブリッドの第２のプライマー伸長産物の３’末端を、プロモーター
に相補的な配列が付加されるように伸長させること；ならびにプロモーターオリゴヌクレ
オチド：第２のプライマー伸長産物ハイブリッドから、ＲＮＡポリメラーゼを用いて、第
２のプライマー伸長産物に相補的な第２のＲＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうこと、
ここで、第２のＲＮＡ産物の塩基配列は、標的核酸配列の塩基配列およびタグ配列の相補
体の塩基配列と実質的に同一であること、を含む。
【００４７】
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　この実施形態の一態様において、プロモーターオリゴヌクレオチドは、プロモーターオ
リゴヌクレオチドからのＤＮＡ合成の開始が抑制されるように修飾される。
【００４８】
　別の態様において、工程（ａ）は、さらに、核酸試料を、異種増幅オリゴヌクレオチド
の上流の標的核酸にハイブリダイズするディスプレーサー（ｄｉｓｐｌａｃｅｒ）オリゴ
ヌクレオチドで処理し、プライマー伸長反応がディスプレーサーオリゴヌクレオチドから
開始され得るようにすること；およびプライマー伸長反応においてディスプレーサーオリ
ゴヌクレオチドをＤＮＡポリメラーゼにより伸長させ、前記第１のプライマー伸長産物を
標的核酸から剥離させる第３のプライマー伸長産物をもたらすことを含む。
【００４９】
　また別の実施形態において、工程（ａ）は、さらに、核酸試料を、標的核酸配列の５’
末端に隣接しているか、またはその近傍の標的核酸に結合する結合分子で処理することを
含み、第１のプライマー伸長産物は、前記結合分子によって決定され、かつ標的核酸配列
の５’末端に相補的な３’末端を有する。
【００５０】
　より具体的な態様では、工程（ｃ）は、さらに、プロモーターオリゴヌクレオチド：第
１のプライマー伸長産物複合体の第１のプライマー伸長産物の３’末端を、プロモーター
配列に相補的な配列が付加されるように伸長させることを含む。
【００５１】
　別の具体的な態様において、工程（ｃ）は、さらに、第１のプライマー伸長産物にハイ
ブリダイズされるプロモーターオリゴヌクレオチドをＤＮＡポリメラーゼにより伸長させ
、第１のプライマー伸長産物に相補的なプライマー伸長産物を生成させること；および第
２のプライマー伸長産物にハイブリダイズされたプロモーターオリゴヌクレオチドをＤＮ
Ａポリメラーゼにより伸長させ、第２のプライマー伸長産物に相補的なプライマー伸長産
物を生成させることを含む。
【００５２】
　該分離工程は、一実施形態において、前記ＤＮＡポリメラーゼによって提供されるリボ
ヌクレアーゼ活性により行なわれる。あるいはまた、分離工程は、前記ＤＮＡポリメラー
ゼ以外の酵素によって提供されるリボヌクレアーゼ活性により行なわれる。
【００５３】
　本発明の別の実施形態は、核酸試料由来の少なくとも１種類の標的核酸配列への少なく
とも１種類の不活化可能型標的捕捉オリゴマーの選択的ハイブリダイゼーションにおける
使用のためのキットを提供し、該キットは、第１の組の条件下で標的核酸配列にハイブリ
ダイズする標的ハイブリダイズ配列を含む第１の領域と、好ましくは第１の領域の３’側
に配置されたタグ閉鎖配列を含み、かつ第１の組の条件下で標的核酸に安定的にハイブリ
ダイズしない第２の領域と、好ましくは第２の領域の３’側に配置された結合ペアメンバ
ーを含む第３の領域とを含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーを含む。一態様において、
前記キットは、さらに、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの結合ペアメンバーに相補的な
第２の結合ペアメンバーを含む固相支持体を含む。さらなる態様において、固相支持体は
磁気ビーズである。さらなる態様において、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの第１の結
合ペアメンバーと固相支持体の第２の結合ペアメンバーとは相補的な核酸配列であり、好
ましくは、前記配列は実質的にホモポリマーである。
【００５４】
　さらなる実施形態において、前記キットは、標的核酸配列にハイブリダイズする標的ハ
イブリダイズ領域と、標的核酸配列に安定的にハイブリダイズしないタグ配列とを含む異
種増幅オリゴマーを含む。さらなる実施形態において、キットは、少なくとも２種類の増
幅オリゴマーを含み、その一方はタグ配列またはその相補体にハイブリダイズする。増幅
オリゴマーとしては、プライマー、プロモーター系増幅オリゴマーおよび異種増幅オリゴ
マーが挙げられる。さらなる実施形態において、キットは、終結オリゴマーを含む。
【００５５】



(15) JP 6014649 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

　また別の態様では、タグ閉鎖配列は、第２の組の条件下で標的ハイブリダイズ配列が標
的核酸配列にハイブリダイズされない場合、タグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列との
間に形成される二本鎖を安定化させるための部分を含む。　
【００５６】
　別の代替的な態様において、不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオチドは、標的ハイブ
リダイズ配列と結合ペアメンバーとを含む該分子とは別個の分子を構成するタグ閉鎖配列
を含む。
【００５７】
　タグ閉鎖配列は標的ハイブリダイズ領域に、非ヌクレオチドリンカーによって、例えば
、脱塩基ヌクレオチドおよびポリエチレングリコールの少なくとも一方を含む非ヌクレオ
チドリンカーによって連接され得る。別の態様において、タグ閉鎖配列の３’末端は、標
的ハイブリダイズ領域の５’末端に連接される。あるいはまた、タグ閉鎖配列の５’末端
は、標的ハイブリダイズ領域の５’末端に連接される。あるいはまた、タグ閉鎖領域と標
的ハイブリダイズ領域とは、非ヌクレオチドリンカーを用いて５’→’５’または３’→
’３’の向きに連接される。また別の態様では、タグ閉鎖配列は、第２の組の条件下で標
的ハイブリダイズ配列が標的核酸配列にハイブリダイズされない場合、標的ハイブリダイ
ズ配列にハイブリダイズして逆平行な二本鎖を形成する。不活化可能型標的捕捉オリゴマ
ーの該領域の向きおよび／または構成によってプライミング事象においてポリメラーゼに
より伸長され得る末端３’末端がもたらされ、かつかかる伸長が所望されない他の態様で
は、配列の３’末端ヌクレオチドは、該末端からのＤＮＡ合成の開始が抑制されるように
修飾される（例えば、その３’末端に配置されるブロック部分を含めることにより）。
【００５８】
　別の態様において、タグ閉鎖配列は、第２の組の条件下で標的ハイブリダイズ配列が標
的核酸配列にハイブリダイズされない場合、標的ハイブリダイズ配列にハイブリダイズし
て平行な二本鎖を形成する。
【００５９】
　また別の態様では、該二本鎖は、タグ閉鎖配列の３’末端塩基にハイブリダイズされた
標的ハイブリダイズ配列の３’末端塩基を含む。この実施形態の別の態様では、第１のプ
ライミングオリゴヌクレオチドは標的核酸に安定的にハイブリダイズし、それにより、第
２の組の条件下で標的核酸配列の検出可能な増幅に参与する。別の態様において、キット
は、さらに、第２の組の条件下で標的核酸配列の５’末端の相補体にハイブリダイズする
第２のプライミングオリゴヌクレオチドを含み、そのため、第２のプライミングオリゴヌ
クレオチドは、ＤＮＡポリメラーゼの存在下で鋳型依存性様式で伸長され得る。また別の
態様では、本発明のキットは、さらに、第１の領域と第２の領域とを含むプロモーターオ
リゴヌクレオチドを含み、第１の領域は、第２の組の条件下で標的核酸配列の５’末端の
相補体にハイブリダイズするハイブリダイズ配列を含み、第２の領域は、第１の領域の５
’側に配置されたＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーターを含む。プロモーターオリゴ
ヌクレオチドは、この態様において、プロモーターオリゴヌクレオチドからのＤＮＡ合成
の開始が抑制されるように修飾され得る（例えば、その３’末端に配置されるブロック部
分を含めることにより）。また別の態様では、プロモーターオリゴヌクレオチドは、ハイ
ブリダイズ配列が第２の組の条件下で標的核酸配列の５’末端の相補体にハイブリダイズ
された場合、ＤＮＡポリメラーゼの存在下で鋳型依存性様式で伸長され得る。
【００６０】
　また、本発明のキットは、一部の特定の態様において、さらに、ＤＮＡポリメラーゼ（
逆転写酵素など）、ＲＮＡポリメラーゼ、ヌクレオシド三リン酸、標的核酸と不活化可能
型標的捕捉オリゴヌクレオチドとを含む複合体を結合するための固相支持体の任意の１種
類以上から選択される１種類以上の試薬または構成要素を含むものであってもよい。別の
態様において、不活化可能型標的捕捉は溶液中で遊離状態である。別の態様において、キ
ットは、第２の組の条件下でタグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列との間に形成される
二本鎖を切断し得る制限酵素を含まない。また別の態様では、標的ハイブリダイズ配列は
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、第１の組の条件下で多数の標的核酸配列の３’末端にハイブリダイズする。
【００６１】
　本発明の別の実施形態によれば、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーが標的核酸配
列に第１の組の条件下で安定的にハイブリダイズするためのプレアニーリング反応混合物
が提供される。別の実施形態では、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異種増
幅オリゴマーが標的核酸配列に第１の組の条件下で安定的にハイブリダイズするためのプ
レアニーリング反応混合物が提供される。別の実施形態では、活性な不活化可能型標的捕
捉オリゴマーおよび、任意選択で異種増幅オリゴマーが標的核酸配列に第１の組の条件下
で安定的にハイブリダイズするため、およびハイブリダイズされていない活性な不活化可
能型標的捕捉オリゴマーを第２の組の条件下で不活化するためのプレアニーリング反応混
合物が提供される。別の実施形態では、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異
種増幅オリゴマーが標的核酸配列に第１の組の条件下で安定的にハイブリダイズするため
、ハイブリダイズされていない活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーを第２の組の条件
下で不活化するため、ならびに非標的核酸、不活化された標的捕捉オリゴマーおよび反応
混合物由来の異種増幅オリゴマーを低減または排除するためのプレアニーリング反応混合
物が提供される。別の実施形態では、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異種
増幅オリゴマーが標的核酸配列に第１の組の条件下で安定的にハイブリダイズするため、
ハイブリダイズされていない活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーを第２の組の条件下
で不活化するため、ならびに非標的核酸、不活化された標的捕捉オリゴマーおよび反応混
合物由来の異種増幅オリゴマーを低減または排除するためのプレアニーリング反応混合物
が提供され、前記標的核酸は、続いて核酸分析アッセイにおいて使用される。別の実施形
態では、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび異種増幅オリゴマーが標的核酸配
列に第１の組の条件下で安定的にハイブリダイズするため、ハイブリダイズされていない
活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーを第２の組の条件下で不活化するため、ならびに
非標的核酸、不活化された標的捕捉オリゴマーおよび反応混合物由来の異種増幅オリゴマ
ーを低減または排除するためのプレアニーリング反応混合物が提供され、前記異種増幅オ
リゴマーは、タグ配列を含む標的核酸の相補的コピーを作製するために使用される。
【００６２】
　また別の態様では、不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオチドを固相支持体に結合させ
ない。
【００６３】
　本発明の一部の特定の他の実施形態は、バイオプロセス試料、バイオプロセスストリー
ム（ｓｔｒｅａｍ）などをモニタリングするための手段としての本明細書に記載の方法の
使用に関する。一実施形態において、例えば、（ａ）第１のバイオプロセス試料を不活化
可能型標的捕捉オリゴマーで、および任意選択で異種増幅オリゴマーで、不活化可能型標
的捕捉オリゴマーと異種増幅オリゴマー（存在させる場合）とが、前記第１の試料中に存
在する標的核酸配列に安定的にハイブリダイズする条件下で処理する工程；（ｂ）第１の
バイオプロセス試料から非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーを除去または
不活化する工程；ならびに（ｃ）第１のバイオプロセス試料を含み、かつさらなるバイオ
プロセス試料をさらに含む第２のバイオプロセス試料を、本明細書において一般的に記載
または参照した増幅反応を用いて、増幅試薬および標的核酸配列の増幅に充分な条件に曝
露する工程を含む、バイオプロセスを夾雑核酸の存在についてモニタリングするための方
法が提供される。
【００６４】
　別の実施形態において、本発明は、（ａ）第１のバイオプロセス試料を第１の不活化可
能型標的捕捉オリゴマーで、および任意選択で、第１の異種増幅オリゴマーで、第１の不
活化可能型標的捕捉オリゴマーと第１の異種増幅オリゴマー（存在させる場合）とが前記
第１の試料中に存在する標的核酸配列に安定的にハイブリダイズする条件下で処理する工
程；（ｂ）第２のバイオプロセス試料を第２の不活化可能型標的捕捉オリゴマーで、任意
選択で、第２の異種増幅オリゴマーで、第２の不活化可能型標的捕捉オリゴマーと第２の
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異種増幅オリゴマー（存在させる場合）とが第２の試料中に存在する標的核酸配列に安定
的にハイブリダイズする条件下で処理する工程；ならびに（ｃ）第１および第２のバイオ
プロセス試料を含む第３のバイオプロセス試料に対して、（ｉ）第１のタグ配列の相補体
にハイブリダイズする第１の増幅オリゴヌクレオチド；（ｉｉ）第２のタグ配列の相補体
にハイブリダイズする第２の増幅オリゴヌクレオチド配列；および（ｉｉｉ）標的核酸配
列の相補体にハイブリダイズする第３の増幅オリゴヌクレオチドを用いて核酸増幅反応を
行なう工程を含み；ここで、第１および第３の増幅オリゴヌクレオチドにより生じる増幅
産物の検出は、第１のバイオプロセス試料における目的の生物の標的核酸配列の存在を示
し、第２および第３のオリゴヌクレオチドにより生じる増幅産物の検出は、第２のバイオ
プロセス試料における目的の生物の標的核酸配列の存在を示す、バイオプロセスを夾雑核
酸の存在についてモニタリングするための方法を提供する。
【００６５】
　本発明のさらなる実施形態において、１種類以上の標的核酸配列の選択的増幅のための
予備増幅反応混合物を提供し、該反応混合物は、標的核酸にハイブリダイズされる不活化
可能型標的捕捉オリゴマーおよび反応混合物中に存在する１種類以上の標的核酸配列の３
’末端に含まれる標的領域にハイブリダイズされる異種増幅オリゴマーと；標的核酸配列
の１つ以上の相補体の３’末端にハイブリダイズする標的ハイブリダイズ配列を含む第１
の増幅オリゴヌクレオチドと；タグ配列の相補体にハイブリダイズするハイブリダイズ配
列を含む第２の増幅オリゴヌクレオチドを含み、ここで、第２の増幅オリゴヌクレオチド
は、好ましくは標的核酸に安定的にハイブリダイズせず、該反応混合物には、不活化可能
型標的捕捉オリゴマー（ｏｌｉｇｏｍｅｒ　ｏｌｉｇｏｍｅｒ）の活性形態が実質的に含
まれず、該反応混合物は、該オリゴヌクレオチドのいずれかを鋳型依存性様式で伸長させ
得る核酸ポリメラーゼを含まない。「非標的」核酸は、反応混合物外の供給源由来のもの
であり、標的核酸配列のものと同一の配列を含んでいてもよい。非標的核酸の供給源は、
環境由来であってもよく、反応混合物に添加される構成要素または試薬（核酸ポリメラー
ゼなど（ｓｕｃｈ　ａ））であってもよい。異種増幅オリゴマー、第１の増幅オリゴマー
または第２の増幅オリゴマーは各々、プライミングオリゴヌクレオチドまたはプロモータ
ーに基づいたオリゴヌクレオチドであり得る。
【００６６】
　一実施形態において、少なくとも１種類の標的核酸配列の標的領域にハイブリダイズし
ていない不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、反応混合物中で「遊離」したままである（
すなわち、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、自己ハイブリダイゼーションによるもの
以外のハイブリッド二本鎖を形成していない）。自己ハイブリダイズした不活化可能型標
的捕捉オリゴマーを「ヘアピンタグ分子」と称し、これは、後で反応混合物に添加される
（非標的核酸を含む夾雑物含有酵素調製物または試薬などにより）任意の相補核酸にハイ
ブリダイズすることが抑制された分子の不活性形態である。この実施形態のさらに別の態
様では、反応混合物中の実質的にすべての不活化可能型標的捕捉オリゴマーがハイブリダ
イズされた状態である（標的核酸配列の標的領域またはヘアピンタグ分子形態の該オリゴ
マー自体のいずれかにハイブリダイズされている）。標的核酸配列の標的領域にハイブリ
ダイズされていないタグ分子の少なくとも一部分（すなわち、ヘアピンタグ分子）は、反
応混合物から、例えば、反応混合物を標的捕捉および洗浄手順に供することにより除去さ
れる。
【００６７】
　この実施形態のなおさらなる態様において、反応混合物を、該１種類以上の標的核酸配
列を増幅するための酵素調製物に曝露した場合、ハイブリダイズされていない状態で存在
している不活化可能型標的捕捉オリゴマーは実質的にない。したがって、この態様におい
て、反応混合物は、対象の試料によって提供される該１種類以上の標的核酸配列に特異的
な非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーが実質的に枯渇されている。より好
ましくは、反応混合物は、さらに、自己ハイブリダイズした（不活化された）不活化可能
型標的捕捉オリゴヌクレオチドが実質的に枯渇されている。これは、例えば、標的捕捉、
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反応混合物の条件および洗浄手順によりなされ得、これらにより、ハイブリダイズされた
不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオチドが、非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オ
リゴヌクレオチドから分離され、次いで、非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴ
ヌクレオチドが反応混合物から選択的に除去される。
【００６８】
　一部の実施形態において、標的核酸配列を検出するためのプローブによる検出アッセイ
を行なう。したがって、一態様において、標的核酸配列の酵素的合成を伴うインビトロ反
応において合成された増幅産物を検出するためのプローブを含める。他の態様では、標的
核酸配列は、本発明の組成物および方法を用いて捕捉され、捕捉された（ｃａｐｔｕｒｅ
ｓ）標的核酸は、プローブ分子の直接ハイブリダイゼーションによって検出される。増幅
産物は、標的核酸配列の１つ以上および／またはその相補体の核酸コピーを含む。
【００６９】
　また別の実施形態において、１種類以上の標的核酸配列の選択的増幅のための反応混合
物を提供し、該反応混合物は、不活化可能型標的捕捉オリゴマー；異種増幅オリゴマー；
標的核酸配列の相補体の３’末端にハイブリダイズするハイブリダイズ配列を含む第１の
増幅オリゴヌクレオチド；およびタグ配列の相補体にハイブリダイズするハイブリダイズ
配列を含む第２の増幅オリゴヌクレオチドを含み、ここで、第２の増幅オリゴヌクレオチ
ドは、好ましくは、標的核酸配列を含む標的核酸に安定的にハイブリダイズせず、反応混
合物中の実質的にすべての非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、前記非
ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉が標的核酸配列にハイブリダイズすることが阻止ま
たは抑制された不活性形態を有する。
【００７０】
　不活化可能型標的捕捉オリゴマーの不活性形態には、標的ハイブリダイズ配列にハイブ
リダイズされるタグ閉鎖配列が含まれ得る。タグ閉鎖配列は、標的ハイブリダイズ配列に
ハイブリダイズされない場合は別個の分子であり得、または不活化可能型標的捕捉オリゴ
マー配列の一体化部分であり得る。一体化型のタグ閉鎖配列は、標的ハイブリダイズ領域
とともに連続したヌクレオチド配列であってもよく、標的ハイブリダイズ領域に非ヌクレ
オチドリンカー（すなわち、リンカーの構成成分は核酸ポリメラーゼによってコピーされ
得ない）を用いて連接されていてもよい。不活化可能型標的捕捉オリゴマーを固相支持体
に連接させてもよく、させなくてもよいが、好ましくは、固相支持体（例えば、粒子また
はビーズ）に直接結合させない。固相支持体に直接または間接的のいずれかで連接させる
場合、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、さらに、標的核酸配列を結合して固定化する
ための捕捉プローブとしての機能を果たし得る。
【００７１】
　上記の反応混合物の実施形態の不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、以下に記載する種
々の不活化可能型標的捕捉オリゴマーの任意の実施形態の特性を示す特徴を有するもので
あり得る。また、具体的に除外していない限り、反応混合物には、さらに、増幅反応を行
なうために必要とされる試薬および構成要素が含まれ得る。
　本発明の好ましい実施形態では、例えば以下が提供される：
（項目１）
ａ．　核酸試料中の標的核酸配列を、不活化可能型標的捕捉オリゴマーで処理する工程で
あって、前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、約１５連続核酸塩基長～約３０連続核
酸塩基長である標的ハイブリダイズ領域、結合ペアメンバーおよびタグ閉鎖領域を含み、
前記タグ閉鎖領域は約３連続核酸塩基長～約２０連続核酸塩基長であり、前記標的ハイブ
リダイゼーション領域の一部分に実質的に相補的であり、前記標的核酸に安定的にハイブ
リダイズせず、前記標的ハイブリダイズ領域、前記結合ペアメンバーおよび前記タグ閉鎖
領域が単一の分子として連接されている、工程；
　ｂ．　１組の条件を準備する工程であって、前記条件のストリンジェンシーにより、前
記標的ハイブリダイズ領域が前記標的核酸と安定的にハイブリダイズする方向に偏向され
、前記タグ閉鎖領域と安定的にハイブリダイズする方向には偏向されない、工程；
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　ｃ．　前記１組の条件に変更をもたらす工程であって、前記ストリンジェンシーが低下
し、前記タグ閉鎖領域が前記標的ハイブリダイズ領域とハイブリダイズすることにより、
標的核酸と安定的にハイブリダイズされない不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、不活性
な立体配置を形成することが可能になる、工程；ならびに
　ｄ．　捕捉工程を行なう工程であって、工程ｂで前記標的核酸と安定的にハイブリダイ
ズされた前記不活化可能型捕捉オリゴマーを含む複合体が捕捉される、工程、
を含む、標的核酸の特異的ハイブリダイゼーションおよび捕捉のための方法。
（項目２）
工程ｄ．が、相補結合ペアメンバーから本質的になる固相支持体物質を準備すること；お
よび前記不活化可能型捕捉プローブの前記結合ペアメンバーと、前記相補結合メンバーと
の結合を可能にする条件を準備することを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
前記固相支持体物質が常磁性ビーズであり、前記相補結合ペアメンバーが前記常磁性ビー
ズに共有結合されている、項目２に記載の方法。
（項目４）
前記相補結合ペアメンバーが固定化プローブであり、前記不活化可能型捕捉プローブの前
記結合ペアメンバーが、前記固定化プローブに実質的に相補的なヌクレオチド配列から本
質的になるポリヌクレオチド領域である、項目３に記載の方法。
（項目５）
洗浄工程をさらに含み、工程ｄ．の前記捕捉された標的核酸は保持されるが、非捕捉核酸
、非標的核酸、夾雑核酸、不活化された不活化可能型標的捕捉オリゴマー、試薬および試
料残屑の１種類以上は、前記捕捉された標的核酸から分離される、項目２に記載の方法。
（項目６）
前記固相支持体物質が、アミン、イミンまたはグアニジンコート常磁性ビーズである、項
目２に記載の方法。
（項目７）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーの前記結合ペアメンバーが、ヌクレオチド配列から
本質的になるポリヌクレオチド領域である、項目１に記載の方法。
（項目８）
前記タグ閉鎖領域が、脱塩基ヌクレオチド残基、ゆらぎヌクレオチド残基、前記標的ハイ
ブリダイズ領域内に含まれた前記配列内の前記残基の対応する位置に対するミスマッチヌ
クレオチド残基、およびその組合せからなる群より選択される１つ以上のヌクレオチド残
基を含むヌクレオチド配列を含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～１４核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目１に
記載の方法。
（項目１０）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目１に記
載の方法。
（項目１１）
前記タグ閉鎖領域が７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含み、前記標的ハ
イブリダイズ領域が１７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目１に記載の方法。
（項目１３）
前記タグ閉鎖領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記標的ハイブリダイズ領
域の末端と反対側である前記標的ハイブリダイズ領域の末端に連接されている、項目１に
記載の方法。
（項目１４）
前記タグ閉鎖領域が、前記標的ハイブリダイズ領域の前記末端に非ヌクレオチドリンカー
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を用いて連接されている、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
前記標的ハイブリダイズ領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記タグ閉鎖領
域の末端と反対側である前記タグ閉鎖領域の末端に連接されている、項目１に記載の方法
。
（項目１６）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端に、非ヌクレオチドリンカー
を用いて連接されている、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用
いて連接されており、それにより、前記標的ハイブリダイズ領域と前記タグ閉鎖領域とか
ら本質的になる連続ヌクレオチド配列が形成されている、項目１５に記載の方法。
（項目１８）
前記結合ペアメンバーが実質的にホモポリマーであるヌクレオチド配列であり、前記タグ
閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用いて連接されており、それにより、前記
結合ペアメンバー、前記タグ閉鎖領域および前記標的ハイブリダイズ領域から本質的にな
る連続ヌクレオチド配列が形成されている、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、前記結合ペアメンバーの５’末端が前記タグ閉
鎖領域の３’末端に連接されており、前記タグ閉鎖領域の５’末端が前記標的ハイブリダ
イズ領域の３’末端に連接されているような３’→５’の向きを有する、項目１８に記載
の方法。
（項目２０）
前記捕捉された標的核酸の分析を行なう工程をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
前記分析が増幅および検出反応である、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
前記増幅反応が、タグ配列を含む第１の増幅産物が生成されるように構成された異種増幅
オリゴマーを含み、前記第１の増幅産物内の前記タグ配列またはその相補体にハイブリダ
イズして後続の増幅産物が生成されるように構成された第２の増幅オリゴマーを含む、項
目２１に記載の方法。
（項目２３）
前記検出がヌクレオチドプローブによる検出である、項目２１に記載の方法。
（項目２４）
少なくとも、結合ペアメンバー、少なくとも１５～３０核酸塩基長のヌクレオチド配列を
含む標的ハイブリダイズ領域、および少なくとも３～２０核酸塩基長のヌクレオチド配列
を含むタグ閉鎖領域を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーから本質的になり、前記結合
ペアメンバー、前記標的ハイブリダイズ領域および前記タグ閉鎖領域が単一の分子として
連接されており、前記タグ閉鎖領域のヌクレオチド配列が、前記標的ハイブリダイズ領域
内に含まれた配列に実質的に相補的である、プレアニーリング反応混合物。
（項目２５）
前記タグ閉鎖領域が、脱塩基ヌクレオチド残基、ゆらぎヌクレオチド残基、前記標的ハイ
ブリダイズ領域内に含まれた前記配列内の前記残基の対応する位置に対するミスマッチヌ
クレオチド残基、およびその組合せからなる群より選択される１つ以上のヌクレオチド残
基を含むヌクレオチド配列を含む、項目２４に記載の反応混合物。
（項目２６）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～１４核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目２４
に記載の反応混合物。
（項目２７）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目２４に
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記載の反応混合物。
（項目２８）
前記タグ閉鎖領域が７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目２４に記載の反応混合
物。
（項目２９）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含み、前記標的ハ
イブリダイズ領域が１７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目２４に記載の反応混
合物。
（項目３０）
前記タグ閉鎖領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記標的ハイブリダイズ領
域の末端と反対側である前記標的ハイブリダイズ領域の末端に連接されている、項目２４
に記載の反応混合物。
（項目３１）
前記タグ閉鎖領域が、前記標的ハイブリダイズ領域の前記末端に非ヌクレオチドリンカー
を用いて連接されている、項目３０に記載の反応混合物。
（項目３２）
前記標的ハイブリダイズ領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記タグ閉鎖領
域の末端と反対側である前記タグ閉鎖領域の末端に連接されている、項目２４に記載の反
応混合物。
（項目３３）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端に、非ヌクレオチドリンカー
を用いて連接されている、項目３２に記載の反応混合物。
（項目３４）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用
いて連接されており、それにより、前記標的ハイブリダイズ領域と前記タグ閉鎖領域から
本質的になる連続ヌクレオチド配列が形成されている、項目３２に記載の反応混合物。
（項目３５）
前記結合ペアメンバーが実質的にホモポリマーであるヌクレオチド配列であり、前記タグ
閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用いて連接されており、それにより、前記
結合ペアメンバー、前記タグ閉鎖領域および前記標的ハイブリダイズ領域から本質的にな
る連続ヌクレオチド配列が形成されている、項目３４に記載の反応混合物。
（項目３６）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、前記結合ペアメンバーの５’末端が前記タグ閉
鎖領域の３’末端に連接されており、前記タグ閉鎖領域の５’末端が前記標的ハイブリダ
イズ領域の３’末端に連接されているような３’→５’の向きを有する、項目３５に記載
の反応混合物。
（項目３７）
少なくとも１種類の増幅オリゴマーをさらに含む、項目２４に記載の反応混合物。
（項目３８）
前記少なくとも１種類の増幅オリゴマーが異種増幅オリゴマーである、項目３７に記載の
反応混合物。
（項目３９）
前記標的ハイブリダイズ領域が標的核酸とハイブリダイズする方向に偏向され、前記タグ
閉鎖領域とハイブリダイズする方向には偏向されない１組の条件をさらに含む、項目２４
に記載の反応混合物。
（項目４０）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域とハイブリダイズする方向に偏向され、
非標的核酸とハイブリダイズする方向には偏向されない１組の条件をさらに含む、項目２
４に記載の反応混合物。
（項目４１）
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標的核酸と、非標的核酸と夾雑核酸の一方または両方とを含む核酸混合物中の標的核酸の
選択的増幅のための方法であって、
　ａ．　核酸試料の標的核酸を、項目１に記載の方法を用いて選択的にハイブリダイズさ
せ、捕捉する工程；
　ｂ．　増幅反応を行ない、タグ配列を含む第１の増幅産物を生成させる工程；
　ｃ．　後続の増幅反応を行なう工程であって、前記後続の増幅反応の混合物は、前記第
１の増幅産物内に含まれた前記タグ配列またはその相補体にハイブリダイズし、それによ
り後続の増幅産物が生成されるように構成された増幅オリゴマーを含む、工程；ならびに
　ｄ．　前記標的核酸の存在または非存在を判定するために前記後続の増幅産物を検出す
る工程
を含む方法。
（項目４２）
前記タグ配列が前記第１の増幅産物内に異種増幅オリゴマーによって導入されている、項
目４１に記載の方法。
（項目４３）
前記タグ配列が前記第１の増幅産物内に、前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーをプライ
マーとして使用することにより導入されている、項目４１に記載の方法。
（項目４４）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーがタグ領域をさらに含み、前記タグ領域のヌクレオ
チド配列が、前記タグ閉鎖領域のヌクレオチド配列とは別個のヌクレオチド配列である、
項目４３に記載の方法。
（項目４５）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーがタグ領域をさらに含み、前記タグ領域のヌクレオ
チド配列が、一部、前記タグ閉鎖領域のヌクレオチド配列と重複している、項目４３に記
載の方法。
（項目４６）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーがタグ領域をさらに含み、前記タグ領域のヌクレオ
チド配列が前記タグ閉鎖領域のヌクレオチド配列と同じである、項目４３に記載の方法。
（項目４７）
工程ｃの増幅反応が非標的核酸と夾雑核酸の一方または両方の存在下で行なわれ、工程ｂ
の組込みタグ配列が非標的核酸に実質的に含まれず、夾雑核酸に実質的に含まれない、項
目４１に記載の方法。
（項目４８）
前記標的核酸がプローブによる検出工程において検出される、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
前記標的核酸がプローブによる検出工程において検出される、項目４１に記載の方法。
（項目５０）
前記タグ閉鎖領域が、脱塩基ヌクレオチド残基、ゆらぎヌクレオチド残基、前記標的ハイ
ブリダイズ領域内に含まれた前記配列内の前記残基の対応する位置に対するミスマッチヌ
クレオチド残基、およびその組合せからなる群より選択される１つ以上のヌクレオチド残
基を含むヌクレオチド配列を含む、項目４１に記載の方法。
（項目５１）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～１４核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目４１
に記載の方法。
（項目５２）
前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目４１に
記載の方法。
（項目５３）
前記タグ閉鎖領域が７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目４１に記載の方法。
（項目５４）
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前記タグ閉鎖領域が少なくとも６～９核酸塩基長のヌクレオチド配列を含み、前記標的ハ
イブリダイズ領域が１７核酸塩基長のヌクレオチド配列を含む、項目４１に記載の方法。
（項目５５）
前記タグ閉鎖領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記標的ハイブリダイズ領
域の末端と反対側である前記標的ハイブリダイズ領域の末端に連接されている、項目４１
に記載の方法。
（項目５６）
前記タグ閉鎖領域が、前記標的ハイブリダイズ領域の前記末端に非ヌクレオチドリンカー
を用いて連接されている、項目５５に記載の方法。
（項目５７）
前記標的ハイブリダイズ領域が、前記結合ペアメンバーが連接されている前記タグ閉鎖領
域の末端と反対側である前記タグ閉鎖領域の末端に連接されている、項目４１に記載の方
法。
（項目５８）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端に、非ヌクレオチドリンカー
を用いて連接されている、項目５７に記載の方法。
（項目５９）
前記標的ハイブリダイズ領域が前記タグ閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用
いて連接されており、それにより、前記標的ハイブリダイズ領域と前記タグ閉鎖領域とか
ら本質的になる連続ヌクレオチド配列が形成される、項目５７に記載の方法。
（項目６０）
前記結合ペアメンバーが実質的にホモポリマーであるヌクレオチド配列であり、前記タグ
閉鎖領域の前記末端にヌクレオチドリンカーを用いて連接されており、それにより、前記
結合ペアメンバー、前記タグ閉鎖領域および前記標的ハイブリダイズ領域から本質的にな
る連続ヌクレオチド配列が形成される、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
前記不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、前記結合ペアメンバーの５’末端が前記タグ閉
鎖領域の３’末端に連接されており、前記タグ閉鎖領域の５’末端が前記標的ハイブリダ
イズ領域の３’末端に連接されているような３’→５’の向きを有する、項目６０に記載
の方法。
【００７２】
　本発明のこれらおよび他の特徴および利点は、以下の詳細な説明、添付の図面および特
許請求の範囲を参照すると自明となる。本明細書に開示した参考文献はすべて、参照によ
り、あたかも各々が個々に援用されたかのように、その全容が本明細書に援用される。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
　図１～１６は、本発明の不活化可能型標的捕捉オリゴマーを用いて捕捉された標的核酸
を用いて行なわれ得る例示的な増幅分析反応を示す。図１７～２１は、選択的に捕捉され
た標的核酸の下流分析の結果を示し、本発明の組成物および方法により、試料から標的核
酸の選択的なハイブリダイゼーションおよび捕捉がもたらされることを例示する。図２２
～２５は、代表的な活性立体配置および不活性立体配置の、本発明の不活化可能型標的捕
捉オリゴマーの立体配置の一例を示す。図２６および２７は、本発明の組成物を用いた、
選択的捕捉の方法工程の一例および標的核酸配列の捕捉を示す。また、これらの図に、予
備増幅工程のための増幅オリゴマーおよびブロック部オリゴマーの任意選択的なプレアニ
ーリングを示す。この任意選択的な図示部分は制限的でなく例示的なものである。この任
意選択的な工程に使用される増幅オリゴマーの型は、本明細書に記載のような異種増幅オ
リゴマー、プライマーオリゴマーまたはプロモーターオリゴマーであり得る。
【図１】図１は、ＲＮＡ標的配列の３’末端にハイブリダイズするタグ化プライミングオ
リゴヌクレオチド（例えば、異種増幅オリゴマー）を用いて開始される転写による増幅反
応の諸工程を示す。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドとともに形成される第１の伸
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長産物は、ＲＮＡ標的配列の５’末端に隣接して、またはその近傍にハイブリダイズされ
た終結オリゴヌクレオチドによって決定される３’末端を有する。ブロックされたプロモ
ーターオリゴヌクレオチドが、第１の伸長産物の３’末端にハイブリダイズしてＲＮＡ転
写物の生成のために使用され、該転写物は増幅反応へ循環される。
【図２】図２は、図１の増幅反応におけるヘアピンタグ化プライミングオリゴマー分子を
形成するためのタグ閉鎖配列の使用を示す。
【図３Ａ】図３Ａおよび３Ｂは、ＲＮＡ標的配列の３’末端にハイブリダイズするタグ化
プロモーターオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマーを用いて開始される転写媒介
性増幅反応の諸工程を示す。
【図３Ｂ】図３Ａおよび３Ｂは、ＲＮＡ標的配列の３’末端にハイブリダイズするタグ化
プロモーターオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマーを用いて開始される転写媒介
性増幅反応の諸工程を示す。
【図４】図４は、図３Ａおよび３Ｂの増幅反応におけるヘアピンタグ化プロモーターオリ
ゴヌクレオチドを形成するためのタグ閉鎖配列の使用を示す。
【図５】図５は、単鎖のＤＮＡ標的配列の３’末端にハイブリダイズするタグ化プライミ
ングオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマーを用いて開始される転写による増幅反
応の諸工程を示す。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドとともに形成される第１の伸
長産物は、該ＤＮＡ標的配列の５’末端に隣接して、またはその近傍にハイブリダイズさ
れた終結オリゴヌクレオチドによって決定される３’末端を有する。タグ化プライミング
オリゴヌクレオチドの５’側にハイブリダイズされたディスプレーサーオリゴヌクレオチ
ドが伸長されて第２の伸長産物が形成され、これがＤＮＡ標的配列から第１の伸長産物を
剥離する。ブロックされたプロモーターオリゴヌクレオチドが第１の伸長産物の３’末端
にハイブリダイズしてＲＮＡ転写物の生成のために使用され、該転写物は増幅反応へ循環
される。
【図６】図６は、図５の増幅反応におけるヘアピンタグ化プライミング分子を形成するた
めのタグ閉鎖配列の使用を示す。
【図７】図７は、ＤＮＡ標的配列にハイブリダイズするタグ化プライミングオリゴヌクレ
オチドである異種増幅オリゴマーを用いて開始されるポリメラーゼ連鎖反応の諸工程を示
す。
【図８】図８は、図７の増幅反応におけるヘアピンタグ化プライミング分子を形成するた
めのタグ閉鎖配列の使用を示す。
【図９】図９は、ＲＮＡ標的配列にハイブリダイズするタグ化プライミングオリゴヌクレ
オチドである異種増幅オリゴマーを用いて開始される逆転写ポリメラーゼ連鎖反応の諸工
程を示す。
【図１０】図１０は、図９の増幅反応におけるヘアピンタグ化プライミング分子を形成す
るためのタグ閉鎖配列の使用を示す。
【図１１】図１１は、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドの３’末端に逆平行様式で
ハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プライミングオリゴヌクレオチ
ドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロックされた独立型タグ閉鎖配列
を示す。
【図１２】図１２は、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドの３’末端に逆平行様式で
ハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プロモーターオリゴヌクレオチ
ドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロックされた独立型タグ閉鎖配列
を示す。
【図１３】図１３は、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマー
の３’末端に平行様式でハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プライ
ミングオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロックさ
れたタグ閉鎖配列を含むヘアピンタグ分子を示す。タグ閉鎖配列の５’末端は、非ヌクレ
オチドリンカーによって、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドのタグ配列の５’末端
に連接される。
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【図１４】図１４は、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマー
の３’末端に平行様式でハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プロモ
ーターオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロックさ
れたタグ閉鎖配列を含むヘアピンタグ分子を示す。タグ閉鎖配列の５’末端は、非ヌクレ
オチドリンカーによって、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドのプロモーター配列の
５’末端に連接される。
【図１５】図１５は、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマー
の３’末端に逆平行様式でハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プラ
イミングオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロック
されたタグ閉鎖配列を含むヘアピンタグ分子を示す。タグ閉鎖配列の５’末端は、非ヌク
レオチドリンカーによって、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドのタグ配列の５’末
端に連接される。
【図１６】図１６は、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドである異種増幅オリゴマー
の３’末端に逆平行様式でハイブリダイズし、それにより、標的核酸配列へのタグ化プロ
モーターオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションをブロックする、３’がブロック
されたタグ閉鎖配列を含むヘアピンタグ分子を示す。タグ閉鎖配列の５’末端は、非ヌク
レオチドリンカーによって、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドのプロモーター配列
の５’末端に連接される。
【図１７】図１７は、標的が増幅試薬にスパイク（ｓｐｉｋｅ）されなかった、ＨＣＶ増
幅の生曲線（ｒａｗ　ｃｕｒｖｅ）を示す。ＨＣＶ転写物が標的捕捉試薬または増幅試薬
にスパイクされなかった場合、検出可能な増幅はみられなかったが、標的捕捉試薬中に１
×１０６コピーのＨＣＶ転写物を含む反応液の平均Ｔ時間は６．３分であった。
【図１８】図１８は、標的が増幅試薬にスパイクされた、ＨＣＶ増幅の生曲線を示す。Ｈ
ＣＶ転写物が増幅試薬にスパイクされた場合、検出可能な増幅はみられなかったが、標的
捕捉試薬中に１×１０６コピーのＨＣＶ転写物を含む反応液の平均Ｔ時間は６．３分であ
った。標的捕捉のゼロ試料は、１００万コピーのＨＣＶ　１ａが増幅試薬にスパイクされ
ても増幅しなかった。
【図１９】図１９は、標的およびタグ化非Ｔ７プライマーが増幅試薬にスパイクされた、
ＨＣＶ増幅の生曲線を示す。増幅試薬にスパイクされたタグ化非Ｔ７プライマーおよび終
結オリゴヌクレオチドを用いた、標的捕捉工程のみに存在する１００万コピーのＨＣＶ　
１ａ標的の平均Ｔ時間は７．２分であった。また、増幅試薬にスパイクされた標的、終結
オリゴヌクレオチドおよびタグ化非Ｔ７プライマーを用いた標的捕捉のゼロ試料では、堅
調な増幅がもたらされ、平均Ｔ時間＝８．６分であった。
【図２０】図２０は、０コピーまたは１０６コピーいずれかの合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮ
Ａ鋳型を含めた核酸増幅反応の時間依存的モニタリングの結果を示すグラフである。細い
破線は、０コピーの鋳型を用いて行なった反応の結果を示す。太い実線は、１０６コピー
の鋳型を用いて行なった反応の結果を示す。
【図２１】図２１は、０、１０３または１０５コピーの合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ鋳型
を含めた核酸増幅反応の時間依存的モニタリングの結果を示すグラフである。
【図２２】図２２は、タグ閉鎖配列が別個の分子である不活化可能型標的捕捉オリゴマー
の例示的な説明図である。本明細書において論考するように、不活化可能型標的捕捉オリ
ゴマーは、テイル（ｔａｉｌ）領域と標的ハイブリダイズ領域とを５’→３’の向きに含
んでいても、３’→５’の向きに含んでいてもよい。標的ハイブリダイズ領域が末端３’
残基を含む向きでは、次いで、該残基が、ポリメラーゼによるプライマーによる伸長に使
用され得る。かかる伸長が所望されない場合、３’残基はブロックされ得る。該別個のタ
グ閉鎖配列の向きは、標的ハイブリダイズ領域の向きによって決定される。
【図２３】図２３は、タグ閉鎖配列が標的ハイブリダイゼーション領域に非ヌクレオチド
リンカーによって連接された不活化可能型標的捕捉オリゴマーの例示的な説明図である。
本明細書において論考するように、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、テイル領域と標
的ハイブリダイズ領域とを５’→３’の向きに含んでいても、３’→５’の向きに含んで
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いてもよい。標的ハイブリダイズ領域が末端３’残基を含む向きでは、次いで、該残基が
、ポリメラーゼによるプライマーによる伸長に使用され得る。かかる伸長が所望されない
場合、３’残基はブロックされ得る。
【図２４】図２４および図２５は、タグ閉鎖配列が標的捕捉オリゴマーの一体化型配列で
ある、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの２つの例示的な説明図である。図２４では、結
合ペアメンバー領域がタグ閉鎖領域に非ヌクレオチドリンカーによって連接されている。
本明細書において論考するように、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、核酸配列である
場合、５’→３’の向きまたは３’→５’の向きのいずれかである標的ハイブリダイズ、
タグ閉鎖、および結合ペアメンバーを含むものであり得る。標的ハイブリダイズ領域が末
端３’残基を含む向きでは、次いで、該残基が、ポリメラーゼによるプライマーによる伸
長に使用され得る。かかる伸長が所望されない場合、３’残基はブロックされ得る。
【図２５】図２４および図２５は、タグ閉鎖配列が標的捕捉オリゴマーの一体化型配列で
ある、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの２つの例示的な説明図である。図２４では、結
合ペアメンバー領域がタグ閉鎖領域に非ヌクレオチドリンカーによって連接されている。
本明細書において論考するように、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、核酸配列である
場合、５’→３’の向きまたは３’→５’の向きのいずれかである標的ハイブリダイズ、
タグ閉鎖、および結合ペアメンバーを含むものであり得る。標的ハイブリダイズ領域が末
端３’残基を含む向きでは、次いで、該残基が、ポリメラーゼによるプライマーによる伸
長に使用され得る。かかる伸長が所望されない場合、３’残基はブロックされ得る。
【図２６】図２６は、標的核酸配列に対する不活化可能型標的捕捉オリゴマーの選択的ハ
イブリダイゼーションを示す。選択的にハイブリダイズされた標的核酸配列は、本明細書
において論考する任意の多数の下流目的のために使用され得る。この説明図では、下流目
的は増幅反応である。そのため、標的核酸は、増幅オリゴマーおよびブロック部と任意選
択的にハイブリダイズされる。反応におけるオリゴマーと標的の数は必ずしも１：１では
なく、したがって、ｃ部分およびｄ部分の各々において、選択的ハイブリダイゼーション
後、核酸試薬の標的の１つ以上が過剰であり得る（ｍ－ｏおよびｎ－ｏ（ここで、ｍ、ｎ
およびｏは数値である）で表わされる）といえる。不活化可能型標的捕捉オリゴマーの活
性形態をｂ部分およびｃ部分に示す。不活化可能型捕捉プローブ上にハイブリダイズされ
た形態をｃ部分およびｄ部分に示す。不活化可能型標的捕捉オリゴマーの不活性形態をｄ
部分に示す。図において存在するプライマーおよび終結オリゴマーは、標的核酸の選択的
ハイブリダイゼーションおよび捕捉に必要でない。このような任意選択的なオリゴマーは
、捕捉（ｃａｐｔｕｒｅｓ）標的核酸が、続いて増幅アッセイにおいて分析される実施形
態を単に示すために示している。
【図２７】図２７は、選択的にハイブリダイズされた標的核酸の捕捉を示す。捕捉後、過
剰の標的および／または核酸試薬を洗浄によって除去する。選択的に捕捉された標的核酸
は、次いで、本明細書に記載の、または当該技術分野で知られたさまざまな下流適用用途
に使用され得る。図２７では、選択的に捕捉された標的核酸が、プライマーが標的にさら
にハイブリダイズされるため、下流増幅反応に有用であることが示されている。図におい
て存在するプライマーおよび終結オリゴマーは、標的核酸の選択的ハイブリダイゼーショ
ンおよび捕捉に必要でない。このような任意選択的なオリゴマーは、捕捉標的核酸が、続
いて増幅アッセイにおいて分析される実施形態を単に示すために示している。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　（発明の詳細な説明）
　本発明によれば、標的核酸の選択的ハイブリダイゼーションおよび捕捉のための組成物
、キットおよび方法であって、非標的核酸および／または夾雑核酸のハイブリダイゼーシ
ョンおよび捕捉が望ましく低減または排除される組成物、キットおよび方法が提供される
。選択的にハイブリダイズされた捕捉された標的核酸は、次いで、任意のさまざまな下流
適用用途に使用される。かかる下流適用用途の一例は、核酸増幅および検出アッセイであ
る。標的核酸の選択的な標的ハイブリダイゼーションおよび捕捉のための該組成物および
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方法を使用した後、増幅反応を行なうと、増幅反応の試薬または構成要素内に存在し得る
夾雑生物学的物質に起因する偽陽性増幅シグナルが、本発明の組成物および方法を使用し
ないアッセイと比べて、実質的に低減または排除される。また、提供する本組成物および
方法により、増幅反応に使用される酵素および他の試薬または構成要素ならびに増幅反応
または他の分析が行なわれる環境が微生物またはその成分による夾雑（偽陽性結果がもた
らされ得る）を含まないことを確保するために慣用的に必要とされているものよりも、低
いストリンジェントの精製および／または無菌性についての少ない労力を可能にする。
【００７５】
　本発明の実施には、特に記載のない限り、当該技術分野の技能の範囲内である分子生物
学、組換えＤＮＡおよび化学の慣用的な手法が使用される。かかる手法は、文献に充分に
説明されている。例えば、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏ
ｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，第２版，Ｓａｍｂｒｏｏｋら編，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒ
ｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ：（１９８９）；ＤＮＡ　Ｃｌｏｎｉｎｇ，
第Ｉ巻および第ＩＩ巻（Ｄ．Ｎ．Ｇｌｏｖｅｒ編、１９８５）；Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏ
ｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（Ｍ．Ｊ．Ｇａｉｔ編、１９８４）；Ｍｕｌｌｉｓら、米
国特許第４，６８３，１９５号；Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏ
ｎ（Ｂ．Ｄ．Ｈａｍｅｓ　＆　Ｓ．Ｊ．Ｈｉｇｇｉｎｓ編、１９８４）；Ｂ．Ｐｅｒｂａ
ｌ，Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｇｕｉｄｅ　Ｔｏ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ
（１９８４）；ｔｈｅ　ｔｒｅａｔｉｓｅ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇ
ｙ（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｎ．Ｙ．）；ならびにＡｕｓｕｂｅｌら
、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，
Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ，Ｍａｒｙｌａｎｄ（１
９８９）参照。
【００７６】
　（定義：）
　以下の用語は、そうでないと明白に記載されていない限り、以下の意味を有する。また
、用語「ａ」または「ａｎ」と伴う存在体は１つまたはそれ以上の該存在体をいうことに
注意すべきである。例えば、「核酸（ａ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄ）」は、１つ以上の
核酸を表すと理解されるべきである。そのため、用語「ａ」（または「ａｎ」）、「１つ
以上の」および「少なくとも１つ」は、本明細書において互換的に用いていることがあり
得る。
【００７７】
　用語「核酸」は、単数の「核酸」ならびに複数の「核酸」を包含することを意図し、互
いに共有結合された２つ以上のヌクレオチド、ヌクレオシド、または核酸塩基（例えば、
デオキシリボヌクレオチドもしくはリボヌクレオチド）の任意の鎖をいう。核酸としては
、限定されないが、ウイルスゲノムまたはその一部分、ＤＮＡまたはＲＮＡのいずれか、
細菌ゲノムまたはその一部分、真菌、植物もしくは動物ゲノムまたはその一部分、メッセ
ンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ（ｒＲＮＡ）、トランスファーＲＮＡ（
ｔＲＮＡ）、プラスミドＤＮＡ、ミトコンドリアＤＮＡ、あるいは合成ＤＮＡまたはＲＮ
Ａが挙げられる。核酸は、線状（例えば、ｍＲＮＡ）、環状（例えば、プラスミド）、ま
たは分枝形態、ならびに二本鎖または単鎖形態で提供され得る。核酸は、核酸の機能また
は挙動を改変するための修飾塩基（例えば、核酸にさらなるヌクレオチドが付加されるの
を阻止するための３’末端ジデオキシヌクレオチドの付加）を含むものであってもよい。
本明細書で用いる場合、核酸の「配列」とは、核酸を構成している塩基の配列をいう。用
語「ポリヌクレオチド」は、本明細書では核酸鎖を表すために用いていることがあり得る
。本出願書類全体を通して、核酸は５’末端と３’末端を有すると指定する。標準的な核
酸、例えばＤＮＡおよびＲＮＡは、典型的には「３’→５’」、すなわち、伸長している
核酸の５’末端にヌクレオチドが添加することによって合成される。
【００７８】
　「ヌクレオチド」は、リン酸基、５炭糖および窒素塩基からなる核酸のサブユニットで
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ある。ＲＮＡに見られる５炭糖はリボースである。ＤＮＡでは、５炭糖は２’－デオキシ
リボースである。また、該用語は、かかるサブユニットの類似体（リボースの２’位のメ
トキシ基（２’－Ｏ－Ｍｅ）など）を含む。本明細書で用いる場合、「Ｔ」残基を含むメ
トキシオリゴヌクレオチドは、リボース部分の２’位のメトキシ基と、該ヌクレオチドの
塩基位置のウラシルとを有する。
【００７９】
　「非ヌクレオチド単位」は、ポリマーのハイブリダイゼーションに有意に参与しない単
位である。かかる単位は、例えば、ヌクレオチドとの任意の有意な水素結合に参与するは
ずはなく、一成分として５つのヌクレオチド塩基またはその類似体のうちの１つを有する
単位を除外する。
【００８０】
　「標的核酸」は、本発明の不活化可能型標的捕捉オリゴマーによって選択的にハイブリ
ダイズされる「標的配列」を含む、核酸試料中に存在する核酸である。標的核酸は、本明
細書に記載のＤＮＡまたはＲＮＡであり得、単鎖または二本鎖のいずれかであり得る。標
的核酸は、標的配列に加えて他の配列を含んでいてもよい。典型的な標的核酸としては、
ウイルスゲノム、細菌ゲノム、真菌ゲノム、植物ゲノム、動物ゲノム、ウイルス、細菌も
しくは真核細胞由来のｒＲＮＡ、ｔＲＮＡもしくはｍＲＮＡ、ミトコンドリアＤＮＡ、ま
たは染色体ＤＮＡが挙げられる。
【００８１】
　標的核酸は、任意の数の供給源に由来するものであり得る。標的核酸の供給源としては
、限定されないが、臨床被検物（例えば、血液、全血もしくは血小板のいずれか、尿、唾
液、糞便、精液、または脊髄液）、環境試料（例えば、水または土壌試料）、食物試料、
飲料、工業試料（例えば、製品および処理物質、例えば、水）、種子ストック、ｃＤＮＡ
ライブラリー、全細胞ライセートまたは全細胞ＲＮＡが挙げられる。「単離された」によ
り、標的核酸を含む試料が、その天然環境から取り出されていることを意図する。しかし
ながら、該用語は、任意の特定の精製度を示すものではない。必要であれば、本発明の標
的核酸は、細胞溶解または細胞透過などの方法論を用いて該標的核酸を細胞から放出させ
、本発明の種々のオリゴヌクレオチドとの相互作用に利用可能にする。次いで、標的核酸
と非標的核酸との混合物を含む核酸を放出させる。例えば、Ｃｌａｒｋら、米国特許第５
，７８６，２０８号；およびＨｏｇａｎ，米国特許第６，８２１，７７０号参照。
【００８２】
　用語「標的配列」とは、標的ハイブリダイズ領域によってハイブリダイズされる標的核
酸の特定のヌクレオチド配列をいう。さらに、「標的配列」は、後続の増幅反応で増幅さ
れる標的核酸の特定のヌクレオチド配列もまた含むものであってもよい。標的核酸がもと
から単鎖である場合、用語「標的配列」はまた、標的核酸内に存在する「標的配列」に相
補的な配列をいう。「標的核酸」がもとから二本鎖である場合、用語「標的配列」とは、
センス（＋）鎖とアンチセンス（－）鎖との両方をいう。標的配列の選択において、配列
は、無関連か密接に関連する標的核酸かの識別がなされるように選択されるべきであるこ
とが当業者には理解される。当業者には理解されるように、このような配列は試験環境か
ら判断される。不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列によって認識
される配列は少なくとも、試験が行なわれる環境内の他の配列と類似していないものであ
るべきであるが、考えられ得るあらゆる配列の母集団内において特殊である必要はない。
さらに、該特殊配列は標的核酸の単一の型である場合ばかりとは限らない。これが意味す
ることは、一部の実施形態において、ある生物の類型に共通する標的配列を選択すること
、例えば、試料中に存在しているかもしれないあらゆるＥ．ｃｏｌｉ株に共通する標的核
酸配列を選択することが望ましいことがあり得るということである。他の一部の状況では
、密接に関連する生物間、例えば、病原性Ｅ．ｃｏｌｉと非病原性Ｅ．ｃｏｌｉとの識別
がなされるように、非常に高度に特異的な標的配列、または検出プローブによって認識さ
れる少なくとも高度に特異的な領域を有する標的配列が選択される。このような場合、こ
のような複数種の標的核酸に対する標的配列は、混合物中の他の配列の中で特殊であるべ
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きであるが、標的配列間では、共通の標的ハイブリダイズ領域に安定的にハイブリダイズ
するのに充分に同一であるべきである。本発明の標的配列は任意の実用的な長さのもので
あり得る。最小限の標的配列は、標的ハイブリダイズ配列およびその相補体にハイブリダ
イズする領域を含むものである。標的配列の長さを決定するための他の考慮事項は、例え
ば、配列内の二次構造または自己ハイブリダイズ領域の量である。当業者は、常套的な最
適化方法を用いて最適な長さの決定を容易に達成する。典型的には、本発明の標的配列は
、約１０ヌクレオチド長～約１００ヌクレオチド長から約１５０～約２５０ヌクレオチド
長の範囲である。最適な長さまたは好ましい長さは、異なる条件下では異なり得、本明細
書に記載の方法に従い、当業者によって容易に試験され得る。
【００８３】
　用語「アンプリコン」および「増幅産物」とは、増幅手順中に生成される核酸分子であ
って、標的核酸内に含まれた配列に実質的に相補的または同一であるものをいう。
【００８４】
　本明細書で用いる場合、用語「オリゴヌクレオチド」または「オリゴ」もしくは「オリ
ゴマー」は、単数の「オリゴヌクレオチド」ならびに複数の「オリゴヌクレオチド」を包
含することを意図し、ヌクレオチド、ヌクレオシド、核酸塩基または本発明の増幅方法に
加えて後続の検出方法でも試薬として使用される関連化合物の２種類以上の任意のポリマ
ーをいう。オリゴヌクレオチドは、ＤＮＡおよび／またはＲＮＡおよび／またはその類似
体であり得る。オリゴヌクレオチドという用語は、該試薬に対する任意の特定の機能を示
すのではない。そうではなく、本明細書に記載のかかるあらゆる試薬が包含されるよう包
括的に用いる。オリゴヌクレオチドは種々の異なる機能を果たすものであり得、例えば、
標的捕捉オリゴマーは、核酸の捕捉および単離のために標的核酸にハイブリダイズさせる
ものであり、増幅オリゴマーとしては、異種増幅オリゴマー、プライマーオリゴマーおよ
びプロモーター系増幅オリゴマーが挙げられる。プライマーオリゴマーは相補鎖にハイブ
リダイズし、次いで、核酸ポリメラーゼの存在下で伸長される。あるいはまた、プライマ
ーは、さらに、転写を可能にするＲＮＡポリメラーゼによって認識されるプロモーター配
列にハイブリダイズする。オリゴマーは、適切に配置および／または修飾されると、ハイ
ブリダイゼーションを抑制する機能を果たすもの、またはプライマー伸長を妨げる機能を
果たすものであり得る。本発明の具体的なオリゴヌクレオチドは本明細書に記載のもので
ある。本明細書で用いる場合、オリゴヌクレオチドは、事実上、任意の長さであり得、増
幅反応または増幅反応の増幅産物の検出におけるその具体的な機能によってのみ制限され
得る。
【００８５】
　規定の配列および化学構造のオリゴヌクレオチドは、当業者に公知の手法によって、例
えば、化学的または生化学的合成、および組換え核酸分子（例えば、細菌ベクターもしく
はウイルスベクター）からのインビトロまたはインビボ発現などによって作製され得る。
本開示によって意図されるように、オリゴヌクレオチドは、野生型染色体ＤＮＡまたはそ
のインビボ転写産物のみからなるものではない。
【００８６】
　オリゴヌクレオチドは、所与の修飾が所与のオリゴヌクレオチドの所望の機能と適合性
である限り、任意の様式で修飾され得る。当業者には、所与の修飾が本発明の任意の所与
のオリゴヌクレオチドに適当または所望のものであるかどうかを容易に判定することがで
きよう。修飾としては、塩基修飾、糖修飾または主鎖修飾が挙げられる。塩基修飾として
は、限定されないが、アデニン、シチジン、グアノシン、チミンおよびウラシルに加えて
以下の塩基：Ｃ－５プロピン、２－アミノアデニン、５－メチルシチジン、イノシン、な
らびにｄＰおよびｄＫ塩基の使用が挙げられる。ヌクレオシドサブユニットの糖基は、リ
ボース、デオキシリボースおよびその類似体（例えば、リボフラノシル部分への２’－Ｏ
－メチル（２’－Ｏ－Ｍｅ）置換を有するリボヌクレオシドなど）であり得る。Ｂｅｃｋ
ｅｒら、米国特許第６，１３０，０３８号参照。他の糖修飾としては、限定されないが、
２’－アミノ、２’－フルオロ、（Ｌ）－α－トレオフラノシル、およびペントプラノシ
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ル修飾が挙げられる。ヌクレオシドサブユニットは、ホスホジエステル結合、修飾を含む
結合、またはオリゴヌクレオチドのその相補標的核酸配列へのハイブリダイゼーションを
妨げない非ヌクレオチド部分などの結合によって連接され得る。修飾を含む結合としては
、標準的なホスホジエステル結合が異なる結合（ホスホロチオエート結合またはメチルホ
スホン酸結合など）で置換された結合が挙げられる。核酸塩基サブユニットは、例えば、
ＤＮＡの天然デオキシリボースリン酸主鎖を、偽ペプチド主鎖（核酸塩基サブユニットを
カルボキシメチルリンカーによって中央の第２級アミンにカップリングさせる２－アミノ
エチルグリシン主鎖など）で置換することにより連接され得る（偽ペプチド主鎖を有する
ＤＮＡ類似体は、一般的に「ペプチド核酸」または「ＰＮＡ」と称され、Ｎｉｅｌｓｅｎ
ら、“Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ”、米国特許第５，５３９，０８２
号に開示されている）。他の結合修飾としては、限定されないがモルホリノ結合が挙げら
れる。
【００８７】
　本発明で想定されるオリゴヌクレオチドまたはオリゴマーの非限定的な例としては、二
環式および三環式のヌクレオシドおよびヌクレオチド類似体（ＬＮＡ）を含む核酸類似体
が挙げられる（Ｉｍａｎｉｓｈｉら、米国特許第６，２６８，４９０号；およびＷｅｎｇ
ｅｌら、米国特許第６，６７０，４６１号参照）。修飾オリゴヌクレオチドがその意図さ
れた機能を発揮し得る（例えば、ストリンジェントハイブリダイゼーション条件下で標的
核酸にハイブリダイズし得る、適切な条件下で自己ハイブリダイズしてヘアピン構造を形
成し得る、標的核酸配列が増幅条件下にあれば相補核酸鎖を合成し得る、またはＤＮＡも
しくはＲＮＡポリメラーゼと相互作用し、それにより伸長もしくは転写を開始し得る）も
のである限り、任意の核酸類似体が本発明で想定される。
【００８８】
　本発明のためのオリゴヌクレオチドの設計および配列は、その機能（後述）に依存する
が、一般的には、いくつかの可変量を考慮しなければならない。中でも最も重要であるの
は、長さ、融解温度（Ｔｍ）、特異性、系内の他のオリゴヌクレオチドとの相補性、Ｇ／
Ｃ含量、ポリピリミジン（Ｔ、Ｃ）またはポリプリン（Ａ、Ｇ）ストレッチ、および３’
末端配列である。これらおよび他の可変量の制御は、オリゴヌクレオチド設計の標準的で
よく知られた一面であり、多数の潜在的オリゴヌクレオチドを最適なものについてスクリ
ーニングするために種々のコンピュータープログラムが容易に利用可能である。
【００８９】
　オリゴヌクレオチド（または他の核酸）の３’末端は、ブロック部分（後述）を用いて
さまざまな様式でブロックすることができる。「ブロックされた」オリゴヌクレオチドで
は、ＤＮＡまたはＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼによる３’末端へのヌクレオチドの付
加によって効率的に伸長されてＤＮＡ相補鎖が生成されることはない。そのため、「ブロ
ックされた」オリゴヌクレオチドは「プライマー」とはみなされ得ない。
【００９０】
　本開示において用いる場合、特定の配列の群から選択される配列「を含む」、該配列「
からなる」または「本質的に該配列からなる」核酸配列を有するオリゴヌクレオチドとい
う語句は、オリゴヌクレオチドが、基本的特徴および新規な特徴として、該群に列挙した
核酸配列の１種類の正確な相補体を有する核酸に、ストリンジェントハイブリダイゼーシ
ョン条件下で安定的にハイブリダイズする能力を有することを意味する。正確な相補体と
しては、対応するＤＮＡまたはＲＮＡ配列が挙げられる。
【００９１】
　語句「核酸配列に実質的に対応するオリゴヌクレオチド」は、言及しているオリゴヌク
レオチドが参照核酸配列と、ストリンジェントハイブリダイゼーション条件下で同じ標的
核酸配列とハイブリダイズし得るほど、該オリゴヌクレオチドが参照核酸配列と類似した
ハイブリダイゼーション特性を有するように充分に類似していることを意味する。
【００９２】
　当業者には、「実質的に対応する」オリゴヌクレオチドが、言及している配列と異なっ
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ていても同じ標的核酸配列にハイブリダイズし得るものであることが理解される。その変
形型は、該オリゴマーの意図された標的配列と比べたときのオリゴマー配列内の１つ以上
のヌクレオチドの欠失、付加、置換または修飾の形態であり得る。このような核酸の変形
型は、配列内の同一の塩基の割合または該オリゴマーとその標的配列間での完璧に相補的
な塩基の割合で示されることがあり得る。したがって、本発明のオリゴヌクレオチドは、
このような塩基の同一性または相補性の割合が１００％～約８０％である場合、参照核酸
配列に実質的に相当する。好ましい実施形態において、該割合は１００％～約８５％であ
る。より好ましい実施形態では、この割合は１００％～約９０％であり得、他の好ましい
実施形態では、この割合は１００％～約９５％である。当業者には、種々の相補性割合に
おいて、許容され得ないレベルの非特異的ハイブリダイゼーションを引き起こすことなく
、特定の標的配列へのハイブリダイゼーションを可能にするのに必要とされ得るハイブリ
ダイゼーション条件に対する種々の修正が理解される。
【００９３】
　不活化可能型標的捕捉オリゴマー内に存在させる「タグ閉鎖配列」は、目的の標的核酸
配列に安定的にハイブリダイズし、それにより選択的なハイブリダイゼーションおよび捕
捉に参与するものでない限り、本質的に任意の異種配列であり得る。タグ閉鎖配列は、好
ましくは、試験対象生物のゲノム由来の任意の配列に安定的にハイブリダイズしないもの
、またはより特別には、反応条件下の任意の標的核酸に安定的にハイブリダイズしないも
のである。不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオチド内に存在させるタグ閉鎖配列は、好
ましくは、標的ハイブリダイズ配列がその標的配列にハイブリダイズする能力を実質的に
損なわない、または妨害しないように設計される。さらに、タグ閉鎖配列がタグ配列でも
ある一部の特定の代替的な実施形態では、該配列は、タグ配列またはその相補体が最初の
ＤＮＡプライマー伸長産物内に組み込まれたら、次いで、タグ特異的プライミングオリゴ
ヌクレオチドが本明細書に記載の後続の増幅ラウンドに参与するように使用され得るよう
な充分な長さおよび組成のものである。本発明のタグ閉鎖配列は、典型的には、少なくと
も３ヌクレオチド長であり、６、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０ヌク
レオチド長まで、またはそれ以上伸長させたものであってもよい。当業者には、本発明に
おける使用のためのタグ閉鎖配列および任意選択でタグ配列の設計は、多数の適当なスト
ラテジーのいずれに従うものであってもよいが、本明細書に記載の目的および利点はなお
達成されているものであることが認識される。
【００９４】
　用語「不活化される」は、標的ハイブリダイズ領域が、標的ハイブリダイゼーション条
件下で標的核酸配列に安定的に結合しないように改変されることを意味する。したがって
、第１の組の条件下で、不活化可能型標的捕捉オリゴマーおよび任意選択で異種増幅オリ
ゴマーは、試料中に存在する標的核酸にハイブリダイズする。非ハイブリダイズ不活化可
能型標的捕捉オリゴマーは、不活化可能型標的捕捉オリゴマーが、不活性な立体配置、好
ましくはヘアピン立体配置に自己ハイブリダイズするように構成される第２の組の条件下
で不活化される。すると、標的ハイブリダイズ領域は立体的にブロックされ、不活化され
た不活化可能型標的捕捉オリゴマーが非標的核酸および／または夾雑核酸に結合すること
が抑制または実質的に低減される。したがって、「不活化される」とは、不活化可能型標
的捕捉オリゴマーが、標的ハイブリダイズ配列が標的核酸配列にハイブリダイズすること
が可能な「活性な」コンホメーション（ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）から、標的ハイブリ
ダイズ配列が標的核酸配列にハイブリダイズすることが阻止あるいは抑制される「不活性
な」コンホメーションに改変されることを意味する。単なる一例として、不活性なコンホ
メーションは、タグ閉鎖配列が標的ハイブリダイズ配列と安定なハイブリッドを形成する
ことが可能なストリンジェンシー条件下（例えば、不活化可能型標的捕捉オリゴヌクレオ
チドの活性なコンホメーションが形成されるための条件よりも低いストリンジェント条件
下）で形成され得る。あるいはまた、タグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列とで形成さ
れる二本鎖は、酵素によって、例えば、ＤＮＡｓｅ、Ｓ１ヌクレアーゼ、エンドヌクレア
ーゼ（タグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列とで形成された二本鎖制限部位を切断する



(32) JP 6014649 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

制限酵素など）、ＤＮＡ：ＲＮＡハイブリッドのＲＮＡ成分（例えば、標的ハイブリダイ
ズ配列）を消化するためのリボヌクレアーゼ活性（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）、また
はタグ閉鎖配列にハイブリダイズしている標的ハイブリダイズ配列からヌクレオチドを除
去するための３’→５’もしくは５’→３’活性を有するエキソヌクレアーゼなどによっ
て改変され得る。しかしながら、試料が標的核酸配列の潜在的夾雑源に曝露されることを
回避するため、標的核酸配列にハイブリダイズしていない不活化可能型標的捕捉オリゴヌ
クレオチドを不活化するために酵素を使用することは、一般的には好ましくない。他の不
活化手段としては、標的ハイブリダイズ配列を、増幅条件下で標的核酸配列にハイブリダ
イズすることができないように改変するための化学薬品が挙げられる。必ずしもそうでな
くてよいが、好ましくは、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ領域は
１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２
８、２９または３０核酸塩基長である。必ずしもそうでなくてよいが、好ましくは、不活
化可能型標的捕捉オリゴマーのタグ閉鎖領域は、３、４、５、６、７、８、９、１０、１
１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９または２０核酸塩基長である。本
開示における不活化可能型標的捕捉オリゴマーの一部の例示的で非限定的な実施形態は、
１７核酸塩基長である標的ハイブリダイズ領域を含み、６、７、８、９、１０、１２およ
び１４核酸塩基長であるタグ閉鎖領域を含むものである。このような実施形態において、
結合ペアメンバーは、３３核酸塩基長の実質的にホモポリマーであるヌクレオチド配列で
ある。これらは、本発明の一例として示した非限定的な実施形態である。
【００９５】
　タグハイブリダイズ配列内には、特に、不活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマーの少
なくとも一部が増幅反応混合物に導入されることが予測される場合、不活化可能型標的捕
捉オリゴマーのタグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列とで形成されるハイブリッドをさ
らに安定化させるための部分を含めてもよい。好適な部分としては、修飾ヌクレオチド、
例えば、ＬＮＡ、２’－Ｏ－Ｍｅリボヌクレオチド、２，６ジアミノプリン、５－メチル
シトシン、およびＣ－５プロピニルシトシンまたはウラシルが挙げられる。当業者は、不
必要に実験に携わることなく、タグ閉鎖配列の５’および３’末端におけるブリージング
（ｂｒｅａｔｈｉｎｇ）が制限されるように、およびハイブリッドの所望の融解温度が得
られるように、かかる修飾ヌクレオチドの数および位置を容易に選択することができる。
他の適当な部分としては、マイナーグルーブバインダー（ｍｉｎｏｒ　ｇｒｏｏｖｅ　ｂ
ｉｎｄｅｒ）およびペンダント基（プリン、ＤＡＢＣＹＬ、ピリンおよび５’－トリメト
キシスチルベンＣＡＰなど）が挙げられる。
【００９６】
　本明細書で用いる場合、用語「除去する」とは、非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕
捉オリゴマーからの捕捉された標的核酸配列の物理的分離をいう。捕捉された標的核酸配
列は、核酸試料中に存在する非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーから、当
業者に公知のさまざまな手法によって物理的に分離され得る。一例として、捕捉された標
的核酸配列は、核酸試料中で固相支持体に結合させて固定化され得るが、未結合物質は除
去される。未結合物質を除去するため、固相支持体は、１回以上の洗浄／すすぎ工程に供
され得る。すすぎ工程は、典型的には、洗浄溶液が、標的核酸の後続の分析に対して阻害
的であり、充分に高い濃度で存在する成分（デタージェントなど）を含有する場合に含め
る。固相支持体は、好ましくは、捕捉された標的核酸に特異的に結合し、非ハイブリダイ
ズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーが増幅反応に参与することを妨げるものである。標的
核酸を捕捉、固定化および精製するための例示的な手段は以下に論考しており、その一例
は、Ｗｅｉｓｂｕｒｇら、米国特許第６，５３４，２７３号に開示されている。
【００９７】
　語句「タグ閉鎖配列」、「タグ閉鎖領域」および「タグ閉鎖オリゴヌクレオチド」とは
、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列の一部分に相補的なヌクレ
オチド配列をいう。タグ閉鎖配列の長さおよび配列は、タグ閉鎖配列が不活化可能型標的
捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列に、標的配列への標的ハイブリダイズ配列の安
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定なハイブリダイゼーションを可能にする第１の組の条件下では安定的にハイブリダイズ
しないように選択する。タグ閉鎖配列は、脱塩基ヌクレオチドまたは標的ハイブリダイズ
配列との塩基ミスマッチを含むものであってもよい。不活化可能型標的捕捉オリゴマーが
標的配列にハイブリダイズしなければ、第２の組の低ストリンジェント条件下で、タグ閉
鎖配列が標的ハイブリダイズ配列に安定的にハイブリダイズし、したがって、不活化可能
型標的捕捉オリゴマーが「不活化される」、または標的配列にハイブリダイズすることが
阻止される。タグ閉鎖配列は、図１１、１２および２２に例示したような独立型のオリゴ
ヌクレオチドの形態であってもよく、図１３、１４および２３～２７に例示したように、
第２の組の条件下でヘアピン構造が形成されるような不活化可能型オリゴマーの一体化部
分であってもよい。タグ閉鎖配列が不活化可能型オリゴヌクレオチドに、非ヌクレオチド
リンカー領域（例えば、脱塩基ヌクレオチドまたはポリエチレングリコール）によって連
接される場合、非ヌクレオチドリンカーは、第２の組の条件下でタグ閉鎖配列が標的ハイ
ブリダイズ配列にハイブリダイズするのに充分な長さのものである。結合速度論は、タグ
化オリゴヌクレオチドのタグ閉鎖配列と標的ハイブリダイズ配列とが同じ分子に含まれて
いる（一体化型の配置）場合に最良である。選択的条件下では、タグ閉鎖配列は標的ハイ
ブリダイズ配列に、図２、４、６、８、１０、１１、１２、１５および１６に示すように
逆平行の向きに、または図１３および１４に示すように平行の向きにハイブリダイズし得
る。タグ閉鎖配列が、図１１、１２および２２に示すような独立型分子であるか、または
図２、４、６、８、１０、１５、１６および２３に示すように、非ヌクレオチドリンカー
によってタグ化オリゴヌクレオチドに連接されている場合、タグ閉鎖配列は、好ましくは
、その３’末端にブロック部分を配置することなどにより、ＤＮＡポリメラーゼによるプ
ライマー伸長が抑制されるように修飾される。好適なブロック部分は、本明細書に記載し
ている。逆平行の向きにハイブリダイズされる場合、図１３および１４に示すように、タ
グ閉鎖配列の３’末端塩基は、好ましくは標的ハイブリダイズ配列の３’末端塩基にハイ
ブリダイズされる。より好ましくは、タグ閉鎖配列は、ＤＮＡポリメラーゼによるプライ
マー伸長が抑制されるように修飾される。タグ閉鎖配列を、該配列からのＤＮＡ合成の開
始が抑制されるように修飾してもよい（その３’末端へのブロック部分の配置が挙げられ
得る）。タグ閉鎖配列は少なくとも３核酸塩基長である。典型的なタグ閉鎖配列は、好ま
しくは６～１６塩基長である。
【００９８】
　図２２は、独立型分子であるタグ閉鎖配列を示し、一方、図２３、２４および２５は、
タグ閉鎖配列が標的捕捉オリゴマーの一体化部分として組み込まれた捕捉プローブ分子を
示す。この図は、独立型のタグ閉鎖領域が、低ストリンジェンシー条件下で標的ハイブリ
ダイズ配列に対して安定なハイブリダイゼーションを行ない得るあらゆる実施形態を示す
。図２４および２５は、標的ハイブリダイズ配列に直接連接されたタグ閉鎖配列を示す。
図２３は、標的ハイブリダイズ配列に間接的に連接されたタグ閉鎖配列を示す（例えば、
ヌクレオチド配列または非ヌクレオチドリンカー）。一般的に、好ましいタグ閉鎖配列は
、標的ハイブリダイズ配列の５～２０個の連続または非連続塩基にハイブリダイズし、５
～２０塩基長である。好ましくは、かかる伸長反応が抑制されるように、プライマーによ
る増幅に使用され得る末端３’末端はいずれもブロックする。
【００９９】
　「増幅」または「核酸増幅」により、対象の特定の標的核酸配列の少なくとも一部分を
含む複数コピーの標的核酸の生成を意図する。該複数コピーをアンプリコンまたは増幅産
物と称することがあり得る。一部の特定の実施形態において、増幅された標的は、完全な
標的遺伝子配列（イントロンおよびエキソン）よりも短い配列、または発現された標的遺
伝子配列（エキソンおよびフランキング非翻訳配列がスプライシングされた転写物）より
も短い配列を含む。例えば、特定のアンプリコンは、標的ポリヌクレオチドの内部位置に
ハイブリダイズし、該内部位置から重合を開始させる増幅プライマーを使用することによ
って、標的ポリヌクレオチドの一部分を増幅することにより作製され得る。好ましくは、
増幅させる部分には、任意のさまざまなよく知られた方法を用いて検出され得る検出可能
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な標的配列を含める。
【０１００】
　よく知られた核酸増幅方法の多くは、二本鎖核酸の変性とプライマーのハイブリダイズ
を交互に行なうための熱サイクリングを必要とするものである。しかしながら、よく知ら
れた他の核酸増幅方法は等温型のものである。ＰＣＲおよびＲＴ－ＰＣＲは、変性、反対
鎖へのプライマーペアのアニーリング、およびプライマー伸長の複数回サイクルを用いて
標的配列のコピー数を指数関数的に増大させる熱サイクリング手法である。ＰＣＲ手法の
変形型としては、ＳＤＡおよびｔＳＤＡが挙げられる。等温型手法としては、限定されな
いが、ＮＡＳＢＡ、Ｑβレプリカーゼおよび転写による増幅方法、例えば、自己持続型配
列複製およびＴＭＡが挙げられる。本発明による使用に適した他の具体例となる増幅方法
としては、限定されないが、ＲＣＡ、ｈａｄ、およびＬＡＭＰが挙げられる。
【０１０１】
　ＴＭＡは、ＲＮＡポリメラーゼを用いて標的領域の複数のＲＮＡ転写物を生成させるも
のである（例えば、Ｋａｃｉａｎら、米国特許第５，４８０，７８４号および同第５，３
９９，４９１号；ならびにＢｅｃｋｅｒら、米国特許出願公開ＵＳ２００６－００４６２
６５　Ａ１）。ＴＭＡでは少なくとも１種類の「プロモーターオリゴヌクレオチド」また
は「プロモーター－プライマー」が使用され、これが逆転写酵素およびＲＮＡポリメラー
ゼの存在下で標的核酸にハイブリダイズして二本鎖プロモーターを形成し、それにより該
ＲＮＡポリメラーゼによってＲＮＡ転写物が生成される。このような転写物は、該ＲＮＡ
転写物にハイブリダイズし得る第２のプライマーの存在下でのさらなるＴＭＡラウンドの
ための鋳型となり得る。ＰＣＲ、ＬＣＲまたは熱変性が必要とされる他の方法とは異なり
、ＴＭＡは、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性を用いてＲＮＡ：ＤＮＡハイブリッドのＲＮＡ鎖を消化
し、それにより、そのＤＮＡ鎖をプライマーまたはプロモーター－プライマーとのハイブ
リダイゼーションに利用可能にする等温型の方法である。一般的に、増幅のために提供さ
れる逆転写酵素に伴うＲＮＡｓｅ　Ｈ活性が使用される。
【０１０２】
　具体例となるＴＭＡ法の一例において、増幅プライマーの一例は、二本鎖になると機能
性となり、増幅される配列の３’の位置で標的ＲＮＡの結合部位にハイブリダイズし得る
標的結合配列の５’側に位置するプロモーター配列を含むオリゴヌクレオチドプロモータ
ー－プライマーである。プロモーター－プライマーは、Ｔ７　ＲＮＡポリメラーゼ認識に
特異的である場合、「Ｔ７プライマー」と称されることがあり得る。一部の特定の状況下
では、プロモーター－プライマーまたはかかるプロモーター－プライマーの下位集団の３
’末端は、プライマー伸長が阻止または低減されるように修飾され得る。非修飾プロモー
ター－プライマーからは、逆転写酵素により標的ＲＮＡのｃＤＮＡコピーが作り出され、
一方で、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性により標的ＲＮＡが分解される。次いで、第２の増幅プライ
マーが該ｃＤＮＡに結合する。このプライマーは、「Ｔ７プライマー」と区別するために
「非Ｔ７プライマー」と称されることがあり得る。この第２の増幅プライマーからは、逆
転写酵素により別のＤＮＡ鎖が作り出され、一方の末端に機能性プロモーターを有する二
本鎖ＤＮＡがもたらされる。二本鎖である場合、プロモーター配列は、ＲＮＡポリメラー
ゼに結合し、プロモーター－プライマーがハイブリダイズする標的配列の転写を開始させ
ることができるものである。ＲＮＡポリメラーゼは、このプロモーター配列を用いて複数
（一般的には、約１００～１，０００コピー）のＲＮＡ転写物（すなわち、アンプリコン
）を生成させる。新たに合成された各アンプリコンは第２の増幅プライマーとアニーリン
グし得る。次いで、逆転写酵素によりＤＮＡコピーが作り出され得、一方で、ＲＮＡｓｅ
　Ｈ活性により、このＲＮＡ：ＤＮＡ二本鎖のＲＮＡが分解される。次いで、プロモータ
ー－プライマーが、この新たに合成されたＤＮＡに結合し、逆転写酵素により二本鎖ＤＮ
Ａが作り出され、該鎖からＲＮＡポリメラーゼにより多数のアンプリコンが生成され得る
。したがって、２種類の増幅プライマーを用いて、１０億倍の等温型増幅が行なわれ得る
。
【０１０３】
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　具体例となる別のＴＭＡ法では、Ｂｅｃｋｅｒら、米国特許出願公開ＵＳ２００６－０
０４６２６５に記載の１つ以上の特徴が任意選択的に組み込まれる。この点において好ま
しいＴＭＡ法は、ブロック部分、終結部分、およびＴＭＡ法の感度および正確性の改善を
もたらす他の修飾部分の使用を含むものである。したがって、本発明の一部の特定の好ま
しい実施形態では、本明細書に記載の不活化可能型オリゴヌクレオチドを、Ｂｅｃｋｅｒ
ら、米国特許出願公開ＵＳ２００６－００４６２６５に記載の方法とともに使用するもの
である。
【０１０４】
　「検出可能な増幅」により、増幅反応混合物中の増幅産物に関連する検出可能なシグナ
ルが、所定のバックグラウンドもしくは閾値レベルより上に上昇すること（エンドポイン
ト増幅）、または所定の期間内にバックグラウンドもしくは閾値レベルより上に上昇する
こと（リアルタイム増幅）ことを意味する。例えば、Ｌｉｇｈｔら、米国特許出願公開Ｕ
Ｓ２００６－０２７６９７２，段落５０６～５４９参照。増幅産物は、標的核酸配列また
はその相補体と配列同一性を有する配列を含み、例えば、インターカレーション色素また
は標的核酸配列もしくはその相補体の一領域に対して特異性を有する検出プローブを用い
て検出され得る。
【０１０５】
　増幅産物は、任意の慣用的な手段によって検出され得る。例えば、増幅産物は、検出可
能に標識されたプローブとのハイブリダイゼーションおよび得られたハイブリッドの測定
によって検出され得る。特定の標的配列の検出のためのプローブの選択における設計基準
は、当該技術分野でよく知られており、例えば、Ｈｏｇａｎら、米国特許第６，１５０，
５１７号に記載されている。増幅産物は、Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｅｃｔ
ｉｏｎ　Ａｓｓａｙ（「ＨＰＡ」）によってアッセイされ得、これは、化学発光オリゴヌ
クレオチドプローブ（例えば、アクリジニウムエステル標識（「ＡＥ」）プローブ）を標
的配列にハイブリダイズさせること、非ハイブリダイズプローブ上に存在する化学発光標
識に選択的に加水分解すること、および照度計内で残留プローブから生じる化学発光を測
定することを伴う。例えば、Ａｒｎｏｌｄら，米国特許第５，２８３，１７４号およびＮ
ｅｌｓｏｎら、Ｎｏｎｉｓｏｔｏｐｉｃ　Ｐｒｏｂｉｎｇ，Ｂｌｏｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　
Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ，第１７章（Ｌａｒｒｙ　Ｊ．Ｋｒｉｃｋａ編，第２版　１９９５
）参照。
【０１０６】
　さらなる実施形態により、本明細書に記載の方法によるリアルタイムでの増幅プロセス
の定量的評価を提供する。「リアルタイム」での増幅プロセスの評価は、増幅反応中での
反応混合物中のアンプリコンの量を連続的または周期的のいずれかで測定することを伴い
、測定された値を用いて、試料中に最初に存在していた標的配列の量を計算する。試料中
に存在していた当初の標的配列の量をリアルタイム増幅に基づいて測定するための方法に
はさまざまな方法がある。このようなものとしては、Ｗｉｔｔｗｅｒら、米国特許第６，
３０３，３０５号、およびＹｏｋｏｙａｍａら、米国特許第６，５４１，２０５号に開示
されたものが挙げられる。試料中に最初に存在していた標的配列の量を測定するための方
法であって、リアルタイム増幅に基づくものではない別の方法は、Ｒｙｄｅｒら、米国特
許第５，７１０，０２９号に開示されている。
【０１０７】
　増幅産物は、種々の自己ハイブリダイズプローブの使用によりリアルタイムで検出され
得、該プローブのほとんどはステムループ構造を有する。かかる自己ハイブリダイズプロ
ーブは、該プローブが自己ハイブリダイズした状態であるか、標的配列へのハイブリダイ
ゼーションによって改変された状態であるかに応じて異なるように検出可能なシグナルを
発するように標識される。一例として、「分子トーチ（ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｔｏｒｃｈ
）」は、自己ハイブリダイズプローブの型の一例であり、別個の自己相補性領域（「標的
結合ドメイン」および「標的閉鎖ドメイン」と称する）を含み、これらは、連接領域（例
えば、非ヌクレオチドリンカー）によって連結され、所定のハイブリダイゼーションアッ
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セイ条件下で互いにハイブリダイズする。好ましい実施形態において、分子トーチは、１
～約２０塩基長であり、鎖置換条件下で増幅産物内に存在する標的配列へのハイブリダイ
ゼーションのためにアクセスできる、標的結合ドメイン内の単鎖塩基領域を含む。鎖置換
条件下では、標的配列が存在する場合以外では、分子トーチの該２つの相補的な領域（こ
れらは、完全に、または一部相補的であり得る）のハイブリダイゼーションが有利となり
、標的配列が存在する場合は、標的配列が、標的結合ドメイン内に存在する単鎖領域に結
合し、標的閉鎖ドメインの全部または一部を置換する。分子トーチの標的結合ドメインお
よび標的閉鎖ドメインは、分子トーチが自己ハイブリダイズしている場合と、分子トーチ
が標的配列にハイブリダイズしている場合とで異なるシグナルが生成され、それにより試
験試料中のプローブ：標的二本鎖の検出が、非ハイブリダイズ分子トーチの存在下で可能
になるように配置された検出可能な標識または１対の相互作用性標識（例えば、発光体／
消光物質）を含む。分子トーチおよびさまざまな型の相互作用性標識ペアは、Ｂｅｃｋｅ
ｒら、米国特許第６，５３４，２７４号に開示されている。
【０１０８】
　自己相補性を有する検出プローブの別の一例は「分子ビーコン」である。分子ビーコン
は、標的相補体を有する核酸分子、増幅産物中に存在する標的配列の非存在下で閉鎖型コ
ンホメーションに該プローブを保持する親和性ペア（または核酸アーム）、および該プロ
ーブが閉鎖型コンホメーションである場合に相互作用する標識ペアを含む。標的配列と標
的相補体のハイブリダイゼーションにより、親和性ペアメンバーが分離され、それにより
該プローブは開放型コンホメーションにシフトされる。開放型コンホメーションへのシフ
トは、標識ペア（例えば、フルオロフォアおよび消光物質（例えば、ＤＡＢＣＹＬおよび
ＥＤＡＮＳ）であり得る）の相互作用が低下するため、検出可能である。分子ビーコンは
、Ｔｙａｇｉら、米国特許第５，９２５，５１７号および同第６，１５０，０９７号に開
示されている。
【０１０９】
　本発明における使用のための他の自己ハイブリダイズプローブは、当業者には周知であ
る。一例として、相互作用性標識を有するプローブ結合ペア、例えば、Ｍｏｒｒｉｓｏｎ
、米国特許第５，９２８，８６２号およびＧｅｌｆａｎｄら、米国特許第５，８０４，３
７５号に開示されたものが、本発明における使用に適合されよう。さらなる検出系として
は、「分子スイッチ」（Ａｒｎｏｌｄら、米国特許出願公開Ｕ．Ｓ．２００５－００４２
６３８　Ａ１）が挙げられる。それから、インターカレーション色素および／または蛍光
色素を含むものなどの他のプローブも、本発明における増幅産物の検出に有用であり得る
。例えば、Ｉｓｈｉｇｕｒｏら、米国特許第５，８１４，４４７号参照。
【０１１０】
　最初の標的配列とＲＮＡ転写産物とが同じセンスを共有している増幅および検出方法で
は、リアルタイム検出用のプローブを添加する前に増幅を開始することが望ましいことが
あり得る。増幅反応を開始する前にプローブを添加することにより、標的配列の相補体を
有するプライマー伸長産物が完成されるプライマー伸長工程中に、最初の標的配列に結合
するプローブが置換されるか、あるいは除去されるはずであるため、増幅速度が低減され
得る。増幅の開始は、増幅酵素（例えば、逆転写酵素およびＲＮＡポリメラーゼ）の添加
によって判断される。
【０１１１】
　「選択的増幅」とは、本明細書で用いる場合、本発明による組成物および方法を用いて
選択的にハイブリダイズされ、捕捉された標的核酸配列の増幅をいい、この場合、検出可
能な増幅は標的配列の増幅に限定または実質的に限定され、非標的核酸配列および／また
は夾雑核酸は寄与しない。本明細書で用いる場合、「非標的核酸」は、反応混合物中に存
在しているが、所望の核酸ではない核酸である。非標的核酸としては、限定されないが、
全細胞ライセート中に存在する目的の核酸以外の核酸が挙げられる。例えば、標的核酸が
細胞試料中に存在していることがわかっている、または存在していると思われるマイクロ
ＲＮＡである場合、試料（またはそのライセート）中に存在する残りの核酸は非標的核酸
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である。この場合、不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、この小さい標的核酸に実質的に
相補的な標的ハイブリダイズ領域を含むように構成される。不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーは、いずれの非標的核酸にもハイブリダイズしないものであることが望ましく、ハイ
ブリダイズすると、所望の標的核酸の下流分析に対して障害となる。したがって、本発明
の不活化可能型標的捕捉オリゴマーの活性形態は、捕捉オリゴマーを標的に偏向させる第
１の組の条件下で、標的核酸にハイブリダイズすることが可能であり、次いで、不活化可
能型標的捕捉オリゴマーは不活性となり、非標的核酸への結合が抑制される。本明細書で
用いる場合、「夾雑核酸」は外部供給源から系内に導入された核酸である。かかる供給源
としては、限定されないが、試薬調製物、実験器具、研究員および研究作業場が挙げられ
る。
【０１１２】
　「増幅条件」により、核酸増幅を可能にする条件を意図する。増幅条件は、一部の実施
形態において、本明細書に記載の「ストリンジェントハイブリダイゼーション条件」より
も低いストリンジェントのものであり得る。増幅反応に使用されるオリゴヌクレオチドは
、その意図された標的に増幅条件下でハイブリダイズするが、ストリンジェントハイブリ
ダイゼーション条件下ではハイブリダイズする場合もあり、しない場合もある。他方にお
いて、検出プローブは、典型的には、ストリンジェントハイブリダイゼーション条件下で
ハイブリダイズするように設計される。以下の実施例のセクションに、標的核酸配列の増
幅のための好ましい増幅条件を示すが、核酸増幅を行なうための他の許容され得る条件は
、当業者には、使用される具体的な増幅方法に応じて容易に確認されよう。
【０１１３】
　核酸ハイブリダイゼーションは、完全に、または一部相補的なヌクレオチド配列を有す
る２つの核酸鎖が所定の反応条件下で一緒になり、安定な二本鎖ハイブリッドを形成する
プロセスである。いずれの核酸鎖も、デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）もしくはリボ核酸（Ｒ
ＮＡ）またはその類似体であり得る。したがって、ハイブリダイゼーションは、ＲＮＡ：
ＲＮＡハイブリッド、ＤＮＡ：ＤＮＡハイブリッド、ＲＮＡ：ＤＮＡハイブリッド、また
はその類似体を伴うものであり得る。この二本鎖構造（場合によっては、ハイブリッドと
称される）の２つの構成成分鎖は、水素結合によって互いに保持されている。このような
水素結合のほとんどは、一般的には、単独の核酸鎖上の塩基アデニンを含有するヌクレオ
チドと塩基チミンまたは塩基ウラシルを含有するヌクレオチドとの間（ＡとＴまたはＵと
の間）あるいは塩基シトシンを含有するヌクレオチドと塩基グアニンを含有するヌクレオ
チドとの間（ＣとＧとの間）に形成されるが、塩基対合は、このような「規範的」ペアの
メンバーではない塩基間でも形成されることがあり得る。非規範的塩基対合は当該技術分
野でよく知られている（例えば、Ａｄａｍｓら、Ｔｈｅ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏ
ｆ　ｔｈｅ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ，（第１１版　１９９２）参照）。
【０１１４】
　「ハイブリダイゼーション条件」とは、完全に、または一部相補的な核酸配列同士がハ
イブリダイゼーション二本鎖または複合体を形成する累積的な物理的および化学的条件を
いう。かかる条件は当業者に周知であり、ハイブリダイゼーションに関与する核酸の配列
組成に基づいて予想可能であるか、または常套的な試験（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ，Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，第２
版（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏ
ｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ，１９８９）の§§１．９０～１．９１，７．
３７～７．５７，９．４７～９．５１，１１．１２～１１．１３および１１．４５－１１
．５７）を使用することにより実験的に決定され得る。
【０１１５】
　「ストリンジェントハイブリダイゼーション条件」または「ストリンジェント条件」と
は、特定の核酸鎖（例えば、限定されないが不活化可能型標的捕捉オリゴマー）が、試験
試料中に存在する他の核酸よりも標的核酸と優先的にハイブリダイズし得る条件をいう。
このような条件は、諸要素、例えば、核酸配列のＧＣ含量および長さ、ハイブリダイゼー
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ション温度、ハイブリダイゼーション試薬または溶液の組成、ならびに得ようとするハイ
ブリダイゼーション特異性の程度に応じて異なり得ることは認識される。一部の特定のス
トリンジェントハイブリダイゼーション条件を、本開示において以下に示す。
【０１１６】
　「核酸ハイブリッド」もしくは「ハイブリッド」または「二本鎖」により、各鎖が互い
に相補的な水素結合された二本鎖領域を含む核酸構造を意図し、該領域は、ストリンジェ
ントハイブリダイゼーション条件下で、例えば限定されないが、化学発光もしくは蛍光に
よる検出、オートラジオグラフィー、またはゲル電気泳動によって検出されるのに充分に
安定である。かかるハイブリッドは、ＲＮＡ：ＲＮＡ、ＲＮＡ：ＤＮＡ、またはＤＮＡ：
ＤＮＡ二本鎖分子を含むものであり得る。
【０１１７】
　「相補的な」により、２つの単鎖核酸の類似した領域または同じ単鎖核酸の異なる領域
のヌクレオチド配列が、ストリンジェントハイブリダイゼーションまたは増幅条件下で、
該単鎖領域が一緒にハイブリダイズして安定な水素結合された二本鎖領域になることが可
能であるヌクレオチド塩基組成を有することを意図する。一方の単鎖領域のヌクレオチド
の連続配列が、他方の単鎖領域のヌクレオチドの類似配列と、ＡがＵまたはＴと対合し、
ＣがＧと対合するような一連の「規範的な」水素結合された塩基対を形成し得る場合、該
ヌクレオチド配列は「完璧に」相補的である。
【０１１８】
　「優先的にハイブリダイズする」により、ストリンジェントハイブリダイゼーション条
件下において、一部の特定の相補的なヌクレオチドまたは核酸塩基配列がハイブリダイズ
して、他の安定性の低い二本鎖よりも優先的に安定なハイブリッドを形成することを意図
する。「安定的にハイブリダイズしない」により、規定の組の条件下で、安定なハイブリ
ッドが感知可能および／または検出可能な量で形成されないことを意図する。非限定的な
一例として、プローブは、非標的配列よりも充分に大きい程度まで標的配列にハイブリダ
イズするか、または標的配列を複製し、したがって、増幅中に形成された標的配列のＲＮ
Ａ複製物または相補ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）を、当業者が正確に定量することができるもので
ある。さらなる非限定的な一例において、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブ
リダイゼーション領域は、標的核酸に、非標的核酸配列または夾雑核酸配列よりも充分に
大きい程度までハイブリダイズする。
【０１１９】
　「安定な」または「安定的にハイブリダイズする」により、反応混合物の温度が核酸二
本鎖の融解温度よりも少なくとも２℃低いことを意図する。
【０１２０】
　用語「増幅オリゴマー」は、本明細書において、プライマーとして使用されるオリゴマ
ー、プロモーター系増幅オリゴマー（プロモータープライマーおよびプロモーター供与体
など）、ならびに異種増幅オリゴマーをいうために用いる。
【０１２１】
　「異種増幅オリゴマー」は、標的ハイブリダイズ領域である第１の領域と、タグ配列領
域である第２の領域を含むものである。異種増幅オリゴマーのタグ配列は、標的ハイブリ
ダイズ領域が標的核酸配列と安定的にハイブリダイズする条件下で、このタグ配列が、標
的核酸、または試料中に存在していると思われる任意の公知の非標的核酸配列もしくは夾
雑核酸配列のいずれとも安定的にハイブリダイズしないように構成される。異種増幅オリ
ゴマーがプライマーとして使用される第１の核酸合成事象の後、タグ配列は、得られるア
ンプリコン配列およびそれから作製される任意の後続の相補（ｃｏｍｐｌｉｍｅｎｔａｒ
ｙ）鎖またはコピー鎖の一体化部分を構成する。次いで、このタグ配列またはその相補体
を標的化する増幅オリゴマーを用いて第２の増幅ラウンドが行なわれ、それにより非標的
核酸および夾雑核酸の増幅が低減または排除される。異種増幅オリゴマーは、同時にプロ
モーター系オリゴマーであってもよく、この場合、第３の領域が含まれ、前記領域はＲＮ
Ａポリメラーゼプロモーター配列である。かかる異種増幅オリゴマーがプロモータープラ
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イマーである場合、異種増幅オリゴマーは実質的に直前に記載のようにして作動する。し
かしながら、この配置において、タグ配列またはその相補体を含むＲＮＡコピーが鋳型か
ら転写される。しかしながら、異種増幅オリゴマーがプロモーター供与体である場合、タ
グ配列の相補体を含むＲＮＡ分子が最初に作製され、該配列またはその相補体が使用され
る後続の増幅がこれらの配列から起こる。
【０１２２】
　当該技術分野でよく知られているように、「プロモーター」は、特異的核酸配列であっ
て、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ（「転写酵素」）によって、核酸に結合し特定の部
位でＲＮＡの転写を開始するためのシグナルと認識される特異的核酸配列である。ＲＮＡ
の効率的な転写は、鋳型核酸による伸長反応によって二本鎖プロモーターが形成されない
条件下で行なわれ得る。鋳型核酸（転写される配列）は二本鎖である必要はない。個々の
ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼは、転写促進効率が著しく異なることがあり得るさまざ
まな異なるプロモーター配列を認識する。ＲＮＡポリメラーゼが転写を開始するためにプ
ロモーター配列に結合すると、該プロモーター配列は、転写される配列の一部ではなくな
る。したがって、結果的に生成されるＲＮＡ転写物は該プロモーター配列を含まない。
【０１２３】
　本発明によれば、「プロモーターオリゴヌクレオチド」とは、第１の領域と第２の領域
とを含み、その３’末端からのＤＮＡ合成の開始が抑制されるように任意選択的に修飾さ
れたオリゴヌクレオチドをいう。本発明のプロモーターオリゴヌクレオチドの「第１の領
域」は標的ハイブリダイズ領域を含む。プロモーターオリゴヌクレオチドの標的ハイブリ
ダイズ領域は、典型的には少なくとも１０ヌクレオチド長であり、１５、２０、２５、３
０、３５、４０、５０ヌクレオチド長またはそれ以上まで伸長させたものであってもよい
。「第２の領域」はＲＮＡポリメラーゼに対するプロモーター配列を含む。プロモーター
オリゴヌクレオチドは、場合によっては、ＲＮＡ依存性またはＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメ
ラーゼ（例えば、逆転写酵素）によって伸長され得ないように操作され、好ましくは、上
記に記載のように３’末端にブロック部分を含む。好適で好ましいプロモーターオリゴヌ
クレオチドは、本明細書に記載している。修飾された３’末端を有するプロモーター系増
幅オリゴマーを、本明細書では「プロモーター供与体」と称し、一方、かかる修飾のない
ものを、本明細書では「プロモータープライマー」と称する。一例において、増幅反応液
中に存在するプロモーター含有オリゴヌクレオチドの少なくとも約８０％は、さらに３’
ブロック部分を含む。別の実施形態において、プロモーターを含む増幅反応液に提供され
るオリゴヌクレオチドの少なくとも約８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％または１００％は、さらに３’ブロック部分を含むように修飾される。別の実施
形態において、プロモーター配列を含む増幅反応液に使用されるオリゴヌクレオチドはい
ずれも、さらに３’末端ブロック部分を含む。プロモーター配列内に変異を有するプロモ
ーターオリゴヌクレオチドのアッセイは、当業者により常套的な方法を用いて容易に行な
われる。さらに、異なるＲＮＡポリメラーゼを使用することが所望される場合、プロモー
ターオリゴヌクレオチド内のプロモーター配列は、より適合する異なるプロモーター配列
で容易に置き換えられる。種々のプロモーター配列の置き換えは、充分に当業者の理解お
よび能力の範囲内である。
【０１２４】
　鋳型核酸の伸長による二本鎖プロモーター配列の形成は、第１のＤＮＡプライマー伸長
産物に相補的なＲＮＡの転写の開始が可能であるために必要ではない。得られる「第１の
」ＲＮＡ産物は、標的配列に実質的に同一であり、転写開始点によって規定される５’末
端と、第１のＤＮＡプライマー伸長産物の５’末端によって規定される３’末端とを有す
る。充分な数の第１のＲＮＡ産物が生成され、さらなる操作なしで系内で自動的に再循環
される。プライミングオリゴヌクレオチドは第１のＲＮＡ産物の３’末端にハイブリダイ
ズし、ＤＮＡポリメラーゼによって伸長され、第２のＤＮＡプライマー伸長産物が形成さ
れる。終結オリゴヌクレオチドまたは他の結合分子の使用なしで形成される第１のＤＮＡ
プライマー伸長産物とは異なり、第２のＤＮＡプライマー伸長産物は、第１のＲＮＡ産物
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の５’末端に相補的な規定の３’末端を有する。第２のＤＮＡプライマー伸長産物は、該
ＲＮＡ鋳型を選択的に分解する酵素を用いてＲＮＡ鋳型から分離される（少なくとも部分
的に）。次いで、単鎖の第２のＤＮＡプライマー伸長産物が上記のプロモーターオリゴヌ
クレオチドで処理され、該プロモーターオリゴヌクレオチドの第２の領域が鋳型としての
機能を果たし、第２のＤＮＡプライマー伸長産物がさらに伸長され、プロモーターオリゴ
ヌクレオチドの第２の領域、すなわちプロモーター配列を含む領域に相補的な塩基領域が
付加されることが可能になり、プロモーターが二本鎖となる。プロモーターを認識するＲ
ＮＡポリメラーゼがプロモーター配列に結合し、第２のＤＮＡプライマー伸長産物に相補
的で、標的配列に実質的に同一の複数の「第２の」ＲＮＡ産物の転写を開始させる。この
ようにして生成された第２のＲＮＡ転写物は、さらなる操作なしで上記の系内で自動的に
再循環される。したがって、この反応は自己触媒性である。
【０１２５】
　「ユニバーサル」オリゴヌクレオチドまたは「パン（ｐａｎ）」オリゴヌクレオチドは
、増幅反応において、ある類型の生物の核酸配列の存在を、ある類型の生物に特殊な高度
に保存された配列に基づいて確認するために使用され得るオリゴヌクレオチドを含むもの
である（本明細書で用いる場合、用語「類型」は、必ずしも認知された系統発生集団また
は生物を示すのではない）。例えば、高度に保存された１６ＳリボソームＲＮＡコード配
列は、細菌または細菌集団（例えば、真正細菌、グラム陽性菌またはグラム陰性菌）に見
られるが、ヒトおよび他の高等生物には見られない領域を含み、したがって、目的の試料
中の細菌の配列の存在を検出するオリゴヌクレオチドが設計され得、核酸増幅反応におい
て使用され得る。例えば、ＭｃＣａｂｅら（１９９９）Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｇｅｎｅｔ
ｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　６６，２０５－２１１；Ｓｃｈｍｉｄｔ，Ｔ．
ら（１９９４）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．２３５，２０５－２２２（病原体を特定する
ための方法）；Ｋｕｎｉｓｈｉｍａ，Ｓ．ら、（２０００）Ｔｒａｎｓｆｕｓｉｏｎ　４
０，１４２０（血液中の細菌を検出するための方法）；Ｇｒｅｉｓｅｎ，Ｋ．（１９９４
）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．３２，３３５－３５１（脳脊髄液中の病原性細菌
を検出するための方法）；Ｊｏｒｄａｎ，Ｊ．（２００５）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｄｉａｇ．７，
５７５－５８１（新生児のセプシスを診断するための方法）；Ｒｏｔｈｍａｎ，Ｒ．ら（
２００２）Ｊ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．１８６，１６７７－１６８１（急性細菌性心内膜
炎を診断するための方法）；およびＣｏｘ，Ｃ．ら（２００２）Ａｒｔｈｒｉｔｉｓ　Ｒ
ｅｓ．Ｔｈｅｒ．５，Ｒ１－Ｒ８（滑液中の細菌の検出）参照。同様に、他の類型の生物
（真菌病原体など）に対するユニバーサルオリゴヌクレオチドも報告されている。例えば
、Ｍａａｒｏａｔｉ，Ｙ．ら（２００３）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．４１，３
２９３－３２９８（血液中のＣａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓを定量するための方法）
；Ｃａｒｒ，Ｍ．ら（２００５）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．４３，３０２３－
３０２６（血液中のＣａｎｄｉｄａ　ｄｕｂｌｉｎｉｅｎｓｉｓを検出するための方法）
；およびＷｈｉｔｅ，Ｐ．ら（２００３）Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．　５２
，２２９－２３８（全身性の真菌感染を検出するための方法）参照。所与の類型の生物に
対して既知の、または開発された本質的に任意のユニバーサルオリゴヌクレオチドが、本
明細書に記載の方法において好都合に使用され得る。
【０１２６】
　プライミングオリゴヌクレオチドは、少なくともその３’末端が核酸鋳型に相補的であ
り、鋳型と複合体を形成して（水素結合またはハイブリダイゼーションにより）、ＲＮＡ
依存性またはＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼによる合成の開始に適したプライマー：鋳
型複合体をもたらすオリゴヌクレオチドである。プライミングオリゴヌクレオチドは、そ
の３’末端に、共有結合されたヌクレオチド塩基が付加することによって伸長され、該塩
基は鋳型に相補的である。その結果、プライマー伸長産物となる。プライミングオリゴヌ
クレオチドは、典型的には少なくとも１０ヌクレオチド長であり、１５、２０、２５、３
０、３５、４０、５０ヌクレオチド長またはそれ以上まで伸長させてもよい。好適で好ま
しいプライミングオリゴヌクレオチドは、本明細書に記載している。事実上すべての既知
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のＤＮＡポリメラーゼ（逆転写酵素を含む）は、ＤＮＡ合成を開始させるために、オリゴ
ヌクレオチドと単鎖の鋳型との複合体形成（「プライミング」）を必要とするが、ＲＮＡ
の複製および転写（ＤＮＡからのＲＮＡのコピー生成）には、一般的にプライマーは必要
とされない。ＤＮＡポリメラーゼによって伸長されるというまさにその性質により、プラ
イミングオリゴヌクレオチドは３’ブロック部分を含まない。
【０１２７】
　「ディスプレーサーオリゴヌクレオチド」は、標的配列の３’末端にハイブリダイズさ
れた近接しているプライミングオリゴヌクレオチド（本明細書において「フォワードプラ
イミングオリゴヌクレオチド」と称する）の上流の鋳型核酸にハイブリダイズするプライ
ミングオリゴヌクレオチドである。「上流」により、ディスプレーサーオリゴヌクレオチ
ドの３’末端が鋳型核酸と、フォワードプライミングオリゴヌクレオチドの３’末端に対
して５’側で複合体を形成することを意図する。鋳型核酸にハイブリダイズされる場合、
ディスプレーサーオリゴヌクレオチドの３’末端塩基は、好ましくは、フォワードプライ
ミングオリゴヌクレオチドに隣接しているか、または末端から５塩基離れている。より好
ましくは、ディスプレーサーオリゴヌクレオチドの３’末端塩基は、フォワードプライミ
ングオリゴヌクレオチドの５’末端塩基から５～３５塩基離れている。ディスプレーサー
オリゴヌクレオチドは反応混合物に、フォワードプライミングオリゴヌクレオチドと同時
に供給してもよく、フォワードプライミングオリゴヌクレオチドが鋳型核酸にハイブリダ
イズするための充分な時間が経過した後に供給してもよい。フォワードプライミングオリ
ゴヌクレオチドの伸長は、ディスプレーサーオリゴヌクレオチドを反応混合物に供給する
前に開始してもよく、後に開始してもよい。増幅条件下では、ディスプレーサーオリゴヌ
クレオチドは鋳型依存性様式で伸長され、それにより、鋳型核酸と複合体を形成したフォ
ワードプライミングオリゴヌクレオチドを含むプライマー伸長産物が剥離（ｄｉｓｐｌａ
ｃｅ）される。鋳型核酸から剥離されたフォワードプライミングオリゴヌクレオチドを含
むプライマー伸長産物は、プロモーターオリゴヌクレオチドとの複合体の形成に利用可能
となる。フォワードプライミングオリゴヌクレオチドおよびディスプレーサーオリゴヌク
レオチドはともに、標的核酸に優先的にハイブリダイズする。ディスプレーサーオリゴヌ
クレオチドおよびその使用の例は、Ｂｅｃｋｅｒら、米国特許出願公開ＵＳ２００７０２
０２５２３Ａ１（本発明と同一出願人）に開示されている。
【０１２８】
　本明細書で用いる場合、「ブロック部分」は、オリゴヌクレオチドまたは他の核酸の３
’末端を「ブロック」し、核酸ポリメラーゼによって効率的に伸長され得ないようにする
ために使用される物質である。ブロック部分は、小分子（例えば、リン酸基もしくはアン
モニウム基）であり得るか、または修飾ヌクレオチド（例えば、３’２’ジデオキシヌク
レオチドもしくは３’デオキシアデノシン５’－三リン酸（コルジセピン）または他の修
飾ヌクレオチド）であり得る。さらなるブロック部分としては、例えば、３’末端に遊離
ヒドロキシル基がなくなるようなヌクレオチドまたは３’→５’の向きを有する短鎖ヌク
レオチド配列の使用、３’アルキル基、３’非ヌクレオチド部分（例えば、Ａｒｎｏｌｄ
ら、米国特許第６，０３１，０９１号参照）、ホスホロチオエート、アルカンジオール残
基、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、３’末端に３’ヒドロキシル基がないヌクレオチド残基、
または核酸結合タンパク質の使用が挙げられる。好ましくは、３’ブロック部分は、ヌク
レオチドまたは３’→５’の向きもしくは３’非ヌクレオチド部分を有するヌクレオチド
配列を含むが、３’２’－ジデオキシヌクレオチドもしくは遊離ヒドロキシル基を有する
３’末端は含まない。３’－ブロックオリゴヌクレオチドを調製するためのさらなる方法
は、当業者に周知である。
【０１２９】
　本明細書で用いる場合、「結合分子」は、ＤＮＡプライマー伸長産物を所望の長さに制
限するため、すなわち一般的に規定される３’末端を有するプライマー伸長産物になるよ
うに、所望の標的配列の５’末端に隣接しているかまたはその近傍のＲＮＡ標的核酸に、
ハイブリダイズするかまたは結合する物質である。本明細書で用いる場合、語句「規定さ
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れる３’末端」は、プライマー伸長産物の３’末端が、結合分子の非存在下で起こるプラ
イマー伸長反応の場合のように全く不確定なのではなく、プライマー伸長産物の３’末端
の塩基が小さい範囲内で一般に既知となることを意味する。一部の特定の実施形態におい
て、結合分子は塩基領域を含む。該塩基領域は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＤＮＡ：ＲＮＡキメラ
分子またはその類似体であり得る。塩基領域を含む結合分子は、本明細書に記載の１つ以
上の様式で修飾され得る。例示的な塩基領域としては、終結オリゴヌクレオチドおよび消
化オリゴヌクレオチド（本明細書において後述）が挙げられる。他の実施形態において、
結合分子は、例えば、ＤＮＡプライマー伸長産物が所定の長さに制限されるのに充分な親
和性および特異性を伴ってＲＮＡに結合し得るタンパク質または薬物を含むものであり得
る。
【０１３０】
　本明細書で用いる場合、「終結オリゴヌクレオチド」は、プライミングオリゴヌクレオ
チドを含む新生核酸のプライマー伸長が「終結」され、それにより、新生核酸鎖に規定の
３’末端がもたらされるように、標的配列の５’末端付近の標的核酸配列の領域に相補的
な塩基配列を含むオリゴヌクレオチドである。終結オリゴヌクレオチドは標的核酸に、新
生核酸鎖に所望の３’末端が得られるのに充分な位置でハイブリダイズするように設計さ
れる。終結オリゴヌクレオチドの位置決定は、その設計に応じて融通性がある。終結オリ
ゴヌクレオチドは修飾されていても修飾されていなくてもよい。一部の特定の実施形態に
おいて、少なくとも１つ、またはそれ以上の２’－Ｏ－Ｍｅリボヌクレオチドを有する終
結オリゴヌクレオチドが合成される。このような修飾ヌクレオチドの方が、相補的な二本
鎖の熱安定性が高いことが示されている。また、２’－Ｏ－Ｍｅリボヌクレオチドは、エ
キソヌクレアーゼに対するオリゴヌクレオチドの抵抗性を増大させ、それにより、当該修
飾オリゴヌクレオチドの半減期を長くする機能を果たす。例えば、Ｍａｊｌｅｓｓｉら（
１９８８）Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２６，２２２４－９参照。２’－Ｏ－
Ｍｅリボヌクレオチドに加えて、またはその代わりに、本明細書の別の箇所に記載の他の
修飾を使用してもよい。例えば、終結オリゴヌクレオチドにＰＮＡまたはＬＮＡを含めて
もよい。例えば、Ｐｅｔｅｒｓｅｎら（２０００）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｒｅｃｏｇｎｉｔ．１３
，４４－５３参照。終結オリゴヌクレオチドは、典型的には、その３’末端に伸長を抑制
するブロック部分を含む。また、終結オリゴヌクレオチドには、ポリメラーゼによる新生
核酸鎖のさらなる伸長が終結されるように、オリゴヌクレオチドに連接されたタンパク質
またはペプチドを含めてもよい。終結オリゴヌクレオチドは、典型的には、少なくとも１
０塩基長であり、１５、２０、２５、３０、３５、４０、５０ヌクレオチド長またはそれ
以上まで伸長させてもよい。好適で好ましい終結オリゴヌクレオチドは、本明細書に記載
している。終結オリゴヌクレオチドは、典型的または必然的に３’ブロック部分を含むが
、「３’ブロックされた」オリゴヌクレオチドが、必ずしも終結オリゴヌクレオチドであ
るとは限らないことに注意されたい。本明細書において使用される他のオリゴヌクレオチ
ド（例えば、プロモーターオリゴヌクレオチドおよびキャッピングオリゴヌクレオチド）
も同様に、典型的または必然的に３’ブロックされている。
【０１３１】
　本明細書で用いる場合、「挿入配列」は、第１の領域（すなわち、鋳型結合部分）とプ
ロモーターオリゴヌクレオチドの第２の領域との間に配置される配列である。挿入配列は
好ましくは５～２０ヌクレオチド長、より好ましくは６～１８ヌクレオチド長、最も好ま
しくは６～１２ヌクレオチド長である。プロモーターオリゴヌクレオチドに挿入配列を含
めると、ＲＮＡ増幅産物が形成される速度が増大する。
【０１３２】
　「標的捕捉」は、本明細書で用いる場合、すべてまたは実質的にすべての非ハイブリダ
イズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーならびに反応混合物中の任意の他の核酸試薬、非標
的核酸、非ハイブリダイズ標的核酸または非核酸成分が除去されるのに有効な任意の手法
を包含する。一般的に、標的捕捉は、標的ポリヌクレオチドを固相支持体上（磁気的誘引
性粒子など）に捕捉することを伴い、標的ポリヌクレオチド精製手順の１回以上の洗浄工
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程中、標的ポリヌクレオチドは固相支持体によって保持される。このようにして、標的ポ
リヌクレオチドは、任意の後続の分析工程の前に、非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕
捉オリゴマーならびに任意の他の核酸試薬、非標的核酸、非ハイブリダイズ標的核酸また
は非核酸成分から実質的に精製される。数多くの標的捕捉方法が知られており、本明細書
に記載の方法との使用に適している。
【０１３３】
　例えば、米国特許出願公開ＵＳ２００６００６８４１７　Ａ１に記載された具体例とな
るアプローチの一例では、少なくとも１種類の捕捉プローブオリゴヌクレオチドが使用さ
れ、該捕捉プローブオリゴヌクレオチドは、標的相補領域と、捕捉支持体上の固定化プロ
ーブに標的核酸を連接させる特異的結合ペアのメンバーとを含み、したがって、試料中の
他の試料成分から分離された捕捉ハイブリッドが形成される。具体例となる別の方法、Ｗ
ｅｉｓｂｕｒｇら、米国特許第６，１１０，６７８号には、捕捉プローブおよび２つの異
なるハイブリダイゼーション条件（好ましくは温度のみが異なる）を使用することにより
、試料中の標的ポリヌクレオチドを、固定化プローブが結合された固相支持体上（磁気的
誘引性粒子など）に捕捉するための方法が記載されている。この２つのハイブリダイゼー
ション条件により、ハイブリダイゼーションの順序が制御され、第１のハイブリダイゼー
ション条件では、この場合、標的ポリヌクレオチドへの捕捉プローブのハイブリダイゼー
ションが可能であり、第２のハイブリダイゼーション条件では、固定化プローブへの捕捉
プローブのハイブリダイゼーションが可能である。該方法は、捕捉された標的ポリヌクレ
オチドまたは増幅標的ポリヌクレオチドを検出することにより、試料中の標的ポリヌクレ
オチドの存在を検出するために使用され得る。具体例となる別の標的捕捉手法は、標的ポ
リヌクレオチドの存在を捕捉するため、および検出するためのハイブリダイゼーションサ
ンドイッチ手法を伴う。Ｒａｎｋｉら、米国特許第４，４８６，５３９号参照。該手法は
、固相支持体に結合されたプローブによる標的ポリヌクレオチドの捕捉、および捕捉され
た標的ポリヌクレオチドに対する検出プローブのハイブリダイゼーションを伴う。標的核
酸にハイブリダイズされていない検出プローブは固相支持体から容易に洗い流され、した
がって、試料中に最初に存在していた標的ポリヌクレオチドと結合している標識が残留す
る。
【０１３４】
　具体例となる別の標的捕捉手法は、標的核酸と、固相支持体上に固定されたポリヌクレ
オチドとの両方にハイブリダイズするメディエーターポリヌクレオチドを使用する方法を
伴う。Ｓｔａｂｉｎｓｋｙ，米国特許第４，７５１，１７７号参照。メディエーターポリ
ヌクレオチドは、標的ポリヌクレオチドを固相支持体に連接させて、結合された状態の標
的をもたらす。標識プローブが、該結合された状態の標的にハイブリダイズされ得、未結
合の標識プローブ（ｐｒｏ）は、固相支持体から洗い流すことができる。具体例となるま
た別の標的捕捉手法は、標的ポリヌクレオチドを検出するための方法が記載されたＥｎｇ
ｌｅｌｈａｒｄｔ、米国特許第５，２８８，６０９号に開示されたものである。該方法は
、標的と同じまたは反対の鎖に相補的な２つの単鎖ポリヌクレオチドセグメントを使用し
、標的ポリヌクレオチドとの二重ハイブリッドの形成をもたらすものである。一実施形態
において、該ハイブリッドは支持体上に捕捉される。
【０１３５】
　具体例となる別の標的捕捉手法において、核酸を検出するための方法およびキットは、
特異的結合パートナーで標識されたオリゴヌクレオチドプライマーを使用し、プライマー
およびプライマー伸長産物を固定化するものである。Ｂｕｒｄｉｃｋら、欧州特許出願公
開第０　３７０　６９４　Ａ２号参照。該標識は、固相支持体に結合されたその受容体と
特異的に複合体を形成する。上記の捕捉手法は単なる例示にすぎず、限定されない。実際
、標的核酸配列との不活化可能型標的捕捉オリゴマーのハイブリダイゼーション後であっ
て標的核酸配列の下流分析（例えば、増幅）前に、すべてまたは実質的にすべての非ハイ
ブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーが除去されるのに有効であれば、当業者に利
用可能な本質的に任意の手法が使用され得る。
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【０１３６】
　用語「不活化可能型標的捕捉オリゴマー」とは、標的核酸に選択的にハイブリダイズす
ることができる能力を有するオリゴヌクレオチドをいう。本発明の不活化可能型標的捕捉
オリゴマーは、好ましくは、標的ハイブリダイズ領域、タグ閉鎖領域および結合ペアメン
バーを含む。これらの領域の２つ以上が連続核酸配列として連接され得る。あるいはまた
、任意の２つの領域が非ヌクレオチドリンカーを用いて連接され得る。あるいはまたさら
に、タグ閉鎖配列は独立型分子であってもよい。隣接して連接された領域およびメンバー
は、好ましさに応じて５’→３’または３’→５’に構成され得る。非ヌクレオチドリン
カーを用いて該領域が連接される場合、さらに、５’→５’または３’→３’の向きが含
まれ得る。好ましくは、該領域は、連続核酸配列として連接され、標的ハイブリダイズ領
域は、その３’末端でタグ閉鎖領域の５’末端に連接され、タグ閉鎖領域は、その３’末
端で結合ペアメンバーに連接される。結合ペアメンバーが核酸配列領域である場合、タグ
閉鎖領域は、その３’末端で結合ペアメンバーの５’末端に連接される。別の一例の向き
では、標的ハイブリダイズ領域は、その５’末端でタグ閉鎖領域の３’末端に連接され、
タグ閉鎖領域は、その５’末端で結合ペアメンバーに連接され、これは、結合ペアメンバ
ーが核酸配列領域である場合、タグ閉鎖領域は、その５’末端で結合ペアメンバーの３’
末端に連接される。結合ペアメンバーが非核酸配列である場合、これは、例えば、核酸タ
グ閉鎖領域に共有結合され得る（例えば、図２４～２５参照）。核酸領域の連結および核
酸への非核酸部分の連結のための組成物および方法は、当該技術分野で知られている。不
活化可能型標的捕捉オリゴマーの他の配置では、両末端のうちの一端上において結合ペア
メンバーに連接された標的領域が提供され、タグ閉鎖領域は独立型分子であるか、または
リンカーによって、結合ペアメンバーに連接された末端と反対側にある標的捕捉領域の一
端に連接される（例えば、図２２～２３）。本質的に、結合ペアメンバーとタグ閉鎖領域
とは、標的ハイブリダイズ領域の対向する末端に結合される。
【０１３７】
　本発明の不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、一定の特定の条件下で、活性な立体配置
および不活性な立体配置がもたらされるように構成される。したがって、タグ閉鎖領域は
、標的ハイブリダイズ領域が標的核酸配列と安定的にハイブリダイズする第１の組の条件
下で、このタグ閉鎖領域が、標的核酸または試料中に存在していると思われる任意の公知
の非標的核酸配列もしくは夾雑核酸配列と安定的にハイブリダイズしないように構成され
る。しかしながら、第２の組の条件下では、タグ閉鎖領域は、標的ハイブリダイズ領域と
ハイブリダイズし、それにより、不活化された不活化可能型標的捕捉オリゴマーと任意の
非標的核酸配列または夾雑核酸配列とのさらなるハイブリダイゼーションが抑制される。
好ましくは、活性な立体配置および不活性な立体配置は、それぞれ、線状またはヘアピン
立体配置である。しかしながら、タグ閉鎖領域が標的ハイブリダイズ領域および結合ペア
メンバーの分子とは独立した分子である実施形態では、これらの２種類の独立型分子につ
いて、該分子が解離された場合およびハイブリダイズされた場合で、それぞれ、活性な立
体配置および不活性な立体配置が生じる。好ましくは、不活性な不活化可能型標的捕捉オ
リゴマーを形成するヘアピン立体配置は、タグ閉鎖領域と標的ハイブリダイズ領域の一部
分とが一緒にハイブリダイズし、それにより、標的ハイブリダイズ領域が反応混合物中の
核酸とさらにハイブリダイズすることが阻止される自己ハイブリダイゼーション事象を含
む。あるいはまた、結合ペアメンバーおよびタグ閉鎖領域が標的ハイブリダイズ領域の対
向する末端に連接される配置では、不活化された立体配置はなお、タグ閉鎖領域と標的ハ
イブリダイズ領域の一部分とが一緒にハイブリダイズし、それにより、標的ハイブリダイ
ズ領域が反応混合物中の核酸とさらにハイブリダイズすることが阻止されるヘアピン立体
配置である。タグ閉鎖領域が独立型の（ｄｉｓｃｒｅｅｔ）オリゴマーである立体配置で
は、該独立型閉鎖オリゴマーの標的ハイブリダイゼーション領域へのハイブリダイゼーシ
ョンにより、不活化可能型標的捕捉オリゴマーが不活化される。
【０１３８】
　好ましくは、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの結合ペアメンバーは実質的にホモポリ
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マーの核酸配列であり、これは、固相支持体の実質的にホモポリマーの核酸配列の第２結
合ペアメンバーに相補的である。したがって、該結合ペアのメンバーは相補的なポリヌク
レオチドであり、これらが安定な非特異的結合反応に参与する可能性は低い（例えば、同
様の長さのポリ（ｄＡ）およびポリ（ｄＴ）配列）。Ｗｅｉｓｂｕｒｇら、米国特許第６
，５３４，２７３号。非核酸結合ペアメンバーとしては、限定されないが、リガンド－ラ
イゲート（例えば、アビジン－ビオチン結合）が挙げられる。好ましい捕捉プローブは、
同じ条件下で、標的核酸および第２の固定化された結合ペアメンバーの両方に結合するが
、捕捉プローブは、標的ハイブリダイズ配列および第２の結合ペアメンバーが、異なる条
件下で、それぞれの対応物に結合するように設計され得る。このように、捕捉プローブは
、より有利な溶液中速度論下で最初に標的核酸に結合し、条件を調整した後、第１の結合
ペアメンバーが第２の結合ペアメンバーに結合することが可能になるように設計され得る
。
【０１３９】
　語句「タグ閉鎖配列」、「捕捉プローブ閉鎖配列」および「捕捉プローブ閉鎖オリゴヌ
クレオチド」とは、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列の一部分
に相補的なオリゴヌクレオチド配列をいう。タグ閉鎖配列の長さおよび配列は、標的核酸
への標的ハイブリダイズ配列の安定なハイブリダイゼーションを可能にする第１の組の条
件下で、タグ閉鎖配列が不活化可能型標的捕捉オリゴマーの標的ハイブリダイズ配列に安
定的にハイブリダイズしないように選択される。タグ閉鎖配列は、脱塩基ヌクレオチドま
たは標的ハイブリダイズ配列との塩基ミスマッチを含むものであってもよい。不活化可能
型標的捕捉オリゴマーが標的核酸にハイブリダイズしなければ、第２の組の低ストリンジ
ェント条件下で、タグ閉鎖配列が標的ハイブリダイズ配列に安定的にハイブリダイズし、
したがって、不活化可能型標的捕捉オリゴマーが「不活化される」、または非標的核酸お
よび夾雑核酸にハイブリダイズすることが阻止される（「閉鎖された捕捉プローブ」）。
本明細書に記載のように、タグ閉鎖配列は、独立型のオリゴヌクレオチドの形態であって
もよく、標的ハイブリダイズ配列の一端に連接されていてもよい。標的ハイブリダイズ配
列に連接される場合、連続ヌクレオチド配列として連接され得るか、または非ヌクレオチ
ドリンカーによって連接され得る。さらに、タグ閉鎖配列は標的ハイブリダイズ配列に、
結合ペアメンバーに連接された末端と反対の標的ハイブリダイズ配列の一端において連接
され得る。あるいはまた、タグ閉鎖は、標的ハイブリダイズ領域へ末端の一方で、結合ペ
アメンバーへ末端の他方で連接され得る。タグ閉鎖配列が独立型分子でない場合、不活化
可能型標的捕捉オリゴマーは、第２の組の条件下でヘアピン構造を形成する。不活化可能
型標的捕捉オリゴマーがプライマーによる伸長に使用され得る末端３’末端を有し、かか
る伸長が所望されない場合、該３’末端残基は、好ましくは、該末端残基からのＤＮＡ合
成の開始が抑制されるように修飾される（その３’末端に配置されるブロック部分の使用
が挙げられ得る）。不活化可能型標的捕捉オリゴマーがプライミングオリゴマーとしても
使用される一部の代替的な実施形態では、不活化可能型標的捕捉オリゴマーに、さらに、
第１の増幅産物内に特殊部位を導入するためのタグ領域を含めてもよい。後続の増幅では
、このタグ領域またはその相補体にハイブリダイズする増幅オリゴマーが使用され得る。
任意選択で、タグ領域は、タグ閉鎖領域と同じであってもよく、タグ閉鎖領域と重複して
いてもよい。不活化可能型標的捕捉オリゴマーが第２の組の条件下でヘアピン構造を形成
する場合、標的ハイブリダイズ配列は、好ましくはタグ閉鎖配列にハイブリダイズする。
タグ閉鎖配列は、少なくとも３塩基長であるが約２０塩基長以下であり、好ましくは少な
くとも５塩基長であるが２０塩基長以下であり、より好ましくは６～１４塩基長、さらに
より好ましくは６～９核酸塩基長である。
【０１４０】
　「プローブ」または「検出プローブ」により、検出しようとする標的配列の領域に一部
または完全に相補的な塩基配列を有し、ストリンジェントハイブリダイゼーション条件下
でハイブリダイズするようなオリゴヌクレオチドを含む分子を意図する。当業者には理解
されるように、プローブは、ヒトによる介入なしでは自然界に見られない形態の単離核酸
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分子またはその類似体を含む（例えば、外来核酸との組換え、単離またはある程度までの
精製）。検出プローブは、標的化される領域外のさらなるヌクレオシドまたは核酸塩基を
有するものであってもよいが、かかるヌクレオシドまたは核酸塩基は、ストリンジェント
ハイブリダイゼーション条件下でのハイブリダイゼーションに実質的に影響を及ぼさず、
検出プローブの場合は、標的核酸への優先的なハイブリダイゼーションを妨げないもので
あるものとする。また、標的捕捉配列（一般的に、ポリＡ、ポリＴまたはポリＵテイルな
どのホモポリマー区域）、プロモーター配列、ＲＮＡ転写のための結合部位、制限エンド
ヌクレアーゼ認識部位などの非相補体が含まれていてもよく、所望の二次または三次構造
（触媒活性部位またはヘアピン構造など）をプローブ、標的核酸または両方に付与する配
列が含まれていてもよい。検出プローブは、好ましくは少なくとも１種類の検出可能な標
識を含む。標識は、任意の適当な標識物質、例えば限定されないが、放射性同位体、酵素
、酵素補因子、酵素基質、色素、ハプテン、化学発光分子、蛍光分子、リン光性分子、電
気化学発光分子、発色団、記載の条件下で標的核酸に安定的にハイブリダイズすることが
できない塩基配列領域およびこれらの混合物であり得る。特に好ましい一実施形態におい
て、標識はアクリジニウムエステルである。また、プローブは、プローブが標的配列にハ
イブリダイズされたかどうかに応じて異なるシグナルを発する相互作用性標識を含むもの
であってもよい。相互作用性標識の例としては、酵素／基質、酵素／補因子、発光体／消
光物質、発光体／付加物、色素二量体、およびフォレスターエネルギー転移ペアが挙げら
れる。一部の特定のプローブは標識を含まないものであり；例えば、非標識捕捉プローブ
は、標的配列またはその複製を富化するために使用され得、次いで、これは第２の「検出
」プローブによって検出され得る。例えば、Ｗｅｉｓｂｕｒｇら、米国特許第６，５３４
，２７３号参照。検出プローブは典型的には標識されるが、一部の特定の検出手法ではプ
ローブの標識は必要とされない。例えば、Ｎｙｇｒｅｎら、米国特許第６，０６０，２３
７号参照。規定の配列のプローブは、当業者に公知の手法によって、例えば、化学合成、
組換え核酸分子からのインビトロもしくはインビボ発現などによって作製され得る。好ま
しくは、プローブは１０～１００ヌクレオチド長、より好ましくは１２～５０塩基長、さ
らにより好ましくは１８～３５塩基長である。
【０１４１】
　「安定な」または「検出に対して安定」により、反応混合物の温度が核酸二本鎖の融解
温度よりも少なくとも２℃低いことを意図する。反応混合物の温度は、より好ましくは、
核酸二本鎖の融解温度よりも少なくとも５℃低く、さらにより好ましくは、反応混合物の
融解温度よりも少なくとも１０℃低い。
【０１４２】
　「核酸の同一性」は、参照核酸の連続塩基領域と少なくとも８０％、９０％または１０
０％同一である連続塩基領域を含む核酸を意味する。短鎖核酸（例えば、本発明の一部の
特定のオリゴヌクレオチド）では、「クエリー」核酸のある塩基領域と参照核酸のある塩
基領域との同一性の程度は、手作業のアラインメントによって測定され得る。「同一性」
は、比較対象の核酸の糖鎖および主鎖領域に関係なく、窒素塩基の配列だけを比較するこ
とにより測定される。したがって、クエリー：参照塩基配列アラインメントは、ＤＮＡ：
ＤＮＡ、ＲＮＡ：ＲＮＡ、ＤＮＡ：ＲＮＡ、ＲＮＡ：ＤＮＡ、またはその任意の組合せも
しくはその類似体であり得る。対応するＲＮＡおよびＤＮＡの塩基配列は、Ｕ（ＲＮＡ内
）をＴ（ＤＮＡ）に変換することにより比較され得る。比較対象の２つの核酸配列間の差
としては、一方の配列と他方との比較におけるヌクレオチドの付加、欠失、置換および修
飾が挙げられ得る。
【０１４３】
　「鋳型」は、核酸ポリメラーゼによってコピーされる対象の核酸分子である。鋳型は、
ポリメラーゼに応じて単鎖、二本鎖または部分二本鎖であり得る。合成されたコピーは、
鋳型または二本鎖もしくは部分二本鎖鋳型の少なくとも一方の鎖に相補的である。ＲＮＡ
およびＤＮＡはともに、典型的には５’→３’方向に合成され、核酸二本鎖の２つの鎖は
、該２つの鎖の５’末端が該二本鎖の反対の末端に存在するように（また、必然的に３’
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末端もそうなるように）整列される。鋳型は標的配列を含み、場合によっては、二次プラ
イマー伸長産物（タグ配列またはプロモーター配列など）も含む。
【０１４４】
　「ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ」は、ＤＮＡ鋳型から相補ＤＮＡコピーを合成する
酵素である。例は、Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼ、ＰＣＲ増幅反応用の好熱性細菌Ｔｈｅ
ｒｍｕｓ　ａｑｕａｔｉｃｕｓ由来の高度に熱安定性のＤＮＡポリメラーゼ、Ｅ．ｃｏｌ
ｉ由来のＤＮＡポリメラーゼＩ、バクテリオファージＴ７　ＤＮＡポリメラーゼ、または
バクテリオファージＴ４、Ｐｈｉ－２９、Ｍ２もしくはＴ５由来のＤＮＡポリメラーゼで
ある。ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼは、細菌もしくはバクテリオファージから単離し
た天然に存在する酵素であってもよく、組換えにより発現させたものであってもよく、ま
たは一定の望ましい特性（例えば、熱安定性、または種々の修飾鋳型を認識する能力もし
くは該修飾鋳型からＤＮＡ鎖を合成する能力）を有するように操作された修飾または「進
化」させた形態であってもよい。既知のすべてのＤＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼは、合
成を開始するために相補的なプライマーが必要とされる。適当な条件下において、ＤＮＡ
依存性ＤＮＡポリメラーゼによりＲＮＡ鋳型から相補ＤＮＡコピーが合成され得ることが
わかっている。また、ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ（後述）も典型的には、ＤＮＡ依
存性ＤＮＡポリメラーゼ活性を有する。かかるポリメラーゼの一例は、ＭａｓｔｅｒＡｍ
ｐＴＭＴｔｈ　ＤＮＡ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅであり、これは、ＤＮＡ依存性ＤＮＡポリ
メラーゼ活性とＲＮＡ依存性（すなわち逆転写酵素）ＤＮＡポリメラーゼ活性との両方を
有し、ＰＣＲ増幅反応とＲＴ－ＰＣＲ増幅反応との両方に使用され得る（Ｅｐｉｃｅｎｔ
ｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）。
【０１４５】
　「ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ」または「転写酵素」は、プロモーター配列（通常
、二本鎖である）を有する二本鎖または部分二本鎖ＤＮＡ分子から複数のＲＮＡコピーを
合成する酵素である。ＲＮＡ分子（「転写物」）は５’→３’方向に合成され、プロモー
ターのすぐ下流の特定の位置から開始される。転写酵素の例は、Ｅ．ｃｏｌｉならびにバ
クテリオファージＴ７、Ｔ３およびＳＰ６由来のＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼである
。
【０１４６】
　「ＲＮＡ依存性ＤＮＡポリメラーゼ」または「逆転写酵素」（「ＲＴ」）は、ＲＮＡ鋳
型から相補ＤＮＡコピーを合成する酵素である。また、既知のすべての逆転写酵素もＤＮ
Ａ鋳型から相補ＤＮＡコピーを作製する能力を有する。したがって、ＲＮＡ依存性でもあ
りＤＮＡ依存性でもあるＤＮＡポリメラーゼである。また、ＲＴはＲＮＡｓｅ　Ｈ活性も
有し得る。モロニー（Ｍａｌｏｎｅｙ）マウス白血病ウイルス由来の逆転写酵素（ＭＭＬ
Ｖ－ＲＴ）が好ましい。ＲＮＡ鋳型およびＤＮＡ鋳型どちらの場合も、合成の開始にはプ
ライマーが必要とされる。
【０１４７】
　本明細書で用いる場合、「選択的ＲＮＡｓｅ」は、ＲＮＡ：ＤＮＡ二本鎖のＲＮＡ部分
を分解するが、単鎖ＲＮＡ、二本鎖ＲＮＡまたはＤＮＡは分解しない酵素である。例示的
な選択的ＲＮＡｓｅはＲＮＡｓｅ　Ｈである。同じまたは類似した活性を有するＲＮＡｓ
ｅ　Ｈ以外の酵素もまた、本発明において想定される。選択的ＲＮＡｓｅは、エンドヌク
レアーゼまたはエキソヌクレアーゼであり得る。ほとんどの逆転写酵素は、ポリメラーゼ
活性に加えてＲＮＡｓｅ　Ｈ活性も含む。しかしながら、ポリメラーゼ活性を伴わないＲ
ＮＡｓｅ　Ｈの他の供給源も利用可能である。該分解により、ＲＮＡ：ＤＮＡ複合体から
のＲＮＡの分離がもたらされ得る。あるいはまた、選択的ＲＮＡｓｅは、ＲＮＡの諸部分
が融解して離れるように、または酵素によってＲＮＡの諸部分が解かれることが可能とな
るように、ＲＮＡを種々の位置で単に切断し得る。本発明のＲＮＡ標的配列またはＲＮＡ
産物を選択的に分解する他の酵素は、当業者には容易に認識される。
【０１４８】
　センス／アンチセンス鎖（１つまたは複数）：核酸合成の論考は、核酸二本鎖の２つの
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相補鎖を命名した用語を採用することにより、大きく単純化および明確化されている。従
来より、タンパク質または構造的ＲＮＡを生成させるために使用する配列をコードする鎖
が「センス（＋）」鎖と指定され、その相補体が「アンチセンス（－）」鎖と指定される
。現在、多くの場合で、両鎖とも機能的であり、そのため、一方を「センス」および他方
を「アンチセンス」とする割り当ての指定は自由裁量となっていることが知られている。
それでもなお、該用語は、核酸の配列の向きの指定に有用であり得、本明細書においてこ
の目的で使用している場合があり得る。
【０１４９】
　用語「特異性」は、選択的なハイブリダイゼーションおよび捕捉系との関連において、
または増幅系との関連において、本明細書では、配列およびアッセイ条件に応じて標的配
列と非標的配列とを識別する系の能力を表す特徴をいうために用いる。選択的な標的核酸
（ｎｕｃｌｅｉｃ）ハイブリダイゼーションおよび捕捉に関して、特異性とは、本明細書
において論考するように、一般的には、ハイブリダイズされ捕捉された非標的核酸および
夾雑核酸の数に対するハイブリダイズされ捕捉された標的核酸の数の比をいう。核酸増幅
に関しては、特異性とは、本明細書において論考するように、一般的には、副生成物の数
に対する生成された特定のアンプリコンの数の比（すなわち、ノイズ対シグナル比）をい
う。
【０１５０】
　用語「感度」は、本明細書において、核酸増幅反応が検出または定量され得る精度をい
うために用いる。増幅反応の感度は、一般的に、増幅系において信頼性を伴って検出され
得る標的核酸の最小コピー数の尺度であり、多くの場合、例えば、使用される検出アッセ
イ、ならびに捕捉および増幅反応の特異性（例えば、副生成物または非標的／夾雑物の増
幅反応）に依存する。
【０１５１】
　「バイオプロセス」とは、本明細書で用いる場合、一般的に、生細胞またはその成分が
意図的または非意図的のいずれかで存在している任意のプロセスをいう。例えば、１種類
以上の試料または試料ストリームが使用され、その少なくとも１種類が生細胞もしくはそ
の成分を含むか、または非意図的夾雑の結果としてかかる細胞もしくは成分を含むことに
なり得る、本質的に任意の製造プロセスまたは他のプロセスがバイオプロセスとみなされ
る。かかるプロセスの多くにおいて、プロセス内の生細胞またはその成分の存在および／
または供給源を検出、特定および／または制御する能力があることが望ましい。本発明の
組成物、キットおよび方法を使用すると、例えば、１種類以上のバイオプロセス試料また
はストリーム中において、微生物もしくは他の生物学的物質またはその成分が夾雑するこ
とがわかっているかまたは夾雑すると思われるバイオプロセス由来の標的核酸の存在およ
び／または供給源がモニタリングされ得る。また、本明細書に示した本発明の方法を使用
すると、バイオプロセスの一部の特定の試料／ストリームにおいて、精製／滅菌の必要性
が好都合に低減され得る。
【０１５２】
　上記のように、本発明は、一般的に、標的核酸への不活化可能型標的捕捉オリゴマーの
選択的ハイブリダイゼーションのための組成物、キットおよび方法に関する。不活化可能
型標的捕捉オリゴマーの活性形態は、第１の組の条件下で標的核酸に選択的にハイブリダ
イズする。非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オリゴマーは、第２の組の条件下で不
活化される。不活化可能型標的捕捉オリゴマーの不活化（ｉｎ　ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ）
により、反応混合物中に存在する任意の非標的核酸または夾雑核酸への捕捉プローブの非
特異的結合が実質的に低減または排除される。さらに、不活化可能型標的捕捉オリゴマー
および標的核酸を含むハイブリダイゼーション複合体が提供されたら、これは、例えば、
相補的な第２結合ペアメンバーを含む固相支持体を提供することにより捕捉され得る。選
択的にハイブリダイズされた核酸は、次いで、下流分析（核酸増幅など）に利用可能であ
る。このように、非標的核酸および／または夾雑核酸が実質的に低減または排除され、そ
れにより後続の分析の改善がもたらされる。例えば、下流分析が標的核酸の増幅および検
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出である場合、増幅反応において使用される１種類以上の試薬、試料または構成要素に存
在し得る、あるいは増幅反応が行なわれる環境内に存在し得る夾雑核酸物質に起因する偽
陽性増幅シグナルの低減または排除がみられる。さらに、本発明は、後続の分析反応に使
用される酵素、他の試薬、実験器具、および反応環境が、偽陽性結果をもたらし得る細菌
および他の核酸による夾雑を含まない状態を確保するために慣用的に必要とされるものよ
りも、低いストリンジェントの精製および／または無菌性についての少ない労力しか必要
としないという利点を提供する。したがって、本発明の方法は、さまざまな試料（例えば
、典型的には、非標的核酸および／または夾雑核酸により結果の減損がみられることがわ
かっているもの）の標的核酸の検出、モニタリングおよび／または定量に特に有用である
。増幅反応は、核酸ポリメラーゼの存在下で伸長され得る鋳型結合プライミングオリゴヌ
クレオチドを必要とする本質的に任意の増幅手順であり得る。
【０１５３】
　図２６および２７は、標的核酸の選択的ハイブリダイゼーション（図２６）および捕捉
（図２７）の例示的な説明図である。図２７には、さらに、任意選択的な洗浄工程を示し
ている。また、これらの図には、異種増幅オリゴマーおよび終結オリゴマーを含めて示し
ているが、任意選択である。そのため、これらの図２６～２７の例示的な説明図は、下流
増幅反応（例えば限定されないが、図１、３Ａ～Ｂ、５、７および９に示したもの）のた
めのものである。本発明の組成物、キットおよび方法は、下流増幅反応のために標的核酸
をハイブリダイズおよび捕捉することに限定されない。
【０１５４】
　図２６において、工程Ａは、標的ハイブリダイズ領域、タグ閉鎖領域および結合ペアメ
ンバーを含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーを示す。不活化可能型標的捕捉オリゴマー
は閉鎖された立体配置で示されている。また、工程Ａには、プライマー、終結オリゴマー
および標的核酸も示している。好ましくは（必ずしもそうでなくてもよいが）、プライマ
ーメンバーはタグ配列（図示せず）を含み、そのため異種増幅オリゴマーである。「ｍ」
および「ｎ」の表示は、それぞれ、これらの成分および標的核酸のコピー数を表す。次い
で、工程Ｂにおいて、不活化可能型標的捕捉オリゴマーが活性な立体配置となるような第
１の条件を得る。この第１の条件は、活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマー、プライマ
ーおよび終結オリゴマーが標的核酸にハイブリダイズし、プレアニーリング複合体が形成
されるのに充分にストリンジェントである。ステップＣ。反応において形成されるプレア
ニーリング複合体の数は、添加された成分、標的が少ないため、および／または他の制限
要因のため限定的である。ここで、形成された複合体の数を「ｏ」表示で示す。したがっ
て、ステップＣは、ハイブリダイズされていない活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマー
、プライマーおよび終結オリゴマーがｍ－ｏの量で存在している一方で、過剰の標的核酸
がｎ－ｏの量で存在していることを示し、ここで、ｏ＞ｍの場合、量は０であり、ｏ＞ｎ
の場合、量は０である。当業者には、かかる反応液が過剰の成分または標的を有すること
があり得ることは理解される。次に、あらゆる非ハイブリダイズ不活化可能型標的捕捉オ
リゴマーを不活化し、それにより、非標的核酸または夾雑核酸にハイブリダイズする能力
を実質的に低減または排除するための第２の組の条件を得る；ステップＤ。プライマーオ
リゴマーを含み、該プライマーオリゴマーが異種増幅オリゴマーである反応液では、この
ような第２の条件下で同様の不活化事象が起こり得る。
【０１５５】
　図２７は、相補的な第２結合ペアメンバーを含む固相支持体の添加を示す；ステップＡ
。当業者には、第２結合ペアメンバーを含む固相支持体を用いた核酸の捕捉が理解される
。好ましい実施形態において、固相支持体は、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの結合ペ
アメンバーに相補的な実質的にホモポリマーの結合ペアメンバーを含む磁気ビーズである
。ステップＢでは、図２６のステップＤで形成されたプレアニーリング複合体が、さらに
、第２の結合ペアメンバーを含む固相支持体と複合体を形成する。好ましくは、この時点
で、不活性な不活化可能型標的捕捉オリゴマー、非ハイブリダイズプライマーおよび終結
オリゴマーおよびあらゆる非ハイブリダイズ標的核酸は、捕捉された複合体から一連の洗
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浄およびすすぎ工程において除去される。さらに、反応混合物中の任意の非標的核酸また
は夾雑核酸は、反応液から洗浄／すすぎ工程によって除去される。したがって、Ｃに、不
活化された不活化可能型標的捕捉オリゴマー、非ハイブリダイズプライマーおよび終結オ
リゴマーおよびあらゆる非ハイブリダイズ標的核酸から単離した捕捉された複合体を示す
。次いで、捕捉された標的核酸は下流手順において使用される。図２６および２７に示し
た例では、捕捉された標的核酸は増幅反応のための成分を含む。したがって、図示した捕
捉された標的核酸は、例えば、図１、３Ａ、５、７または９のいずれか１つの工程１へと
溶出され得る。あるいはまた、ポリメラーゼが図２７のステップの１つにおいて添加され
、標的核酸の相補的なコピーが合成され、それにより、標的に相補的であり、かつプライ
マーメンバーの配列が組み込まれた核酸鎖が得られ得る。該プライマーメンバーが異種増
幅オリゴマーである実施形態では、さらに、タグ配列が新生配列内に組み込まれる。この
ような場合、捕捉された標的核酸およびタグ配列を含む相補鎖は、例えば、図１のステッ
プ３、図３Ａのステップ３、図５のステップ５、図７のステップ５、または図９のステッ
プ３へと溶出され得る。かかるものは単なる例示であり、本発明を限定しない。
【０１５６】
　本明細書を入手した当業者には、本発明の組成物、キットおよび方法は、増幅反応であ
る下流分析に限定されないことが理解される。また、さらに、下流分析が増幅反応である
場合、本発明は、本明細書において図示および例示した反応の型および工程の順序に限定
されない。以下に、さらに、例示的な下流増幅反応の一例を示す。
【０１５７】
　図１は、逆転写媒介性増幅（ｒＴＭＡ）（その種々の態様は、Ｂｅｃｋｅｒら、米国特
許出願公開Ｕ．Ｓ．２００６－００４６２６５　Ａ１に開示されている）として知られて
いる等温型の転写による増幅反応の適合例を示す。具体例となるこの実施形態の反応は、
核酸試料中のＲＮＡ標的配列が、タグ化プライミングオリゴヌクレオチド（異種増幅オリ
ゴマーとも称する）と終結オリゴヌクレオチドとの両方で処理されることにより開始され
る。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、標的配列の３’末端にハイブリダイズす
る標的ハイブリダイズ配列と、標的ハイブリダイズ配列の５’側に配置されたタグ配列（
ｔａｇ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）（タグ配列（ｔａｇｓ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）とも称する）と
を含む。終結オリゴヌクレオチドは標的配列を含む標的核酸に、標的配列の５’末端付近
でハイブリダイズする。終結オリゴヌクレオチドは、タグ化プライミングオリゴヌクレオ
チドを含む新生核酸のプライマー伸長を終結させるために使用される。したがって、標的
核酸は、プライマー伸長反応が開始される前に、標的配列の３’末端においてタグ化プラ
イミングオリゴヌクレオチドと、および標的配列の５’末端に隣接して、またはその近傍
に配置された終結オリゴヌクレオチドと安定な複合体を形成する。図１，ステップ１参照
。非ハイブリダイズタグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、好ましくは、タグ化プラ
イミングオリゴヌクレオチドによるプライマー伸長反応が開始される前に、好ましくは、
非ハイブリダイズタグ化プライミングオリゴヌクレオチドが核酸試料から不活化および／
または除去されることにより、標的配列へのハイブリダイゼーションに利用不可能となる
。次いで、ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、逆転写酵素）によるハイブリダイズされたタグ
化プライミングオリゴヌクレオチドの３’末端からの伸長反応が開始され、タグ配列と標
的配列に相補的な領域とを含む第１のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図１，ス
テップ２および３参照。次いで、第１のＤＮＡプライマー伸長産物は標的配列から、標的
配列を選択的に分解する酵素（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用いて分離される。図１
，ステップ４参照。
【０１５８】
　次に、第１のＤＮＡプライマー伸長産物を、ハイブリダイズ配列とハイブリダイズ配列
の５’側に配置されたＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーターとを有するプロモーター
オリゴヌクレオチドで処理する。ハイブリダイズ配列は、標的配列の３’末端に相補的な
第１のＤＮＡプライマー伸長産物の領域にハイブリダイズし、それにより、プロモーター
オリゴヌクレオチド：第１のＤＮＡプライマー伸長産物ハイブリッドが形成される。図示
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した反応では、プロモーターオリゴヌクレオチドは、好ましくは、ブロック部分をプロモ
ーターオリゴヌクレオチドの３’末端に配置することにより（例えば、３’→５’の向き
を有するヌクレオチド配列）、ＤＮＡ合成の開始が抑制されるように修飾されている。図
１，ステップ５参照。第１のＤＮＡプライマー伸長産物の３’末端は、好ましくは、プロ
モーターに相補的な配列が付加され、二本鎖プロモーター配列の形成がもたらされるよう
に伸長させる。図１，ステップ６および７参照。次いで、第１のＤＮＡプライマー伸長産
物の少なくとも一部分に相補的で、プロモーター部分を含まない第１のＲＮＡ産物の複数
コピーが、該二本鎖プロモーターを認識し、該二本鎖プロモーターからの転写を開始させ
るＲＮＡポリメラーゼを用いて転写される。図１，ステップ８および９参照。その結果、
第１のＲＮＡ産物の塩基配列は、標的配列の塩基配列および工程１～３で異種増幅オリゴ
マーによってもたらされるタグ配列の相補体と実質的に同一である。
【０１５９】
　異種増幅オリゴマーを使用する増幅反応では、後続の増幅ラウンドにおいて、タグ配列
にハイブリダイズする増幅オリゴマーを含めることにより、この組込みタグ配列を利用す
ることができる。タグ配列は、標的核酸配列ならびに非標的核酸および夾雑核酸と思われ
る核酸配列を含む反応ミックスの核酸環境と比べて特殊な核酸配列であるため、後続の増
幅ラウンドは、標的核酸配列に対して実質的に限定または排他的である。図１において、
第１のＲＮＡ産物は、タグ配列の相補体にハイブリダイズしてプライミングオリゴヌクレ
オチド：第１のＲＮＡ産物ハイブリッドを形成するプライミングオリゴヌクレオチドで処
理され、プライミングオリゴヌクレオチドの３’末端はＤＮＡポリメラーゼによって伸長
され、第１のＲＮＡ産物に相補的な第２のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図１
，ステップ１０～１２参照。次いで、第２のＤＮＡプライマー伸長産物は第１のＲＮＡ産
物から、第１のＲＮＡ産物を選択的に分解する酵素（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用
いて分離される。図１，ステップ１３参照。
【０１６０】
　第２のＤＮＡプライマー伸長産物は、第２のＤＮＡプライマー伸長産物の３’末端にハ
イブリダイズしてプロモーターオリゴヌクレオチド：第２のＤＮＡプライマー伸長産物ハ
イブリッドを形成するプロモーターオリゴヌクレオチドで処理される。図１，ステップ１
４参照。プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のＤＮＡプライマー伸長産物ハイブリッ
ドは、次いで、図１のステップ６において再び増幅サイクルに参与し、二本鎖プロモータ
ーからの転写が開始され、サイクルが継続される。
【０１６１】
　図３Ａ～Ｂは、転写媒介性増幅（ＴＭＡ）（その種々の態様は、Ｋａｃｉａｎら、米国
特許第５，３９９，４９１号および同第５，８２４，５１８号に開示されている）と称さ
れる等温型の転写による増幅反応の適合例を示す。具体例となるこの実施形態の反応は、
核酸試料中のＲＮＡ標的配列が、プロモーター領域を含む異種増幅オリゴマー（すなわち
、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチド）で処理されることにより開始される。したが
って、タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドは、タグ配列、標的ハイブリダイズ配列、
およびＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーター配列を含み、該標的ハイブリダイズ配列
は、標的配列の３’末端にハイブリダイズする。標的配列は、プライマー伸長反応が開始
される前に、標的配列の３’末端においてタグ化プロモーターオリゴヌクレオチドと安定
な複合体を形成する。図３Ａ，ステップ１参照。プロモーター配列はタグ配列の５’側に
配置され、タグ配列は標的ハイブリダイズ配列の５’側に配置される。非ハイブリダイズ
タグ化プロモーターオリゴヌクレオチドは、好ましくは、タグ化プライミングオリゴヌク
レオチドによるプライマー伸長反応が開始される前に、好ましくは、非ハイブリダイズタ
グ化プライミングオリゴヌクレオチドが核酸試料から不活化および／または除去されるこ
とにより、標的配列へのハイブリダイゼーションに利用不可能となる。次いで、ＤＮＡポ
リメラーゼ（例えば、逆転写酵素）によるタグ化プロモーターオリゴヌクレオチドの３’
末端からの伸長反応が開始され、タグとプロモーターの配列および標的配列に相補的な領
域を含む第１のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図１，ステップ２および３参照



(52) JP 6014649 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

。次いで、第１のＤＮＡプライマー伸長産物は、ハイブリダイズしている標的配列から、
第１のＤＮＡプライマー伸長産物にハイブリダイズされた標的配列部分を選択的に分解す
る酵素（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用いて分離される。図３Ａ，ステップ４参照。
【０１６２】
　次に、第１のＤＮＡプライマー伸長産物を、標的配列の５’末端に相補的な第１のＤＮ
Ａプライマー伸長産物の領域にハイブリダイズし、それによりプライミングオリゴヌクレ
オチド：第１のＤＮＡプライマー伸長産物ハイブリッドを形成するプライミングオリゴヌ
クレオチドで処理する。図３Ａ，ステップ５参照。プライミングオリゴヌクレオチドの３
’末端はＤＮＡポリメラーゼによって伸長され、第１のＤＮＡプライマー伸長産物の少な
くとも一部分に相補的で、かつ二本鎖プロモーター配列を含む第２のＤＮＡプライマー伸
長産物が生成される。図３Ａ，ステップ６および７参照。この第２のＤＮＡプライマー伸
長産物は、該二本鎖プロモーターを認識し、該二本鎖プロモーターからの転写を開始させ
るＲＮＡポリメラーゼを用いて、第２のＤＮＡプライマー伸長産物に相補的だがプロモー
ター部分を含まない第１のＲＮＡ産物の複数コピーの転写を行なうための鋳型として使用
される。図３Ａ～Ｂ，ステップ８および９参照。第１のＲＮＡ産物の塩基配列は、標的配
列の相補体の塩基配列およびタグ配列と実質的に同一であり、それにより、後続の増幅オ
リゴマーが結合するためのタグ配列が提供される。
【０１６３】
　第１のＲＮＡ産物はプライミングオリゴヌクレオチドで処理され、プライミングオリゴ
ヌクレオチドの３’末端はＤＮＡポリメラーゼによって伸長され、第１のＲＮＡ産物に相
補的な第３のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図３Ｂ，ステップ１０～１２参照
。次いで、第３のＤＮＡプライマー伸長産物は第１のＲＮＡ産物から、第１のＲＮＡ産物
を選択的に分解する酵素（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用いて分離される。図３Ｂ，
ステップ１３参照。第３のＤＮＡプライマー伸長産物を、タグ配列の相補体に第３のＤＮ
Ａプライマー伸長産物の３’末端においてハイブリダイズし、さらに、５’側に配置され
たＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーターを含むハイブリダイズ配列を有するプロモー
ターオリゴヌクレオチドで処理する。図３Ｂ，ステップ１４参照。第３のＤＮＡプライマ
ー伸長産物の３’末端は、プロモーター配列に相補的な配列が付加されるように伸長させ
る。図３Ｂ，ステップ１５参照。プロモーターオリゴヌクレオチドの３’末端はＤＮＡポ
リメラーゼによって伸長され、第３のＤＮＡプライマー伸長産物に相補的な第４のＤＮＡ
プライマー伸長産物が生成される。図３Ｂ，ステップ１６参照。第３のＤＮＡプライマー
伸長産物に相補的で、プロモーター部分を含まない第２のＲＮＡ産物の複数コピーが、該
二本鎖プロモーターから転写され、図３Ｂのステップ９において再び増幅サイクルに参与
する。第２のＲＮＡ産物の塩基配列は、タグ配列の塩基配列および標的配列の相補体と実
質的に同一である。
【０１６４】
　図５は、ＤＮＡ標的配列を増幅するためのｒＴＭＡ増幅反応（その種々の態様は、Ｂｅ
ｃｋｅｒら、米国特許出願公開Ｕ．Ｓ．２００７－０２０２５２３Ａ１に開示されている
）の適合例を示す。具体例となるこの実施形態の反応は、核酸試料中のＤＮＡ標的配列が
、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドで処理されるこ
とにより開始される。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、標的配列の３’末端に
ハイブリダイズされる標的ハイブリダイズ配列と、標的ハイブリダイズ配列の５’側に配
置されたタグ配列とを含む。標的ハイブリダイズ配列は、好ましくは単鎖形態の標的配列
にハイブリダイズするものであるが、鎖侵入（これは、例えば、ＤＮＡブリージング（例
えば、ＡＴリッチ領域）、低塩条件ならびに／またはＤＭＳＯおよび／もしくは浸透圧調
整物質（ベタインなど）の使用によって助長され得る）によって標的配列の二本鎖形態に
ハイブリダイズするものであってもよい。標的配列は、好ましくは、核酸試料の加熱によ
って単鎖にする。終結オリゴヌクレオチドは、標的配列を含む標的核酸の領域に、標的配
列の５’末端付近でハイブリダイズする。終結オリゴヌクレオチドは、タグ化プライミン
グオリゴヌクレオチドを含む新生核酸のプライマー伸長を終結させるために使用される。
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したがって、標的核酸は、標的配列の３’末端においてタグ化プライミングオリゴヌクレ
オチドと、および標的配列の５’末端に隣接して、またはその近傍に配置された終結オリ
ゴヌクレオチドと安定な複合体を形成する。図５，ステップ１～３参照。非ハイブリダイ
ズタグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドに
よるプライマー伸長反応が開始される前に、標的配列へのハイブリダイゼーションに利用
不可能となる。次いで、ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、逆転写酵素）によるタグ化プライ
ミングオリゴヌクレオチドの３’末端からの伸長反応が開始され、タグ配列と標的配列に
相補的な領域とを含む第１のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図５，ステップ４
および５参照。
【０１６５】
　核酸試料は、さらにディスプレーサーオリゴヌクレオチドで処理される。ディスプレー
サーオリゴヌクレオチドはタグ化オリゴヌクレオチド上流の標的核酸に、プライマー伸長
反応がそこから開始される得るようにハイブリダイズし、その結果、ＤＮＡポリメラーゼ
によってディスプレーサーオリゴヌクレオチドの３’末端が伸長されると、第１のＤＮＡ
プライマー伸長産物が剥離される。図５，ステップ６～８参照。図示した工程の順序は、
この実施形態の核酸試料を、ディスプレーサーオリゴヌクレオチドで処理して作動性にす
る前に、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドで処理しなければならないことの示唆を
意図しない。一部の特定の実施形態では、これらの２種類のオリゴヌクレオチドを、標的
核酸に実質的に同時にハイブリダイズさせることが好ましい。
【０１６６】
　次に、第１のＤＮＡプライマー伸長産物を、ハイブリダイズ配列とハイブリダイズ配列
の５’側に配置されたＲＮＡポリメラーゼのためのプロモーターとを有するプロモーター
オリゴヌクレオチドで処理する。ハイブリダイズ配列は、標的配列の３’末端に相補的な
第１のＤＮＡプライマー伸長産物の領域にハイブリダイズし、それにより、プロモーター
オリゴヌクレオチド：第１のＤＮＡプライマー伸長産物ハイブリッドが形成される。図示
した反応では、プロモーターオリゴヌクレオチドは、ブロック部分をプロモーターオリゴ
ヌクレオチドの３’末端に配置することにより（例えば、３’→５’の向きを有するヌク
レオチド配列）、ＤＮＡ合成の開始が抑制されるように修飾されている。図５，ステップ
９参照。第１のＤＮＡプライマー伸長産物の３’末端は、プロモーターに相補的な配列が
付加され、二本鎖プロモーター配列の形成がもたらされるように伸長させる。図５，ステ
ップ１０および１１参照。第１のＤＮＡプライマー伸長産物の少なくとも一部分に相補的
だが、プロモーターを含まない第１のＲＮＡ産物の複数コピーは、該二本鎖プロモーター
を認識し、該二本鎖プロモーターからの転写を開始させるＲＮＡポリメラーゼを用いて転
写される。図５，ステップ１２および１３参照。その結果、第１のＲＮＡ産物の塩基配列
は、標的配列およびタグ配列の相補体に実質的に同一である。
【０１６７】
　第１のＲＮＡ産物が、タグ配列の相補体にハイブリダイズしてプライミングオリゴヌク
レオチド：第１のＲＮＡ産物ハイブリッドを形成するプライミングオリゴヌクレオチドと
接触すると、プライミングオリゴヌクレオチドの３’末端がＤＮＡポリメラーゼによって
伸長され、第１のＲＮＡ産物に相補的な第２のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。
図５，ステップ１４～１６参照。第２のＤＮＡプライマー伸長産物は第１のＲＮＡ産物か
ら、第１のＲＮＡ産物を選択的に分解する酵素（例えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用いて
分離される。図５，ステップ１７参照。第２のＤＮＡプライマー伸長産物はプロモーター
オリゴヌクレオチドで処理され、プロモーターオリゴヌクレオチド：第２のＤＮＡプライ
マー伸長産物ハイブリッドが形成される。図５，ステップ１８参照。次いで、プロモータ
ーオリゴヌクレオチド：第２のプライマー伸長産物ハイブリッドは、図５ステップ１０に
おいて再び増幅サイクルに参与し、二本鎖プロモーターからの転写が開始され、サイクル
が継続される。
【０１６８】
　図７は、ＰＣＲの適合例を示す。具体例となるこの実施形態の反応は、核酸試料中の変
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性されたＤＮＡ標的配列が、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドで処理されることに
より開始される。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、標的配列の３’末端にハイ
ブリダイズする標的ハイブリダイズ配列と、標的ハイブリダイズ配列の５’側に配置され
たタグ配列とを含む。したがって、標的配列は、プライマー伸長反応が開始される前に、
標的配列の３’末端において、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドと安定な複合体を
形成する。図７，ステップ１～３参照。次いで、非ハイブリダイズタグ化プライミングオ
リゴヌクレオチドは、標的配列へのハイブリダイゼーションに利用不可能なとなる。ＤＮ
Ａポリメラーゼ（例えば、Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼ）によるタグ化プライミングオリ
ゴヌクレオチドの３’末端からの伸長反応が開始され、タグ配列と標的配列に相補的な領
域とを含む第１のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図７，ステップ４および５参
照。次に、第１のプライマー伸長反応により生じた二本鎖生成物が変性され、第１のＤＮ
Ａプライマー伸長産物が、標的配列の５’末端に相補的な第１のＤＮＡプライマー伸長産
物の領域にハイブリダイズする第１のプライミングオリゴヌクレオチドと接触する。図７
，ステップ６および７参照。
【０１６９】
　第２のプライマー伸長反応では、第１のプライミングオリゴヌクレオチドの３’末端が
ＤＮＡポリメラーゼにより伸長され、第１のプライマー伸長産物の一部分に相補的で、標
的配列とタグ配列の相補体とを含む第２のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図７
，ステップ８および９参照。第２のプライマー伸長反応により生じた二本鎖生成物が変性
され、第２のＤＮＡプライマー伸長産物が、タグ配列の相補体にハイブリダイズする第２
のプライミングオリゴヌクレオチドと接触する。図７，ステップ１０および１１参照。次
いで、第２のプライミングオリゴヌクレオチドの３’末端が、第３のプライマー伸長反応
において、ＤＮＡポリメラーゼによって伸長され、第２のＤＮＡプライマー伸長産物に相
補的な第３のＤＮＡプライマー伸長産物が生成される。図７，ステップ１２および１３。
第３のプライマー伸長反応により生じた二本鎖生成物が変性され、第２および第３のＤＮ
Ａプライマー伸長産物は、プライマーとして第１および第２のプライミングオリゴヌクレ
オチドが使用されるポリメラーゼ連鎖反応の反復サイクルへの参与に利用可能である。図
７，ステップ１４～１６参照。
【０１７０】
　図９は、ＲＴ－ＰＣＲの適合例を示す。具体例となるこの実施形態の反応は、核酸試料
中のＲＮＡ標的配列がタグ化プライミングオリゴヌクレオチドで処理されることにより開
始される。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、標的ハイブリダイズ配列と、標的
ハイブリダイズ配列の５’側に配置されたタグ配列とを含む。したがって、標的配列は、
プライマー伸長反応が開始される前に、標的配列の３’末端において、タグ化プライミン
グオリゴヌクレオチドと安定な複合体を形成する。図９，ステップ１参照。非ハイブリダ
イズタグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、標的配列へのハイブリダイゼーションに
利用不可能となる。次いで、ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、ＭａｓｔｅｒＡｍｐＴＭＴｔ
ｈ　ＤＮＡ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ）によるタグ化プライミングオリゴヌクレオチドの３
’末端からの伸長反応が開始され、タグ配列と標的配列に相補的な領域とを含む第１のＤ
ＮＡプライマー伸長産物が生成される。図９，ステップ２および３参照。次いで、第１の
ＤＮＡプライマー伸長産物は、ハイブリダイズしている標的核酸配列から、第１のＤＮＡ
プライマー伸長産物に相補的な標的配列を含む標的核酸部分を選択的に分解する酵素（例
えば、ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性）を用いて分離される。図９，ステップ４参照。次に、第１の
ＤＮＡプライマー伸長産物は、標的配列の５’末端に相補的な第１のＤＮＡプライマー伸
長産物の領域にハイブリダイズし、第１のＤＮＡプライマー伸長産物：第１のプライミン
グオリゴヌクレオチドハイブリッドを形成する第１のプライミングオリゴヌクレオチドで
処理される。図９，ステップ５参照。第２のプライマー伸長反応により、第１のプライミ
ングオリゴヌクレオチドの３’末端がＤＮＡポリメラーゼにより伸長され、第１のプライ
マー伸長産物の少なくとも一部分に相補的で、標的配列とタグ配列の相補体とを含む第２
のプライマーＤＮＡ伸長産物が生成される。図９，ステップ６および７参照。次いで、第
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１および第２のＤＮＡプライマー伸長産物は、変性によって互いに分離される。図９，ス
テップ８参照。次いで、第１および第２の伸長産物は、プライマーとして第１のプライミ
ングオリゴヌクレオチドと、タグ配列の相補体にハイブリダイズする第２のプライミング
オリゴヌクレオチドとが使用されるポリメラーゼ連鎖反応の反復サイクルにおける参与に
利用可能である。図９，ステップ９および１０；図７，ステップ１３～１６参照。
【０１７１】
　好ましくは、このような増幅反応では、タグ化された標的核酸配列の一部を形成しなか
った異種増幅オリゴマーは、タグ化された標的核酸配列を、標的核酸配列の検出可能な増
幅に充分な試薬および条件に曝露する前に不活化する。
【０１７２】
　本明細書に記載の方法に加え、本発明は、本発明の方法を実施するために必要とされる
試薬の１種類以上を含むキットに関する。本発明の実施に使用される種々の成分を含むキ
ットが、核酸標的分子の増幅が必要とされる任意の手順における使用のために構成され得
、かかるキットは、種々の異なるエンドユーザーに対してカスタマイズされ得る。例えば
、微生物学的分析、血液スクリーニング、疾患診断、水試験、産生物放出または滅菌試験
、環境分析または工業分析、食物または飲料の試験、あるいは一般的な研究用途に好適な
キットが調製され得る。本発明のキットは、本発明による核酸増幅を実施するに必要な成
分の１種類以上を提供する。キットには、特定の１種類の標的に由来する核酸の増幅に適
した試薬を含めてもよく、多種類の標的の増幅に適した試薬を含めてもよい。さらに、本
発明のキットは、単一の試料中の１種類以上の核酸標的のリアルタイム検出のための試薬
（例えば、上記の１種類以上の自己ハイブリダイズプローブ）を提供するものであっても
よい。キットに、１つ以上の容器（バイアル、試験管、ウェルなど）を厳重に密封された
状態で受容するための区画化され得るキャリアを含めてもよい。好ましくは、かかる容器
の少なくとも１つに、本発明の増幅方法を行なうために必要とされる１種類以上の成分ま
たは成分の混合物が収容される。
【０１７３】
　本発明の一実施形態によるキットは、例えば１つ以上の容器内に、本発明の不活化可能
型標的捕捉オリゴマーを含むものであり得る。任意選択で、キットにさらに、異種増幅オ
リゴマー、結合分子またはプライマー伸長反応を終結させるための他の手段、ならびに任
意選択で、エクステンダー（ｅｘｔｅｎｄｅｒ）オリゴヌクレオチドおよび／またはキャ
ッピングオリゴヌクレオチドを含めてもよい。リアルタイム検出が使用される場合、該１
つ以上の容器には、単一の試料中の少なくとも１種類の核酸標的配列のリアルタイム検出
のための１種類以上の試薬（例えば、上記の１種類以上の自己ハイブリダイズプローブ）
が収容され得る。別の容器には、ＰＣＲもしくはＲＴ－ＰＣＲ反応を行なうための酵素試
薬（熱安定性ＤＮＡポリメラーゼなど）、または逆転写酵素（ＲＮＡｓｅ　Ｈ活性を有す
るもの、または有しないものいずれか）、ＲＮＡポリメラーゼ、および任意選択的に、転
写による増幅反応のためのさらなる選択的ＲＮＡｓｅ酵素の混合物が収容され得る。この
ような酵素は、濃縮形態または作業濃度で、通常、酵素安定性が促進される形態で提供さ
れ得る。また、酵素試薬を凍結乾燥形態で提供してもよい。Ｓｈｅｎら、“Ｓｔａｂｉｌ
ｉｚｅｄ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉ
ｄ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ”、米国特許第５，８３４，２５４号参照。別の１つ以
上の容器には、濃縮形態（例えば、１０倍、５０倍もしくは１００倍）または作業濃度の
増幅試薬が収容され得る。増幅試薬には、増幅反応の実施に必要な成分の１種類以上（例
えば、バッファー、ＭｇＣｌ２、ＫＣｌ、ｄＮＴＰ、ｒＮＴＰ、ＥＤＴＡ、安定化剤など
）が含まれる。一部の該成分（例えば、ＭｇＣｌ２およびｒＮＴＰ）は、その他の成分と
は別個に提供し、エンドユーザーが、より最適化された増幅反応が達成されるようにこの
ような試薬の量を調節（ｔｉｔｒａｔｅ）できるようにしてもよい。別の１つ以上の容器
には、増幅産物の検出のための試薬（例えば、１種類以上の標識オリゴヌクレオチドプロ
ーブ）が内包され得る。プローブは、多数の代替的な様式（例えば、放射性同位体、蛍光
標識、化学発光標識、核酸（ｎｕｃｌｅａｒ）タグ、生物発光標識、インターカレーショ
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ン色素または酵素標識）で標識され得る。一部の実施形態において、本発明のキットには
、エンドユーザーによって行なわれる試験増幅を確認するために増幅実験で使用され得る
１種類以上の陽性対照および陰性対照の標的核酸が収容された１つ以上の容器も含まれる
。場合によっては、上記の試薬の１種類以上を、内部対照と組み合わせてもよい。もちろ
ん、このような試薬の１種類以上を単一のチューブまたは他の容器内で合わせることも可
能である。本発明での使用に適した担持体（例えば、試験管、マルチチューブユニット、
マルチウェルプレートなど）もまた、本発明のキットとともに供給され得る。最後に、本
発明のキットに１冊以上の使用説明マニュアルを含めてもよい。
【０１７４】
　本発明のキットは、事実上、上記または本明細書の他の個所に記載の成分の任意の組合
せを含むものであり得る。当業者によって認識されるように、本発明のキットとともに供
給される成分は、意図されるキットの用途および対象エンドユーザーに応じて異なる。し
たがって、キットは、本出願書類に示した種々の機能が発揮されるように特異的に設計さ
れ得、それに応じて、かかるキットの成分も異なる。
【０１７５】
　本発明は、さらに、種々のオリゴヌクレオチド（例えば、以下に例示する標的特異的オ
リゴヌクレオチドなど）に関する。本発明のオリゴヌクレオチドは、ＤＮＡ、ＲＮＡ、Ｄ
ＮＡ：ＲＮＡキメラおよびその類似体であり得、いずれの場合も、本発明には、ＤＮＡオ
リゴヌクレオチドのＲＮＡ対応物およびＲＮＡオリゴヌクレオチドのＤＮＡ対応物が含ま
れることが理解されるべきである。
【０１７６】
　本発明の検出プローブは、例えば、アクリジニウムエステル標識、または標的配列にハ
イブリダイズする配列に隣接する標識された自己ハイブリダイズ領域を含むものであり得
る。種々の実施形態において、このような標識オリゴヌクレオチドプローブは任意選択的
に、または好ましくは、少なくとも１つの修飾ヌクレオチド（例えば、２’－Ｏ－ＭＥリ
ボヌクレオチド）を含むように合成されたものであるか、あるいは、このような標識オリ
ゴヌクレオチドプローブは任意選択的に、または好ましくは、完全に修飾ヌクレオチド（
例えば、２’－Ｏ－ＭＥリボヌクレオチド）で合成されたものである。
【０１７７】
　当業者には、本明細書に記載の方法、組成物、反応混合物およびキットに対する他の適
当な変形および適合が、当業者に既知の情報に鑑みて本明細書に記載した本発明の説明か
ら容易に認識されること、ならびに該変形および適合が本発明の範囲またはその任意の実
施形態から逸脱することなく行なわれ得ることが理解されるべきでる。ここまで本発明を
詳細に説明してきたが、以下の実施例を参照することによって、本発明がより明確に理解
される。実施例は、本明細書において例示の目的のためだけに含めており、本発明の制限
を意図しない。
【実施例】
【０１７８】
　（実施例）
　以下に、本発明の一部の特定の態様および実施形態を示す実施例を示す。以下の実施例
は、実際に行なった実験の詳細を正確に反映していると考えるものであるが、実際に行な
った作業と、以下に示す実験の詳細との間に、実験の結果または当業者が行なう能力に影
響しないいくつかの軽微な矛盾が存在し得ることが考えられる。当業者には、これらの実
施例が、本発明を該実施例に記載の特定の実施形態に限定することを意図するものではな
いことが認識される。また、当業者は、本明細書に記載の手法、材料および方法を用いて
、これらの方法およびなお本発明の精神および範囲内である関連方法を実施するための代
替的な増幅系を容易に考案および最適化し得る。
【０１７９】
　特に記載のない限り、以下の実施例におけるオリゴヌクレオチドおよび修飾オリゴヌク
レオチドは、標準的なホスホラミダイト化学反応を用いて合成し、その種々の方法が当該
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技術分野でよく知られている。例えば、ＥｘｐｅｄｉｔｅＴＭ８９０９　ＤＮＡ　Ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｚｅｒ（ＰｅｒＳｅｐｔｉｖｅ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｒａｍｉｎｇｈａ
ｍ，ＭＡ）が使用される。例えば、Ｃａｒｒｕｔｈｅｒｓら（１９８７）Ｍｅｔｈ．Ｅｎ
ｚｙｍｏｌ．１５４，２８７参照。本明細書において特に記載のない限り、修飾ヌクレオ
チドは２’－Ｏ－ＭＥリボヌクレオチドであり、これを、合成においてホスホラミダイト
類似体として使用した。実施した実験で用いた試薬およびプロトコル条件、ならびに実験
の結果と結論の考察を以下に示す。ブロック部分は、存在させる場合は３’末端である。
【０１８０】
　（実施例１）
　（標的核酸の選択的なハイブリダイゼーションおよび捕捉）
　第１の例では、標的捕捉を線状の標的捕捉オリゴマーおよび不活化可能型標的捕捉オリ
ゴマーを用いて行なった。該オリゴマーを以下の表１に示す。標的核酸は、Ｐ．ａｃｎｅ
ｓ　１６Ｓリボソーム核酸とした。この標的核酸の配列は、ＧｅｎＢａｎｋ　Ａｃｃｅｓ
ｓｉｏｎ番号：ＡＢ０４２２８８．１　ｇｉ：７７０７８３１（２０００年５月５日にＮ
ＣＢＩにおいて最初に見られ、非配列は、２００２年７月２２日、２００４年１月１４日
および２００６年８月９日に更新されている）に見られ、また、本配列表の配列番号：３
８である。これらの標的捕捉オリゴマーの効率を調べるため、捕捉された核酸を、後続の
リアルタイム逆ＴＭＡ反応（例えば、米国特許第５，４８０，７８４号および同第５，３
９９，４９１号を参照）においてアッセイした。簡単には、一連のプレアニーリング混合
物を１５０μＬの容量で、０．５ＭのＬｉＣｌ溶解バッファー、線状標的捕捉オリゴマー
または不活化可能型標的捕捉オリゴマー（それぞれ配列番号：３２または２６）の一方（
各々、６ｐＭ／ｒｘｎ）；非Ｔ７プライマー増幅オリゴマー（配列番号：３９）（２ｐｍ
／ｒｘｎ）；および終結オリゴマー（配列番号：３７）（２ｐＭ／ｒｘｎ）を含むように
作製した。ここで、終結オリゴマーは２’－Ｏ－Ｍｅ残基を含み、線状標的捕捉オリゴマ
ーおよび不活化可能型標的捕捉オリゴマーはともに、２’－Ｏ－Ｍｅ残基を含む標的ハイ
ブリダイゼーション領域を含むものであった。短時間の最初のインキュベーション後、１
×１０４コピーの配列番号：３８を一部のウェルに陽性対照として添加し、残りの反応ウ
ェルには、陰性対照およびチャレンジ（ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）反応のために反応液あたり
０コピーの配列番号：３８を含めた。次いで、反応液を約６０℃で約４５分間インキュベ
ートした後、室温で４５分間冷却した。次いで、各反応液を、固定化プローブを含む磁気
ビーズを含む５０μＬの標的捕捉試薬を入れたマイクロプレートに移した。チャレンジ反
応と指定した反応液用の標的捕捉試薬を、１×１０６コピーまたは１×１０７コピーいず
れかの配列番号：３８でスパイクした。各条件に対して６連で実施した。
【０１８１】
　標的捕捉プロトコルは、本質的に以下のとおりにして行なった。標的捕捉反応液をゆっ
くりと約５分間混合し、次いで、ビーズを収集し、第１の洗浄反応液に移した。捕捉され
たビーズを第１の洗浄反応液中に溶出し、ゆっくりと約５分間混合し、捕捉し、第２の洗
浄反応液中に溶出した。第２の洗浄反応液を混合し；ビーズを捕捉し、次いで、リアルタ
イムＴＭＡ反応ミックス中に溶出した。この増幅ミックスは、Ｔ７プロモーター供与体（
配列番号：３３）、検出プローブ（配列番号：３５）および配列番号：３９のタグ配列と
ハイブリダイズする非Ｔ７増幅オリゴマー（配列番号：３４）を含むものであった。この
例では、検出プローブは、２’－Ｏ－Ｍｅ残基、５’フルオレセイン、３’Ｄａｂｃｙｌ
および第１８残基と第１９残基との間のスペーサーを含むものであった。反応混合物の成
分および条件ならびにインキュベーション条件は、当該技術分野で知られている。増幅反
応はリアルタイムＲＴＭＡ反応とした：プレインキュベーションはサーモミキサー（Ｅｐ
ｐｅｎｄｏｒｆカタログ番号５３５５　３４５１１）において４２℃で５分間；１０の酵
素試薬を添加；１分間振盪；および４２℃でインキュベート。結果は以下のとおりである
。
【０１８２】
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【表１】

【０１８３】
【表２】

　線状の標的捕捉オリゴ（配列番号：３２）を用いた結果は、１×１０４コピーの配列番
号：３８／反応液のすべての陽性対照反応液で陽性で堅調であり、平均Ｔ時間＝１９．１
分であった。６つの陰性試料のうち２つで弱い陽性結果が得られた。標的捕捉インキュベ
ーション工程において１×１０６コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジ
した６つの陰性試料ではすべて、陽性で堅調な結果が得られ、標的捕捉インキュベーショ
ン工程において１×１０７コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジした６
つの陰性試料もすべてそうであった。したがって、線状の標的捕捉オリゴは、標的捕捉工
程において存在する夾雑核酸に対して非常に感受性であった。不活化可能型標的捕捉オリ
ゴマーでの結果は、１×１０４コピーのＰ．ａｃｎｅｓで陽性で堅調な結果が得られた（
平均Ｔ時間＝１９．５分）。６つの陰性試料では、陽性増幅（ａｍｐ）活性は検出されな
かった。この場合も、１×１０６コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジ
した６つの陰性試料すべておよび、１×１０７コピー／反応液でチャレンジした６つの陰
性試料すべてが陽性であった。しかしながら、チャレンジ反応の結果は、不活化可能型標
的捕捉オリゴマーの存在下では、線状標的捕捉オリゴマーの存在下ほど堅調ではなかった
。したがって、不活化可能型標的捕捉オリゴマーの反応ウェルでは、標的捕捉試薬中の夾
雑核酸が、夾雑核酸が標的核酸と同一である場合であっても、線状の増幅オリゴマーの反
応ウェルでよりも良好に驚くほど充分識別された。
【０１８４】
　（実施例２）
　（標的核酸の選択的なハイブリダイゼーションおよび捕捉ならびに異種増幅オリゴマー
を用いた増幅）
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　不活化可能型標的捕捉オリゴマーの使用を線状標的捕捉オリゴマーの使用と比較するた
めの第２の組の実験を行なった。各使用は、異種増幅オリゴマーを使用する下流増幅アッ
セイを伴った。異種増幅オリゴマーを使用する増幅アッセイは、本明細書に記載しており
、また、当該技術分野でも知られている（例えば、Ｂｅｃｋｅｒら、米国特許出願公開第
２００７－０２８１３１７　Ａ１号）。プレアニーリング反応液は、おおむね実施例１に
関して上に記載したとおりに設定した。プレアニーリング混合物に使用するオリゴマーは
、線状標的捕捉オリゴマーまたは不活化可能型標的捕捉オリゴマー（それぞれ配列番号：
３２または２６）の一方（各々、６ｐＭ／ｒｘｎ）；異種増幅オリゴマー（配列番号：３
６（２ｐｍ／ｒｘｎ））；および終結オリゴマー（配列番号：３７（２ｐＭ／ｒｘｎ））
とした。短時間の最初のインキュベーション後、１×１０４コピーの配列番号：３８を一
部のウェルに陽性対照として添加し、残りの反応ウェルには、陰性対照およびチャレンジ
反応のために反応液あたり０コピーの配列番号：３８を含めた。次いで、反応液を約６０
℃で約４５分間インキュベートした後、室温で４５分間冷却した。次いで、各反応液を、
固定化プローブを含む磁気ビーズを含む５０μＬの標的捕捉試薬を入れたマイクロプレー
トに移した。チャレンジ反応と指定した反応液用の標的捕捉試薬を、１×１０６コピーま
たは１×１０７コピーいずれかの配列番号：３８でスパイクした。各条件に対して６連で
実施した。
【０１８５】
　標的捕捉プロトコルは、本質的に以下のとおりにして行なった。標的捕捉反応液をゆっ
くりと約５分間混合し、次いで、ビーズを収集し、第１の洗浄反応液に移した。捕捉され
たビーズを第１の洗浄反応液中に溶出し、ゆっくりと約５分間混合し、捕捉し、第２の洗
浄反応液中に溶出した。第２の洗浄反応液を混合し；ビーズを捕捉し、次いで、リアルタ
イムＴＭＡ反応ミックス中に溶出した。この増幅ミックスは、Ｔ７プロモーター供与体（
配列番号：３３）、配列番号：３６のタグ配列に安定的にハイブリダイズする標的ハイブ
リダイズ領域を含む増幅オリゴマー（配列番号：３４である）、および検出プローブ（配
列番号：３５）を含むものであった。反応混合物の成分および条件ならびにインキュベー
ション条件は、当該技術分野で知られている。増幅反応はリアルタイムＲＴＭＡ反応とし
た：プレインキュベーションはサーモミキサー（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆカタログ番号５３５
５　３４５１１）において４２℃で５分間；１０の酵素試薬を添加；１分間振盪；および
４２℃でインキュベート。結果は以下のとおりである。
【０１８６】
【表３】

【０１８７】
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【表４】

　異種増幅オリゴマー（配列番号：３６）を線状の標的捕捉オリゴ（配列番号：３２）と
ともに用いた結果は、１×１０４コピーの配列番号：３８／反応液のすべての陽性対照反
応で陽性で堅調であり、平均Ｔ時間＝２２．４分であった。６つの陰性試料では陽性増幅
活性は検出されなかった。標的捕捉インキュベーション工程において１×１０６コピー／
反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジした６つの陰性試料のうち５つでは、弱い
陽性増幅結果が得られた。標的捕捉インキュベーション工程において１×１０７コピー／
反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジした６つの陰性試料ではすべて、陽性増幅
がもたらされた。
【０１８８】
　異種増幅オリゴマー（配列番号：３６）を不活化可能型標的捕捉オリゴ（配列番号：２
６）とともに用いた結果は、１×１０４コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡを有す
るすべての陽性対照反応液で陽性で堅調であり、平均Ｔ時間＝２３．８分であった。６つ
の陰性試料では陽性増幅活性は検出されなかった。標的捕捉インキュベーション工程にお
いて、１×１０６コピー／反応液のＲ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジした６つの陰性
試料のうち１つでは、弱い陽性増幅がもたらされた。標的捕捉インキュベーション工程に
おいて１×１０７コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ　ＲＮＡでチャレンジした６つの陰性
試料ではすべてで、増幅活性が得られなかった。したがって、不活化可能型標的捕捉オリ
ゴマーは、異種増幅オリゴマーとともに使用した場合、堅調な結果が得られ、線状の増幅
オリゴマーよりも、標的捕捉試薬中の夾雑核酸を、夾雑核酸が標的核酸と同一である場合
であっても良好に驚くほど充分識別した。
【０１８９】
　（実施例３）
　（種々の長さのタグ閉鎖領域を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマー）
　一連の増幅および検出反応液は、線状標的捕捉オリゴマーまたは不活化可能型標的捕捉
オリゴマーのいずれかを用いて設定した。標的生物はＰ．ａｃｎｅｓとし、標的核酸配列
は、Ｐ．ａｃｎｅｓの１６Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、配列番号：３８とした。第１の組の実験
では、不活化可能型標的捕捉オリゴマーを、捕捉プローブの標的ハイブリダイズ部分に相
補的なタグ閉鎖領域を含むように設計した。タグ閉鎖領域は、６連続核酸塩基長から１４
連続核酸塩基長まで異なるように設計した。また、不活化可能型標的捕捉オリゴマーには
、標的ハイブリダイゼーション領域およびｄＴ３Ａ３０核酸配列結合ペアメンバーを含め
た。この第１の実験では、これらの種々の不活化可能型標的捕捉オリゴマーを互いに、お
よび線状標的捕捉オリゴマーと、配列番号：３８へのハイブリダイゼーション感度に関し
て比較した。これらの実験で使用した線状標的捕捉オリゴマーおよび不活化可能型標的捕
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捉オリゴマーを表５に示す。
【０１９０】
【表５】

　表５において、「［テイル］」の表示は、ｄＴ３Ａ３０核酸配列である結合ペアメンバ
ーを示す。この実施例の実施形態では、非テイル残基はすべて、２’－Ｏ－Ｍｅ残基であ
る。下線の残基は、タグ閉鎖領域（タグ領域とも称する）を含む核酸残基であって、標的
核酸配列と安定なハイブリダイゼーション複合体を形成しないが、標的捕捉オリゴマーの
標的ハイブリダイゼーション領域の一部分とは安定的にハイブリダイズし、それによりル
ープ構造が形成され、標的捕捉オリゴマーのさらなる標的捕捉が不活化されるように構成
された核酸残基である。標的ハイブリダイズ領域、タグ閉鎖領域およびテイル（または配
列番号：３２の標的ハイブリダイズ領域およびテイル）は、非ヌクレオチドリンカーなし
で連続核酸配列として連接されている。
【０１９１】
　表５に示した標的捕捉オリゴマーのうちの１つに加え、これらの反応に使用したオリゴ
マーには、終結オリゴマー（配列番号：３７）、タグ化プライマーオリゴマー（配列番号
：３６）、配列番号：３６のタグ領域にハイブリダイズするプライマーオリゴマー（配列
番号：３４である）、プロモーター系オリゴマー（配列番号：３３）、および検出プロー
ブオリゴマー（配列番号：３５）を含めた。好ましくは配列番号：３３をブロックし、し
たがって、プロモーター供与体にする。このようなさらなるオリゴマーを示した表６を参
照のこと。
【０１９２】
【表６】

　表６において、配列番号：３３の小文字はプロモーター領域を表し、配列番号：３５の
小文字はステム形成領域を表し、配列番号：３６の下線の文字はタグ領域を表す。さらに
、配列番号：３５は、２’－Ｏ－Ｍｅ残基、残基番号１に５’フルオレセイン、第１８残
基と第１９残基との間のスペーサー、および残基番号２３の後ろに３’ｄａｂｃｙｌを含
む。配列番号：３３および３７は３’ブロックされている。
【０１９３】
　一連のプレアニーリング混合物を１５０μＬの容量で、０．５ＭのＬｉＣｌ溶解バッフ
ァー、配列番号：３６および３７（各々、２ｐＭ／ｒｘｎ）ならびに配列番号：２５～３
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２のうちの１つ（各々、６ｐＭ／ｒｘｎ）を含むように作製した。これらの各反応条件を
、１×１０３、１×１０４または１×１０５コピー／反応液のいずれか１つ以上のＰ．ａ
ｃｎｅｓ　１６Ｓリボソーム核酸（配列番号：３８）と合わせた。また、陰性対照反応液
は、０コピー／反応液のＰ．ａｃｎｅｓ標的核酸を含むように作製した。標的捕捉プロト
コルは、本質的に以下のとおりにして行なった。標的捕捉反応液をゆっくりと約５分間混
合し、次いで、ビーズを収集し、第１の洗浄反応液に移した。捕捉されたビーズを第１の
洗浄反応液中に溶出し、ゆっくりと約５分間混合し、捕捉し、第２の洗浄反応液中に溶出
した。第２の洗浄反応液を混合し；ビーズを捕捉し、次いで、リアルタイムｒＴＭＡ反応
ミックス中に溶出した。この増幅ミックスは、増幅オリゴマー（配列番号：３３および３
４）と検出プローブ（配列番号：３５）とを含むものであった。反応混合物の成分および
条件ならびにインキュベーション条件は、当該技術分野で公知である（例えば、米国特許
第５，４８０，７８４号および同第５，３９９，４９１号を参照）。結果を表７に示す。
【０１９４】
【表７】
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　表７に示す結果は、不活化可能型標的捕捉オリゴマーはすべて、線状の捕捉プローブと
比較すると、バックグラウンド蛍光の低減を有したことを示す（０コピーの標的核酸の反
応ウェルと比較）。線状の捕捉プローブの試料では、平均０．２のＲＦＵが得られた。不
活化可能型標的捕捉オリゴマーの試料では、長いタグ閉鎖領域（例えば、１０～１４核酸
塩基長）を有する不活化可能型標的捕捉オリゴマーで平均約０．０２のＲＦＵから、短い
タグ閉鎖領域（例えば、７～９核酸塩基長）を有するもので約０．０４のＲＦＵが得られ
た。また、長いタグ閉鎖領域では、短いタグ閉鎖領域よりも長い平均Ｔ時間が得られた。
表７の結果を、１０～１４核酸塩基長のタグ閉鎖領域を含む不活化可能型標的捕捉オリゴ
マーと、６～９核酸塩基長のタグ閉鎖領域を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーとで比
較。驚くべきことに、これらの結果は、タグ閉鎖領域の長さと平均Ｔ時間との間に線形関
係がないことを示す。同様に、平均ＲＦＵについて、短いタグ閉鎖領域（６～９核酸塩基
長）を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーでは、長いタグ閉鎖領域（１０～１４核酸塩
基長）を含む不活化可能型標的捕捉オリゴマーよりも高い平均ＲＦＵが示された（表７参
照）。この場合も、驚くべきことに、タグ領域の長さと得られたデータとの間に線形関係
はない。
【０１９５】
　第２の組の反応では、配列番号：２６の不活化可能型標的捕捉オリゴマーと、配列番号
：３２の線状の捕捉プローブとを、一連の増幅反応において、チャレンジ生物の存在下ま
たは非存在下で使用する。反応液は、実質的に上記のとおりに設定し、表６の終結オリゴ
マー、異種増幅オリゴマー、Ｔ７プロモーター供与体オリゴマー、異種増幅オリゴマーの
プライマー標的化タグ配列、および検出プローブオリゴマーを含めた。Ｐ．ａｃｎｅｓ標
的核酸は配列番号：３８であった。また、チャレンジ核酸もＰ．ａｃｎｅｓ配列番号：３
８とした。プレアニーリング反応液は、陽性対照としての１×１０４コピーの標的核酸ま
たは０コピーの標的核酸のいずれか；６ｐＭ／反応液の線状標的捕捉オリゴマーまたは６
ｐＭ／反応液の不活化可能型標的捕捉オリゴマーのいずれか；２ｐＭ／反応液のブロック
部オリゴマー；および２ｐＭ／反応液の異種増幅オリゴマーを含むものとした。一連の標
的捕捉試薬混合物は、１×１０５；１×１０６または１×１０７コピーのＰ．ａｃｎｅｓ
チャレンジ核酸を含むように作製した。プレアニーリング工程後、０コピーの標的核酸を
有するプレアニーリング反応液を、各標的捕捉混合物の１つと合わせた。陽性対照プレア
ニーリング反応混合物は、０コピーのチャレンジ核酸を含む標的捕捉混合物と合わせた。
次いで、標的捕捉インキュベーション工程を各反応条件で行なった後、洗浄工程、次いで
増幅工程を行なった。増幅は、本明細書において一般的に記載したＴＭＡとした。結果を
表８に示す。
【０１９６】
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【表８】

　これらの結果は、不活化可能型標的捕捉オリゴマーが線状の捕捉プローブと比べ、チャ
レンジ生物に対して良好な抵抗性を示すことを示す。両方のプローブについて、陰性対照
反応条件（０コピーのチャレンジおよび０コピーの標的）では、ネガティブなＲＦＵ値が
得られた。陽性対照反応条件（０コピーのチャレンジおよび１×１０４の標的）では、両
方でポジティブなＲＦＵ値が得られた。しかしながら、線状のプローブでは、チャレンジ
生物の存在下でポジティブなＲＦＵ値が示された。１×１０６条件で見られた１つの陽性
反応ウェルを除き、不活化可能型標的捕捉オリゴマーではポジティブなＲＦＵ値が示され
なかった。
【０１９７】
　（実施例４）
　（リアルタイムＴＭＡ反応におけるタグ化オリゴヌクレオチドを用いたＨＣＶの選択的
増幅）
　以下の一連の実験は、転写媒介性増幅反応の前に、タグ化オリゴヌクレオチドを用いて
目的の核酸試料中の標的核酸配列を修飾することにより、目的の核酸試料以外の供給源が
寄与する標的核酸配列は増幅されずに、目的の核酸試料が寄与する標的核酸配列の選択的
増幅が可能であるかどうかを評価するために行なった。
【０１９８】
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【表９－１】

　ブロック部分：３’－ジメチルトリチル－Ｎ－ベンゾイル－２’－デオキシシチジン、
５’－スクシノイル－長鎖アルキルアミノ－ＣＰＧ（Ｇｌｅｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔｅｒｌｉｎｇ，ＶＡ；カタログ番号２０－０１０２－０１）を
用いて作製した３’→３’結合。１＝６－カルボキシフルオレセイン（ＦＡＭまたはフル
オレセイン）（ＢｉｏＧｅｎｅｘ，Ｓａｎ　Ｒａｍｏｎ，ＣＡ；カタログ番号ＢＧＸ－３
００８－０１）；２＝９－Ｏ－ジメトキシトリチル－トリエチレングリコール、１－［（
２－シアノエチル）－（Ｎ，Ｎ－ジイソプロピル）］－ホスホラミダイト（Ｃ９リンカー
）（Ｇｌｅｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔｅｒｌｉｎｇ，ＶＡ；
カタログ番号１０－１９０９－９０）；および３＝４－（４’－ジメチルアミノフェニル
アゾ）安息香酸（ＤＡＢＣＹＬ）（Ｐｒｉｍｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｉｎｃ．，Ａｓｔ
ｏｎ，ＰＡ）。
【０１９９】
　試薬および他のプロトコル情報。増幅試薬。「増幅試薬」または「ＡＭＰ試薬」は、１
１．６ｍＭのＴｒｉｚｍａ（登録商標）塩基バッファー、１５ｍＭのＴｒｉｚｍａ（登録
商標）塩酸バッファー、２５ｍＭのＭｇＣｌ２、２３．３ｍＭのＫＣｌ２、３．３３％（
ｖ／ｖ）のグリセロール、０．０５ｍＭの酢酸亜鉛、０．７６ｍＭのｄＡＴＰ、０．７６
ｍＭのｄＣＴＰ、０．７６ｍＭのｄＧＴＰ、０．７６ｍＭのｄＴＴＰ、０．０２％（ｖ／
ｖ）のＰｒｏＣｌｉｎ　３００　Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｖｅ（Ｓｕｐｅｌｃｏ，Ｂｅｌｌ
ｅｆｏｎｔｅ，ＰＡ；カタログ番号４８１２６）、６．０ｍＭのＡＴＰ、６．０ｍＭのＣ
ＴＰ、６．０ｍＭのＧＴＰ、および６．０ｍＭのＵＴＰを含むものとした（２２℃でｐＨ
７．８１～８．０）。酵素試薬。「酵素試薬」は、７０ｍＭのＮ－アセチル－Ｌ－システ
イン、１０％（ｖ／ｖ）のＴＲＩＴＯＮ（登録商標）Ｘ－１０２デタージェント、１６ｍ
ＭのＨＥＰＥＳ、３ｍＭのＥＤＴＡ、０．０５％（ｗ／ｖ）のアジ化ナトリウム、２０ｍ
ＭのＴｒｉｚｍａ（登録商標）塩基バッファー、５０ｍＭのＫＣｌ２、２０％（ｖ／ｖ）
のグリセロール、１６５．６ｍＭのトレハロースを含み（ｐＨ７）、２２４ＲＴＵ／μＬ
のモロニーマウス白血病ウイルス（「ＭＭＬＶ」）逆転写酵素および１４０Ｕ／μＬのＴ
７　ＲＮＡポリメラーゼを含むものとした（ここで、１単位（すなわち、ＲＴＵまたはＵ
）の活性は、ＭＭＬＶ逆転写酵素の場合では、３７℃で１５分間に５．７５ｆｍｏｌのｃ
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ＤＮＡ合成および放出、ならびにＴ７　ＲＮＡポリメラーゼの場合では、３７℃で２０分
間に５．０ｆｍｏｌのＲＮＡ転写物の生成と規定する）。洗浄溶液。「洗浄溶液」は、１
０ｍＭのＨＥＰＥＳ、６．５ｍＭのＮａＯＨ、１ｍＭのＥＤＴＡ、０．３％（ｖ／ｖ）の
エチルアルコール、０．０２％（ｗ／ｖ）のメチルパラベン、０．０１％（ｗ／ｖ）のプ
ロピルパラベン、１５０ｍＭのＮａＣｌ、および０．１％（ｗ／ｖ）のドデシル硫酸ナト
リウムを含むものとした（ｐＨ７．５）。輸送培地。「輸送培地」は、１５０ｍＭのＨＥ
ＰＥＳ、８％（ｗ／ｖ）のラウリル硫酸リチウム、および１００ｍＭの硫酸アンモニウム
を含むものとした（ｐＨ７．５）。標的捕捉試薬。「標的捕捉試薬」または「ＴＣＲ」は
、以下に列挙する成分を含むものとした。この混合物の処方に関するさらなる情報を、以
下の標的捕捉試薬手順（ＩＩＩＡ）に記載する。記載した濃度は、磁気粒子溶液と合わせ
た後のその成分の終濃度を表す。磁気粒子は、Ｓｅｒａ－ＭａｇＴＭＭＧ－ＣＭカルボキ
シレート修飾型（Ｓｅｒａｄｙｎ，Ｉｎｃ．，Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ，ＩＮ；カタロ
グ番号２４１５２１０５－０５０２５０），１ミクロン，５’－アミノ修飾オリゴ（ｄＴ
）１４に共有結合させた超常磁性粒子とした。ＨＥＰＥＳ、水酸化リチウム、塩化リチウ
ム、ＥＤＴＡ、ラウリル硫酸リチウムおよび硫酸アンモニウム成分は、ＴＣＲ希釈剤およ
び輸送培地とともに導入した。第１の捕捉プローブ；１５．０ｎＭ；第２の捕捉プローブ
；１５．０ｎＭ；タグ化プライミングオリゴヌクレオチド；６０．０ｎＭ；終結オリゴヌ
クレオチド；４．０ｎＭ；ＨＥＰＥＳ、遊離酸二水和物；１１８．７ｍＭ；水酸化リチウ
ム一水和物；９８．９ｍＭ；塩化リチウム、高純度；４７０．６ｍＭ；ＥＤＴＡ、遊離酸
；２５．０ｍＭ；ラウリル硫酸リチウム；１１０．２ｍＭ；硫酸アンモニウム；３７．５
ｍＭ；およびＳｅｒａｄｙｎ　Ｐｏｌｙ　ｄＴ１４磁気粒子；０．０７５μｇ／ｕＬ。転
写物バッファー。「転写物バッファー」は、０．２％ラウリル硫酸リチウムを含むものと
した。使用した転写物。ＨＣＶ転写物。使用した特定の材料または装置の製品番号。Ｋｉ
ｎｇＦｉｓｈｅｒＴＭＰｌａｔｅ（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｌａｂｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｒａｎｋｌ
ｉｎ，ＭＡ；カタログ番号９７００２５４０）；ＭＪ　Ｒｅｓｅａｒｃｈマイクロタイタ
ープレート（Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｈｅｒｃｕｌｅｓ
，ＣＡ；カタログ番号ＨＳＰ－９６６５）；Ｓｏｌｏ　ＨＴ　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ（Ｔｈ
ｅｒｍｏ　Ｌａｂｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｒａｎｋｌｉｎ，ＭＡ；カタログ番号５１６１５８
０）；ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒＴＭＣｏｍｂ（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｌａｂｓｙｓｔｅｍｓ，Ｆｒ
ａｎｋｌｉｎ，ＭＡ；カタログ番号９７００２５１０）；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ（登録商標
）Ｔｈｅｒｍｏｍｉｘｅｒ　Ｒ（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ；Ｗ
ｅｓｔｂｕｒｙ，ＮＹ；カタログ番号０２２６７０１０７または０２２６７０１５８）’
およびＤＮＡ　Ｅｎｇｉｎｅ　Ｏｐｔｉｃｏｎ（登録商標）２　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｐ
ＣＲ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ
，Ｉｎｃ．，Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡ；カタログ番号ＣＦＢ－３２２０）。
【０２００】
　さらなるプロトコル情報。記載の実験では、３．３μＬの標的含有転写物バッファーを
各々、以下の工程Ｂ６において、２．０ｍｌ容マイクロチューブに添加した。タグ化プラ
イミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドは、この２．０ｍＬ容マイク
ロチューブに添加する前に水中に入れた。試料を約５秒間ボルテックスした。一般的に、
６０℃で１０分間のインキュベーションが転写物の捕捉に充分であることがわかった。１
０分間のインキュベーション後にプレートを室温で５分間維持し、標的捕捉工程前にプレ
ートを冷却させた。プレートをＳｏｌｏ　ＨＴ　ＩｎｃｕｂａｔｏｒからＫｉｎｇＦｉｓ
ｈｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍに移した場合も同様である。サーモミキサーの速度は１４００ｒｐ
ｍとした。
【０２０１】
　標的捕捉プロトコル：標的捕捉試薬（ＴＣＲ）手順。磁気ビーズを室温（ＲＴ）で４５
分間ゆっくりと混合し、１５０μＬの磁気ビーズを５ｍＬのＴＣＲ希釈剤（試料１つあた
り５０μＬを使用する場合、１５μｇのビーズ／ｒｘｎ）に添加した。この溶液を室温で
３５分間ゆっくりと混合し、この時点で、捕捉プローブを５ｍＬのＴＣＲ希釈剤に（０．
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１２ｐｍｏｌ／μＬ（６ｐｍｏｌ／５０μＬ　ｒｘｎ）の終濃度まで）添加した。試料の
調製：プロモーターオリゴヌクレオチド、エクステンダーオリゴヌクレオチドおよびプラ
イミングオリゴヌクレオチドを含むＡＭＰ試薬を調製した（容積＝１，６００μＬ）。こ
の溶液をボルテックスし、必要時まで２～８℃で置いた。検出プローブを酵素試薬中で調
製し、必要時まで２～８℃で置いた。標的希釈液は０．２％ＬＬＳ中で調製した。５０μ
ＬのＴＣＲを２００μＬ容マイクロプレートウェル内に移した。各標的コピーレベル、タ
グ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドを、２．０ｍＬ容マ
イクロチューブ内の１．２ｍＬの５０％輸送培地、５０％Ｈ２Ｏに添加した。標的試料を
ボルテックスし、１５０μＬを、５０μＬ　ＴＣＲの入った２００μＬ容マイクロプレー
ト（プレート１）のウェル内に移した（各ウェルには、ゼロまたは１００万コピーのＨＣ
Ｖ転写物＋適切な量のタグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオ
チドを含めた）。
【０２０２】
　標的捕捉プロトコル。２００μＬ容マイクロプレート（プレート１）を、Ｌａｂｓｙｓ
ｔｅｍｓ　Ｓｏｌｏ　ＨＴ　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒを用いて６０℃で１０分間インキュベー
トし（プレート１）、次いで、マイクロプレートを室温で５分間置いた（プレート１）。
２００μＬ容マイクロプレート（プレート２および３）を、２００μＬの洗浄試薬を用い
て調製した。増幅プレート（プレート４－ＭＪ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　９６ウェルマイクロ
タイタープレート）は、３０μＬのＡＭＰ試薬／ウェルを用いて調製した。９６ウェルコ
ームをプレート１内に置いた。４つのプレートをすべて、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ　９６ユ
ニット内に入れ、標的捕捉プロトコルを以下のとおりに開始した。プレート１を非常に低
い速度で５分間混合し、ビーズを１２カウント間収集し、次いで、プレート２内に低速度
を用いて１０秒間放出させた。次いで、プレート１を非常に低い速度を用いて１秒間混合
し、ビーズを１２カウント間収集し、ビーズをプレート２内に低速度を用いて１０秒間放
出させた。プレート２は、中速度で３０秒間混合し、ビーズを１２カウント間収集し、次
いで、プレート３内に非常に低い速度を用いて１０秒間放出させた。次いで、プレート２
を非常に低い速度で１秒間混合し、ビーズを１２カウント間収集し、プレート３内に非常
に低い速度を用いて１０秒間放出させた。プレート３は、中速度で３０秒間混合し、ビー
ズを１２カウント間収集し、ビーズをプレート４内に中速度を用いて１０秒間放出させた
。次いで、プレート３を非常に低い速度で１秒間混合し、ビーズを１２カウント間収集し
、プレート４内に中速度を用いて１０秒間放出させた。９６ウェルマイクロタイタープレ
ート（プレート４）を取り出し、ベンチに移し、シーリングカードで覆い、ＤＮＡ　Ｅｎ
ｇｉｎｅ　Ｏｐｔｉｃｏｎ（登録商標）２　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　ＰＣＲ　Ｄｅｔｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ；Ｈｅｒｃｕｌｅｓ
，ＣＡ）（「リアルタイム装置」）内に入れた。リアルタイムＴＭＡは、以下のようにし
て行なった。プレートを４２℃で５分間インキュベートし、次いで取り出し、４２℃のサ
ーモミキサー内に入れた。各反応ウェルに酵素試薬の１０μＬアリコートを入れた。マイ
クロタイタープレートを粘着テープシールで覆い、サーモミキサーにおいて静かに３０秒
間振盪し、次いで、４２℃のリアルタイム装置内に入れ、該装置内でリアルタイムアッセ
イモニタリングを開始した。合成されたアンプリコンの量のインジケーターとしての機能
を果たすＴ時間値を、モニタリングした蛍光シグナルから測定した。Ｌｉｇｈｔら、米国
特許出願公開ＵＳ２００６－０２７６９７２，段落５０６－５４９参照。
【０２０３】
　結果および結論：実験は、ＨＣＶ転写物の検出について上記の手順に従って行なった（
８連）。各試験のＴＣＲには、同じタグ化プライミングオリゴヌクレオチドを含めた。標
的捕捉工程は、ＨＣＶ転写物を結合するため、および非ハイブリダイズタグ化プライミン
グオリゴヌクレオチドと終結オリゴヌクレオチドとを除去するために行なった。標的捕捉
工程後、ＴＣＲのビーズを、タグ配列の相補体に特異的なプライミングオリゴヌクレオチ
ドを含むＡＭＰ試薬と接触させた。タグ化プライミングオリゴヌクレオチドは、この工程
に含めなかった。各条件について８連で実施した。検出プローブを、酵素試薬を介して４
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ｐｍｏｌ／反応液で添加した。ＨＣＶ　ＡＭＰ試薬は、１２ｐｍｏｌのプロモーターオリ
ゴヌクレオチド、１２ｐｍｏｌのエクステンダーオリゴヌクレオチドおよび１２ｐｍｏｌ
のプライミングオリゴヌクレオチド／反応液を含むものとした。
【０２０４】
　第１の組の実験では、ＨＣＶ転写物コピーがＴＣＲまたはＡＭＰ試薬にスパイクされな
かった反応の結果を、１×１０６コピーのＨＣＶ転写物がＴＣＲにスパイクされた反応の
結果と比較した。図１７は、標的がＡＭＰ試薬にスパイクされなかったＨＣＶ増幅の生曲
線を示す。ＨＣＶ転写物がＴＣＲまたはＡＭＰ試薬にスパイクされなかった場合、検出可
能な増幅はみられなかったが、ＴＣＲ中に１×１０６コピーのＨＣＶ転写物を含む反応液
での平均Ｔ時間は６．３分であった。「Ｔ時間」の値は、出現時点（シグナルがバックグ
ラウンドより上まで上昇する時点）に関連し、実施した実験でのこれらの値のまとめを以
下の表１に示す。
【０２０５】
　第２の組の実験では、１×１０６コピーのＨＣＶ転写物がＡＭＰ試薬のみにスパイクさ
れた反応の結果を、１×１０６コピーのＨＣＶ転写物がＴＣＲのみにスパイクされた反応
と比較した。図１８は、標的がＡＭＰ試薬にスパイクされたＨＣＶ増幅の生曲線を示す。
ＨＣＶ転写物がＡＭＰ試薬にスパイクされた場合、検出可能な増幅はみられなかったが、
ＴＣＲ中に１×１０６コピーのＨＣＶ転写物を含む反応液での平均Ｔ時間は６．３分であ
った（表１）。ＴＣ試料中ゼロ標的では、１００万コピーのＨＣＶ転写物がＡＭＰ試薬に
スパイクされても増幅はなかった。
【０２０６】
　第３の組の実験では、１×１０６コピーのＨＣＶ転写物とタグ化プライミングオリゴヌ
クレオチドとをＡＭＰ試薬に供給した反応（ＴＣＲ中にＨＣＶ転写物コピーなし）の結果
を、１×１０６コピーのＨＣＶ転写物をＴＣＲに供給し、タグ化プライミングオリゴヌク
レオチドをＡＭＰ試薬に供給した反応の結果と比較した。図１９は、ＡＭＰ試薬にスパイ
クされたタグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドを用いた
、標的捕捉工程のみに存在する１００万コピーのＨＣＶ転写物の平均Ｔ時間が７．２分で
あったことを示す。また、ＡＭＰ試薬にスパイクされた標的、終結オリゴヌクレオチドお
よびタグ化プライミングオリゴヌクレオチドを有するゼロ試料でも、堅調な増幅がもたら
され、平均Ｔ時間＝８．６分であった（表９）。
【０２０７】
【表９－２】

　これらの実験の結果は、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドがプライミングオリゴ
ヌクレオチドとともにＡＭＰ試薬中に存在した場合のみ、１００万コピーのＨＣＶ転写物
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がＡＭＰ試薬にスパイクされると、ゼロＴＣＲ試料が増幅したことを示す。したがって、
ＡＭＰ試薬を介して系内に進入したＨＣＶ転写物は、タグ化プライミングオリゴヌクレオ
チドもまたＡＭＰ試薬によって供給されない限り増幅されない。
【０２０８】
　前述の実施例では、ＨＣＶ鋳型にハイブリダイズされたタグ化プライミングオリゴヌク
レオチドが、標的捕捉工程の後に導入される夾雑核酸から干渉されることなく、対象の試
料中でどのようにしてＨＣＶ核酸の選択的検出に使用され得るかを示した。以下の実施例
は、同様のアプローチを、増幅反応の実施に使用される試薬中に夾雑する鋳型が存在して
いても、対象の試料中の細菌核酸を検出するために、どのようにして使用するかを示す。
好都合には、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドと鋳型とを含む複合体が増幅反応に
使用するＤＮＡポリメラーゼと接触する時点で、非複合体形成タグ化プライミングオリゴ
ヌクレオチドが、反応混合物に実質的に非存在であった。
【０２０９】
　以下の実施例５に、Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ核酸増幅するための２つの手順を記載する
。該手順は、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドと標的捕捉との両方を使用すること
で異なる。第１の手順では、Ｅ．ｃｏｌｉ特異的非タグ化プライミングオリゴヌクレオチ
ドを、終結オリゴヌクレオチド、プロモーターオリゴヌクレオチドおよび検出プローブと
組み合わせて使用した。第２の手順では、第１の手順のＥ．ｃｏｌｉ特異的非タグ化プラ
イミングオリゴヌクレオチドに含まれたものと同一の標的相補体を有するタグ化プライミ
ングオリゴヌクレオチド、タグ特異的プライミングオリゴヌクレオチド、ならびに終結オ
リゴヌクレオチド、プロモーターオリゴヌクレオチドおよび検出プローブを使用した。タ
グ特異的プライミングオリゴヌクレオチドは、ＨＩＶ－１の一セグメントに対応するヌク
レオチド配列を有するものとし、タグ化プライミングオリゴヌクレオチド内に含まれたタ
グ配列の相補体にハイブリダイズするが、Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ鋳型核酸またはその相
補体にはハイブリダイズしないものであった。第２の手順の場合、終結オリゴヌクレオチ
ド、プロモーターオリゴヌクレオチドおよび検出プローブは、第１の手順で使用したもの
と同一とした。以下に示すように、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドを省いた増幅
反応では、０コピーの合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ標的を含む試料と１×１０６コピーの
合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ標的を含む試料とが識別されなかった。逆に、タグ化プライ
ミングオリゴヌクレオチドおよび標的捕捉の使用を含めたアプローチでは、０コピーの合
成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ標的を含む試料と１×１０３コピーの合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲ
ＮＡ標的を含む試料とが明白に識別された。
【０２１０】
　（実施例５）
　（タグ化プライミングオリゴヌクレオチドの使用により、試料由来の鋳型と外来鋳型と
の識別が可能になる）
　（標的捕捉なしでの非タグ化プライミングオリゴヌクレオチドを用いた増幅）
　第１の手順において、合成Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ鋳型を使用する増幅反応を、鋳型に
ハイブリダイズされる非タグ化プライミングオリゴヌクレオチド、プロモーターオリゴヌ
クレオチド、終結オリゴヌクレオチドおよび分子トーチ検出プローブを用いて行なった。
０コピーまたは１×１０６コピー／反応液で反応混合物に直接添加する（すなわち、標的
捕捉精製を行なうことなく）合成鋳型を用いて反応液を用意した。分子トーチ検出プロー
ブは、時間の関数としてアンプリコン生成をモニタリングするために使用した。以下に示
すヌクレオチド配列において、ポリヌクレオチド主鎖の２’－Ｏ－メチルリボース（２’
－Ｏ－Ｍｅ）修飾を小文字の「ｍ」で示す。プロモーターオリゴヌクレオチドおよび終結
オリゴヌクレオチドの３’末端のブロック部分には３’→３’結合を含めた。該結合は、
３’－ジメチルトリチル－Ｎ－ベンゾイル－２’－デオキシシチジン、５’－スクシノイ
ル－長鎖アルキルアミノ－ＣＰＧ（Ｇｌｅｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ，Ｓｔｅｒｌｉｎｇ，ＶＡ；カタログ番号２０－０１０２－０１）を用いて作製した。
この手順で使用したオリゴヌクレオチド、試薬および不可欠な方法は、以下のものとした
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。
【０２１１】
【表１０－１】

　試薬および他のプロトコル情報：増幅および酵素試薬は、本質的に実施例４で記載のと
おりとした。Ｅ．ｃｏｌｉ鋳型にハイブリダイズされる非タグ化プライミングオリゴヌク
レオチドを用いた手順では、標的捕捉オリゴヌクレオチドまたは試薬を使用せず、輸送培
地または洗浄溶液を使用せず、エクステンダーオリゴヌクレオチドを使用しなかった。
【０２１２】
　リアルタイム増幅プロトコル。試料溶液は、プライマーレス増幅試薬（ｐｒｉｍｅｒｌ
ｅｓｓ　ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅａｇｅｎｔ）、非タグ化プライミングオリゴ
ヌクレオチド、プロモーターオリゴヌクレオチド、終結オリゴヌクレオチド、検出プロー
ブおよび合成鋳型核酸を用いて調製した。９６ウェルマイクロタイタープレートの各ウェ
ルに調製した試料溶液の３０μＬアリコートを入れた。マイクロタイタープレートを粘着
テープシールで覆い、まず、ＤＮＡ　ＥＮＧＩＮＥ　ＯＰＴＩＣＯＮ（登録商標）２（Ｂ
ｉｏ－Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ；Ｈｅｒｃｕｌｅｓ，ＣＡ）温度制御型リアル
タイム装置内で６０℃で１０分間インキュベートし、次いで、４２℃まで５分間温度調整
した。その後、プレートをリアルタイム装置から取り出し、４２℃のサーモミキサー内に
入れた。各反応ウェルに酵素試薬の１０μＬアリコートを入れた。マイクロタイタープレ
ートを粘着テープシールで覆い、サーモミキサーにおいて静かに３０秒間振盪し、次いで
、４２℃のリアルタイム装置内に入れ、該装置内でリアルタイムアッセイモニタリングを
開始した。合成されたアンプリコンの量のインジケーターとしての機能を果たすＴ時間値
を、モニタリングした蛍光シグナルから測定した。
【０２１３】
　（結果および結論）
　図２０に示されるように、０コピーまたは１×１０６コピーいずれかの鋳型核酸を含め
た反応において、実質的に同一な結果が観察されたため、該アッセイでは、これらの２つ
の条件間の識別は示されなかった。より具体的には、Ｅ．ｃｏｌｉ核酸増幅産物の形成を
示す蛍光シグナルがバックグラウンドレベルから、両方の反応で実質的に同様の時点で出
現した（すなわち、０コピーレベルでのＴ時間＝３１．７４分、および１０６コピーレベ
ルでは３１．１９分）。したがって、高レベルの核酸鋳型に特徴的なリアルタイム増幅プ
ロフィールが、Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ鋳型の添加がない場合であっても得られた。これ
は、標的捕捉手順後に増幅反応を行なうために使用される１種類以上の試薬中に夾雑する
細菌核酸鋳型が存在することと整合した。
【０２１４】
　（タグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび標的捕捉を用いた増幅）
　第２の手順では、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび標的捕捉工程を、０コ
ピー、１０３コピーまたは１０５コピーいずれかの合成Ｅ．ｃｏｌｉ転写物を含む試験試
料を用いた増幅反応の実施に使用した。この手順で使用したオリゴヌクレオチドを以下に
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示す。分子トーチ検出プローブを、酵素試薬一成分として添加した。標的捕捉後、鋳型核
酸にハイブリダイズされなかったタグ化プライミングオリゴヌクレオチドを系から、標準
的な標的捕捉および洗浄工程によって除去した。ｒＲＮＡ鋳型とタグ化プライミングオリ
ゴヌクレオチドとを含む複合体は、超常磁性粒子上に捕捉されたままであった。増幅反応
は、実施例４で使用した配列特異的捕捉プローブを非特異的標的捕捉オリゴマーに置き換
えたこと以外は本質的に上記のとおりの試薬を用いて行なった。増幅反応は６連で行ない
、エクステンダーオリゴヌクレオチドを省いたこと以外は本質的に実施例４に記載のとお
りに分子トーチ検出プローブを用いてモニタリングした。上記の場合と同様、以下に示す
配列内のポリヌクレオチド主鎖の２’－Ｏ－メチルリボース（２’－Ｏ－Ｍｅ）修飾を小
文字の「ｍ」で示す。プロモーターオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドの
３’末端のブロック部分には３’→３’結合を含めた。該結合は、３’－ジメチルトリチ
ル－Ｎ－ベンゾイル－２’－デオキシシチジン、５’－スクシノイル－長鎖アルキルアミ
ノ－ＣＰＧ（Ｇｌｅｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔｅｒｌｉｎｇ
，ＶＡ；カタログ番号２０－０１０２－０１）を用いて作製した。この手順で使用したオ
リゴヌクレオチド、試薬および不可欠な方法は、以下のものとした。
【０２１５】
【表１０－２】

　試薬および他のプロトコル情報：試薬および実験プロトコルは、本質的に実施例４で記
載のとおりとしたが、第１および第２の捕捉オリゴヌクレオチドを非特異的標的捕捉オリ
ゴヌクレオチドに置き換え、ＨＣＶ特異的オリゴヌクレオチドを上に示したＥ．ｃｏｌｉ
特異的オリゴヌクレオチドに置き換え、エクステンダーオリゴヌクレオチドを省いた。非
特異的標的捕捉プロトコル：標的捕捉試薬（ＴＣＲ）の調製。磁気ビーズのストック懸濁
液を室温で３０分間混合した。磁気ビーズ懸濁液の約１５０μＬのアリコートを、５ｍＬ
のＴＣＲ希釈剤に添加し（５０μＬ／試料を用いた場合、１５μｇのビーズ／反応液）、
次いで、室温で３０分間ゆっくりと混合した。次に、非特異的捕捉オリゴヌクレオチドを
５ｍＬのＴＣＲ混合物に添加し、終濃度を０．１２ｐｍｏｌ／μＬにした。調製したＴＣ
Ｒを室温で必要時まで静かに混合した。試料の調製。増幅溶液は、プライマーレス増幅試
薬、プロモーターオリゴヌクレオチドおよびタグ特異的プライミングオリゴヌクレオチド
を用いて調製した。調製した増幅溶液をボルテックスによって混合し、次いで、必要時ま
で２～８℃に維持した。次に、分子トーチ検出プローブを含む酵素試薬を調製し、必要時
まで２～８℃に維持した。鋳型ｒＲＮＡの希釈液を０．２％ＬＬＳ（ラウリル硫酸リチウ
ム）中で調製した。磁気ビーズ標的捕捉溶液のアリコート（５０μＬ）を、ＫＩＮＧＦＩ
ＳＨＥＲ　９６（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．；Ｗａ
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ｌｔｈａｍ，ＭＡ）磁気粒子処理装置のためのマイクロタイタープレートのウェル内に移
した。次いで、希釈した鋳型の試料、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結
オリゴヌクレオチドを、水で希釈した１．５ｍＬの５０％輸送培地に添加した。標的含有
試料混合物をボルテックスし、１５０μＬアリコートを、５０μＬの標的捕捉溶液の入っ
たマイクロタイタープレート（プレート１）のウェル内に移した（各ウェルには、０、１
０３または１０５コピーのＥ．ｃｏｌｉ転写物および適切な量のタグ化プライミングオリ
ゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドを含めた）。標的捕捉プロトコル。最初に
、２００μＬの洗浄試薬を入れたマイクロタイタープレートを調製した（プレート２）。
増幅反応を行なうための別のマイクロタイタープレート（プレート３）を、反応に使用す
る各ウェルが３０μＬの増幅試薬を含むように調製した。３つのプレートすべて（プレー
ト１～３）を磁気粒子処理装置ユニット内に入れた。核酸複合体を有する磁気ビーズをプ
レート１から単離し、プレート２内で洗浄し、次いで、当該技術分野の通常レベルの技能
を有する者が熟知している標準的な手順を用いてプレート３内に移した。プレート３を磁
気粒子処理装置ユニットから取り出し、粘着テープシールで覆い、次いで、温度制御型リ
アルタイム装置内に入れた。
【０２１６】
　リアルタイム増幅プロトコル。プレート３をリアルタイム装置内で４２℃にて５分間イ
ンキュベートした。マイクロタイタープレートをリアルタイム装置から取り出し、４２℃
のサーモミキサーに入れた。各反応ウェルに、検出プローブを含む酵素試薬の１０μＬア
リコートを入れ、次いで粘着テープシールで覆った。プレートを、サーモミキサーにおい
て６０秒間静かに振盪し、次いで、４２℃のリアルタイム装置内に戻し入れ、該装置内で
リアルタイムアッセイモニタリングを開始した。合成されたアンプリコンの量のインジケ
ーターとしての機能を果たすＴ時間値を、モニタリングした蛍光シグナルから測定した。
【０２１７】
　（結果および結論）
　図２１は、核酸増幅に対する開示したアプローチの利点をグラフによって示す。目的の
標的に相補的なタグ化プライミングオリゴヌクレオチド、標的捕捉工程、および目的の標
的（すなわち、Ｅ．ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ）に相補的でないタグ特異的プライミングオリゴ
ヌクレオチドを用いた手順により、バックグラウンド増幅レベルの劇的な低減がもたらさ
れ、そのため、０コピーと１×１０３コピーの細菌鋳型核酸との識別が容易に可能となっ
た。より具体的には、１×１０５コピー、１×１０３コピー、および０コピーのＥ．ｃｏ
ｌｉ鋳型を用いて行なった反応について測定した平均Ｔ時間値は、それぞれ、２４．７分
、３０．６分および３７．５分であった。上に示した結果を総合すると、これらの所見は
、インビトロ核酸増幅反応を行なうために使用される一般的な試薬中に細菌由来核酸が存
在することと整合した。この事実にもかかわらず、タグ化プライミングオリゴヌクレオチ
ドを使用する手順は、試験試料中に含まれたＥ．ｃｏｌｉ核酸を、増幅試薬が寄与する外
来鋳型核酸から干渉されることなく検出するのに有用であった。例えば、試験試料中の１
０３コピー以上のレベルのＥ．ｃｏｌｉ核酸を検出するための定性的アッセイは、閾値蛍
光シグナルの達成、または所定の反応時間（例えば、３５分）後のＴ時間の値に依存し得
る。
【０２１８】
　以下の実施例は、２種類の異なる検出プローブが、どのようにしてリアルタイム増幅実
行曲線のプロフィールに影響を及ぼしたかを示す比較の結果を示す。さらに、この結果に
より、どのようにしてタグ化プライミングオリゴヌクレオチドアプローチが、０コピーお
よび１０３コピーの合成Ｅ．ｃｏｌｉ鋳型核酸（単一の細菌に存在する１６Ｓ　ｒＲＮＡ
のコピー数に近いレベル）の識別に使用され得るかが示された。
【０２１９】
　実施例６に、３種類の異なる検出プローブを用いたリアルタイム増幅反応におけるＥ．
ｃｏｌｉ　ｒＲＮＡ鋳型の検出を記載する。
【０２２０】
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　（実施例６）
　（代替的なトーチ設計によりアッセイの結果が改善され得る）
　増幅反応を行ない、３種類の異なる検出プローブのうちの１種類を用いてリアルタイム
形式でモニタリングした。この反応を行なうために使用した合成鋳型核酸、非特異的捕捉
オリゴヌクレオチド、タグ化プライミングオリゴヌクレオチド、終結オリゴヌクレオチド
、プロモーターオリゴヌクレオチドおよびタグ特異的プライミングオリゴヌクレオチドは
、前述の実施例の第２の手順で使用したものと同一とした。配列番号：１４は、標的ハイ
ブリダイズ領域およびタグ領域を含む例示的なタグ化プライマーオリゴマーである。標的
ハイブリダイズ領域は、配列番号：１３の合成Ｅ．ｃｏｌｉ断片の核酸塩基４９７～５２
４にハイブリダイズする。また、この標的ハイブリダイズ領域を配列番号：１９に示す。
配列番号：１０は、プロモーター領域および標的ハイブリダイズ領域を含むプロモーター
系オリゴマーである。本実施例では、このオリゴマーの３’末端がブロックされており、
したがって、配列番号：１０はプロモーター供与体オリゴマーである。配列番号：１０に
ついての標的ハイブリダイズ領域は、配列番号：１３の合成Ｅ．ｃｏｌｉ断片の核酸塩基
４１３～４３３とハイブリダイズする。また、この標的ハイブリダイズ領域を配列番号：
２０に示す。各条件について４連で実施した。上記の場合と同様、検出プローブを酵素試
薬とともに添加した。また、非特異的標的捕捉、試料調製およびリアルタイム増幅のため
の試薬およびプロトコルは、本質的に前述の実施例の第２の手順に記載のとおりとした。
注目すべきことには、反応は、０、１×１０３または１×１０５コピーの合成Ｅ．ｃｏｌ
ｉ鋳型を用いて行なった。上記の場合と同様、以下に示す配列内のポリヌクレオチド主鎖
の２’－Ｏ－メチルリボース（２’－Ｏ－Ｍｅ）修飾を小文字の「ｍ」で示す。プロモー
ターオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドの３’末端のブロック部分には３
’→３’結合を含めた。該結合は、３’－ジメチルトリチル－Ｎ－ベンゾイル－２’－デ
オキシシチジン、５’－スクシノイル－長鎖アルキルアミノ－ＣＰＧ（Ｇｌｅｎ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｔｅｒｌｉｎｇ，ＶＡ；カタログ番号２０－０
１０２－０１）を用いて作製した。この手順で使用したオリゴヌクレオチド、試薬および
不可欠な方法は、以下のものとした。
【０２２１】

【表１１】

　試薬および他のプロトコル情報：試薬および実験プロトコルは、本質的に実施例５で記
載のとおりとしたが、標的捕捉のために使用した条件を若干変更した。非特異的標的捕捉
プロトコル：標的捕捉試薬（ＴＣＲ）の調製。磁気ビーズのストック懸濁液を室温で２５
分間混合した。磁気ビーズ懸濁液の１５０μＬのアリコートを、５ｍＬのＴＣＲ希釈剤に
添加し（５０μＬ／試料を用いた場合、１５μｇのビーズ／反応液）、次いで、室温で２
５分間ゆっくりと混合した。次に、非特異的捕捉オリゴヌクレオチドを５ｍＬのＴＣＲ混
合物に添加し、終濃度を０．１２ｐｍｏｌ／μＬにした。調製したＴＣＲを室温で必要時
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ーオリゴヌクレオチドおよびタグ特異的プライミングオリゴヌクレオチドを用いて調製し
た。調製した増幅溶液をボルテックスによって混合し、次いで、必要時まで２～８℃に維
持した。次に、分子トーチ検出プローブを含む酵素試薬を調製し、必要時まで２～８℃に
維持した。鋳型ｒＲＮＡの希釈液を上記のように０．２％ＬＬＳ中で調製した。磁気ビー
ズ標的捕捉溶液のアリコート（５０μＬ）を、ＫＩＮＧＦＩＳＨＥＲ　９６（Ｔｈｅｒｍ
ｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．；Ｗａｌｔｈａｍ，ＭＡ）磁気粒子
処理装置のためのマイクロタイタープレートのウェル内に移した。次いで、希釈した鋳型
の試料、タグ化プライミングオリゴヌクレオチドおよび終結オリゴヌクレオチドを、水で
希釈した１．５ｍＬの５０％輸送培地に添加した。標的含有試料混合物をボルテックスし
、１５０μＬアリコートを、５０μＬの標的捕捉溶液の入ったマイクロタイタープレート
（プレート１）のウェル内に移した（各ウェルには、０、１×１０３または１×１０５コ
ピーのＥ．ｃｏｌｉ転写物ならびに適切な量のタグ化プライミングオリゴヌクレオチドお
よび終結オリゴヌクレオチドを含めた）。
【０２２２】
　標的捕捉プロトコル。マイクロタイタープレート（プレート１）を、ＳＯＬＯ　ＨＴイ
ンキュベーター（Ｔｈｅｒｍｏ　Ｌａｂｓｙｓｔｅｍｓ；Ｆｒａｎｋｌｉｎ，ＭＡ）を用
いて、６０℃で１５分間インキュベートした。次いで、マイクロタイタープレートを室温
のベンチに置き、５分間平衡化させた（プレート１）。次に、２００μＬの洗浄試薬を入
れた第２のマイクロタイタープレートを調製した（プレート２）。増幅反応を行なうため
の第３のマイクロタイタープレート（プレート３）は、反応に使用する各ウェルが３０μ
Ｌの増幅試薬を含むように調製した。３つのプレートすべてを磁気粒子処理装置ユニット
内に入れた。核酸複合体を有する磁気ビーズをプレート１から単離し、プレート２内で洗
浄し、次いで、当該技術分野の通常レベルの技能を有する者が熟知している標準的な手順
を用いてプレート３内に移した。プレート３を磁気粒子処理装置ユニットから取り出し、
粘着テープシールで覆い、次いで、温度制御型リアルタイム装置内に入れた。
【０２２３】
　リアルタイム増幅プロトコル。プレート３をリアルタイム装置内で４２℃にて５分間イ
ンキュベートした。マイクロタイタープレートをリアルタイム装置から取り出し、４２℃
のサーモミキサーに入れた。各反応ウェルに、検出プローブを含む酵素試薬の１０μＬア
リコートを入れ、次いで粘着テープシールで覆った。プレートを、サーモミキサーにおい
て６０秒間静かに振盪し、次いで、４２℃のリアルタイム装置内に戻し入れ、該装置内で
リアルタイムアッセイモニタリングを開始した。合成されたアンプリコンの量のインジケ
ーターとしての機能を果たすＴ時間値を、モニタリングした蛍光シグナルから測定した。
【０２２４】
　結果および結論：表１２に示す結果は、異なる検出プローブを用いて行なった反応での
平均Ｔ時間値（第３列）、および平均Ｔ時間値の標準偏差（第４列）をまとめたものであ
る。表にしたまとめにより、試験したすべての検出プローブで、リアルタイムアッセイに
おいて非常に良好な結果が得られることが確認された。各プローブでは、０コピーレベル
の標的投入において、非常に低いシグナルが好都合に得られた。より具体的には、０コピ
ーの投入合成鋳型を用いて行なった反応で検出されたアンプリコンは、反応液に配列番号
：１７および配列番号：１８の検出プローブを含めた場合、本質的に検出不可能であった
。これらの検出プローブは、それぞれ、配列番号：１３の残基４６２～４７７および残基
４５５～４７７にハイブリダイズするように構成された標的ハイブリダイズ領域を有する
。配列番号：１７および配列番号：１８で特定される検出プローブの一方を含めた反応液
では、単一の細菌に含まれる量にほぼ相当する鋳型核酸の検出が容易に可能になるという
顕著な結果が得られた。
【０２２５】
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【表１２】

　実施例５および６で示された結果を鑑みると、配列番号：１２および１７～１８は各々
、本明細書に記載の方法を用いてＥ．ｃｏｌｉを検出するための好ましい分子トーチを表
す。Ｅ．ｃｏｌｉ核酸の検出に有用な非常に好ましいプローブは、配列番号：１２のプロ
ーブ内に含まれた２～２４位のヌクレオチドに対応する標的相補配列（すなわち、配列番
号：２１に実質的に対応する標的ハイブリダイズ配列）、または配列番号：１７のプロー
ブ内に含まれた２～１７位のヌクレオチドに対応する標的相補配列（すなわち、配列番号
：２２に実質的に対応する標的ハイブリダイズ配列）、または配列番号：１８のプローブ
内に含まれた２～２４位のヌクレオチドに対応する標的相補配列（すなわち、配列番号：
２３に実質的に対応する標的ハイブリダイズ配列）を有するものである。一般的に言うと
、Ｅ．ｃｏｌｉ核酸の検出に有用なプローブは、ＴＧＣＧＧＧＴＡＡＣＧＴＣＡＡＴＧＡ
ＧＣＡＡＡＧＧＴＡＴＴＡＡＣＴＴＴＡＣＴＣ（配列番号：２４）の配列内に含まれた少
なくとも１６連続ヌクレオチドの標的ハイブリダイズ配列を有する。望ましいプローブの
全般的に好ましい長さは、３９ヌクレオチドまで、より好ましくは２９ヌクレオチドまで
、より好ましくは２３ヌクレオチドまで、またはさらにより好ましくは１６ヌクレオチド
までである。もちろん、有用なプローブは、ＲＮＡおよびＤＮＡと同等の塩基を含むもの
であってもよく、前述のプローブの相補体を含んでもよい。
【０２２６】
　本発明を、一部の特定の好ましい実施形態を参照してかなり詳細に記載し、示したが、
当業者には、本発明の他の実施形態が容易に認識される。したがって、本発明は、以下の
添付の特許請求の範囲の精神および範囲内に包含されるあらゆる修正型および変形型を含
むものとする。
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