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(57)【要約】
少なくとも１つのヌクレオチド残基のフラノース環内に４’－チオ修飾を組み込むメッセ
ンジャーＲＮＡ分子及び関連組成物、ならびにコードされた治療用タンパク質をインビボ
で産生するため、および疾病または障害を治療または予防するために、これらのｍＲＮＡ
を使用する方法が開示される。特定の実施形態においては、４’－チオ修飾ｍＲＮＡは、
インビボでの治療における、向上した安定性及び／または低減した免疫原性を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コード領域及び任意で１つ以上の非コード領域を有するｍＲＮＡ分子であって、前記ｍ
ＲＮＡが、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む少なくとも１つのヌクレオチド残基
を含む、前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項２】
　前記アデノシンヌクレオチド残基のうちの少なくとも１％が、４’－チオ－置換フラノ
ース環を組み込む、請求項１に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項３】
　前記グアノシン残基のうちの少なくとも１％が、４’－チオ－置換フラノース環を組み
込む、請求項１または請求項２に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項４】
　前記ウリジン残基のうちの少なくとも１％が、４’－チオ－置換フラノース環を組み込
む、請求項１～３のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項５】
　前記シチジン残基のうちの少なくとも１％が、４’－チオ－置換フラノース環を組み込
む、請求項１～４のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項６】
　前記ヌクレオチド残基のうちの１０％未満が、４’－チオ－置換フラノース環を組み込
む、請求項１～５のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項７】
　前記残基のうちの少なくとも５０％が、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む、請
求項１～５のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項８】
　前記ヌクレオチド残基のうちの少なくとも９９％が、４’－チオ－置換フラノース環を
組み込む、請求項１～５または７のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項９】
　前記非コード領域がポリＡテールを含み、前記ポリＡテールが４’－チオ－アデノシン
残基を含む、請求項１～８のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１０】
　前記ポリＡテールが、少なくとも約９０ヌクレオチド残基長である、請求項９に記載の
前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１１】
　前記ポリＡテールが、少なくとも約５００ヌクレオチド残基長である、請求項９または
請求項１０に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１２】
　前記ｍＲＮＡが、少なくとも１つの非標準ヌクレオチド残基を更に含む、請求項１～１
１のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１３】
　前記非標準ヌクレオチド残基が、５－メチル－シチジン、プソイドウリジン、及び２－
チオ－ウリジンのうちの１つ以上から選択される、請求項１２に記載の前記ｍＲＮＡ分子
。
【請求項１４】
　前記１つ以上の非標準ヌクレオシド残基が、４’－チオ－フラノースを含むように更に
修飾される、請求項１３に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１５】
　前記分子が、少なくとも２００個のヌクレオチド残基を含む、請求項１～１４のいずれ
か一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１６】
　前記分子が、少なくとも５０００個のヌクレオチド残基を含む、請求項１～１５のいず
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れか一項に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１７】
　前記コード領域が、治療用タンパク質をコードする、請求項１～１６のいずれか一項に
記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１８】
　前記治療用タンパク質が、エリスロポエチン、ヒト成長ホルモン、嚢胞性線維症膜コン
ダクタンス制御因子（ＣＦＴＲ）、インスリン、アルファ－ガラクトシダーゼＡ、アルフ
ァ－Ｌ－イズロニダーゼ、イズロネート－２－スルファターゼ、Ｎ－アセチルグルコサミ
ン－１－リン酸トランスフェラーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミニダーゼ、アルファ－グル
コサミニドアセチルトランスフェラーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン６－スルファターゼ
、Ｎ－アセチルガラクトサミン－４－スルファターゼ、ベータ－グルコシダーゼ、ガラク
トース－６－硫酸スルファターゼ、ベータ－ガラクトシダーゼ、ベータ－グルクロニダー
ゼ、グルコセレブロシダーゼ、ヘパランスルファミダーゼ、ヒアルロニダーゼ、ガラクト
セレブロシダーゼ、オルニチントランスカルバミラーゼ（ＯＴＣ）、カルバモイル－リン
酸シンテターゼ１（ＣＰＳ１）、アルギニノコハク酸シンテターゼ（ＡＳＳ１）、アルギ
ニノコハク酸リアーゼ（ＡＳＬ）、及びアルギナーゼ１（ＡＲＧ１）、グルコース－６－
ホスファターゼ、グルコース－６－リン酸トランスロカーゼ、グリコーゲン脱分枝酵素、
リソソームアルファ－グルコシダーゼ、１，４－アルファ－グルカン分枝酵素、グリコー
ゲンホスホリラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、肝臓ホスホリラーゼ、ＧＬＵＴ－２、Ｕ
ＤＰグリコーゲンシンターゼ、アルファ－Ｌ－イズロニダーゼ、イズロネート硫酸シルフ
ァターゼ、ヘパラン硫酸スルファミダーゼ、アルファ－Ｎ－アセチルグルコースアミダー
ゼ、アルファ－グルコサミニド－Ｎ－アセチルトランスフェラーゼ、Ｎ－アセチルグルコ
サミン－６－硫酸スルファターゼ、アポリポタンパク質Ｅ、低密度リポタンパク質受容体
（ＬＤＬＲ）、第ＶＩＩＩ因子、第ＩＸ因子、脊髄運動ニューロン１（ＳＭＮ１）、フェ
ニルアラニンヒドロキシラーゼ、プロピオニル－ＣｏＡカルボキシラーゼ、ポルフォビリ
ノーゲンデアミナーゼ、ペチルマロニル（ｐｅｔｈｙｌｍａｌｏｎｙｌ）－ＣｏＡムター
ゼ、尿酸オキシダーゼ、Ｃ１エステラーゼ阻害剤、及び酸性アルファ－グルコシダーゼか
ら選択される、請求項１７に記載の前記ｍＲＮＡ分子。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の少なくとも１つのｍＲＮＡ分子及び担体を含む
、組成物。
【請求項２０】
　前記担体が、脂質を含む、請求項１９に記載の前記組成物。
【請求項２１】
　前記ｍＲＮＡが、脂質ナノ粒子内に被包される、請求項２０に記載の前記組成物。
【請求項２２】
　前記担体が、ＸＴＣ（２，２－ジリノレイ１－４－ジメチルアミノエチル－［１，３］
－ジオキソラン）、ＭＣ３（（（６Ｚ，９Ｚ，２８Ｚ，３１Ｚ）－ヘプタトリアコンタ－
６，９，２８，３１－テトラエン－１９－イル４－（ジメチルアミノ）ブタン酸）、ＡＬ
ＮＹ－１００（（３ａＲ，５ｓ，６ａＳ）－Ｎ，Ｎ－ジメチル－２，２－ジ（（９Ｚ，１
２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエニル）テトラヒドロ－３ａＨ－シクロペンタ［ｄ］
［１，３］ジオキソール－５－アミン））、ＮＣ９８－５（４，７，１３－トリス（３－
オキソ－３－（ウンデシルアミノ）プロピル）－Ｎ１，Ｎ１６－ジウンデシル－４，７，
１０，１３－テトラアザヘキサデカン－１，１６－ジアミド）、ＤＯＤＡＰ（１，２－ジ
オレイル－３－ジメチルアンモニウムプロパン）、ＨＧＴ４００３、ＩＣＥ、ＨＧＴ５０
００、シス、またはトランスＨＧＴ５００１、ＤＯＴＡＰ（１，２－ジオレイル－３－ト
リメチルアンモニウムプロパン）、ＤＯＴＭＡ（１，２－ジ－Ｏ－オクタデセニル－３－
トリメチルアンモニウムプロパン）、ＤＬｉｎＤＭＡ、ＤＬｉＮ－ＫＣ２－ＤＭＡ、及び
Ｃ１２－２００から選択される１つ以上の陽イオン性脂質を含む脂質ナノ粒子である、請
求項１９～２１のいずれか一項に記載の前記組成物。
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【請求項２３】
　前記脂質ナノ粒子が、ＤＳＰＣ（１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホス
ホコリン）、ＤＰＰＣ（１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン）
、ＤＯＰＥ（１，２－ジオレイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、Ｄ
ＰＰＥ（１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、Ｄ
ＭＰＥ（１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、Ｄ
ＯＰＧ（，２－ジオレイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホ－（１’－ｒａｃ－グリセロー
ル））、及びコレステロールから選択される１つ以上のヘルパー脂質を含む、請求項２１
または請求項２２に記載の前記組成物。
【請求項２４】
　前記脂質ナノ粒子が、ペグ化脂質を含む、請求項２１～２３のいずれか一項に記載の前
記組成物。
【請求項２５】
　前記脂質ナノ粒子が、１つ以上の陽イオン性脂質、１つ以上のヘルパー脂質、及びペグ
化脂質を含む、請求項２１に記載の前記組成物。
【請求項２６】
　前記担体が、ポリマーを含む、請求項１９に記載の前記組成物。
【請求項２７】
　前記ポリマーが、ポリエチレンイミンである、請求項２６に記載の前記組成物。
【請求項２８】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の前記ｍＲＮＡ、または請求項１９～２７のいず
れか一項に記載の前記組成物を対象に投与することを含む、タンパク質をインビボで産生
する方法。
【請求項２９】
　治療用タンパク質のインビボでの発現を誘発することができる薬物の前記製造のための
、請求項１～１８のいずれか一項の記載のｍＲＮＡ分子の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１３年３月１４日に出願された米国特許出願第６１／７８５，０９８号
の、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づく利益を主張し、その全体が、本明細書に参照に
よって組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、４’－チオ－修飾ヌクレオチド残基を含むメッセンジャーリボ核酸（ｍＲＮ
Ａ）、これらのｍＲＮＡを含む組成物、及びそれを作製し、使用する方法に関する。
【０００３】
　メッセンジャーＲＮＡを使用する遺伝子治療は、様々な疾病の治療のためのアプローチ
として提案されている。宿主内でのタンパク質産生の手段としての、メッセンジャーＲＮ
Ａ（ｍＲＮＡ）の導入の概念は、以前に報告されている。Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ａ．ｅｔ　
ａｌ．Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．７１：４８４－４８９（２００９）、Ｄｅｂｕｓ，Ｈ．
ｅｔ　ａｌ．Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ．１４８：３３４－３４３（２０１０）。しか
しながら、インビボでのタンパク質産生のためのｍＲＮＡの投与の成功は、典型的にｍＲ
ＮＡがパッケージ化されている（例えば、ポリマーまたは脂質担体と複合したｍＲＮＡな
ど）ことを必要とした。例えば、国際特許出願公開第ＷＯ２０１１／０６８１０号及び同
第ＷＯ２０１２／１７０９３０号を参照されたい。パッケージ化されていない（裸の）ｍ
ＲＮＡの投与は、より安定かつ有益な治療もたらすために、化学修飾されたヌクレオチド
がｍＲＮＡ内に組み込まれることを必要とした。例えば、Ｍ．Ｋｏｒｍａｎｎ　ｅｔ　ａ
ｌ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．２９：１５４－１５９（２０１１）、Ｋ．Ｋａｒｉ
ｋｏ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｔｈｅｒａｐｙ１６（１１）：１８３３－１８４０（２００



(5) JP 2016-513470 A 2016.5.16

10

20

30

40

50

８）を参照されたい。
　インビボで産生され得る治療用タンパク質をコードするｍＲＮＡの投与は、治療用タン
パク質をコードするＤＮＡの投与、及び治療用タンパク質の直接投与に対する有意な利点
を提供し得る。しかしながら、治療用タンパク質をコードする治療用ｍＲＮＡの開発は医
学治療における有望な前進を表す一方で、そのような治療の有用性は、ｍＲＮＡ、特に全
長タンパク質をコードするｍＲＮＡのインビボでの不良な安定性によって依然として限定
され得る。
　特に、遺伝子置換治療において使用されるｍＲＮＡの不良な安定性は、コードされた治
療用タンパク質のインビボでの不十分な、またはより最適でない産生をもたらし得る。治
療用タンパク質をコードするｍＲＮＡの投与後、ｍＲＮＡは、例えば、１つ以上のヌクレ
アーゼへのインビボでの暴露時に、分解を受け得る。リボヌクレアーゼ（例えば、エンド
リボヌクレアーゼ及びエキソリボヌクレアーゼ）は、ＲＮＡのより小さい成分への分解を
触媒することができ、これによりｍＲＮＡに治療用タンパク質を産生することをできなく
する、ヌクレアーゼ酵素の分類を表す。したがって、ヌクレアーゼ酵素（例えば、リボヌ
クレアーゼ）は、例えば、合成で、または組み換えで調製されたｍＲＮＡの循環半減期を
短くすることができる。核酸分解による分解後、ｍＲＮＡは翻訳されないため、意図され
た治療用利益を発揮することが阻止され、これはｍＲＮＡ遺伝子治療の有効性を有意に低
減し得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０６８１０号
【特許文献２】国際公開第２０１２／１７０９３０号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ａ．ｅｔ　ａｌ．Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．７１：
４８４－４８９（２００９）
【非特許文献２】Ｄｅｂｕｓ，Ｈ．ｅｔ　ａｌ．Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ．１４８：
３３４－３４３（２０１０）
【非特許文献３】Ｍ．Ｋｏｒｍａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．２
９：１５４－１５９（２０１１）
【非特許文献４】Ｋ．Ｋａｒｉｋｏ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｔｈｅｒａｐｙ１６（１１）
：１８３３－１８４０（２００８）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、より安定、堅固、かつ持続したインビボでのタンパク質産生のための、改良
された修飾ｍＲＮＡを提供する。本発明は、一部には、治療用タンパク質をインビボで産
生するために使用されるｍＲＮＡの安定性が、リボース部分内の４’酸素が硫黄によって
置換される修飾リボヌクレオチドを組み込むことによって、更に改良され得るという認識
に基づく。リボヌクレオチドのリボース部分内の４’酸素の硫黄での置換は、Ｓ．Ｈｏｓ
ｈｉｋａ　ｅｔ　ａｌ．（Ｎｕｃ．Ａｃ．Ｒｅｓ．Ｓｕｐｐ．３：２０９－２１０（２０
０３））及びＭ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ，Ｍ．ｅｔ　ａｌ．（Ｎｕｃ．Ａｃ．Ｒｅｓ．３７
：１３５３－１３６２（２００９））によって以前に報告されているが、両方の報告が、
ＲＮＡ干渉のための、最大１５残基長の４’－チオ残基を含有するＲＮＡの短い合成断片
を含み、４’－チオ－修飾ヌクレオチドを含む１９～２１残基長の短いＲＮＡもまた、Ｒ
ＮＡ干渉（Ｄａｎｄｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．４９：１６２４－１６３
４（２００６））及びアプタマーの発現（最大５９残基長；Ｈｏｓｈｉｋａ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｎｕｃ．Ａｃ．Ｒｅｓ．３２：３８１５－３８２５（２００４）、Ｋａｔｏ　ｅｔ　
ａｌ．，Ｎｕｃ．Ａｃ．Ｒｅｓ．３３：２９４２－２９５１（２００５）、Ｍｉｎａｋａ
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ｗａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｏｒｇ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．１６：９４５０－９４５６（２
００８））が報告されている。しかしながら、これらの報告は、従来技術において試験さ
れるあらゆる干渉ＲＮＡまたはアプタマーよりも、ずっと長い長さを一般的に有し、均一
に二本鎖の状態では存在せず、大きな非螺旋及び／または単鎖の成分を有する立体構造の
形をとり得る、全長ｍＲＮＡ（つまり、全長機能性治療用タンパク質をコードし、１つ以
上の非コード領域を任意で含有するｍＲＮＡ）への４’－チオリボヌクレオチドの組み込
みの効果について、予測的ではない。より重要なことに、本発明の前に、４’－チオ－修
飾ヌクレオチドを組み込むｍＲＮＡが、インビボでのタンパク質産生のための使用に成功
し得るのかどうかは不明であった。実施例を含めて本明細書に記載されるように、本発明
者らは、１つ以上の４’－チオ－修飾ヌクレオチド（例えば、４’－チオ－ＡＴＰ、４’
－チオ－ＵＴＰ、４’－チオ－ＧＴＰ、及び／または４’－チオ－ＣＴＰ）を組み込む全
長ｍＲＮＡの合成に成功した。ｍＲＮＡの長さに対する懸念にも関わらず、本発明者らは
、最大１００％の４’－チオ－ＡＴＰ、１００％の４’－チオ－ＵＴＰ、１００％の４’
－チオ－ＧＴＰ、及び／または１００％の４’－チオ－ＣＴＰを組み込む全長ｍＲＮＡを
合成することができた。実施例に示すように、そのような修飾ｍＲＮＡは無修飾ｍＲＮＡ
よりも安定し、驚くべきことに、そのような広範な修飾は修飾ｍＲＮＡがインビボで効果
的に翻訳される能力に影響を与えないようである。
【０００７】
　したがって、本発明は、例えば、ｍＲＮＡの安定性、免疫原性、及び翻訳効率に対する
より良い制御を可能にするｍＲＮＡ、ならびにこれらのｍＲＮＡ及び任意で担体を含む組
成物、ならびにこれらのｍＲＮＡ及び組成物を使用して、疾病及び／または障害の治療の
ための治療用タンパク質のインビボでの発現を誘発する方法を提供する。
【０００８】
　いくつかの実施形態において、本発明は、コード領域及び任意で１つ以上の非コード領
域を有するｍＲＮＡ分子であって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－置換フラノース環を組み込
む少なくとも１つのヌクレオチド残基を含む、ｍＲＮＡ分子を提供する。いくつかの実施
形態において、提供されるｍＲＮＡは、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む、少な
くとも約５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５
０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９
６％、９７％、９８％、または９９％のヌクレオチド残基を含有する。いくつかの実施形
態において、提供されるｍＲＮＡは、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む、１００
％のヌクレオチド残基を含有する。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは
、最大５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０
％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６
％、９７％、９８％、９９％、または１００％の４’－チオ－ＡＴＰを含有する。いくつ
かの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、最大５％、１０％、１５％、２０％、２
５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７
５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１０
０％の４’－チオ－ＵＴＰを含有する。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮ
Ａは、最大５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、
５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、
９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％の４’－チオ－ＧＴＰを含有する。い
くつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、最大５％、１０％、１５％、２０％
、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％
、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または
１００％の４’－チオ－ＣＴＰを含有する。いくつかの実施形態において、提供されるｍ
ＲＮＡは、本明細書に記載される様々な４’－チオ－修飾ＮＴＰの組み合わせを含有する
。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、非コード領域を含む。いくつか
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の実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、ポリ－Ａ及び／またはポリ－Ｕテールを含
む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、５’キャップ構造を含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも１つの非標準ヌクレ
オチド残基を更に含む。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの非標準ヌクレオ
チド残基は、５－メチル－シチジン、プソイドウリジン、及び２－チオ－ウリジンのうち
の１つ以上から選択される。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの非標準ヌク
レオチド残基は、４’－チオ－フラノース環を組み込む。いくつかの実施形態において、
最大５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％
、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％
、９７％、９８％、９９％、または１００％の非標準ヌクレオチド残基は、４’－チオ－
フラノース環を組み込む。
【００１１】
　いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも６０残基長である。
いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも約７０、約８０、約９
０、約１００、約１５０、約２００、約３００、約４００、約５００、約１，０００、約
１，５００、約２，０００、約２，５００、約３，０００、約３，５００、約４，０００
、約４，５００、または約５，０００残基長である。
【００１２】
　本発明の更なる実施形態は、コード領域及び任意で１つ以上の非コード領域を有する少
なくとも１つのｍＲＮＡ分子を含む組成物であって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－置換フラ
ノース環及び担体を組み込む少なくとも１つのヌクレオチド残基を含む、組成物を提供す
る。いくつかの実施形態において、提供される組成物は、コード領域及び任意で１つ以上
の非コード領域を有する少なくとも１つのｍＲＮＡであって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－
置換フラノース環及び担体を組み込む少なくとも１つのヌクレオチド残基を含み、ｍＲＮ
Ａが、少なくとも６０残基長である、ｍＲＮＡを含む。特定の実施形態において、本発明
の組成物は、コード領域及び任意で１つ以上の非コード領域を有する少なくとも１つのｍ
ＲＮＡ分子であって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む少なくとも
１つのヌクレオチド残基を含み、ポリマーに基づく担体または脂質ナノ粒子と複合した、
ｍＲＮＡ分子を含む。
【００１３】
　本発明は、コード領域及び任意で１つ以上の非コード領域を有する少なくとも１つのｍ
ＲＮＡ分子であって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む少なくとも
１つのヌクレオチド残基を含む、ｍＲＮＡ分子、またはそのようなｍＲＮＡ及び担体を含
む組成物を対象に投与することを含む、治療用タンパク質をインビボで産生する方法を更
に提供する。本発明はまた、コード領域及び任意で非コード領域を有する少なくとも１つ
のｍＲＮＡ分子であって、ｍＲＮＡが、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む少なく
とも１つのヌクレオチド残基を含む、ｍＲＮＡ分子、またはそのようなｍＲＮＡ及び担体
を含む組成物を投与することを含む、治療用タンパク質を必要とする対象を治療する方法
を提供する。いくつかの実施形態において、提供される方法において投与されるｍＲＮＡ
は、少なくとも６０残基長である。本明細書に記載される様々な修飾ｍＲＮＡは、治療用
タンパク質の産生のために、または様々な疾病、障害、または状態の治療のために使用さ
れ得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、本発明は、本明細書に記載される修飾ｍＲＮＡを使用し
てタンパク質を産生する方法を提供する。そのようなタンパク質産生の方法は、インビト
ロの無細胞系、インビトロの細胞に基づく系、またはインビボの系において使用され得る
。様々な実施形態において、適したｍＲＮＡは、４’－チオ－置換フラノース環を組み込
む少なくとも１つのヌクレオチド残基を含む。いくつかの実施形態において、適したｍＲ
ＮＡは、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む、最大約５％、１０％、１５％、２０
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％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０
％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、また
は１００％のヌクレオチド残基（例えば、ＡＴＰ、ＣＴＰ、ＧＴＰ、ＵＴＰ、及び／また
は非標準ＮＴＰ）を含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、ポリ（
Ａ）またはポリ（Ｕ）テールを含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡ
は、少なくとも６０残基長である。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、本発明は、治療用タンパク質をインビボで産生すること
ができる薬物の製造のための、提供されるｍＲＮＡ分子の使用を提供する。
【００１６】
　いくつかの他の実施形態において、本発明は、提供されるｍＲＮＡを作製する方法を提
供する。いくつかの他の実施形態において、本発明は、提供されるｍＲＮＡのインビトロ
での合成のための方法を提供する。いくつかの他の実施形態において、本発明は、４’－
チオ－置換フラノース環を組み込む、最大約５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３
０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８
０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のヌ
クレオチド残基（例えば、ＡＴＰ、ＣＴＰ、ＧＴＰ、ＵＴＰ、及び／または非標準ＮＴＰ
）を含有する、提供されるｍＲＮＡを作製する（例えば、インビトロで合成する）方法を
提供する。いくつかの実施形態において、本発明は、少なくとも約６０、約７０、約８０
、約９０、約１００、約１５０、約２００、約３００、約４００、約５００、約１，００
０、約１，５００、約２，０００、約２，５００、約３，０００、約３，５００、約４，
０００、約４，５００、または約５，０００残基長の、提供されるｍＲＮＡを作製する（
例えば、インビトロで合成する）ための方法を提供する。
【００１７】
　本発明の追加の目的及び利点は、一部は以下の記載において説明され、及び一部は記載
から明らかになる、または本発明の実践によって学ばれるであろう。本発明の目的及び利
点は、添付の特許請求の範囲において特に指摘される要素及び組み合わせの手段によって
認識され、達成されるであろう。
【００１８】
　前述の一般的な記載及び以下の詳細な記載の両方は、例示的かつ説明的であるのみであ
って、主張される本発明を限定するものではないことが理解されるべきである。本明細書
に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明のいくつかの実施形態を図
示し、記載と共に、本発明の原理を更に説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　図面は、例示の目的であるのみであって、限定の目的ではない。
【００２０】
【図１】例示的な４’－チオＲＮＡ塩基、４’－チオ－アデノシン、４’－チオ－グアノ
シン、４’－チオ－シチジン、４’－チオ－ウリジン、４’－チオ－５－メチル－シチジ
ン、４’－チオ－プソイドウリジン、及び４’－チオ－２－チオウリジンの分子構造を示
す。
【図２】修飾及び無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの遺伝子導入後の、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞内での
ＦＦＬルシフェラーゼ産生からのルシフェラーゼ検出を示す。
【図３】修飾及び無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの安定性研究の結果を示す。
【図４】修飾及び無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの投与後の、マウス肝臓内でのＦＦＬルシフェ
ラーゼ産生からのルシフェラーゼ検出を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本明細書で使用する場合、「ｍＲＮＡ」という用語は、コード領域及び任意で非コード
領域を含む、修飾及び／または無修飾ＲＮＡに言及するために使用される。「コード領域
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」という用語は、アミノ酸の鎖、すなわち、ペプチド結合によって結合した２つ以上のア
ミノ酸に翻訳され得るｍＲＮＡの一部または領域に言及する。アミノ酸の鎖はまた、タン
パク質（例えば、治療用タンパク質）に折り畳まれ得るペプチドまたはポリペプチドとも
称され得る。「非コード領域」という用語は、典型的に翻訳されないｍＲＮＡの一部また
は領域に言及する。非コード領域は、典型的に、ポリ（Ａ）またはポリ（Ｕ）テールを含
むが、これに限定されない、５’非翻訳領域及び／または３’非翻訳領域を含む。
【００２２】
　「非標準核酸塩基」は、天然塩基アデニン（Ａ）、シトシン（Ｃ）、グアニン（Ｇ）、
チミン（Ｔ）、またはウラシル（Ｕ）以外の塩基部分である。Ｔの類似体はまた、一般的
にＵの類似体でもあり、その逆もまた同様であるという例外はあるものの、非標準核酸塩
基は、核酸二重螺旋（ＲＮＡポリメラーゼによるＤＮＡ鋳型の転写中に形成されるものな
どの局所ＲＮＡ－ＤＮＡ螺旋を含む）内のＤＮＡまたはＲＮＡポリメラーゼによる組み込
みの、核酸二重螺旋及び遺伝子座内のその塩基対合特性が、既に列記した５つの核酸塩基
のうちの１つに最も類似する際の、特定の核酸塩基（Ａ、Ｃ、Ｇ、Ｔ、またはＵ）の類似
体である。「ヌクレオシド」、「塩基」、「ヌクレオチド」、または「残基」を含むが、
これに限定されない用語と併せて使用される「非標準」という用語は、「核酸塩基」と併
せて使用される場合と同一の様式で解釈されるべきである。
【００２３】
　本明細書で使用する場合、「治療用タンパク質」という用語は、対象に投与される場合
、対象の健康及び健全性に対して有益な効果を提供する任意のタンパク質を含む。いくつ
かの実施形態において、対象におけるそのタンパク質の欠乏、欠如、または異常発現は、
疾病または状態を生じさせる。「治療用タンパク質」はまた、所望の治療的効果を達成す
るために、対象において通常は存在しない、または通常は十分な量で存在しないタンパク
質にも言及し得る。
【００２４】
　「ヘルパー脂質」という用語は、本明細書で使用する場合、コレステロールを含む任意
の中性または双性イオン脂質材料に言及する。特定の理論に拘束されることを望むもので
はないが、ヘルパー脂質は、脂質二重層／ナノ粒子内に安定性、強剛性、及び／または流
動性を追加し得る。
【００２５】
　本発明のｍＲＮＡは、メッセンジャーリボ核酸分子へと置換して、対象に投与される際
のその生物学的特性を向上させるために、ヌクレオチド残基のリボース部分内の４’酸素
が硫黄で置換される特定の化学修飾された塩基を用いる。本発明のｍＲＮＡへの組み込み
のための例示的４’－チオ修飾ヌクレオチド残基を、図１に描写する（チオ－置換フラノ
ース環を含有する修飾ヌクレオチド残基を示す）。いくつかの実施形態において、フラノ
ース環の４’－チオ修飾は、エキソヌクレアーゼ、エンドヌクレアーゼ、及び／またはヒ
ト血清中の他のＲＮＡ分解酵素に対する改良された抵抗性を提供する。そのような安定性
は、増大したＲＮＡ半減期を提供し得る。したがって、例えば、フラノース環内に４’－
チオ修飾を有するｍＲＮＡまたはそのようなｍＲＮＡを含む組成物の投与は、改良された
生物学的特性、例えば、それが今度はインビボでの増大したタンパク質産生に寄与する増
大した半減期を有するｍＲＮＡの細胞取り込みをもたらす。
【００２６】
　特定の実施形態において、ＲＮＡ内のアデノシンヌクレオチド残基のうちの少なくとも
１％は、フラノース環内に４’－チオ修飾を有する。例えば、ｍＲＮＡ内のアデノシンの
うちの約１～５％、５～１５％、１５～３０％、３０～５０％、５０～７５％、７５～９
０％、９０～９９％、または９９～１００％は、４’－チオ－アデノシンであり得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のアデノシン残基のうちの少なくとも約１％
、約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約４０％、
約４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８０％、
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約８５％、約９０％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、または約９９％は、４
’－チオ－アデノシンである。いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のアデノシン残
基のうちの約１００％は、４’－チオ－アデノシンである。
【００２８】
　特定の実施形態において、ＲＮＡ内のグアノシンヌクレオチド残基のうちの少なくとも
１％は、フラノース環内に４’－チオ修飾を有する。例えば、ｍＲＮＡ内のグアノシンの
うちの約１～５％、５～１５％、１５～３０％、３０～５０％、５０～７５％、７５～９
０％、９０～９９％、または９９～１００％は、４’－チオ－グアノシンであり得る。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のグアノシン残基のうちの少なくとも約１％
、約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約４０％、
約４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８０％、
約８５％、約９０％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、または約９９％は、４
’－チオ－グアノシンである。いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のグアノシン残
基のうちの約１００％は、４’－チオ－グアノシンである。
【００３０】
　特定の実施形態において、ＲＮＡ内のウリジンヌクレオチド残基のうちの少なくとも１
％は、フラノース環内に４’－チオ修飾を有する。例えば、ｍＲＮＡのウリジンのうちの
約１～５％、５～１５％、１５～３０％、３０～５０％、５０～７５％、７５～９０％、
９０～９９％、または９９～１００％は、４’－チオ－ウリジンであり得る。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のウリジン残基のうちの少なくとも約１％、
約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約４０％、約
４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８０％、約
８５％、約９０％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、または約９９％は、４’
－チオ－ウリジンである。いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のウリジン残基のう
ちの約１００％は、４’－チオ－ウリジンである。
【００３２】
　特定の実施形態において、ＲＮＡ内のシチジンヌクレオチド残基のうちの少なくとも１
％は、フラノース環内に４’－チオ修飾を有する。例えば、ｍＲＮＡ内のシチジンのうち
の約１～５％、５～１５％、１５～３０％、３０～５０％、５０～７５％、７５～９０％
、９０～９９％、または９９～１００％は、４’－チオ－シチジンであり得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のシチジン残基のうちの少なくとも約１％、
約５％、約１０％、約１５％、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約４０％、約
４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８０％、約
８５％、約９０％、約９５％、約９６％、約９７％、約９８％、または約９９％は、４’
－チオ－シチジンである。いくつかの実施形態において、ｍＲＮＡ内のシチジン残基のう
ちの約１００％は、４’－チオ－シチジンである。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡ内の各４’－チオ－修飾ヌクレオチ
ドは、４’－チオ－ウリジンである。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡ
内の各４’－チオ－修飾ヌクレオチドは、４’－チオ－シチジンである。いくつかの実施
形態において、提供されるｍＲＮＡ内の各４’－チオ－修飾ヌクレオチドは、独立して４
’－チオ－ウリジンまたは４’－チオ－シチジンである。いくつかの実施形態において、
提供されるｍＲＮＡは、少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４
５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００個以上の４
’－チオ－ウリジンまたは４’－チオ－シチジンを含む。いくつかの実施形態において、
提供されるｍＲＮＡは、少なくとも１つの４’－チオ－アデノシン残基を含む。いくつか
の実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも１つの４’－チオ－グアノシン
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残基を含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも１つの４
’－チオ－グアノシンまたは４’－チオ－アデノシン残基を含む。いくつかの実施形態に
おいて、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、
４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００個
以上の４’－チオ－グアノシンまたは４’－チオ－アデノシン残基を含む。
【００３５】
　特定の実施形態において、１つの塩基型（例えば、アデノシン、グアノシン、ウリジン
、またはシチジン）の、フラノース環内に４’－チオ修飾を有するヌクレオチド残基の画
分は、他の塩基型の修飾ヌクレオチド残基の画分とは独立して変化する。
【００３６】
　特定の実施形態において、ヌクレオチド残基のうちの１０％未満は、フラノース環内に
４’－チオ修飾を有する。例えば、ヌクレオチド残基のうちの約１～５％、５～１０％、
３～５％、１～３％、０．１～１％、または０．０１～０．１％は、４’－チオ－置換フ
ラノース環を組み込み得る。
【００３７】
　他の実施形態において、ヌクレオチド残基のうちの１０％超は、フラノース環内に４’
－チオ修飾を有する。例えば、ヌクレオチド残基のうちの約１０～１５％、１５～２０％
、２０～２５％、２５～３０％、３０～３５％、３５～４０％、４０～４５％、または４
５～５０％は、４’－チオ－置換フラノース環を組み込み得る。いくつかの実施形態にお
いて、ヌクレオチド残基のうちの５０％超は、フラノース環内に４’－チオＲＮＡ修飾を
有する。例えば、ヌクレオチド残基のうちの約５０～５５％、５５～６０％、６０～６５
％、６５～７０％、７０～７５％、７５～８０％、８０～８５％、８５～９０％、９０～
９５％、９５～１００％、９５～９７％、９７～９８％、９８～９９％、９９～９９．９
％、または９９．９～１００％は、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、ヌクレオチド残基のうちの少なくとも約１％、５％、１
０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６
０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９
８％、または９９％は、４’－チオ－置換フラノース環を組み込む。いくつかの実施形態
において、約１００％のヌクレオチド残基は、４’－チオ－置換フラノース環を組み込み
得る。
【００３９】
　本発明のｍＲＮＡ内のコード領域及び非コード領域は、配列の非近接領域を包含し得る
。任意の非コード領域は、５’非翻訳領域（ＵＴＲ）、３’ＵＴＲ、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ
、またはポリ－Ｃテール、及び／または５’キャップ構造のうちの１つ以上を含み得る。
いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、非コード領域を含む。いくつかの
実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、５’ＵＴＲを含む。いくつかの実施形態にお
いて、提供されるｍＲＮＡは、３’ＵＴＲを含む。いくつかの実施形態において、提供さ
れるｍＲＮＡは、５’キャップ構造を含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍ
ＲＮＡは、ポリＡテールを含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、
５’－ＵＴＲ配列、３’－ＵＴＲ配列、及びポリＡテールを含む。いくつかの実施形態に
おいて、提供されるｍＲＮＡは、５’－ＵＴＲ配列、コード領域、３’－ＵＴＲ配列、及
びポリＡテールを含む。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、５’－Ｕ
ＴＲ配列、５’キャップ、３’－ＵＴＲ配列、及びポリＡテールを含む。いくつかの実施
形態において、提供されるｍＲＮＡは、５’－ＵＴＲ配列、５’キャップ、コード領域、
３’－ＵＴＲ配列、及びポリＡテールを含む。
【００４０】
　特定の実施形態において、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、またはポリ－Ｃテールは、４’－チオ
－置換フラノース環を組み込むヌクレオチド残基を含む。いくつかの実施形態において、
ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、またはポリ－Ｃテール、あるいは非コード領域の他の成分のみが、
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フラノース環内に４’－チオ置換を有するヌクレオチド残基を組み込む一方で、ｍＲＮＡ
分子内のヌクレオチド残基の残部は、４’－チオ－フラノース修飾を含有しない。いくつ
かの実施形態において、コード領域は、４’－チオ－置換フラノース環を組み込むヌクレ
オチド残基を含む。特定の実施形態において、コード領域及び非コード領域の両方（存在
する場合）は、フラノース環内に４’－チオ置換を有するヌクレオチド残基を組み込む。
特定の実施形態において、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、またはポリ－Ｃテールの長さは、変化し
得る。例えば、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、またはポリ－Ｃテールの長さは、少なくとも約５０
、７０、９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、または５００ヌクレ
オチド長であり得る。いくつかの実施形態において、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、またはポリ－
Ｃテールの長さは、約９０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、または
５００ヌクレオチド長未満であり得る。特定の実施形態において、ｍＲＮＡ分子は、４’
－チオ－置換フラノース環に加えて、他の修飾を含み得る。例えば、分子は、非標準核酸
塩基を組み込み得る。特定の実施形態は、５－メチル－シチジン（「５ｍＣ」）、プソイ
ドウリジン（「ψＵ」）、２－チオ－ウリジン（「２ｓＵ」）、５－メチルシトシン、イ
ソシトシン、プソイドイソシトシン、５－ブロモウラシル、５－プロピニルウラシル、６
－アミノプリン、２－アミノプリン、イノシン、ジアミノプリン、及び２－クロロ－６－
アミノプリンシトシン、及びこれらの修飾の組み合わせなどのヌクレオチド残基修飾、な
らびに他のヌクレオチド残基修飾を含み得る。特定の実施形態は、フラノース環またはヌ
クレオチド残基の他の部分、例えば、核酸塩基に対する追加の修飾を更に含み得る。例え
ば、いくつかの実施形態において、４’－チオ置換フラノース環は、例えば、プソイドウ
リジン、２－チオウリジン、及び５－メチルシチジンなどの無修飾塩基または修飾塩基内
に含まれ得る。特定の実施形態において、これらの修飾のいずれも、ヌクレオチド残基の
０～１００％で、例えば、０％超、１％超、１０％超、５０％超、９０％超、または９５
％超、あるいは個別または組み合わせでのヌクレオチド残基の１００％で存在し得る。い
くつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも１つの非標準ヌクレオチ
ド残基を含む。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの非標準ヌクレオチド残基
は、５－メチル－シチジン、プソイドウリジン、及び２－チオ－ウリジンのうちの１つ以
上から選択される。いくつかの実施形態において、５－メチル－シチジン内に少なくとも
１つの非標準ヌクレオチド残基。いくつかの実施形態において、少なくとも１つの非標準
ヌクレオチド残基は、４’－チオ－フラノース環を組み込む。いくつかの実施形態におい
て、最大５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５
０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９
６％、９７％、９８％、９９％、または１００％の非標準ヌクレオチド残基は、４’－チ
オ－フラノース環を組み込む。
【００４１】
　追加の修飾は、例えば、糖修飾または糖置換（例えば、２‘－Ｏ－アルキル修飾、ロッ
クド核酸（ＬＮＡ）のうちの１つ以上）を含み得る。糖修飾が２‘－Ｏ－アルキル修飾で
ある実施形態において、そのような修飾は、２‘－デオキシ－２‘－フルオロ修飾、２‘
－Ｏ－メチル修飾、２‘－Ｏ－メトキシエチル修飾、及び２‘－デオキシ修飾を含み得る
が、これに限定されない。
【００４２】
　特定の実施形態において、ｍＲＮＡのうちの０～１００％は、単鎖であり得る。特定の
実施形態において、ＲＮＡのうちの０～１００％は、非螺旋立体構造の形をとり得る。
【００４３】
　特定の実施形態において、本発明の組成物は、ウリジン残基の約１００％が４’－チオ
－ウリジンで置換される、ｍＲＮＡを含む。
【００４４】
　特定の実施形態において、本発明の組成物は、ウリジン残基の約１００％が４’－チオ
－ウリジンで置換され、シチジン残基の約１００％が５－メチル－シチジンで置換される
、ｍＲＮＡを含む。
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【００４５】
　特定の実施形態において、本発明の組成物は、ウリジン残基の約１００％が４’－チオ
－プソイドウリジンで置換される、ｍＲＮＡを含む。
【００４６】
　特定の実施形態において、本発明の組成物は、ウリジン残基の約１００％が４’－チオ
－プソイドウリジンで置換され、シチジン残基の約１００％が５－メチル－シチジンで置
換される、ｍＲＮＡを含む。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、有益な生物学的効果を提供し、
これは、例えば、対応する天然ｍＲＮＡと比較して、増大した安定性、改良されたタンパ
ク質産生率、及び／またはより高いタンパク質収率を含むが、これに限定されない。いく
つかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、対応する天然ｍＲＮＡ（すなわち、修
飾を有さない対応するｍＲＮＡ）と比較して、インビボで投与される際、増大した安定性
（例えば、より長い血清半減期）を有する。
【００４８】
　本発明のｍＲＮＡは、対象への投与時にｍＲＮＡ転写物から翻訳される治療用タンパク
質の量の増大を、修飾を有さない対応するｍＲＮＡと比較して、少なくとも約２．５％、
５％、７．５％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３３％、３６％、４０％、
５０％、６０％、７０％、７５％、８０％、９０％、９５％、９９％、１００％、１１０
％、１２０％、１２５％、１５０％、１７５％、２００％、２５０％、３００％、４００
％、５００％、６００％、７００％、７５０％、８００％、９００％、または１，０００
％、もたらす程度まで、ヌクレアーゼ（例えば、エンドヌクレアーゼ）分解に対してより
抵抗性であり得る。
【００４９】
　特定の実施形態において、本発明の組成物内の修飾ｍＲＮＡ分子の長さは、少なくとも
２００ヌクレオチド残基長である。例えば、ｍＲＮＡは、少なくとも約２００、３００、
４００、４００、１０００、２０００、３０００、４０００、または５０００ヌクレオチ
ド残基長であり得る。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも
６０残基長である。いくつかの実施形態において、提供されるｍＲＮＡは、少なくとも約
７０、約８０、約９０、約１００、約１５０、約２００、約３００、約４００、約５００
、約６００、約７００、約８００、約９００、約１，０００、約１，５００、約２，００
０、約２，５００、約３，０００、約４，０００、約５，０００、約６，０００、または
約７０００残基長である。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施形態において、本発明のｍＲＮＡによってコードされた治療用
タンパク質は、そのタンパク質の欠乏、欠如、または異常発現が、疾病及び／または状態
を生じさせる、任意のタンパク質であり得る。いくつかの実施形態において、治療用タン
パク質は、酵素であり得る。他の実施形態において、治療用タンパク質は、所望の治療的
効果を達成するために、対象において通常存在しない、または通常は十分な量で存在しな
いものである。
【００５１】
　例えば、適した治療用タンパク質の非限定的な選択は、エリスロポエチン、インスリン
、ヒト成長ホルモン、嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子（ＣＦＴＲ）、インスリン
、アルファ－ガラクトシダーゼＡ、アルファ－Ｌ－イズロニダーゼ、イズロネート－２－
スルファターゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン－１－リン酸トランスフェラーゼ、Ｎ－アセ
チルグルコサミニダーゼ、アルファ－グルコサミニドアセチルトランスフェラーゼ、Ｎ－
アセチルグルコサミン６－スルファターゼ、Ｎ－アセチルガラクトサミン－４－スルファ
ターゼ、ベータ－グルコシダーゼ、ガラクトース－６－硫酸スルファターゼ、ベータ－ガ
ラクトシダーゼ、ベータ－グルクロニダーゼ、グルコセレブロシダーゼ、ヘパランスルフ
ァミダーゼ、ヒアルロニダーゼ、ガラクトセレブロシダーゼ、オルニチントランスカルバ
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ミラーゼ（ＯＴＣ）、カルバモイル－リン酸シンテターゼ１（ＣＰＳ１）、アルギニノコ
ハク酸シンテターゼ（ＡＳＳ１）、アルギニノコハク酸リアーゼ（ＡＳＬ）、アルギナー
ゼ１（ＡＲＧ１）、グルコース－６－ホスファターゼ、グルコース－６－リン酸トランス
ロカーゼ、グリコーゲン脱分枝酵素、リソソームアルファ－グルコシダーゼ、１，４－ア
ルファ－グルカン分枝酵素、グリコーゲンホスホリラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、肝
臓ホスホリラーゼ、ＧＬＵＴ－２、ＵＤＰグリコーゲンシンターゼ、アルファ－Ｌ－イズ
ロニダーゼ、イズロネート硫酸シルファターゼ（ｓｉｌｆａｔａｓｅ）、ヘパラン硫酸ス
ルファミダーゼ、アルファ－Ｎ－アセチルグルコースアミダーゼ、アルファ－グルコサミ
ニド－Ｎ－アセチルトランスフェラーゼ、Ｎ－アセチルグルコサミン－６－硫酸スルファ
ターゼ、アポリポタンパク質Ｅ、低密度リポタンパク質受容体（ＬＤＬＲ）、例えば、第
ＶＩＩＩ因子、及び第ＩＸ因子などの凝血因子、脊髄運動ニューロン１（ＳＭＮ１）、フ
ェニルアラニンヒドロキシラーゼ、プロピオニル－ＣｏＡカルボキシラーゼ、ポルフォビ
リノーゲンデアミナーゼ、メチルマロニル－ＣｏＡムターゼ、尿酸オキシダーゼ、Ｃ１エ
ステラーゼ阻害剤、ならびに酸性アルファ－グルコシダーゼを含む。
【００５２】
　特定の実施形態において、本発明のｍＲＮＡ分子は、裸の、またはパッケージ化されて
いないｍＲＮＡとして投与され得る。いくつかの実施形態において、本発明の組成物内の
ｍＲＮＡの投与は、適した担体の包含によって促進され得る。特定の実施形態において、
担体は、１つ以上のｍＲＮＡを有する標的細胞の遺伝子導入を促進する、その能力に基づ
いて選択される。
【００５３】
　本明細書で使用する場合、「担体」という用語は、ｍＲＮＡを含む、生物学的活性剤の
投与に関する使用を一般的に意図される、あらゆる標準的な医薬担体、媒介物、希釈剤、
賦形剤、及び同様物を含む。本明細書に記載される組成物、及び特に担体は、多様なサイ
ズのｍＲＮＡをそれらの標的細胞または組織に送達する、及び／または安定化することが
できる。特定の実施形態において、本発明の組成物は、大きなｍＲＮＡ（例えば、少なく
とも５ｋＤａ、１０ｋＤａ、１２ｋＤａ、１５ｋＤａ、２０ｋＤａ、２５ｋＤａ、３０ｋ
Ｄａ、またはそれ以上のｍＲＮＡ、あるいは少なくとも６０、７０、８０、９０、１００
、１５０、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００、１，０
００、１，５００、２，０００、２，５００、３，０００、３，５００、４，０００、４
，５００、５，０００、５，５００、６，０００、６，５００、または７，０００残基長
のｍＲＮＡ）を送達することができる担体を含む。本発明に従うｍＲＮＡは、あらゆる様
々な既知の方法に従って合成され得る。例えば、本発明に従うｍＲＮＡは、インビトロ転
写（ＩＶＴ）によって合成され得る。簡潔には、ＩＶＴは、所望の量（複数可）の４’－
チオ－修飾標準及び／または非標準リボヌクレオチド（例えば、１つ以上の所望の４’－
チオ－ＮＴＰ（複数可））を含むリボヌクレオチドトリリン酸の貯蔵所であるプロモータ
ーを含有する、線状または環状ＤＮＡ鋳型で典型的に実行され、ＤＴＴ及びマグネシウム
イオン、ならびに適切なＲＮＡポリメラーゼ（例えば、Ｔ３、Ｔ７、またはＳＰ６　ＲＮ
Ａポリメラーゼ）、デオキシリボヌクレアーゼＩ、及び／またはリボヌクレアーゼ阻害剤
を含み得る緩衝系である無修飾リボヌクレオチドトリリン酸と任意で混合される。正確な
条件は、特定の用途に従って変化するであろう。４’－チオ－修飾標準及び／または非標
準リボヌクレオチドが、任意の長さの全長ｍＲＮＡに効果的に組み込まれ得ることが観察
される。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、本発明に従うｍＲＮＡの調製のために、ＤＮＡ鋳型は、
インビトロで転写される。適したＤＮＡ鋳型は、インビトロでの転写のために、プロモー
ター、例えば、Ｔ３、Ｔ７、またはＳＰ６プロモーターを典型的に有し、対象のタンパク
質及び終了信号をコードするための所望のヌクレオチド配列が続く。典型的に、ｍＲＮＡ
合成は、Ｎ－末端（５’）の端部への「キャップ」の添加、及びＣ－末端（３’）の端部
への「テール」の添加を含む。キャップの存在は、ヌクレアーゼに対して、ほとんどの真



(15) JP 2016-513470 A 2016.5.16

10

20

30

40

50

核生物細胞に見られる抵抗性を提供する上で重要である。「テール」の存在は、ｍＲＮＡ
をエキソヌクレアーゼ分解から保護する役割を果たす。
【００５５】
　したがって、いくつかの実施形態において、本発明に従うｍＲＮＡは、５’キャップ構
造を含む。５’キャップは、典型的に以下のように添加される。まず、ＲＮＡ末端ホスフ
ァターゼが、末端リン酸基のうちの１つを５’ヌクレオチドから除去し、２つの末端リン
酸を残す。その後、グアニリルトランスフェラーゼによってグアノシントリリン酸（ＧＴ
Ｐ）を末端リン酸に添加し、５’５’５トリリン酸連鎖を産生する。その後、メチルトラ
ンスフェラーゼによってグアニンの７－窒素をメチル化する。キャップ構造の例は、ｍ７
Ｇ（５’）ｐｐｐ（５’（Ａ，Ｇ（５’）ｐｐｐ（５’）Ａ及びＧ（５’）ｐｐｐ（５’
）Ｇを含むが、これに限定されない。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、本発明に従うｍＲＮＡは、３’テール構造を含む。適し
た３’テール構造は、ポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、及び／またはポリ－Ｃテールを含むが、これ
に限定されない。例示的な適したポリ－Ａ、ポリ－Ｕ、及びポリ－Ｃテールは、上記に記
載される。ポリ－Ｕまたはポリ－Ｃテールは、ポリＡテールに添加されても、ポリＡテー
ルを置換してもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、本発明に従うｍＲＮＡは、５’及び／または３’非翻訳
領域を含む。いくつかの実施形態において、５’非翻訳領域は、ｍＲＮＡの安定性または
翻訳に影響を与える１つ以上の要素、例えば、鉄応答性要素を含む。いくつかの実施形態
において、５’非翻訳領域は、約５０～５００ヌクレオチド長（例えば、約５０～４００
ヌクレオチド長、約５０～３００ヌクレオチド長、約５０～２００ヌクレオチド長、また
は約５０～１００ヌクレオチド長）の間であり得る。
【００５８】
　本発明の特定の実施形態において、担体は、標的細胞、組織、または器官へのｍＲＮＡ
の送達を最適化するように選択及び／または調製され得る。例えば、標的細胞が肺細胞で
ある場合、担体の特性（例えば、サイズ、電荷及び／またはｐＨ）は、そのような担体を
標的細胞または器官に効果的に送達し、免疫クリアランスを低減し、及び／またはその標
的器官内での維持を促進するように最適化され得る。あるいは、標的組織が中枢神経系で
ある場合、（例えば、標的脳領域（複数可）または脊髄組織へのｍＲＮＡポリヌクレオチ
ドの送達を促進するための）担体の選択及び調製は、血液脳関門の透過及びその内部での
維持、及び／またはそのような担体をそのような標的組織に直接送達する代替手段の使用
を考慮しなくてはならない。特定の実施形態において、本発明の組成物は、局所組織また
は器官から、そのような組成物が１つ以上の末梢標的器官または組織に投与される場所へ
の、外因性ポリヌクレオチドの転移を促進する薬剤と組み合わせられ得る。
【００５９】
　特定の実施形態において、本発明の組成物内で用いられる担体は、ｍＲＮＡの標的細胞
及び組織への転移を促進するためのリポソーム小胞、または他の手段を含み得る。適した
担体は、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、脂質ナノ粒子、及びリポソーム、ナノリポソー
ム、セラミド含有ナノリポソーム、プロテオリポソーム、天然及び合成誘導エキソソーム
の両方、天然、合成、及び半合成ラメラ体、ナノ微粒子、カルシウム蛍光体－ケイ酸ナノ
微粒子、ゾルゲル、カルシウムリン酸ナノ微粒子、二酸化ケイ素ナノ微粒子、ナノ結晶性
微粒子、半導体ナノ微粒子、ポリ（Ｄ－アルギニン）、ナノデンドリマー、デンプンに基
づく送達系、ミセル、乳剤、ニオソーム、プラスミド、ウイルス、カルシウムリン酸ヌク
レオチド、アプタマー、ペプチド、ならびに他のベクトル性タグなどのポリマーに基づく
担体を含むが、これに限定されない。バイオナノカプセル及び他のウイルス性キャプシド
タンパク質アセンブリの適した担体としての使用もまた、企図される。（Ｈｕｍ．Ｇｅｎ
ｅ　Ｔｈｅｒ．１９（９）：８８７－９５（２００８））。
【００６０】
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　本発明の特定の実施形態において、担体は、単体で、または他の担体との組み合わせで
、ポリマーを担体として使用して製剤化される。適したポリマーは、例えば、ポリアクリ
レート、ポリアルキシアノアクリレート、ポリ乳酸、ポリ乳酸－ポリグリコライドコポリ
マー、ポリカプロラクトン、デキストラン、アルブミン、ゼラチン、アルギン酸、コラー
ゲン、キトサン、シクロデキストリン、プロタミン、ペグ化プロタミン、ＰＬＬ、ペグ化
ＰＬＬ、及び分枝状ＰＥＩ（２５ｋＤａ）を含むが、これに限定されない、ポリエチレン
イミン（ＰＥＩ）を含み得る。いくつかの実施形態において、ポリマーは、１つ以上の多
ドメインブロックポリマーであり得る。いくつかの実施形態において、ポリマーは、ポリ
マーまたはポリマー（複数）の乾燥粉末製剤を含み得る。
【００６１】
　ポリヌクレオチドの標的細胞への送達を促進するためのリポソーム担体の使用もまた、
本発明によって企図される。リポソーム（例えば、リポソーム脂質ナノ粒子）は、研究、
工業、及び医薬における様々な用途において、特に診断用または治療用化合物の担体とし
てのインビボでのそれらの使用のために、一般的に有用であり（Ｌａｓｉｃ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．，１６：３０７－３２１（１９９８）、Ｄｒ
ｕｍｍｏｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｒｅｖ．，５１：６９１－７４３（
１９９９））、通常、１つ以上の二重層の膜によって外部培地から隔絶された内部水間隙
を有する微視的な小胞として特徴付けられる。リポソームの二重層膜は、空間的に分離さ
れた親水性及び疎水性ドメインを含む、合成または天然起源の脂質などの両親媒性分子に
よって典型的に形成される。リポソームの二重層膜はまた、両親媒性ポリマー及び界面活
性物質（例えば、ポリメロソーム、ニオソームなど）によっても形成され得る。
【００６２】
　特定の実施形態において、ｍＲＮＡ分子は、脂質ナノ粒子と複合して、標的細胞への送
達を促進する。適した脂質の例は、例えば、ホスファチジル化合物（例えば、ホスファチ
ジルグリセロール、ホスファチジルコリン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルエタ
ノールアミン、スフィンゴ脂質、セレブロシド、及びガングリオシド）を含む。特定の実
施形態において、本発明のｍＲＮＡ分子及び組成物は、様々な核酸に基づく材料を被包す
るように設計された、１つ以上の陽イオン性脂質、ヘルパー脂質、及びペグ化脂質を用い
る多様な比率の多成分性脂質混合物と組み合わせられ得る。
【００６３】
　陽イオン性脂質は、ＤＯＴＡＰ（１，２－ジオレイル－３－トリメチルアンモニウムプ
ロパン）、ＤＯＤＡＰ（１，２－ジオレイル－３－ジメチルアンモニウムプロパン）、ｃ
ＫＫ－Ｅ１２（３，６－ビス（４－（ビス（２－ヒドロキシドデシル）アミノ）ブチル）
ピペラジン－２，５－ジオン）、ジアルキルアミノに基づく、イミダゾールに基づく、グ
アニジウムに基づく、ＸＴＣ（２，２－ジリノレイル（Ｄｉｌｉｎｏｌｅｙｌ）－４－ジ
メチルアミノエチル－［１，３］－ジオキソラン）、ＭＣ３（（（６Ｚ，９Ｚ，２８Ｚ，
３１Ｚ）－ヘプタトリアコンタ－６，９，２８，３１－テトラエン－１９－イル４－（ジ
メチルアミノ）ブタン酸）、ＡＬＮＹ－１００（（３ａＲ，５ｓ，６ａＳ）－Ｎ，Ｎ－ジ
メチル－２，２－ジ（（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエニル）テトラヒド
ロ－３ａＨ－シクロペンタ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－アミン））、ＮＣ９８－
５（４，７，１３－トリス（３－オキソ－３－（ウンデシルアミノ）プロピル）－Ｎ１，
Ｎ１６－ジウンデシル－４，７，１０，１３－テトラアザヘキサデカン－１，１６－ジア
ミド）、ＨＧＴ４００３（その教示の全体が、本明細書に参照によって組み込まれる、Ｗ
Ｏ２０１２／１７０８８９）、ＩＣＥ（その教示の全体が、本明細書に参照によって組み
込まれる、ＷＯ２０１１／０６８８１０、）、ＨＧＴ５０００（その教示の全体が、本明
細書に参照によって組み込まれる、米国仮特許出願第６１／６１７，４６８号）、または
ＨＧＴ５００１（シスまたはトランス）（仮特許出願第６１／６１７，４６８号）、ＷＯ
２０１０／０５３５７２に開示されるものなどのアミノアルコール脂質様物、ＤＯＴＡＰ
（１，２－ジオレイル－３－トリメチルアンモニウムプロパン）、ＤＯＴＭＡ（１，２－
ジ－Ｏ－オクタデセニル－３－トリメチルアンモニウムプロパン）、ＤＬｉｎＤＭＡ（Ｈ
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ｅｙｅｓ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｏｎｔｒ．Ｒｅｌ．１０７：２７６－２８７（２００５
））、ＤＬｉｎ－ＫＣ２－ＤＭＡ（Ｓｅｍｐｌｅ，ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏ
ｔｅｃｈ．２８：１７２－１７６（２０１０））、Ｃ１２－２００（Ｌｏｖｅ，ｅｔ　ａ
ｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ’ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．１０７：１８６４－１８６９（２０１
０））を含み得るが、これに限定されない。いくつかの実施形態において、陽イオン性脂
質は、ｃＫＫ－Ｅ１２：
【化１】

である。
【００６４】
　適したヘルパー脂質は、ＤＳＰＣ（１，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホ
スホコリン）、ＤＰＰＣ（１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン
）、ＤＯＰＥ（１，２－ジオレイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、
ＤＰＰＥ（１，２－ジパルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、
ＤＭＰＥ（１，２－ジミリストイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、
ＤＯＰＧ（，２－ジオレイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホ－（１’－ｒａｃ－グリセロ
ール））、及びコレステロールを含むが、これに限定されない。
【００６５】
　ナノ粒子製剤における使用のためのペグ化脂質は、Ｃ６～Ｃ２０の長さのアルキル鎖（
複数可）で脂質に共有的に結合した、最大５ｋＤａの長さのポリ（エチレン）グリコール
鎖、ＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ、ＰＥＧ－ＤＳＧ、ＰＥＧ－ＤＭＧ、及びＰＥＧ－セラミドを含
むが、これに限定されない。
【００６６】
　特定の実施形態において、脂質ナノ粒子担体は、以下の脂質製剤のうちの１つを含む：
Ｃ１２－２００、ＤＯＰＥ、コレステロール、ＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ；
ＤＯＤＡＰ、ＤＯＰＥ、コレステロール、ＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ；
ＨＧＴ５０００、ＤＯＰＥ、コレステロール、ＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ；
ＨＧＴ５００１、ＤＯＰＥ、コレステロール、ＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ；
ＸＴＣ、ＤＳＰＣ、コレステロール、ＰＥＧ－ＤＭＧ；
ＭＣ３、ＤＳＰＣ、コレステロール、ＰＥＧ－ＤＭＧ；
ＡＬＮＹ－１００、ＤＳＰＣ、コレステロール、ＰＥＧ－ＤＳＧ。
【００６７】
　特定の実施形態において、これらのｍＲＮＡを含む本発明のｍＲＮＡ及び組成物は、全
身的な様式よりもむしろ局所的な様式で、例えば、好適には持続した放出性製剤での、標
的組織への直接の医薬組成物の注入によって、投与され得る。局所送達は、標的とされる
組織に応じて、様々な方法で形を帯び得る。例えば、本発明のｍＲＮＡ及び組成物を含有
するエアロゾルは、吸入され得る（経鼻、気管、または気管支送達のため）。本発明のｍ
ＲＮＡ及び組成物は、例えば、傷害、疾病の顕性化、疼痛の部位に注入され得る。組成物
は、経口、気管、または食道適用のためにロゼンジで提供され得る。胃への、または腸内
への投与のために、液体、錠剤、またはカプセルの形態で供給され得、直腸または腟適用
のために坐薬の形態で供給され得、またはクリーム、液滴の使用によって、または注入に
よっても、目へさえも送達され得る。
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【００６８】
　本明細書に企図されるのはまた、本明細書に開示されるリポソームナノ粒子のうちの１
つ以上を含む凍結乾燥された医薬組成物、及び例えば、その教示の全体が本明細書に参照
によって組み込まれる、国際特許公開第ＷＯ２０１２／１７０８８９号に開示されるよう
な、そのような凍結乾燥された組成物の使用のための関連方法である。例えば、本発明の
凍結乾燥されたｍＲＮＡ及び組成物は、投与前に再構成され得る、またはインビボで再構
成され得る。例えば、凍結乾燥されたｍＲＮＡ及び／または組成物は、適切な剤形（例え
ば、円板、杆体、または膜など皮内剤形）で製剤化され、その剤形が、個体の体液によっ
てインビボで経時的に再水和するように投与され得る。
【００６９】
　特定の実施形態において、本発明のｍＲＮＡまたは組成物を投与することを含む、対象
を治療する方法もまた、企図される。例えば、本発明の特定の実施形態は、特定のタンパ
ク質の産生、及び／または特定のタンパク質の利用が不十分な、または易感染性である状
態を治療または予防する方法を提供する。いくつかの実施形態において、本発明は、標的
細胞内の１つ以上のｍＲＮＡの翻訳効率を調節する（例えば、増大する、改良する、また
は他の方法で向上させる）方法を提供する。本明細書で使用する場合、「翻訳効率」とい
う語句は、ｍＲＮＡが翻訳され、コードされた治療用タンパク質が産生される程度に言及
する。
【００７０】
　特定の実施形態において、本発明のｍＲＮＡ分子、またはそのようなｍＲＮＡを含む組
成物は、患者に投与される。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、本発明のｍＲＮＡ分子、またはそのようなｍＲＮＡを含
む組成物は、インビトロまたはインビボ系におけるタンパク質産生のために使用される。
適したインビトロ系私のは、インビトロの無細胞系またはインビトロの細胞に基づく系で
ある。適したインビボ系は、非ヒト動物（例えば、ラット、マウス、豚、イヌ、ニワトリ
、ヒツジ、非ヒト霊長類など）、またはヒトなどの、任意の生きている生物であり得る。
【実施例】
【００７２】
　以下の特定の実施例は、図示的なもののみとして解釈されるべきであり、本開示の範囲
を限定するものとして解釈されるべきではない。更なる精錬なく、当業者は、本明細書の
記載に基づいて、本発明をその最大限まで利用し得ると考えられる。
【００７３】
実施例１：４’－チオ－置換フラノース環を組み込むｍＲＮＡの合成及び発現
　タンパク質をコードするｍＲＮＡを合成する。ｍＲＮＡは、少なくとも１つの４’－チ
オ－置換フラノース環を含有する。ｍＲＮＡは、医薬組成物に製剤化され、対象に投与さ
れる。ｍＲＮＡは、より長い半減期を呈し、４’－チオ－置換フラノース環を含有しない
対照ｍＲＮＡよりも多い量の、ｍＲＮＡによってコードされたタンパク質の合成もたらし
得る。
【００７４】
Ｉ．製剤の実験的詳細：
　Ｉ－Ａ．メッセンジャーＲＮＡ材料
　ホタルルシフェラーゼ（ＦＦＬ）、ヒトエリスロポエチン（ＥＰＯ）、及びヒトアルフ
ァ－ガラクトシダーゼ（ＧＬＡ）を、遺伝子をコードするプラスミドＤＮＡ鋳型からのイ
ンビトロ転写によって合成し、ゲル電気泳動によって決定される、５’キャップ構造（キ
ャップ１）（Ｆｅｃｈｔｅｒ　ａｎｄ　Ｂｒｏｗｎｌｅｅ，Ｊ．Ｇｅｎ．Ｖｉｒｏｌｏｇ
ｙ８６：１２３９－１２４９（２００５））及び約２００ヌクレオチド長の３’ポリ（Ａ
）テールの添加を続ける。各ｍＲＮＡ産生物中に存在する５’及び３’非翻訳領を、それ
ぞれＸ及びＹとして表し、述べるように定義した（下記参照）。
【００７５】
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　ヒトエリスロポエチン（ＥＰＯ）ｍＲＮＡ（配列番号１）：Ｘ１ＡＵＧＧＧＧＧＵＧＣ
ＡＣＧＡＡＵＧＵＣＣＵＧＣＣＵＧＧＣＵＧＵＧＧＣＵＵＣＵＣＣＵＧＵＣＣＣＵＧＣＵ
ＧＵＣＧＣＵＣＣＣＵＣＵＧＧＧＣＣＵＣＣＣＡＧＵＣＣＵＧＧＧＣＧＣＣＣＣＡＣＣＡ
ＣＧＣＣＵＣＡＵＣＵＧＵＧＡＣＡＧＣＣＧＡＧＵＣＣＵＧＧＡＧＡＧＧＵＡＣＣＵＣＵ
ＵＧＧＡＧＧＣＣＡＡＧＧＡＧＧＣＣＧＡＧＡＡＵＡＵＣＡＣＧＡＣＧＧＧＣＵＧＵＧＣ
ＵＧＡＡＣＡＣＵＧＣＡＧＣＵＵＧＡＡＵＧＡＧＡＡＵＡＵＣＡＣＵＧＵＣＣＣＡＧＡＣ
ＡＣＣＡＡＡＧＵＵＡＡＵＵＵＣＵＡＵＧＣＣＵＧＧＡＡＧＡＧＧＡＵＧＧＡＧＧＵＣＧ
ＧＧＣＡＧＣＡＧＧＣＣＧＵＡＧＡＡＧＵＣＵＧＧＣＡＧＧＧＣＣＵＧＧＣＣＣＵＧＣＵ
ＧＵＣＧＧＡＡＧＣＵＧＵＣＣＵＧＣＧＧＧＧＣＣＡＧＧＣＣＣＵＧＵＵＧＧＵＣＡＡＣ
ＵＣＵＵＣＣＣＡＧＣＣＧＵＧＧＧＡＧＣＣＣＣＵＧＣＡＧＣＵＧＣＡＵＧＵＧＧＡＵＡ
ＡＡＧＣＣＧＵＣＡＧＵＧＧＣＣＵＵＣＧＣＡＧＣＣＵＣＡＣＣＡＣＵＣＵＧＣＵＵＣＧ
ＧＧＣＵＣＵＧＧＧＡＧＣＣＣＡＧＡＡＧＧＡＡＧＣＣＡＵＣＵＣＣＣＣＵＣＣＡＧＡＵ
ＧＣＧＧＣＣＵＣＡＧＣＵＧＣＵＣＣＡＣＵＣＣＧＡＡＣＡＡＵＣＡＣＵＧＣＵＧＡＣＡ
ＣＵＵＵＣＣＧＣＡＡＡＣＵＣＵＵＣＣＧＡＧＵＣＵＡＣＵＣＣＡＡＵＵＵＣＣＵＣＣＧ
ＧＧＧＡＡＡＧＣＵＧＡＡＧＣＵＧＵＡＣＡＣＡＧＧＧＧＡＧＧＣＣＵＧＣＡＧＧＡＣＡ
ＧＧＧＧＡＣＡＧＡＵＧＡＹ１

【００７６】
　ヒトアルファ－ガラクトシダーゼ（ＧＬＡ）ｍＲＮＡ（配列番号２）：Ｘ１ＡＵＧＣＡ
ＧＣＵＧＡＧＧＡＡＣＣＣＡＧＡＡＣＵＡＣＡＵＣＵＧＧＧＣＵＧＣＧＣＧＣＵＵＧＣＧ
ＣＵＵＣＧＣＵＵＣＣＵＧＧＣＣＣＵＣＧＵＵＵＣＣＵＧＧＧＡＣＡＵＣＣＣＵＧＧＧＧ
ＣＵＡＧＡＧＣＡＣＵＧＧＡＣＡＡＵＧＧＡＵＵＧＧＣＡＡＧＧＡＣＧＣＣＵＡＣＣＡＵ
ＧＧＧＣＵＧＧＣＵＧＣＡＣＵＧＧＧＡＧＣＧＣＵＵＣＡＵＧＵＧＣＡＡＣＣＵＵＧＡＣ
ＵＧＣＣＡＧＧＡＡＧＡＧＣＣＡＧＡＵＵＣＣＵＧＣＡＵＣＡＧＵＧＡＧＡＡＧＣＵＣＵ
ＵＣＡＵＧＧＡＧＡＵＧＧＣＡＧＡＧＣＵＣＡＵＧＧＵＣＵＣＡＧＡＡＧＧＣＵＧＧＡＡ
ＧＧＡＵＧＣＡＧＧＵＵＡＵＧＡＧＵＡＣＣＵＣＵＧＣＡＵＵＧＡＵＧＡＣＵＧＵＵＧＧ
ＡＵＧＧＣＵＣＣＣＣＡＡＡＧＡＧＡＵＵＣＡＧＡＡＧＧＣＡＧＡＣＵＵＣＡＧＧＣＡＧ
ＡＣＣＣＵＣＡＧＣＧＣＵＵＵＣＣＵＣＡＵＧＧＧＡＵＵＣＧＣＣＡＧＣＵＡＧＣＵＡＡ
ＵＵＡＵＧＵＵＣＡＣＡＧＣＡＡＡＧＧＡＣＵＧＡＡＧＣＵＡＧＧＧＡＵＵＵＡＵＧＣＡ
ＧＡＵＧＵＵＧＧＡＡＡＵＡＡＡＡＣＣＵＧＣＧＣＡＧＧＣＵＵＣＣＣＵＧＧＧＡＧＵＵ
ＵＵＧＧＡＵＡＣＵＡＣＧＡＣＡＵＵＧＡＵＧＣＣＣＡＧＡＣＣＵＵＵＧＣＵＧＡＣＵＧ
ＧＧＧＡＧＵＡＧＡＵＣＵＧＣＵＡＡＡＡＵＵＵＧＡＵＧＧＵＵＧＵＵＡＣＵＧＵＧＡＣ
ＡＧＵＵＵＧＧＡＡＡＡＵＵＵＧＧＣＡＧＡＵＧＧＵＵＡＵＡＡＧＣＡＣＡＵＧＵＣＣＵ
ＵＧＧＣＣＣＵＧＡＡＵＡＧＧＡＣＵＧＧＣＡＧＡＡＧＣＡＵＵＧＵＧＵＡＣＵＣＣＵＧ
ＵＧＡＧＵＧＧＣＣＵＣＵＵＵＡＵＡＵＧＵＧＧＣＣＣＵＵＵＣＡＡＡＡＧＣＣＣＡＡＵ
ＵＡＵＡＣＡＧＡＡＡＵＣＣＧＡＣＡＧＵＡＣＵＧＣＡＡＵＣＡＣＵＧＧＣＧＡＡＡＵＵ
ＵＵＧＣＵＧＡＣＡＵＵＧＡＵＧＡＵＵＣＣＵＧＧＡＡＡＡＧＵＡＵＡＡＡＧＡＧＵＡＵ
ＣＵＵＧＧＡＣＵＧＧＡＣＡＵＣＵＵＵＵＡＡＣＣＡＧＧＡＧＡＧＡＡＵＵＧＵＵＧＡＵ
ＧＵＵＧＣＵＧＧＡＣＣＡＧＧＧＧＧＵＵＧＧＡＡＵＧＡＣＣＣＡＧＡＵＡＵＧＵＵＡＧ
ＵＧＡＵＵＧＧＣＡＡＣＵＵＵＧＧＣＣＵＣＡＧＣＵＧＧＡＡＵＣＡＧＣＡＡＧＵＡＡＣ
ＵＣＡＧＡＵＧＧＣＣＣＵＣＵＧＧＧＣＵＡＵＣＡＵＧＧＣＵＧＣＵＣＣＵＵＵＡＵＵＣ
ＡＵＧＵＣＵＡＡＵＧＡＣＣＵＣＣＧＡＣＡＣＡＵＣＡＧＣＣＣＵＣＡＡＧＣＣＡＡＡＧ
ＣＵＣＵＣＣＵＵＣＡＧＧＡＵＡＡＧＧＡＣＧＵＡＡＵＵＧＣＣＡＵＣＡＡＵＣＡＧＧＡ
ＣＣＣＣＵＵＧＧＧＣＡＡＧＣＡＡＧＧＧＵＡＣＣＡＧＣＵＵＡＧＡＣＡＧＧＧＡＧＡＣ
ＡＡＣＵＵＵＧＡＡＧＵＧＵＧＧＧＡＡＣＧＡＣＣＵＣＵＣＵＣＡＧＧＣＵＵＡＧＣＣＵ
ＧＧＧＣＵＧＵＡＧＣＵＡＵＧＡＵＡＡＡＣＣＧＧＣＡＧＧＡＧＡＵＵＧＧＵＧＧＡＣＣ
ＵＣＧＣＵＣＵＵＡＵＡＣＣＡＵＣＧＣＡＧＵＵＧＣＵＵＣＣＣＵＧＧＧＵＡＡＡＧＧＡ
ＧＵＧＧＣＣＵＧＵＡＡＵＣＣＵＧＣＣＵＧＣＵＵＣＡＵＣＡＣＡＣＡＧＣＵＣＣＵＣＣ
ＣＵＧＵＧＡＡＡＡＧＧＡＡＧＣＵＡＧＧＧＵＵＣＵＡＵＧＡＡＵＧＧＡＣＵＵＣＡＡＧ
ＧＵＵＡＡＧＡＡＧＵＣＡＣＡＵＡＡＡＵＣＣＣＡＣＡＧＧＣＡＣＵＧＵＵＵＵＧＣＵＵ
ＣＡＧＣＵＡＧＡＡＡＡＵＡＣＡＡＵＧＣＡＧＡＵＧＵＣＡＵＵＡＡＡＡＧＡＣＵＵＡＣ
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ＵＵＵＡＡＹ１

【００７７】
　コドン最適化ホタルルシフェラーゼ（ＦＦＬ）ｍＲＮＡ（配列番号３）：Ｘ２ＡＵＧＧ
ＡＡＧＡＵＧＣＣＡＡＡＡＡＣＡＵＵＡＡＧＡＡＧＧＧＣＣＣＡＧＣＧＣＣＡＵＵＣＵＡ
ＣＣＣＡＣＵＣＧＡＡＧＡＣＧＧＧＡＣＣＧＣＣＧＧＣＧＡＧＣＡＧＣＵＧＣＡＣＡＡＡ
ＧＣＣＡＵＧＡＡＧＣＧＣＵＡＣＧＣＣＣＵＧＧＵＧＣＣＣＧＧＣＡＣＣＡＵＣＧＣＣＵ
ＵＵＡＣＣＧＡＣＧＣＡＣＡＵＡＵＣＧＡＧＧＵＧＧＡＣＡＵＵＡＣＣＵＡＣＧＣＣＧＡ
ＧＵＡＣＵＵＣＧＡＧＡＵＧＡＧＣＧＵＵＣＧＧＣＵＧＧＣＡＧＡＡＧＣＵＡＵＧＡＡＧ
ＣＧＣＵＡＵＧＧＧＣＵＧＡＡＵＡＣＡＡＡＣＣＡＵＣＧＧＡＵＣＧＵＧＧＵＧＵＧＣＡ
ＧＣＧＡＧＡＡＵＡＧＣＵＵＧＣＡＧＵＵＣＵＵＣＡＵＧＣＣＣＧＵＧＵＵＧＧＧＵＧＣ
ＣＣＵＧＵＵＣＡＵＣＧＧＵＧＵＧＧＣＵＧＵＧＧＣＣＣＣＡＧＣＵＡＡＣＧＡＣＡＵＣ
ＵＡＣＡＡＣＧＡＧＣＧＣＧＡＧＣＵＧＣＵＧＡＡＣＡＧＣＡＵＧＧＧＣＡＵＣＡＧＣＣ
ＡＧＣＣＣＡＣＣＧＵＣＧＵＡＵＵＣＧＵＧＡＧＣＡＡＧＡＡＡＧＧＧＣＵＧＣＡＡＡＡ
ＧＡＵＣＣＵＣＡＡＣＧＵＧＣＡＡＡＡＧＡＡＧＣＵＡＣＣＧＡＵＣＡＵＡＣＡＡＡＡＧ
ＡＵＣＡＵＣＡＵＣＡＵＧＧＡＵＡＧＣＡＡＧＡＣＣＧＡＣＵＡＣＣＡＧＧＧＣＵＵＣＣ
ＡＡＡＧＣＡＵＧＵＡＣＡＣＣＵＵＣＧＵＧＡＣＵＵＣＣＣＡＵＵＵＧＣＣＡＣＣＣＧＧ
ＣＵＵＣＡＡＣＧＡＧＵＡＣＧＡＣＵＵＣＧＵＧＣＣＣＧＡＧＡＧＣＵＵＣＧＡＣＣＧＧ
ＧＡＣＡＡＡＡＣＣＡＵＣＧＣＣＣＵＧＡＵＣＡＵＧＡＡＣＡＧＵＡＧＵＧＧＣＡＧＵＡ
ＣＣＧＧＡＵＵＧＣＣＣＡＡＧＧＧＣＧＵＡＧＣＣＣＵＡＣＣＧＣＡＣＣＧＣＡＣＣＧＣ
ＵＵＧＵＧＵＣＣＧＡＵＵＣＡＧＵＣＡＵＧＣＣＣＧＣＧＡＣＣＣＣＡＵＣＵＵＣＧＧＣ
ＡＡＣＣＡＧＡＵＣＡＵＣＣＣＣＧＡＣＡＣＣＧＣＵＡＵＣＣＵＣＡＧＣＧＵＧＧＵＧＣ
ＣＡＵＵＵＣＡＣＣＡＣＧＧＣＵＵＣＧＧＣＡＵＧＵＵＣＡＣＣＡＣＧＣＵＧＧＧＣＵＡ
ＣＵＵＧＡＵＣＵＧＣＧＧＣＵＵＵＣＧＧＧＵＣＧＵＧＣＵＣＡＵＧＵＡＣＣＧＣＵＵＣ
ＧＡＧＧＡＧＧＡＧＣＵＡＵＵＣＵＵＧＣＧＣＡＧＣＵＵＧＣＡＡＧＡＣＵＡＵＡＡＧＡ
ＵＵＣＡＡＵＣＵＧＣＣＣＵＧＣＵＧＧＵＧＣＣＣＡＣＡＣＵＡＵＵＵＡＧＣＵＵＣＵＵ
ＣＧＣＵＡＡＧＡＧＣＡＣＵＣＵＣＡＵＣＧＡＣＡＡＧＵＡＣＧＡＣＣＵＡＡＧＣＡＡＣ
ＵＵＧＣＡＣＧＡＧＡＵＣＧＣＣＡＧＣＧＧＣＧＧＧＧＣＧＣＣＧＣＵＣＡＧＣＡＡＧＧ
ＡＧＧＵＡＧＧＵＧＡＧＧＣＣＧＵＧＧＣＣＡＡＡＣＧＣＵＵＣＣＡＣＣＵＡＣＣＡＧＧ
ＣＡＵＣＣＧＣＣＡＧＧＧＣＵＡＣＧＧＣＣＵＧＡＣＡＧＡＡＡＣＡＡＣＣＡＧＣＧＣＣ
ＡＵＵＣＵＧＡＵＣＡＣＣＣＣＣＧＡＡＧＧＧＧＡＣＧＡＣＡＡＧＣＣＵＧＧＣＧＣＡＧ
ＵＡＧＧＣＡＡＧＧＵＧＧＵＧＣＣＣＵＵＣＵＵＣＧＡＧＧＣＵＡＡＧＧＵＧＧＵＧＧＡ
ＣＵＵＧＧＡＣＡＣＣＧＧＵＡＡＧＡＣＡＣＵＧＧＧＵＧＵＧＡＡＣＣＡＧＣＧＣＧＧＣ
ＧＡＧＣＵＧＵＧＣＧＵＣＣＧＵＧＧＣＣＣＣＡＵＧＡＵＣＡＵＧＡＧＣＧＧＣＵＡＣＧ
ＵＵＡＡＣＡＡＣＣＣＣＧＡＧＧＣＵＡＣＡＡＡＣＧＣＵＣＵＣＡＵＣＧＡＣＡＡＧＧＡ
ＣＧＧＣＵＧＧＣＵＧＣＡＣＡＧＣＧＧＣＧＡＣＡＵＣＧＣＣＵＡＣＵＧＧＧＡＣＧＡＧ
ＧＡＣＧＡＧＣＡＣＵＵＣＵＵＣＡＵＣＧＵＧＧＡＣＣＧＧＣＵＧＡＡＧＡＧＣＣＵＧＡ
ＵＣＡＡＡＵＡＣＡＡＧＧＧＣＵＡＣＣＡＧＧＵＡＧＣＣＣＣＡＧＣＣＧＡＡＣＵＧＧＡ
ＧＡＧＣＡＵＣＣＵＧＣＵＧＣＡＡＣＡＣＣＣＣＡＡＣＡＵＣＵＵＣＧＡＣＧＣＣＧＧＧ
ＧＵＣＧＣＣＧＧＣＣＵＧＣＣＣＧＡＣＧＡＣＧＡＵＧＣＣＧＧＣＧＡＧＣＵＧＣＣＣＧ
ＣＣＧＣＡＧＵＣＧＵＣＧＵＧＣＵＧＧＡＡＣＡＣＧＧＵＡＡＡＡＣＣＡＵＧＡＣＣＧＡ
ＧＡＡＧＧＡＧＡＵＣＧＵＧＧＡＣＵＡＵＧＵＧＧＣＣＡＧＣＣＡＧＧＵＵＡＣＡＡＣＣ
ＧＣＣＡＡＧＡＡＧＣＵＧＣＧＣＧＧＵＧＧＵＧＵＵＧＵＧＵＵＣＧＵＧＧＡＣＧＡＧＧ
ＵＧＣＣＵＡＡＡＧＧＡＣＵＧＡＣＣＧＧＣＡＡＧＵＵＧＧＡＣＧＣＣＣＧＣＡＡＧＡＵ
ＣＣＧＣＧＡＧＡＵＵＣＵＣＡＵＵＡＡＧＧＣＣＡＡＧＡＡＧＧＧＣＧＧＣＡＡＧＡＵＣ
ＧＣＣＧＵＧＵＡＹ２

【００７８】
　Ｘ１（５’非翻訳配列）（配列番号４）：ＧＧＡＣＡＧＡＵＣＧＣＣＵＧＧＡＧＡＣＧ
ＣＣＡＵＣＣＡＣＧＣＵＧＵＵＵＵＧＡＣＣＵＣＣＡＵＡＧＡＡＧＡＣＡＣＣＧＧＧＡＣ
ＣＧＡＵＣＣＡＧＣＣＵＣＣＧＣＧＧＣＣＧＧＧＡＡＣＧＧＵＧＣＡＵＵＧＧＡＡＣＧＣ
ＧＧＡＵＵＣＣＣＣＧＵＧＣＣＡＡＧＡＧＵＧＡＣＵＣＡＣＣＧＵＣＣＵＵＧＡＣＡＣＧ
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【００７９】
　Ｘ２（５’非翻訳配列）（配列番号５）：
ＧＧＧＡＵＣＣＵＡＣＣ
【００８０】
　Ｙ１（３’非翻訳配列）（配列番号６）：
ＣＧＧＧＵＧＧＣＡＵＣＣＣＵＧＵＧＡＣＣＣＣＵＣＣＣＣＡＧＵＧＣＣＵＣＵＣＣＵＧ
ＧＣＣＣＵＧＧＡＡＧＵＵＧＣＣＡＣＵＣＣＡＧＵＧＣＣＣＡＣＣＡＧＣＣＵＵＧＵＣＣ
ＵＡＡＵＡＡＡＡＵＵＡＡＧＵＵＧＣＡＵＣ
【００８１】
　Ｙ２（３’非翻訳配列）（配列番号７）：
ＵＵＵＧＡＡＵＵ
【００８２】
　Ｉ－ｂ．製剤プロトコル
　プロトコルＡ：Ｃ１２－２００、ＤＯＰＥ、コレステロール、及びＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋ
の５０ｍｇ／ｍＬのエタノール性溶液の一定分量を、混合し、エタノールで３ｍＬの最終
容積に希釈する。別個に、ＧＬＡ　ｍＲＮＡの水性緩衝液（１０ｍＭのクエン酸／１５０
ｍＭのＮａＣｌ、ｐＨ４．５）を１ｍｇ／ｍＬのストックから調製する。脂質溶液を、水
性ｍＲＮＡ溶液中に急速に注入し、振盪して、２０％エタノール中に最終懸濁液を生じさ
せる。結果として生じるナノ粒子懸濁液を濾過し、１×ＰＢＳ（ｐＨ７．４）で透析濾過
し、濃縮し、２～８℃で保管する。最終濃度＝０．８５ｍｇ／ｍＬのＧＬＡ　ｍＲＮＡ（
被包）。Ｚ平均＝８１．２ｎｍ（偏差（５０）＝６３．２ｎｍ；偏差（９０）＝１０４ｎ
ｍ）。
【００８３】
　プロトコルＢ：ＤＯＤＡＰ、ＤＯＰＥ、コレステロール、及びＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋの５
０ｍｇ／ｍＬのエタノール性溶液の一定分量を、混合し、エタノールで３ｍＬの最終容積
に希釈する。別個に、ＥＰＯ　ｍＲＮＡの水性緩衝液（１０ｍＭのクエン酸／１５０ｍＭ
のＮａＣｌ、ｐＨ４．５）を１ｍｇ／ｍＬのストックから調製する。脂質溶液を、水性ｍ
ＲＮＡ溶液中に急速に注入し、振盪して、２０％エタノール中に最終懸濁液を生じさせる
。結果として生じるナノ粒子懸濁液を濾過し、１×ＰＢＳ（ｐＨ７．４）で透析濾過し、
濃縮し、２～８℃で保管した。最終濃度＝１．３５ｍｇ／ｍＬのＥＰＯ　ｍＲＮＡ（被包
）。Ｚ平均＝７５．９ｎｍ（偏差（５０）＝５７．３ｎｍ；偏差（９０）＝９２．１ｎｍ
）。
【００８４】
　プロトコルＣ：２．０ｍｇ／ｍＬの水性溶液ＰＥＩ（分枝状、２５ｋＤａ）の一定分量
を、ＣＦＴＲ　ｍＲＮＡの水性溶液（１．０ｍｇ／ｍＬ）と混合する。結果として生じる
複合した混合物を、上下に数回ピペッティングし、注入前に２０分間放置する。最終濃度
＝０．６０ｍｇ／ｍＬのＣＦＴＲ　ｍＲＮＡ（被包）。Ｚ平均＝７５．９ｎｍ（偏差（５
０）＝５７．３ｎｍ；偏差（９０）＝９２．１ｎｍ）。
【００８５】
ＩＩ．修飾メッセンジャーＲＮＡ対無修飾ｍＲＮＡの分析：
　ＩＩ－ａ．メッセンジャーＲＮＡ構築物内の修飾塩基の定量化
　４’－チオＮＴＰ修飾メッセンジャーＲＮＡを、リボヌクレアーゼＩまたはヌクレアー
ゼＰ１に様々な期間にわたって供し、十分に分解させる。完了時、結果として生じる一リ
ン酸ヌクレオチドを、アルカリホスファターゼで更に分解して、それぞれのヌクレオシド
を提供する。ヌクレオシド混合物を、効率的な酵素除去のためにＡｍｉｃｏｎスピンカラ
ム（３０，０００ＭＷＣＯ）に適用する。結果として生じるヌクレオシド溶液を、ＨＰＬ
Ｃによって分析し、それぞれの無修飾ヌクレオシドとのピーク面積比較によって定量化す
る。
【００８６】
　ＩＩ－ｂ．４’－チオＮＴＰ修飾メッセンジャーＲＮＡ構築物の安定性
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　４’－チオＮＴＰ修飾メッセンジャーＲＮＡを、リボヌクレアーゼＩまたはヌクレアー
ゼＰ１に様々な期間にわたって供し、ヌクレアーゼ分解に対する抵抗性を評価する。同様
に、４’－チオＮＴＰ修飾メッセンジャーＲＮＡを、血清（ヌクレアーゼを含有）で様々
な期間にわたって処理し、ヌクレアーゼ分解を評価した。指定の時点で、ヌクレアーゼ反
応物を阻害剤で急冷し、結果として生じる溶液を、効率的な酵素除去のためにＡｍｉｃｏ
ｎスピンカラム（３０，０００ＭＷＣＯ）に適用する。完了時、残余分をアガロースゲル
に適用し、ｍＲＮＡ構築物の生存率（サイズ、分解産生物など）について分析する。同一
の実験を無修飾ｍＲＮＡ上に実行し、直接比較及び推測が導かれ得る。
【００８７】
　ＩＩ－ｃ．タンパク質産生に対する４’－チオＮＴＰ修飾メッセンジャーＲＮＡの効果
　インビトロでの研究：４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ及び無修飾ｍＲＮＡのインビトロ
での遺伝子導入を、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞を使用して実行する。１マイクログラムの各ｍＲ
ＮＡ構築物の遺伝子導入を、別個のウェル内でリポフェクタミンを使用して実行する。選
択時点（例えば、４時間、８時間、２４時間、４８時間、７２時間など）で細胞を収集し
、それぞれのタンパク質産生を分析する。ＦＦＬ　ｍＲＮＡにおいて、生物発光アッセイ
によって、細胞可溶化液をルシフェラーゼ産生について分析する。ＥＰＯ及びＧＬＡ　ｍ
ＲＮＡ研究において、細胞上清を取得し、ＥＬＩＳＡに基づく方法を使用して、ＥＰＯ及
びＧＬＡタンパク質についてそれぞれ分析する。無修飾対４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ
の経時的なタンパク質産生の比較が、行われ得る。
【００８８】
　インビボでの研究：経時的なタンパク質産生の比較を、野生型マウス（ＣＤ－１）への
４’チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ被包ナノ粒子（脂質またはポリマー）の注入、対同一の様式
で送達される無修飾ｍＲＮＡによって行う。選択時点（例えば、６時間、１２時間、２４
時間、４８時間、７２時間など）で血清及び器官を採取し、それぞれのタンパク質レベル
を監視する。ＦＦＬ　ｍＲＮＡにおいて、生物発光アッセイによって、肝臓ホモジネート
をルシフェラーゼ産生について分析する。ＥＰＯ及びＧＬＡｍＲＮＡ研究において、マウ
ス血清を取得し、ＥＬＩＳＡに基づく方法を使用して、ＥＰＯ及びＧＬＡタンパク質につ
いてそれぞれ分析する。無修飾対４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡの経時的なタンパク質産
生の比較を行う。
【００８９】
　同様に、被包されていない（裸の）４’チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ及び無修飾ｍＲＮＡを
、静脈内、皮下、または気管内投与のいずれかによって注入し、安定性及びタンパク質産
生の差を評価するために、上記に記載されるような同一の分析が、実行され得る。
【００９０】
ＩＩＩ．投与された裸の修飾ｍＲＮＡまたはｍＲＮＡ負荷ナノ粒子によって産生されるＦ
ＦＬ、ＥＰＯ、及びＧＬＡタンパク質の分析：
　ＩＩＩ－ａ．注入プロトコル
　全ての研究は、各実験の開始時点で生後約６～８週間の雄のＣＤ－１マウスを使用して
実行する。試料を、３０～２００マイクログラムの等価全用量の被包されていない、また
は被包されたＦＦＬ、ＥＰＯ、またはＧＬＡ　ｍＲＮＡ（修飾または無修飾）の単一ボー
ラス尾静脈注入によって導入する。指定された時点でマウスを屠殺し、生理食塩水で灌流
する。
【００９１】
　ＩＩＩ－ｂ．分析のための器官組織の単離
　各マウスの肝臓及び脾臓を収集し、３つの部分に配分し、分析のために、１０％の中性
緩衝ホルマリン中で保管するか、またはスナップ冷凍し、－８０℃で保管するかのいずれ
かにする。
【００９２】
　ＩＩＩ－ｃ．分析のための血清の単離
　全ての動物を、ＣＯ２窒息によって用量投与（±５％）の４８時間後に安楽死させ、開
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胸及び末端心臓血液採取を続ける。安楽死させた動物への心臓穿刺によって、血清分離チ
ューブ内に全血（最大取得可能容積）を採取し、室温で少なくとも３０分間凝血させ、２
２℃±５℃で、９３００ｇで１０分間遠心分離し、その後血清を抽出する。中間血液採取
のために、顔面静脈穿刺または尾切除によって約４０～５０μＬの全血を採取する。未処
理の動物から採取した試料を、研究動物との比較のための基線ＧＬＡレベルとして使用す
る。
【００９３】
　ＩＩＩ－ｄ．酵素結合免疫吸着アッセイ（ＥＬＩＳＡ）分析
　ＥＰＯ　ＥＬＩＳＡ：ＥＰＯタンパク質の定量化を、ヒトＥＰＯ　ＥＬＩＳＡキット（
Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ　ＩＶＤ，Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、カタログ＃Ｄｅｐ－００）に
ついて報告される手順に従って実行する。用いられ得る陽性対照は、超高純度、及び組織
培養等級の組み換えヒトエリスロポエチンタンパク質（それぞれ、Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ、カタログ＃２８６－ＥＰ及び２８７－ＴＣ）からなる。指定された時点で血液試料を
採取し、上記に記載するように処理する。Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ
　Ｓｔａｔｉｏｎ装置上吸収（４５０ｎｍ）によって、検出を監視する。
【００９４】
　ＧＬＡ　ＥＬＩＳＡ：ヒツジ抗ＲＥＰＬＡＧＡＬ（登録商標）Ｇ－１８８ＩｇＧを捕捉
抗体として、ウサギ抗ＲＥＰＬＡＧＡＬ（登録商標）ＴＫ－８８ＩｇＧを二次（検出）抗
体として用いて、標準ＥＬＩＳＡ手順に従った（Ｓｈｉｒｅ　Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅｔｉ
ｃ　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ）。西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）接合ヤギ抗ウサギＩ
ｇＧを、３，３’，５，５’－テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）基質溶液の活性化のた
めに使用する。２Ｎ　Ｈ２ＳＯ４を使用して、反応物を２０分後に急冷する。Ｍｏｌｅｃ
ｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ　Ｓｔａｔｉｏｎ装置上吸収（４５０ｎｍ）によって
、検出を監視する。未処理のマウス血清及びヒトＲＥＰＬＡＧＡＬ（登録商標）タンパク
質を、それぞれ陰性及び陽性対照として使用する。
【００９５】
　ＩＩＩ－ｅ．生物発光分析
　ルシフェラーゼアッセイ：Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｌｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ（品目＃Ｅ１５００）を使用して、生物発光アッセイを行う。１０ｍＬのルシフ
ェラーゼアッセイ緩衝液をルシフェラーゼアッセイ基質に添加することによって、Ｌｕｃ
ｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｒｅａｇｅｎｔを調製し、ボルテックスによって混合する
。約２０ｕＬのホモジネート試料を、９６ウェルの平板上に充填し、各試料に対して２０
ｕＬの平板制御を続ける。別個に１２０ｕＬのＬｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｒｅ
ａｇｅｎｔ（上記に記載するように調製）を９６ウェルの平底平板の各ウェルに添加する
。その後、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ　Ｓｔａｔｉｏｎ装置を使用し
て、各平板を適切なチャンバーに挿入し、発光を測定（相対光単位（ＲＬＵ）で測定）す
る。
【００９６】
実施例２．４’－チオ修飾を有するｍＲＮＡの送達及び発現のための例示的リポソーム製
剤
　本実施例は、４’－チオ修飾ｍＲＮＡのインビボでの効果的な送達及び発現のための、
例示的リポソーム製剤を提供する。
【００９７】
　脂質材料
　本明細書に記載される製剤は、様々な核酸に基づく材料を被包するように設計された、
１つ以上の陽イオン性脂質、ヘルパー脂質（例えば、非陽イオン性脂質及び／またはコレ
ステロールに基づく脂質）、ならびにペグ化脂質を用いる、多様な比率の多成分性脂質混
合物を含む。陽イオン性脂質は、ＤＯＴＡＰ（１，２－ジオレイル－３－トリメチルアン
モニウムプロパン）、ＤＯＤＡＰ（１，２－ジオレイル－３－ジメチルアンモニウムプロ
パン）、ＤＯＴＭＡ（１，２－ジ－Ｏ－オクタデセニル－３－トリメチルアンモニウムプ
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ロパン）、ＤＬｉｎＤＭＡ（Ｈｅｙｅｓ，Ｊ．；Ｐａｌｍｅｒ，Ｌ．；Ｂｒｅｍｎｅｒ，
Ｋ．；ＭａｃＬａｃｈｌａｎ，Ｉ．“Ｃａｔｉｏｎｉｃ　ｌｉｐｉｄ　ｓａｔｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｓ　ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｏｆ　
ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄｓ”Ｊ．Ｃｏｎｔｒ．Ｒｅｌ．２
００５，１０７，２７６－２８７）、ＤＬｉｎ－ＫＣ２－ＤＭＡ（Ｓｅｍｐｌｅ，Ｓ．Ｃ
．ｅｔ　ａｌ．“Ｒａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｃａｔｉｏｎｉｃ　Ｌｉｐｉ
ｄｓ　ｆｏｒ　ｓｉＲＮＡ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ”Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．２０１
０，２８，１７２－１７６），Ｃ１２－２００（Ｌｏｖｅ，Ｋ．Ｔ．ｅｔ　ａｌ．“Ｌｉ
ｐｉｄ－ｌｉｋｅ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　ｌｏｗ－ｄｏｓｅ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　
ｇｅｎｅ　ｓｉｌｅｎｃｉｎｇ”ＰＮＡＳ２０１０，１０７，１８６４－１８６９）、Ｈ
ＧＴ４００３、ＨＧＴ５０００、ＨＧＴ５００１、ＭＣ３、ｃＫＫ－Ｅ１２（３，６－ビ
ス（４－（ビス（２－ヒドロキシドデシル）アミノ）ブチル）ピペラジン－２，５－ジオ
ン）、ＩＣＥ、ジアルキルアミノに基づくもの、イミダゾールに基づくもの、グアニジウ
ムに基づくものなどを含み得る（が、排他的ではない）。ヘルパー脂質は、ＤＳＰＣ（１
，２－ジステアロイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン）、ＤＰＰＣ（１，２－ジパ
ルミトイル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスホコリン）、ＤＯＰＥ（１，２－ジオレイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、ＤＰＰＥ（１，２－ジパルミトイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、ＤＭＰＥ（１，２－ジミリストイル－ｓ
ｎ－グリセロ－３－ホスホエタノールアミン）、ＤＯＰＧ（，２－ジオレイル－ｓｎ－グ
リセロ－３－ホスホ－（１’－ｒａｃ－グリセロール））、コレステロールなどを含み得
る（が、排他的ではない）。ペグ化脂質は、Ｃ６～Ｃ２０の長さのアルキル鎖（複数可）
で脂質に共有的に結合した、最大５ｋＤａの長さのポリ（エチレン）グリコール鎖を含み
得る（が、排他的ではない）。
【００９８】
　ポリマー材料
　本明細書に記載される更なる製剤は、分枝状ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）（２５ｋＤ
ａ）（Ｓｉｇｍａ＃４０８７２７）、プロタミン、ペグ化プロタミン、ＰＬＬ、ペグ化Ｐ
ＬＬなどを含み得る（が、排他的ではない）、様々な帯電したポリマー材料を含む。
【００９９】
　ｍＲＮＡ材料
　ホタルルシフェラーゼ（ＦＦＬ）、ヒトエリスロポエチン（ＥＰＯ）、及びヒトアルフ
ァ－ガラクトシダーゼ（ＧＬＡ）を、遺伝子をコードするプラスミドＤＮＡ鋳型からのイ
ンビトロ転写によって合成し、ゲル電気泳動によって決定される、５’キャップ構造（キ
ャップ１）（Ｆｅｃｈｔｅｒ，Ｐ．；Ｂｒｏｗｎｌｅｅ，Ｇ．Ｇ．“Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　ｍＲＮＡ　ｃａｐ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｂｙ　ｖｉｒａｌ　ａｎｄ　ｃ
ｅｌｌｕｌａｒ　ｐｒｏｔｅｉｎｓ”Ｊ．Ｇｅｎ．Ｖｉｒｏｌｏｇｙ２００５，８６，１
２３９－１２４９）及び約２００ヌクレオチド長の３’ポリ（Ａ）テールの添加を続けた
。各ｍＲＮＡ産生物中に存在する５’及び３’非翻訳領域を、それぞれＸ及びＹとして表
し、述べるように定義した（下記参照）。
【０１００】
　ヒトエリスロポエチン（ＥＰＯ）、ヒトアルファ－ガラクトシダーゼ（ＧＬＡ）、及び
コドン最適化ホタルルシフェラーゼ（ＦＦＬ）の例示的なｍＲＮＡ配列を、配列番号１、
２、及び３にそれぞれ描写する。例示的な５’及び３’ＵＴＲ配列を、配列番号４、５、
６、及び７に記載する。
【０１０１】
　例示的な製剤プロトコル
　Ａ．Ｃ１２－２００及びＧＬＡ
　Ｃ１２－２００、ＤＯＰＥ、コレステロール、及びＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋの５０ｍｇ／ｍ
Ｌのエタノール性溶液の一定分量を、混合し、エタノールで３ｍＬの最終容積に希釈した
。別個に、ＧＬＡ　ｍＲＮＡの水性緩衝液（１０ｍＭのクエン酸／１５０ｍＭのＮａＣｌ
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、ｐＨ４．５）を１ｍｇ／ｍＬのストックから調製した。脂質溶液を、水性ｍＲＮＡ溶液
中に急速に注入し、振盪して、２０％エタノール中に最終懸濁液を生じさせた。結果とし
て生じるナノ粒子懸濁液を濾過し、１×ＰＢＳ（ｐＨ７．４）で透析濾過し、濃縮し、２
～８℃で保管した。最終濃度＝０．８５ｍｇ／ｍＬのＧＬＡ　ｍＲＮＡ（被包）。Ｚ平均

＝８１．２ｎｍ（偏差（５０）＝６３．２ｎｍ；偏差（９０）＝１０４ｎｍ）。
【０１０２】
　Ｂ．ＤＯＤＡＰ及びＥＰＯ
　ＤＯＤＡＰ、ＤＯＰＥ、コレステロール、及びＤＭＧ－ＰＥＧ２Ｋの５０ｍｇ／ｍＬの
エタノール性溶液の一定分量を、混合し、エタノールで３ｍＬの最終容積に希釈した。別
個に、ＥＰＯ　ｍＲＮＡの水性緩衝液（１０ｍＭのクエン酸／１５０ｍＭのＮａＣｌ、ｐ
Ｈ４．５）を１ｍｇ／ｍＬのストックから調製した。脂質溶液を、水性ｍＲＮＡ溶液中に
急速に注入し、振盪して、２０％エタノール中に最終懸濁液を生じさせた。結果として生
じるナノ粒子懸濁液を濾過し、１×ＰＢＳ（ｐＨ７．４）で透析濾過し、濃縮し、２～８
℃で保管した。最終濃度＝１．３５ｍｇ／ｍＬのＥＰＯ　ｍＲＮＡ（被包）。Ｚ平均＝７
５．９ｎｍ（偏差（５０）＝５７．３ｎｍ；偏差（９０）＝９２．１ｎｍ）。
【０１０３】
　Ｃ．ＰＥＩ及びＣＦＴＲ
　２．０ｍｇ／ｍＬの水性溶液ＰＥＩ（分枝状、２５ｋＤａ）の一定分量を、ＣＦＴＲ　
ｍＲＮＡの水性溶液（１．０ｍｇ／ｍＬ）と混合した。結果として生じる複合した混合物
を、上下に数回ピペッティングし、注入前に２０分間放置した。最終濃度＝０．６０ｍｇ
／ｍＬのＣＦＴＲ　ｍＲＮＡ（被包）。Ｚ平均＝７５．９ｎｍ（偏差（５０）＝５７．３
ｎｍ；偏差（９０）＝９２．１ｎｍ）。
【０１０４】
実施例３：修飾ｍＲＮＡ対無修飾ｍＲＮＡのインビボでの安定性及びタンパク質産生の分
析
　本実施例は、修飾ｍＲＮＡの安定性、及び様々な標的組織におけるインビボでのタンパ
ク質の発現を分析するための例示的な方法を図示する。
【０１０５】
　ｍＲＮＡ構築物内の修飾塩基の定量化
　４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡを、リボヌクレアーゼＩまたはヌクレアーゼＰ１に様々
な期間にわたって供し、十分に分解させた。完了時、結果として生じる一リン酸ヌクレオ
チドを、アルカリホスファターゼで更に分解して、それぞれのヌクレオシドを提供した。
ヌクレオシド混合物を、効率的な酵素除去のためにＡｍｉｃｏｎスピンカラム（３０，０
００ＭＷＣＯ）に適用した。結果として生じるヌクレオシド溶液を、ＨＰＬＣによって分
析し、それぞれの無修飾ヌクレオシドとのピーク面積比較によって定量化した。
【０１０６】
　４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ構築物の安定性
　４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡを、リボヌクレアーゼＩまたはヌクレアーゼＰ１に様々
な期間にわたって供し、ヌクレアーゼ分解に対する抵抗性を評価した。指定の時点で、ヌ
クレアーゼ反応物を阻害剤で急冷し、結果として生じる溶液を、効率的な酵素除去のため
にＡｍｉｃｏｎスピンカラム（３０，０００ＭＷＣＯ）に適用した。完了時、残余分をア
ガロースゲルに適用し、ｍＲＮＡ構築物の生存率（サイズ、分解産生物など）について分
析した。同一の実験を無修飾ｍＲＮＡ上に実行し、直接比較及び推測を導いた。
【０１０７】
　タンパク質産生に対する４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡの効果
【０１０８】
　インビトロでの研究：
　４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ及び無修飾ｍＲＮＡのインビトロでの遺伝子導入を、Ｈ
ＥＫ２９３Ｔ細胞を使用して実行した。１マイクログラムの各ｍＲＮＡ構築物の遺伝子導
入を、別個のウェル内でリポフェクタミンを使用して実行した。選択時点（例えば、４時
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間、８時間、３２時間、４８時間、５６時間、８０時間など）で細胞を収集し、それぞれ
のタンパク質産生を分析した。ＦＦＬ　ｍＲＮＡにおいて、生物発光アッセイによって、
細胞可溶化液をルシフェラーゼ産生について分析した。ＥＰＯ及びＧＬＡ　ｍＲＮＡ研究
において、細胞上清を取得し、ＥＬＩＳＡに基づく方法を使用して、ＥＰＯ及びＧＬＡタ
ンパク質についてそれぞれ分析した。無修飾対４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡの経時的な
タンパク質産生の比較を行った。例示的な結果を、図２に示す。
【０１０９】
　インビボでの研究：
　経時的なタンパク質産生の比較を、野生型マウス（ＣＤ－１）への４’チオＮＴＰ修飾
ｍＲＮＡ被包ナノ粒子（脂質またはポリマー）の注入、対同一の様式で送達される無修飾
ｍＲＮＡによって行った。選択時点（例えば、６時間、１２時間、２４時間、４８時間、
７２時間など）で血清及び器官を採取し、それぞれのタンパク質レベルを監視した。ＦＦ
Ｌ　ｍＲＮＡにおいて、生物発光アッセイによって、肝臓ホモジネートをルシフェラーゼ
産生について分析した。ＥＰＯ及びＧＬＡ　ｍＲＮＡ研究において、マウス血清を取得し
、ＥＬＩＳＡに基づく方法を使用して、ＥＰＯ及びＧＬＡタンパク質についてそれぞれ分
析した。無修飾対４’－チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡの経時的なタンパク質産生の比較を行っ
た。
【０１１０】
　同様に、被包されていない（裸の）４’チオＮＴＰ修飾ｍＲＮＡ及び無修飾ｍＲＮＡを
、静脈内、皮下、または気管内投与のいずれかによって注入し、安定性及びタンパク質産
生における差を評価するために、上記に記載されるような同一の分析を実行した。
【０１１１】
実施例４．裸の修飾ｍＲＮＡまたはｍＲＮＡ負荷ナノ粒子の投与後の、ＦＦＬ、ＥＰＯ、
及びＧＬＡタンパク質産生の分析
　本実施例は、裸の、修飾された、ｍＲＮＡまたはｍＲＮＡ負荷ナノ粒子のいずれかの投
与後の、例示的なタンパク質産生を分析するためのプロトコルを記載し、無修飾ｍＲＮＡ
と比較した、４’－チオ修飾ｍＲＮＡに関するｍＲＮＡ安定性及びタンパク質産生を実証
する。
【０１１２】
　全ての研究は、各実験の開始時点で生後約６～８週間の雄のＣＤ－１マウスを使用して
実行した。３０～２００マイクログラムの等価全用量の、被包されていない、または被包
されたＦＦＬ、ＥＰＯ、またはＧＬＡ　ｍＲＮＡ（修飾または無修飾）の単一ボーラス尾
静脈注入によって試料を導入した。指定された時点でマウスを屠殺し、生理食塩水で灌流
した。
【０１１３】
　各マウスの肝臓及び脾臓を収集し、３つの部分に配分し、分析のために、１０％の中性
緩衝ホルマリン中で保管するか、またはスナップ冷凍し、－８０℃で保管するかのいずれ
かにした。
【０１１４】
　全ての動物を、ＣＯ２窒息によって用量投与（±５％）の４８時間後に安楽死させ、開
胸及び末端心臓血液採取を続けた。安楽死させた動物から血清分離チューブ内に、全血（
最大取得可能容積）を心臓穿刺によって採取し、室温で少なくとも３０分間凝血させ、２
２℃±５℃で、９３００ｇで１０分間遠心分離し、その後血清を抽出した。中間血液採取
のために、顔面静脈穿刺または尾切除によって約４０～５０μＬの全血を採取した。未処
理の動物から採取した試料を、研究動物との比較のための基線ＧＬＡレベルとして使用し
た。
【０１１５】
　酵素結合免疫吸着アッセイ（ＥＬＩＳＡ）分析
　ＥＰＯタンパク質の定量化を、ヒトＥＰＯ　ＥＬＩＳＡキット（Ｑｕａｎｔｉｋｉｎｅ
　ＩＶＤ，Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、カタログ＃Ｄｅｐ－００）について報告される手順
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に従って実行した。用いた陽性対照は、超高純度、及び組織培養等級の組み換えヒトエリ
スロポエチンタンパク質（それぞれ、Ｒ＆Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ、カタログ＃２８６－ＥＰ
及び２８７－ＴＣ）からなった。指定された時点で血液試料を採取し、上記に記載するよ
うに処理した。Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ　Ｓｔａｔｉｏｎ装置上の
吸収（４５０ｎｍ）によって、検出を監視した。
【０１１６】
　ＧＬＡタンパク質の分析のために、ヒツジ抗Ｒｅｐｌａｇａｌ　Ｇ－１８８ＩｇＧを捕
捉抗体として、ウサギ抗Ｒｅｐｌａｇａｌ　ＩｇＧを二次（検出）抗体として用いて、標
準的なＥＬＩＳＡ手順に従った。西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）接合ヤギ抗ウサ
ギＩｇＧを、３，３’，５，５’－テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）基質溶液の活性化
のために使用した。２Ｎ　Ｈ２ＳＯ４を使用して、反応物を２０分後に急冷した。Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ　Ｓｔａｔｉｏｎ装置上の吸収（４５０ｎｍ）に
よって、検出を監視した。未処理のマウス血清及びヒトＲｅｐｌａｇａｌ（登録商標）タ
ンパク質を、それぞれ陰性及び陽性対照として使用した。
【０１１７】
　生物発光分析
　Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｌｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ（品目＃Ｅ１５０
０）を使用して、生物発光アッセイを行った。１０ｍＬのルシフェラーゼアッセイ緩衝液
をルシフェラーゼアッセイ基質に添加することによって、Ｌｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓ
ａｙ　Ｒｅａｇｅｎｔを調製し、ボルテックスによって混合した。２０ｕＬのホモジネー
ト試料を、９６ウェルの平板上に充填し、各試料に対して２０ｕＬの平板制御を続けた。
別個に１２０ｕＬのＬｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｒｅａｇｅｎｔ（上記に記載す
るように調製）を９６ウェルの平底平板の各ウェルに充填した。その後、Ｍｏｌｅｃｕｌ
ａｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｌｅｘ　Ｓｔａｔｉｏｎ装置を使用して、各平板を適切なチャン
バーに挿入し、発光を測定（相対光単位（ＲＬＵ）で測定）した。
【０１１８】
　例示的な結果
　４’－チオ修飾または無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの遺伝子導入によるＦＦＬタンパク質の
産生を、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞内で試験した。図２は、遺伝子導入の４時間、８時間、３２
時間、５６時間、８０時間後に取得した加重相対蛍光単位（ＲＬＵ）スコアを表す。それ
ぞれの時点で、２５％の４’－チオウリジン（２５％の４’－Ｓ－Ｕ）または１００％の
４’－チオウリジン（１００％の４’－Ｓ－Ｕ）ＦＦＬ　ｍＲＮＡのいずれかで遺伝子導
入した細胞は、ＳＮＩＭ（登録商標）ＦＦＬまたは市販のＦＦＬのいずれかで遺伝子導入
した細胞よりも高い加重ＲＬＵスコアを有した。
【０１１９】
　４’－チオ修飾及び無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの経時的な安定性もまた、試験した。３マ
イクログラムのｍＲＮＡを、マウス血清に暴露し、１時間にわたって監視した。図３に見
られるように、ＳＮＩＭ（登録商標）ＦＦＬ及び市販のＦＦＬ　ｍＲＮＡと比較して、４
’－チオ修飾ｍＲＮＡ、特に１００％の４’－チオウリジン（１００％の４’－Ｓ－Ｕ）
ＦＦＬ　ｍＲＮＡは、経時的により安定しているようである。
【０１２０】
　４’－チオ修飾または無修飾ＦＦＬ　ｍＲＮＡの遺伝子導入によるＦＦＬタンパク質の
産生を、野生型マウスにおいて試験した。１．０ｍｇ／ｋｇ用量のＣ１２－２００負荷脂
質ナノ粒子を、静脈内に投与し、動物を屠殺し、上記に記載されるように、分析のために
それらの肝臓を除去した。図４は、投与の６時間後に取得した、ＲＬＵ／ｍｇ全タンパク
質スコアを表す。２５％の４’－チオウリジン（２５％の４’－Ｓ－Ｕ）及び１００％の
４’－チオウリジン（１００％の４’－Ｓ－Ｕ）で処理したマウスからの肝臓は、無修飾
ｍＲＮＡで処理したマウスからの肝臓よりも高いＲＬＵ／ｍｇスコアを有した。
【０１２１】
　とりわけ、本明細書に記載される例示的な結果は、４’－チオ－修飾ヌクレオチドを含
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む、提供されるｍＲＮＡが、合成に成功し得ること、増大した安定性を有すること、及び
細胞内でタンパク質を産生するための使用に成功し得ることを実証した。
【０１２２】
実施例５．４’－チオ－修飾ヌクレオチドの例示的な合成
　合成手順：
【０１２３】
　中間体の調製：
【化２】

【０１２４】
　２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－リボン酸－１，４－ラクトンの合成

【化３】

Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００８，１７９０－１８００
【０１２５】
　アセトン（２．７９Ｌ）中、Ｄ－リボン酸－１，４－ラクトン（２７０．０ｇ、１．８
２３ｍｏｌ）及び硫酸（１８．０ｇ、０．１８２ｍｏｌ、０．１当量）の溶液を、室温で
３日間撹拌した。固体炭酸水素ナトリウム（約４５０ｇ）の添加によって、反応混合物を
急冷し、濾過し、濾液を蒸発させた。残部を、酢酸エチルと水との間で分割した。酢酸エ
チルで水性層を抽出した。組み合わせた有機層を硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し
、減圧下で濃縮させて、所望の産生物を白色固体（３１８．８ｇ、９３％）として生じさ
せた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４．８３（ｄ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、１
Ｈ）、４．７７（ｄ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．６４～４．６２（ｍ、１Ｈ）、３．
９９（ｄｄｄ，Ｊ＝２．３、５．５、及び１２．４Ｈｚ、１Ｈ）、３．８１（ｄｄｄ，Ｊ
＝２．３、５．５、及び１２．４Ｈｚ、１Ｈ）、２．６７（ｔ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、１Ｈ）
、１．４６（ｓ、３Ｈ）、１．３７（ｓ、３Ｈ）。
【０１２６】
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　５－Ｏ－メタンスルホニル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－リボン酸－１，４－
ラクトンの合成
【化４】

Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
２００６，４８７－４９２
【０１２７】
　塩化メタンスルホニル（１１６．０ｇ、１．０１４ｍｏｌ、１．２当量）を、０℃でジ
クロロメタン（２．４３Ｌ）中、２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－リボン酸－１，４
－ラクトン（１５９．０ｇ、０．８４５ｍｏｌ）及びトリエチルアミン（１２８．０ｇ、
１．２６７ｍｏｌ）の溶液に滴加した。反応混合物を、室温で１時間撹拌し、その後ジク
ロロメタンで希釈し、水、ＮａＨＣＯ３飽和水溶液、及び鹹水で洗浄した。有機層を硫酸
マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮させて、５－Ｏ－メタンスルホニル－
２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－リボン酸－１，４－ラクトンを橙色の油（２３１．
０ｇ、約１００％）として生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４
．８２～４．７７（ｍ、３Ｈ）、４．４９～４．４１（ｍ、２Ｈ）、３．０４（ｓ、３Ｈ
）、１．４７（ｓ、３Ｈ）、１．３８（ｓ、３Ｈ）。
【０１２８】
　２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキソン酸－１，４－ラクトンの合成
【化５】

Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
２００６，４８７－４９２
【０１２９】
　水（１．１Ｌ）中、水酸化カリウム（１３７．０ｇ、２．４５ｍｏｌ）を、５－Ｏ－メ
タンスルホニル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｄ－リボン酸－１，４－ラクトン（２
２５．０ｇ、０．８５ｍｏｌ）に添加し、室温で１８時間撹拌した。反応混合物を、２Ｍ
のＨＣｌ水溶液（ｐＨメーターを使用）でｐＨ３に酸性化し、その後蒸発させた。残部を
加熱して、アセトン中に逆流させ、アセトンをデカントした（×３）。組み合わせた抽出
物を硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮させて、２，３－Ｏ－イソプ
ロピリデン－Ｌ－リキソン酸－１，４－ラクトンを淡黄色固体（１１５．４ｇ、７３％）
として生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４．８９～４．８４（
ｍ、２Ｈ）、４．６３～４．５９（ｍ、１Ｈ）、４．０８～３．９１（ｍ、２Ｈ）、１．
４６（ｓ、３Ｈ）、１．３８（ｓ、３Ｈ）。
【０１３０】
　５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキ
ソン酸－１，４－ラクトンの合成
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【化６】

Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００８，１７９０－１８００
【０１３１】
　ジクロロメタン（８５．０ｍＬ）中、２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキソン酸
－１，４－ラクトン（５．０ｇ、０．０２７ｍｏｌ）の溶液に、イミダゾール（２．２ｇ
、３２ｍｍｏｌ）に続けてｔｅｒｔ－塩化ブチルジメチルルシリル（ｂｕｔｙｌｄｉｍｅ
ｔｈｙｌｌｓｉｌｙｌ）（４．４ｇ、２９ｍｍｏｌ、１．１当量）を添加し、反応混合物
を室温で１．５時間撹拌した。反応混合物を、ジクロロメタンで希釈し、ＮａＨＣＯ３飽
和水溶液、鹹水で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮させて
、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキ
ソン酸－１，４－ラクトンを淡黄色の油（７．３ｇ、８９％）として生じさせた。１Ｈ　
ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４．７９（ｓ、２Ｈ）、４．５４～４．４９（ｍ
、１Ｈ）、４．００～３．８６（ｍ、２Ｈ）、１．４５（ｓ、３Ｈ）、１．３８（ｓ、３
Ｈ）、０．８９（ｓ、９Ｈ）、０．０８（ｓ、６Ｈ）。
【０１３２】
　５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキ
シトールの合成

【化７】

Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００８，１７９０－１８００
【０１３３】
　テトラヒドロフラン（６３ｍＬ）及びメタノール（１３ｍＬ）中、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－
ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－Ｌ－リキソン酸－１，４－ラク
トン（７．２ｇ、２４ｍｍｏｌ）の溶液に、水素化ホウ素ナトリウム（１．４ｇ、０．０
３６ｍｏｌ、１．５当量）を室温で一部ずつ添加した。反応混合物を室温で１時間撹拌し
、その後減圧下で濃縮させた。残部を、酢酸エチルと１Ｍクエン酸水溶液との間で分割し
た。有機層を１Ｍクエン酸水溶液、鹹水で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過
し、減圧下で濃縮させて、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソ
プロピリデン－Ｌ－リキシトールを、静置時に結晶化する無色の油（６．３ｇ、８６％）
として生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４．２６～４．２０（
ｍ、２Ｈ）、３．８４～３．５９（ｍ、５Ｈ）、１．５１（ｓ、３Ｈ）、１．３７（ｓ、
３Ｈ）、０．８９（ｓ、９Ｈ）、０．０７（ｓ、６Ｈ）。
【０１３４】
　５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリデン－１，４－
ジ－Ｏ－メタンスルホニル－Ｌ－リキシトールの合成
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【化８】

Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００８，１７９０－１８００
【０１３５】
　塩化メタンスルホニル（１５．２ｍＬ、０．１９６ｍｏｌ、１０当量）を、１０℃未満
でピリジン（１５．８ｍＬ、０．１９６ｍｏｌ、１０当量）に滴加した。ジクロロメタン
（１６ｍＬ）中、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－Ｏ－イソプロピリ
デン－Ｌ－リキシトール（６ｇ、０．０１９６ｍｏｌ）の溶液を、１０℃未満で滴加した
。反応混合物を室温で２時間撹拌した。冷却浴を交換し、氷の添加によって塩化メタンス
ルホニルの過剰量を加水分解した。その後、反応混合物に水（３００ｍＬ）を注ぎ、Ｅｔ

２Ｏ（３×５０ｍＬ）で抽出した。組み合わせた有機層を１Ｍクエン酸水溶液、ＮａＨＣ
Ｏ３飽和水溶液及び鹹水で洗浄し、乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、濾過し、減圧下で濃縮させ
た。フラッシュクロマトグラフィーによって、１：６の酢酸エチル／ヘプタンを有するシ
リカゲル上で粗産生物を精製して、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－２，３－
Ｏ－イソプロピリデン－１，４－ジ－Ｏ－メタンスルホニル－Ｌ－リキシトールを黄色の
油（８ｇ、９１％）として生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４
．７６～４．６９（ｍ、１Ｈ）、４．４６～４．３４（ｍ、４Ｈ）、３．９５（ｄｄ，Ｊ
＝５．５及び１１．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．８２（ｄｄ，Ｊ＝６．０及び１１．０Ｈｚ、１
Ｈ）、３．１１（ｓ、３Ｈ）、３．０７（ｓ、３Ｈ）、１．５１（ｓ、３Ｈ）、１．３７
（ｓ、３Ｈ）、０．８９（ｓ、９Ｈ）、０．０９（ｓ、６Ｈ）。
【０１３６】
　ｔｅｒｔ－ブチル（（（３ａＳ，４Ｒ，６ａＲ）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエ
ノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）メトキシ）ジメチルシランの合成

【化９】

【０１３７】
　ジメチルホルムアミド（２５０ｍＬ）中、５－Ｏ－ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル－
２，３－Ｏ－イソプロピリデン－１，４－ジ－Ｏ－メタンスルホニル－Ｌ－リキシトール
（２５．１ｇ、０．０５６ｍｏｌ）の溶液に、Ｎａ２Ｓ．９Ｈ２Ｏ（１６．１ｇ、０．０
６７ｍｏｌ、１．２当量）を添加し、反応混合物を８０℃で３時間加熱した。反応混合物
を室温まで冷却し、水と酢酸エチルとの間で分割した。層を分離させ、水性層を酢酸エチ
ルで抽出した。組み合わせた有機層を乾燥させ（ＭｇＳＯ４）、濾過し、減圧下で濃縮し
た。フラッシュクロマトグラフィーによって、酢酸エチル／ヘプタン（１０：１）を有す
るシリカゲル上で粗産生物を精製して、ｔｅｒｔ－ブチル（（（３ａＳ，４Ｒ，６ａＲ）
－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イ
ル）メトキシ）－ジメチル－シラン（１０．３ｇ、６０％）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ
（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ４．８９（ｄｔ，Ｊ＝１．４及び４．６Ｈｚ、１Ｈ）、
４．７９（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．８０（ｄｄ，Ｊ＝５．０及び１０．５Ｈｚ
、１Ｈ）、３．６０（ｄｄ，Ｊ＝６．４及び１０．６Ｈｚ、１Ｈ）、３．３３（ｔ，Ｊ＝
５．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．１６（ｄｄ，Ｊ＝５．０及び１２．４Ｈｚ、１Ｈ）、２．８５
（ｄｄ，Ｊ＝０．９及び１２．８Ｈｚ、１Ｈ）、１．５２（ｓ、３Ｈ）、１．３２（ｓ、
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【０１３８】
　（３ａＳ，４Ｒ，５Ｒ，６ａＲ）－４－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキ
シ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソ
ール５－酸化物の合成
【化１０】

【０１３９】
　ジクロロメタン（１５０ｍＬ）中、約７０％のｍ－クロロ過安息香酸（１６ｇ、６６ｍ
ｍｏｌ）の溶液を、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過した。ジクロロメタン（５０ｍ
Ｌ）で洗浄した後、組み合わせた濾液を、－７８℃でジクロロメタン（４００ｍＬ）中、
ｔｅｒｔ－ブチル（（（３ａＳ，４Ｒ，６ａＲ）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ
［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）メトキシ）ジメチルシラン（２０ｇ
、６６ｍｍｏｌ）の溶液に滴加した。－７８℃で１時間撹拌した後、反応物を飽和炭酸水
素ナトリウム溶液で急冷し、ジクロロメタンで希釈した。層を分離させ、有機層を鹹水で
洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濃縮した。取得した残部を、フラッシ
ュクロマトグラフィー（シリカゲル／ジクロロメタン：ジエチルエーテル（３０：１）に
よって精製して、（３ａＳ，４Ｒ，５Ｓ，６ａＲ）－４－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチ
ルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１
，３］ジオキソール５－酸化物（８．８ｇ、４２％）及び（３ａＳ，４Ｒ，５Ｒ，６ａＲ
）－４－（（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチ
ルテトラ－ヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール５－酸化物（７．３ｇ、
３５％）を生じさせた。
【０１４０】
　ヌクレオシド中間体の合成：
【０１４１】
　１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２，２－ジメチ
ルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－
２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオン
【化１１】

【０１４２】
　１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル
）オキシ）メチル）－２，２－ジメチル－テトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］
ジオキソール－４－イル）ピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオンの合成
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【化１２】

【０１４３】
　トルエン（６２ｍＬ）中、ウラシルの懸濁液（１４０ｇ、１２．５ｍｍｏｌ）に、トリ
エチルアミン（３．５ｍＬ、２．５３ｇ、２５ｍｍｏｌ）及びトリメチルシリルトリフル
オロメタンスルホン酸（９．０１ｍＬ、１１，１ｇ、５０ｍｍｏｌ）を添加した。室温で
１時間撹拌した後、ジクロロメタン（３４ｍＬ）を二相性混合物に添加して、溶液を生じ
させた。その後これを、ジクロロメタン（３４ｍＬ）中、（３ａＳ，４Ｒ，５Ｒ，６ａＲ
）－４－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチル
テトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール５－酸化物（２．０ｇ、６．
２５ｍｍｏｌ）の溶液に滴加し、その後トリエチルアミン（３．５ｍＬ、２５ｍｍｏｌ）
を添加した。室温で９０分間撹拌した後、反応物を氷で急冷し、その後酢酸エチルで希釈
した。層を分離させ、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し（×２）、その後鹹
水で洗浄した。硫酸マグネシウム上で乾燥させた後、減圧下での濃縮によって粗産生物を
生じさせ、これをフラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、酢酸エチル：ジクロロメ
タン１：５）によって精製して、１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔ
ｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチル－テトラヒドロチ
エノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－２，４（１Ｈ，３
Ｈ）－ジオン（１．５５ｇ、６０％）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤ
Ｃｌ３）δ８．４３（ｓ、１Ｈ）、７．９６（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、６．１２（
ｄ，Ｊ＝２．３Ｈｚ、１Ｈ）、５．７４（ｄｄ，Ｊ＝１．９及び７．８Ｈｚ、１Ｈ）、４
．７１（ｍ、２Ｈ）、３．８９（ｍ、２Ｈ）、３．７４（ｍ、１Ｈ）、１．６０（ｓ、３
Ｈ）、１．３２（ｓ、３Ｈ）、０．９２（ｓ、９Ｈ）、０，１１（ｓ、３Ｈ）、０．１０
（ｓ、３Ｈ）。
【０１４４】
　１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２，２－ジメチ
ルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－
２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオンの合成
【化１２】

【０１４５】
　テトラヒドロフラン（８５ｍＬ）中、１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（
（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチル－テトラヒ
ドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－２，４（１
Ｈ，３Ｈ）－ジオン（３．７０ｇ、８．９２ｍｍｏｌ）の溶液を、アルゴン下、氷浴内で
冷却した。テトラヒドロフラン（１０．７ｍＬ、１０．７ｍｍｏｌ）中、１Ｍのフッ化テ
トラブチルアンモニウムの溶液を添加し、混合物を室温で２時間撹拌した。粗産生物を濾
過によって採取し、テトラヒドロフランで洗浄し、フラッシュクロマトグラフィー（シリ
カゲル；メタノール：ジクロロメタン１：３０）によって精製して、１－（（３ａＲ，４
Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ
［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）
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－ジオン（２．３０ｇ、８６％）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ

３）δ８．９７（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７６（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、５．９３（
ｓ、１Ｈ）、５．７６（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ）、４．９１（ｓ、２Ｈ）、３．９６（ｄｄ
，Ｊ＝４．６及び１１．０Ｈｚ、１Ｈ）、３．８９（ｄｄ，Ｊ＝４．６及び１１．０Ｈｚ
、１Ｈ）、３．７９（ｔ，Ｊ＝４．６Ｈｚ、１Ｈ）、２．６４（ｂｒｓ、１Ｈ）、１．５
９（ｓ、３Ｈ）、１．３３（ｓ、３Ｈ）。
【０１４６】
　４－アミノ－１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２
，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）
－５－メチルピリミジン－２（１Ｈ）－オン
【化１３】

【０１４７】
　以下に類似するが、シトシンをチミンと交換した手順を使用して、４－アミノ－１－（
（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２，２－ジメチルテトラ
－ヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）ピリミジン－２（１
Ｈ）－オン（１３．１）を合成し得る。
【０１４８】
　１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル
）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジ
オキソール－４－イル）－５－メチルピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオンの合成
【化１４】

【０１４９】
　トルエン（１１２ｍＬ）中、チミン（２．６０ｇ、２０．６ｍｍｏｌ）の懸濁液に、ト
リエチルアミン（４．１７ｇ、４１．２ｍｍｏｌ）及びトリメチルシリルトリフルオロメ
タンスルホン酸（１８．３ｇ、８２．５ｍｍｏｌ）を添加した。室温で１時間撹拌した後
、ジクロロメタン（３４ｍＬ）を二相性混合物に添加して、溶液を生じさせた。その後こ
れを、ジクロロメタン（５６ｍＬ）中、（３ａＳ，４Ｒ，５Ｒ，６ａＲ）－４－（（（ｔ
ｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエ
ノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール５－酸化物（３．３０ｇ、１０．３ｍｍｏｌ）
の溶液に滴加し、その後トリエチルアミン（４．１７ｇ、４１．２ｍｍｏｌ）を添加した
。室温で６０分間撹拌した後、反応物を氷で急冷し、その後酢酸エチルで希釈した。層を
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分離させ、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム溶液で洗浄し（×２）、その後鹹水で洗浄し
た。硫酸マグネシウム上で乾燥させた後、減圧下での濃縮によって粗産生物を生じさせ、
これをフラッシュクロマトグラフィー（シリカゲル、酢酸エチル：ヘプタン０～５０％）
によって精製して、１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチ
ルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－
ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）－５－メチルピリミジン－　２，４（１Ｈ，３
Ｈ）－ジオン（２．９ｇ、６６％）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣ
ｌ３）δ８．４３（ｓ、１Ｈ）、７．４６（ｄ，Ｊ＝１．４Ｈｚ、１Ｈ）、６．０７（ｄ
，Ｊ＝３２Ｈｚ、１Ｈ）、５．７２（ｍ、２Ｈ）、３．８７（ｍ、２Ｈ）、３．７１（ｍ
、１Ｈ）、１．９３（ｓ、３Ｈ）、１．５９（ｓ、３Ｈ）、１．３２（ｓ、３Ｈ）、０．
９２（ｓ、９Ｈ）、０．１０（ｓ、３Ｈ）、０．０９（ｓ、３Ｈ）。
【０１５０】
　４－アミノ－１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジ
メチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］
［１，３］ジオキソール－４－イル）－５－メチルピリミジン－２（１Ｈ）－オンの合成
【化１５】

【０１５１】
　アセトニトリル（１４０ｍＬ）中、１，２，４－トリアゾール（６．５５ｇ、９４．８
ｍｍｏｌ）の懸濁液を、氷バッチ内で０℃まで冷却した。オキシ塩化リン（２．５３ｍＬ
、２７．１ｍｍｏｌ）、続けてトリエチルアミン（１８．９ｍＬ、１３５ｍｍｏｌ）を、
滴加した。混合物を０℃で３０分間撹拌し、その後アセトニトリル（２５ｍＬ）中、１－
（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキ
シ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソ
ール－４－イル）－５－メチルピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオン（２．９ｇ、
６．７７ｍｍｏｌ）の溶液を滴加した。反応物を、室温まで温め、１５０分間撹拌し、そ
の後酢酸エチルと飽和炭酸水素ナトリウム溶液との間で分割した。有機層を鹹水で洗浄し
、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濃縮した。取得した残部を、オートクレーブ
内でジオキサン（６２ｍＬ）中に溶解させた。水酸化アンモニウム（６２ｍＬ）を添加し
、容器を密封し、室温で一晩撹拌した。反応混合物を酢酸エチルと水との間で分割した。
有機層を鹹水で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、減圧下で濃縮させた。フラッシ
ュクロマトグラフィー（シリカゲル：メタノール：酢酸エチル１：１０）による精製によ
って、アミノ－１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジ
メチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］
［１，３］ジオキソール－４－イル）－５－メチルピリミジン－２（１Ｈ）－オン（２．
６０ｇ、９０％）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３）δ８．７４
（ｂｒｓ、２Ｈ）、７．４９（ｓ、１Ｈ）、６．００（ｄ，Ｊ＝２．３Ｈｚ、１Ｈ）、４
．８２（ｄｄ，Ｊ＝２．３及び５．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．７４（ｄｄ，Ｊ＝３．２及び５
．５Ｈｚ、１Ｈ）、３．９１（ｄｄ，Ｊ＝５．５及び１０．５Ｈｚ、１Ｈ）、３．８１（
ｄｄ，Ｊ＝６．４及び１０．５Ｈｚ、１Ｈ）、３．６５（ｍ、１Ｈ）、１．９１（ｓ、３
Ｈ）、１．５６（ｓ、３Ｈ）、１．２７（ｓ、３Ｈ）０．８９（ｓ、９Ｈ）、０．０７（
ｓ、３Ｈ）、０．０６（ｓ、３Ｈ）。
【０１５２】
　４－アミノ－１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２
，２－ジメチルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）
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－５－メチルピリミジン－２（１Ｈ）－オンの合成
【化１６】

【０１５３】
　テトラヒドロフラン（１．４ｍＬ）中、４－アミノ－１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６
ａＳ）－６－（（（ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル）オキシ）メチル）－２，２－ジメ
チルテトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）－５－メチ
ルピリミジン－２（１Ｈ）－オン（５００ｍｇ、１．１７ｍｍｏｌ）の溶液を、アルゴン
下、氷浴内で冷却した。テトラヒドロフラン（１．４ｍＬ、１．９０ｍｍｏｌ）中、１Ｍ
のフッ化テトラブチルアンモニウムの溶液を添加し、混合物を室温で２時間撹拌した。粗
産生物を濾過によって採取し、テトラヒドロフランで洗浄し、フラッシュクロマトグラフ
ィー（シリカゲル；メタノール：酢酸エチル１：１０）によって精製して、４－アミノ－
１－（（３ａＲ，４Ｒ，６Ｒ，６ａＳ）－６－（ヒドロキシメチル）－２，２－ジメチル
テトラヒドロチエノ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール－４－イル）－５－メチルピ
リミジン－２（１Ｈ）－オン（４３６ｍｇ、量）を生じさせた。１Ｈ　ＮＭＲ（３００Ｍ
Ｈｚ、ＤＭＳＯ）δ７．６４（ｓ、１Ｈ）、７．３８（ｂｒｓ、１Ｈ）、６．８５（ｂｒ
ｓ、１Ｈ）、５．９７（ｄ，Ｊ＝２．８Ｈｚ、１Ｈ）、５．１９（ｔ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、
１Ｈ）、４．８８（ｄｄ，Ｊ＝２．８及び５．３５Ｈｚ、１Ｈ）、４．８０（ｄｄ，Ｊ＝
３．２及び５．９Ｈｚ、１Ｈ）、３．６７（ｍ、１Ｈ）、３．５４（ｍ、１Ｈ）、３．４
７（ｔｄ，Ｊ＝２．８及び６．４Ｈｚ、１Ｈ）、１．８０（ｓ、３Ｈ）、１．４３（ｓ、
３Ｈ）、１．２１（ｓ、３Ｈ）。
【０１５４】
　ヌクレオチド標的の合成：
一般的な計画

【化１７】

【０１５５】
　ヌクレオシド５’－トリリン酸の合成を上記に示す。ヌクレオシドＡを、ジメチルホル
ムアミド中、イミダゾールＨＣｌ／イミダゾールの存在下で、ホスホラミダイト試薬と反
応させ、Ｈ２Ｏ２との亜リン酸の後続する酸化を続けて、良好な収率（シリカゲル上での
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カラムクロマトグラフィーによる精製後、典型的には６０～８３％の収率）でＢを生じさ
せる。Ｈ２Ｏ／ジクロロメタン中、トリフルオロ酢酸での処理による保護基の開裂によっ
て、一リン酸Ｃを、典型的には定量的収率で生じさせる。最終的に、Ｂｏｇａｃｈｅｖ（
Ｂｏｇａｃｈｅｖ，Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｄｅｏｘｙｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅ　５’
－ｔｒｉｐｈｏｓｐｈａｔｅｓ　ｕｓｉｎｇ　ｔｒｉｆｌｕｏｒｏａｃｅｔｉｃ　ａｎｈ
ｙｄｒｉｄｅ　ａｓ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｒｅａｇｅｎｔ．Ｒｕｓｓ．Ｊ．Ｂｉｏｏ
ｒｇ．Ｃｈｅｍ．，１９９６，２２，５９９－６０４）によって開発された方法を使用し
て、トリリン酸Ｄを取得する。
【０１５６】
　一般的な実験的手順：
【０１５７】
　Ｂの合成
【化１８】

【０１５８】
　ジメチルホルムアミド（Ａの３ｍＬ／ｍｍｏｌ）中、Ａ（１当量）、イミダゾールＨＣ
ｌ（１．５当量）、及びイミダゾール（１当量）の溶液に、アルゴン下、室温でジ－ｔｅ
ｒｔ－ブチルジイソプロピルホスホラミダイト（１．５当量）を滴加する。開始材料の完
全な消費が観察されるまで、反応混合物を撹拌する（ＬＣ－ＭＳまたはＴＬＣ）（典型的
には３０～９０分間）。その後、反応混合物を氷水浴内で冷却し、液滴で、３５％のＨ２

Ｏ２（２．６当量）で処理する。反応混合物を、室温まで温め、完全な反応が観察される
まで撹拌する（ＬＣ－ＭＳまたはＴＬＣ）。その後それを氷水浴内で冷却し、チオ硫酸ナ
トリウム飽和水溶液で慎重に急冷する。産生物を、酢酸エチルで抽出する。有機層を鹹水
で洗浄し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮させる。適切な溶離液
（一般的にはメタノール／ジクロロメタン）での、シリカゲル上でのカラムクロマトグラ
フィーによる精製によって、Ｂを、典型的には６０～８５％の収率で生じさせる。
【０１５９】
　Ｃの合成

【化１９】

【０１６０】
　ジクロロメタン（Ｂの２ｍＬ／ｍｍｏｌ）、水（Ｂの３ｍＬ／ｍｍｏｌ）、及びトリフ
ルオロ酢酸（Ｂの３ｍＬ／ｍｍｏｌ）中、Ｂ（１当量）の混合物を室温で一晩撹拌する。
反応混合物を減圧下で濃縮（水浴、５０℃未満）して、Ｃを、典型的には定量的な収率で
生じさせる。
【０１６１】
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　Ｄの合成
【化２０】

【０１６２】
　アセトニトリル（無水トリフルオロ酢酸の０．３ｍＬ／ｍｍｏｌ）中、無水トリフルオ
ロ酢酸（５当量）の冷却した溶液（氷水浴）を、アルゴン下でアセトニトリル（Ｃの４ｍ
Ｌ／ｍｍｏｌ）、トリエチルアミン（１当量）、及びＮ，Ｎ－ジメチルアニリン（４当量
）中、Ｃ（１当量）の冷却した懸濁液に滴加する。その後、反応物を室温まで温め、室温
で３０分間撹拌し、揮発物を減圧下で除去する。
【０１６３】
　結果として生じるシロップを、アセトニトリル（Ｃの４ｍＬ／ｍｍｏｌ）中に溶解させ
、氷水浴内で冷却し、１－メチルイミダゾール（３当量）及びトリエチルアミン（５当量
）をアルゴン下で添加する。反応混合物を１５分間撹拌し、その後室温まで温める。
【０１６４】
　アセトニトリル（ピロリン酸の１ｍＬ／ｍｍｏｌ）中、トリス（テトラブチルアンモニ
ウム）ピロリン酸（１．５当量）の溶液を、アルゴン下、室温で滴加し、混合物を室温で
４５分間撹拌する。その後、反応物を脱イオン水（Ｃの約１０～１５ｍＬ／ｍｍｏｌ）で
急冷し、１時間撹拌する。混合物をクロロホルム（３×１０ｍＬ）で洗浄し、組み合わせ
た有機層を一度脱イオン水（５ｍＬ）で逆抽出する。組み合わせた水性層を、ＤＥＡＥ　
Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｌｏｗを充填したカラム上に直接充填し、０．０１Ｍ
～０．５Ｍの重炭酸トリエチルアンモニウム緩衝液の勾配で溶出させる。産生物を含有す
る画分を組み合わせ、凍結乾燥させる。結果として生じるヌクレオシドトリリン酸トリエ
チルアミン塩を、脱イオン水中で溶解させ、その後Ｄｏｗｅｘ５０Ｗ８イオン交換カラム
に供する。ＵＶ活性を示す画分を組み合わせ、凍結乾燥によって水を除去して、ヌクレオ
シド５’－トリリン酸をそのナトリウム塩として発生させる。
【０１６５】
　（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ）－５－（２，４－ジオキソ－３，４－ジヒドロピリミジ
ン－１（２Ｈ）－イル）－３，４－ジヒドロキシテトラ－ヒドロチオフェン－２－イル）
メチルトリリン酸ナトリウム塩

【化２１】
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【０１６６】
　ＡのＢへの転換について上記に記載する方法を使用して、１０（９３５ｍｇ、３．１１
ｍｍｏｌ）を１４（１．２５ｇ、８１％）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｃ
ＤＣｌ３）δ８．３８（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７４（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、６．
０５（ｓ、１Ｈ）、５．７９（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ）、４．８５（ｍ、２Ｈ）、４．１９
（ｍ、２Ｈ）、３．８３（ｔ，Ｊ＝５．０Ｈｚ、１Ｈ）、１．５４（ｓ、３Ｈ）、１．４
９（ｓ、１８Ｈ）、１．３１（ｓ、３Ｈ）。
【０１６７】
　ＢのＣへの転換について上記に記載する方法を使用して、１４（１．２５ｇ、２．５８
ｍｍｏｌ）を１５（０．９ｇ、量）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）
δ８．１３（ｄ，Ｊ＝７．８Ｈｚ、１Ｈ）、５．８１（ｄ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、１Ｈ）、５
．７６（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、４．２４（ｄｄ，Ｊ＝４．１及び６．０Ｈｚ、１
Ｈ）、４．１１（ｔ，Ｊ＝４．１Ｈｚ、１Ｈ）、３．９８（ｍ、２Ｈ）、３．４３（ｍ、
１Ｈ）。
【０１６８】
　ＣのＤへの転換について上記に記載する方法を使用して、１５（２００ｍｇ、０．５９
ｍｍｏｌ）を４’－チオ－ＵＴＰ（２１５ｍｇ、６２％（４Ｎａ＋塩の場合））に転換し
た。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ８．１４（ｄ，Ｊ＝８．３Ｈｚ、１Ｈ）、
５．８５（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ、１Ｈ）、５．８１（ｄ，Ｊ＝７．８Ｈｚ、１Ｈ）、４．
３１（ｄｄ，Ｊ＝３．７及び６．４Ｈｚ、１Ｈ）、４．２４（ｔ，Ｊ＝３．７Ｈｚ、１Ｈ
）、４．１２（ｍ、１Ｈ）、４．００（ｍ、１Ｈ）、３．４４（ｍ、１Ｈ）。３１Ｐ　Ｎ
ＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ－８．５７（ｄ）、－１０．９１（ｄ）、－２２．０９
（ｔ）。ＨＰＬＣ／ＭＳ：ＲＴ９．６３８分、ｍ／ｚ５０１（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０１６９】
　（（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ）－５－（４－アミノ－５－メチル－２－オキソピリミ
ジン－１（２Ｈ）－イル）－３，４－ジヒドロキシテトラ－ヒドロチオフェン－２－イル
）メチルトリリン酸）ナトリウム塩
【化２２】

【０１７０】
　ＡのＢへの転換について上記に記載する方法を使用して、１３（４００ｍｇ、１．２８
ｍｍｏｌ）を１６（９１０ｍｇ、６５％）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｃ
ＤＣｌ３）δ８．１９（ｂｒｓ、２Ｈ）、７．４５（ｓ、１Ｈ）、５．９２（ｄ，Ｊ＝２
．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．９８（ｄｄ，Ｊ＝１．８及び６．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．９５（ｄ
ｄ，Ｊ＝２．３及び５．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．２４（ｍ、２Ｈ）、３．８０（ｔｄ，Ｊ＝
１．８及び６．０Ｈｚ、１Ｈ）、１．９９（ｓ、３Ｈ）、１．５６（ｓ、３Ｈ）、１．４
９（ｓ、９Ｈ）、１．４８（ｓ、９Ｈ）、１．２９（ｓ、３Ｈ）。
【０１７１】
　ＢのＣへの転換について上記に記載する方法を使用して、１６（１８０ｍｇ、０．９７
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７ｍｍｏｌ）を１７（３５０ｍｇ、量）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２

Ｏ）δ８．１６（ｓ、１Ｈ）、５．８０（ｄ，Ｊ＝６．０Ｈｚ、１Ｈ）、４．２５（ｄｄ
，Ｊ＝４．１及び５．５Ｈｚ、１Ｈ）、４．１０（ｔ，Ｊ＝４．６Ｈｚ、１Ｈ）、４．０
０（ｍ、２Ｈ）、３．４５（ｍ、１Ｈ）、１．９２（ｓ、３Ｈ）。３１Ｐ　ＮＭＲ（３０
０ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ０．４１。
【０１７２】
　ＣのＤへの転換について上記に記載する方法を使用して、１５（３００ｍｇ、０．８４
９ｍｍｏｌ）を４’－チオ－５－メチルＣＴＰ（１３６ｍｇ、２８％（４Ｎａ＋塩の場合
））に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ７．８４（ｓ、１Ｈ）、５．
８５（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ、１Ｈ）、４．２３（ｍ、２Ｈ）、４．０９（ｍ、１Ｈ）、３
．９７（ｍ、１Ｈ）、３．４０（ｍ、１Ｈ）、１．８２（ｓ、３Ｈ）。３１Ｐ　ＮＭＲ（
３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ－８．９６（ｄ）、－１１．００（ｄ）、－２２．２８（ｔ）
。１３Ｃ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ１６５．５２（Ｃｑ）、１５８．０９（Ｃ
ｑ）、１３９．８０（ＣＨ）、１０５．４０（Ｃｑ）、７７．２６（ＣＨ）、７３．２５
（ＣＨ）、６６．０６（ＣＨ）、６４．０４（ＣＨ２）、５０．０９（ＣＨ）、１２．３
３（ＣＨ３）。ＨＰＬＣ／ＭＳ：ＲＴ１０．２８０分、ｍ／ｚ５１４（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０１７３】
　先行する４’－チオ－５－メチルＣＴＰの合成に類似するが、１３．１を１３と交換し
た手順を使用して、４’－チオ－ＣＴＰが作製され得る。
【０１７４】
　（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ）－５－（６－アミノ－９Ｈ－プリン－９－イル）－３，
４－ジヒドロキシテトラヒドロチオフェン－２－イル）メチルトリリン酸ナトリウム塩
【化２３】

【０１７５】
　ＡのＢへの転換について上記に記載する方法を使用して、１９（５０４ｍｇ、１．８１
ｍｍｏｌ）を２０（４４４ｍｇ、５２％）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｃ
ＤＣｌ３）δ８．２４（ｓ、１Ｈ）、８．１９（ｂｒｓ、１Ｈ）、７．７１（ｂｒｓ、１
Ｈ）、７．０９（ｓ、１Ｈ）、６．２０（ｂｒｓ、２Ｈ）、６．０１（ｄ，Ｊ＝５．０Ｈ
ｚ、１Ｈ）、４．７６（ｍ、１Ｈ）、４．５０（ｍ、１Ｈ）、４．２３（ｍ、２Ｈ）、３
．７７（ｍ、１Ｈ）、１．４８（ｓ、１８Ｈ）。
【０１７６】
　ＢのＣへの転換について上記に記載する方法を使用して、２０（４３０ｍｇ、０．９０
４ｍｍｏｌ）を２１（３３０ｍｇ、量）に転換した。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２

Ｏ）δ８．６４（ｓ、１Ｈ）、８．２６（ｓ、１Ｈ）、５．８６（ｄ，Ｊ＝５．５Ｈｚ、
１Ｈ）、４．５４（ｍ、１Ｈ）、４．２６（ｍ、１Ｈ）、４．０６（ｍ、２Ｈ）、３．５
４（ｍ、１Ｈ）。
【０１７７】
　ＣのＤへの転換について上記に記載する方法を使用して、２１（８２ｍｇ、０．１６２
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。１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）δ８．４９（ｓ、１Ｈ）、８．０３（ｓ、１Ｈ
）、５．７６（ｄ，Ｊ＝５．６Ｈｚ、１Ｈ）、４．５４（ｄｄ，Ｊ＝３．７及び５．６Ｈ
ｚ、１Ｈ）、４．３５（ｔ，Ｊ＝４．１Ｈｚ、１Ｈ）、４．１３（ｍ、２Ｈ）、３．５４
（ｄｄ，Ｊ＝４．１及び８．７Ｈｚ、１Ｈ）。３１Ｐ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ、Ｄ２Ｏ）
δ－９．０７（ｄ）、－１０．８１（ｄ）、－２２．１５（ｔ）。ＨＰＬＣ／ＭＳ：ＲＴ
１０．４６７分、ｍ／ｚ５２４（Ｍ＋Ｈ）＋。
【０１７８】
　５－（（３Ｒ，４Ｓ，５Ｒ）－３，４－ジヒドロキシ－５－（ヒドロキシメチル）テト
ラヒドロチオフェン－２－イル）ピリミジン２，４（１Ｈ，３Ｈ）ジオン（４’－Ｓ－プ
ソイドウリジン）。本化合物は、当業者に既知である手順を使用して、以下の計画に従っ
て作製され得る。
【化２４】

【０１７９】
　（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｓ）－５－（２，４－ジオキソ－１，２，３，４－テトラヒ
ドロピリミジン－５－イル）－３，４－ジヒドロキシテトラヒドロチオフェン－２－イル
）メチルトリリン酸ナトリウム塩（４’－チオ－ψＵＴＰ）。本化合物は、当業者に既知
である手順を使用して、以下の計画に従って作製され得る。
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【０１８０】
　（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ）－３，４－ジヒドロキシ－５－（４－オキソ－２－チオ
キソ－３，４－ジヒドロピリミジン－１（２Ｈ）－イル）テトラヒドロチオフェン－２－
イル）メチルテトラハイドロゲントリリン酸（４’－Ｓ－２－Ｓ－ＵＴＰ）。本化合物は
、当業者に既知である手順を使用して、以下の計画に従って作製され得る。
【化２６】

【０１８１】
　（（２Ｒ，３Ｓ，４Ｒ，５Ｒ）－５－（２－アミノ－６－オキソ－１Ｈ－プリン－９（
６Ｈ）－イル）－３，４－ジヒドロキシテトラヒドロチオフェン－２－イル）メチルテト
ラハイドロゲントリリン酸（４’－Ｓ－ＧＴＰ）。本化合物は、当業者に既知である手順
を使用して、以下の計画に従って作製され得る。
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【化２７】

＊＊＊
【０１８２】
　本明細書は、本明細書中に引用した参考文献の教示に照らして、最も完全に理解される
。本明細書中の実施形態は、本発明の実施形態の説明を提供し、本発明の範囲を限定する
ものと解釈されるべきではない。当業者は、多くの他の実施形態が、本発明によって包含
されることを容易に認識する。本開示内に引用した全ての出版物及び特許は、その全体が
参照によって組み込まれる。参照によって組み込まれる材料が本明細書と矛盾する、また
は不一致である程度まで、本明細書は、任意のそのような材料に取って代わる。本明細書
のいかなる参照の引用も、そのような参照が、本発明に対する従来技術であることを認め
るものではない。
【０１８３】
　別段示さない限り、特許請求の範囲を含む本明細書中で使用される、成分、反応条件な
どの量を表す全ての数は、近似値として理解されるべきであり、本発明によって取得され
ることが求められる所望の特性に応じて変化し得る。最低限において、及び特許請求の範
囲の等価物の原理の適用を限定する試みとしてではなく、各数値パラメータは、有効桁数
及び通常の丸め技術に照らして解釈されるべきである。本明細書中の異なる量の有効桁を
有する一連の数の列挙は、より少ない有効桁を与えられた数が、より多くの有効桁を与え
られた数と同一の精度を有することを暗示するものとして解釈されるべきではない。
【０１８４】
　特許請求の範囲及び／または明細書において「を含む」という用語と併せて使用される
際の「１つの（ａ）」または「１つの（ａｎ）」という単語の使用は、「１つの（ｏｎｅ
）」を意味し得るが、それはまた、「１つ以上の」、「少なくとも１つの」、及び「１つ
または１つ以上」の意味と一致する。本開示は、代替物のみ及び「及び／または」に言及
する定義を支持するものの、特許請求の範囲における「または」という用語の使用は、代
替物のみに言及すること、または代替物が互いに排他的であることが別段明白に示されな
い限り、「及び／または」を意味するために使用される。
【０１８５】
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　別段示さない限り、一連の要素に先行する「少なくとも」という用語は、その一連の全
ての要素に言及すると理解されるべきである。当業者は、ほんの通例的な実験法を使用し
て、本明細書に記載される本発明の特定の実施形態に対する多くの等価物を認識する、ま
たは確認することができるであろう。そのような等価物は、以下の特許請求の範囲によっ
て包含されることが意図される。
【０１８６】
　別段定義されない限り、本明細書で使用される全ての技術的及び科学的用語は、本発明
が属する当業者によって一般的に理解されるものと同一の意味を有する。本明細書に記載
されるものに類似する、または等価である任意の方法及び材料が、本発明の実践または試
験において使用され得るものの、好適な方法及び材料が、ここで記載される。
【０１８７】
　本明細書で論じられる出版物は、本出願の出願日前にそれらを開示するためだけに提供
される。本明細書におけるいずれの内容も、本発明が先行発明によりそのような出版物に
先行する資格がないことを認めるものとして解釈されるべきではない。更に、提供される
出版物の日付は、実際の出版日とは異なる場合があり、別々に確認する必要があり得る。
【０１８８】
　本発明の他の実施形態は、本明細書及び本明細書に開示される本発明の実践を考慮する
ことによって、当業者にとって明らかになるであろう。本明細書及び実施例は、例示的の
みであると見なされるべきであることが意図され、本発明の真の範囲及び趣旨は、以下の
特許請求の範囲によって示される。

【図１】 【図２】

【図３】
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