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(57)【要約】
本発明は、インビボ遺伝子治療を使用して、関節疾患および障害を処置もしくは予防する
ための技術およびポリヌクレオチド構築物に関する。本発明は、Ｋｒａｓ－２ｂ発現もし
くはそのエフェクターを増大させる導入遺伝子を、関節の１つ以上の組織内に挿入するこ
とによって、分解から関節軟骨を保護するための方法および組成物に関する。本発明は、
従って、関節疾患および障害（変形性関節症が挙げられるが、これらに限定されない）の
処置および／もしくは予防において使用され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｋｒａｓ－２ｂをコードする外因性核酸を、哺乳動物の関節中の標的細胞に導入するため
の組成物であって、該組成物は、
Ｋｒａｓ－２ｂをコードする外因性核酸を含む合成リポソーム、少なくとも１つのリガン
ド、およびポリ－ｌ－リジンポリマー足場
を含み、ここで上記ポリマー足場は、前記リガンドおよび前記核酸の両方に結合される、
組成物。
【請求項２】
前記リポソームは、カチオン性リポソーム、アニオン性リポソーム、および合成脂質ミク
ロスフェアからなる群より選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記リガンドは、トランスフェリンである、請求項１または２のいずれか１項に記載の組
成物。
【請求項４】
前記ポリマー足場は、正に荷電したポリマー足場、荷電されていないポリマー足場、ホモ
ポリマー足場、およびポリ－Ｌ－リジン足場からなる群より選択される、請求項１～３の
いずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
前記標的細胞はヒト細胞である、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
前記標的細胞は、軟骨膜細胞、軟骨細胞、屈筋腱細胞、腱鞘細胞、腱滑車細胞、もしくは
皮膚細胞である、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
前記核酸は、ベクター内に含まれる、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
（ｉ）１種以上のＫｒａｓ－２ｂポリペプチドもしくは（ｉｉ）哺乳動物の関節中の標的
細胞において１種以上のＫｒａｓ－２ｂポリペプチドを発現できる１種以上のポリヌクレ
オチド、である治療剤を含む薬学的組成物を含むデバイスであって、該デバイスは、該組
成物の滑膜内送達に適している、デバイス。
【請求項９】
哺乳動物において関節を分解から保護するための方法であって、該方法は、該哺乳動物の
該関節における標的細胞にベクターを送達する工程を包含し、該ベクターは、プロモータ
ーに作動可能に連結された、Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子を含む、方法。
【請求項１０】
前記ベクターは、滑膜内に、筋肉内に、皮下に、そして／もしくは経皮的に導入される、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記標的細胞は、初代軟骨膜細胞、軟骨細胞、屈筋腱細胞、腱鞘細胞、腱滑車細胞、上皮
皮膚細胞、皮膚、筋肉、脂肪、線維芽細胞、樹状細胞、有毛細胞、ケラチノサイト、毛幹
中の細胞、神経細胞、血管平滑筋細胞、血管壁、免疫細胞（Ｂ細胞、Ｔ細胞、好中球、Ｎ
ＴＫ細胞、マクロファージ、単核細胞、骨芽細胞、破骨細胞、肝細胞、心平滑筋細胞、気
管支肺胞、他の肺細胞、頬腔細胞、鼻腔細胞、単核骨髄細胞、多核骨髄細胞、脊髄、運動
ニューロン、神経節、およびＣＮＳの細胞からなる群より選択される、請求項９または１
０に記載の方法。
【請求項１２】
前記哺乳動物は、ヒトである、請求項９～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
前記ベクターは、表１に開示されるＫｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子を含む、請求項９
～１２のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１４】
前記Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子は、異種構成性プロモーターおよび異種誘導性プ
ロモーターからなる群より選択される異種プロモーターに作動可能に連結される、請求項
９～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
前記ベクターの導入の前に、前記標的細胞は、リゾレシチン、ポリオキシエチレンソルビ
タンモノラウレート、オクチルフェノキシポリエトキシエタノール、ｔ－オクチルフェノ
キシポリエトキシエタノール、ホスファチジルコリン、ホスホリパーゼ、浸透圧ショック
、および電気パルスからなる群より選択される透過化因子で透過性にされる、請求項９～
１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
前記ベクターは、リガンドにさらに結合されているポリマー足場に結合され、該結合され
たリガンド、足場、およびベクターは、合成リポソーム中に被包されている、請求項９～
１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
前記Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子は、野生型Ｋｒａｓ　２ｂ遺伝子の改変体である
、請求項９～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
前記ベクターは、非ウイルスベクターである、請求項９～１７のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１９】
変形性関節症を予防および／もしくは処置する、請求項９～１８のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２０】
インビボで、哺乳動物の関節の細胞においてＫｒａｓ－２ｂを発現させるための方法であ
って、該方法は、
　Ｋｒａｓ－２ｂをコードするベクターを、インビボで、該哺乳動物の関節における標的
細胞に導入する工程；および
　該細胞におけるＫｒａｓ－２ｂの発現を可能にする条件下で、該細胞をインビボで維持
する工程、
を包含する、方法。
【請求項２１】
変形性関節症を有する哺乳動物を処置するための方法であって、該方法は、１つ以上の変
形性関節症の症状を軽減するに有効な量のＫｒａｓ－２ｂが、該哺乳動物で発現されるよ
うに、Ｋｒａｓ－２ｂをコードする発現ベクターを患者に導入する工程を包含する、方法
。
【請求項２２】
前記哺乳動物はヒトである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記発現ベクターは、滑膜内注射によって導入される、請求項２１または２２に記載の方
法。
【請求項２４】
前記発現ベクターは、２回以上導入される、請求項２１～２３のいずれか１項に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連する出願への相互参照）
　本願は、２００７年１０月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／０００，９２４
号からの優先権を主張する。米国仮特許出願第６１／０００，９２４号の内容は、参考と
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して本明細書中に援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、哺乳動物の関節における分解から軟骨を保護するための方法および組成物に
関する；より具体的には、本発明は、インビボ遺伝子治療を使用して、関節疾患および障
害を処置もしくは予防するための技術およびポリヌクレオチド構築物に関する。上記関節
疾患および障害は、関節炎病状および自己免疫疾患（変形性関節症（ＯＡ）、関節リウマ
チ（ＲＡ）、結晶沈着病、　セリアック病、１型糖尿病（ＩＤＤＭ）、全身性エリテマト
ーデス（ＳＬＥ）、シェーグレン症候群、多発性硬化症（ＭＳ）、橋本甲状腺炎、グレー
ブス病および突発性血小板減少性紫斑病が挙げられるが、これらに限定されない）を含む
。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　変形性関節症（ＯＡ）は、ヒトにおいて最も一般的な筋骨格疾患である。Ａｒｔｈｒｉ
ｔｉｓ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎによれば、ＯＡは、４５歳より上で２０７０万人の米国人
が罹患している。ＯＡは、１年あたり、７００万人より多くの通院（ｐｈｙｓｉｃｉａｎ
　ｖｉｓｉｔ）の原因である。女性は、男性よりも一般に罹患している。膝ＯＡは、発作
以外の任意の心血管疾患と同様に無能力にし得る。高齢の人々に加えて、現在、米国では
、ある形態の関節炎を有するほぼ３００，０００人の子供が存在する。１８～４４歳の間
の８４０万人の若者が、関節炎を有する。ＯＡのような筋骨格の状態は、米国経済に、１
年あたりほぼ８６２億ドルを費やさせている。
【０００４】
　臨床的には、ＯＡは、関節軟骨分解、続いて、関節腔狭窄化（ｊｏｉｎｔ　ｓｐａｃｅ
　ｎａｒｒｏｗｉｎｇ）によって特徴付けられる。複数の原因因子が、影響を与えており
、これら因子としては、関節外傷、感染症、骨疾患（離断性骨軟骨炎もしくはパジェット
病）、関節リウマチ、および結晶沈着病、繰り返す出血性関節症をもたらす出血性障害（
ｂｌｅｅｄｉｎｇ　ｄｙｓｃｒａｓｉａ）、ウィルソン病ならびに多くの他の全身性状態
が挙げられる。ＯＡはまた、加齢の間にじわじわと起こり得る疾患とみなされている。根
底にある原因に拘わらず、変形性関節症を有する患者における臨床的知見は、ほとんど普
遍的である。患者は、代表的には、疼痛、硬直、低下した運動範囲、関節内の触診できる
粉砕（コツコツ音（ｃｒｅｐｉｔｕｓ））、腫脹および最終的な関節腫脹もしくは変形を
訴える。巨視的には、上記関節軟骨表面は、病巣の損傷の領域および上記疾患プロセスに
おいて初期に軟化を発現させる。ＯＡが進行するにつれて、表面軟骨線維形成および軸方
向の裂け目が明らかになり、最終的には、曝され、化骨した軟骨下骨を有する、大きな面
積の完全厚の軟骨喪失が存在する。Ｘ線撮影的には、このプロセスは、進行性の関節腔狭
窄化（放射線透過性関節軟骨の喪失に二次的な）、軟骨下骨質硬化症（ｓｕｂｃｈｏｎｄ
ｒａｌ　ｂｏｎｙ　ｓｃｌｅｒｏｓｉｓ）および嚢疱形成、ならびに周辺の骨増殖体の発
生として見られる。最終的には、これら変化の全ての蓄積効果は、上記関節の使用の低下
、筋萎縮、および弱体化する疼痛をもたらす（非特許文献１）。
【０００５】
　微視的には、上記滑膜組織および軟骨組織は、変形性関節症が進行するにつれて特徴的
な変化を受ける。これら関節組織は、顕著に増大した細胞増殖を示す。表面線維形成の発
生の前にもしくはそれと同時に、上記マトリクスの高分子フレームワークが破壊され、水
分含有量が増える。このことは、プロテオグリカンの凝集、アグリカンの濃縮、およびグ
リコサミノグリカン鎖の長さの低下に付随する。これら変化は、上記軟骨硬直を低下させ
る上記マトリクスの全体の透過性の増大をもたらし、さらなる生化学的マーカーおよび生
体力学的損傷に対してより感受性にする。
【０００６】
　分子レベルでは、軟骨マトリクス分解は、滑液包（ｓｙｎｏｖｉａｌ　ｃａｖｉｔｙ）
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において開始される免疫および炎症性シグナルによって調整される。複数の分子プレイヤ
ー（炎症性サイトカイン（例えば、ＩＬ－１およびＴＮＦ）およびマトリクスメタロプロ
テイナーゼ（例えば、ＭＭＰ－２、９および１３）、ならびにアグラセナーゼ（ａｇｇｒ
ａｃｅｎａｓｅｓ）：ＡＤＡＭＴＳ４および５）を含む）は、この分解プロセスに関与し
た。炎症性サイトカインおよび異化酵素のカスケードは、軟骨分解を調整するために、滑
膜における細胞から放出されると示された。始まっている原因論的因子に拘わらず、上記
病理的変化を生じる事象は、生物学的プロセスのカスケードを要する（非特許文献２）。
【０００７】
　現在では、ＯＡについてＦＤＡによって承認された疾患改変薬物（ｄｉｓｅａｓｅ　ｍ
ｏｄｉｆｙｉｎｇ　ｄｒｕｇ）（ＤＭＤ）は存在しない（非特許文献３）。疼痛改善スト
ラテジーとしては、ＮＳＡＩＤ、ＣＯＸ－２インヒビターおよびヒアルロナンベースの関
節内補充製品（ｖｉｓｃｏｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｐｒｏｄｕｃｔ）（例えば
、ＳＹＮＶＩＳＣ（登録商標）もしくはＳＵＰＡＲＴＺ（登録商標））の注射が挙げられ
る。変形性関節症の疼痛に何年も苦しんでいる大部分の患者にとって、最終結果は、膝関
節置換手術である。有効な非外科手術選択肢の欠如は、顕著な数の患者を、機能性食品（
例えば、グリコサミノグリカンおよびコンドロイチン硫酸など）の経口消費によるセルフ
メディケーション自体に導いてきた。これら処置は立証されておらず、意図したものでな
い害悪を引き起こし得る。従って、変形性関節症についての有効な治療の必要性は、避け
られない。遺伝子治療は、長期間にわたって、病状部位においてタンパク質を送達するこ
とによって、非常に少ない現実味のある治療選択肢のうちの１つを提供する。
【０００８】
　実験において、ＯＡは、前十字靭帯を横に切開すること（ＡＣＬＴ）によって、ウサギ
において首尾良くモデルを作った。多くの独立した研究は、上記ウサギにおいて実験的に
誘導したＯＡが、ヒトにおけるように同じ病理的進行を実証することを示した。上記ＡＣ
ＬＴモデルは、徐々に分解して、軟骨マトリクスの病変の持続および増大、軟骨ＧＡＧの
減少ならびに軟骨高の低下（これは、４～１２週間で開始する）を示す。この軟骨分解は
、徐々に悪化し、ＡＣＬＴ後１２週間までに軟骨層の完全な病巣的消耗を生じる。軟骨下
骨密度および骨増殖体形成に対する効果はまた、ヒトＯＡにおいて観察されたものと対応
する（非特許文献４；非特許文献５；非特許文献６）。
【０００９】
　Ｒａｓタンパク質は、ＧＤＰ／ＧＴＰを結合しかつ固有のＧＴＰａｓｅ活性を有するＧ
ＴＰａｓｅスーパーファミリーのメンバーである。上記ＧＤＰ結合した不活性状態は、上
流の活性化シグナル（例えば、増殖因子の、そのレセプターへの結合）による刺激の際に
、ＧＴＰ結合した活性な形態へと変換される。Ｋｒａｓは、Ｎ－ｒａｓおよびＨ－ｒａｓ
もまた含む、ｒａｓ　ＧＴＰａｓｅのファミリーのメンバーである。ｒａｓ遺伝子の変異
形態は、上記ＧＴＰ部分を優先的に結合しかつ「構成的に活性化された複合体」を形成す
ることによって、腫瘍形成性の変換を引き起こす。しかし、分化および細胞増殖のプロセ
スにおける野生型Ｋｒａｓの役割は、はるかに複雑である。近年のデータは、上記野生型
Ｋｒａｓが、強力な腫瘍リプレッサでありかつ上記タンパク質の活性化変異形態のものと
は無関係である機構を介して作用することを明らかに実証している。例えば、発癌物質誘
導性肺癌は、Ｋｒａｓ活性化変異を引き起こす。ヘテロ接合性Ｋｒａｓヌルマウスにおい
て形成される腫瘍（腫瘍形成性Ｋｒａｓのみを発現する）は、より量が多くかつ大きく、
大部分は未分化の悪性腺癌であったのに対して、野生型マウスにおける腫瘍（野生型およ
び腫瘍形成性Ｋｒａｓを発現する）は、より小さな腺腫であった。腫瘍細胞株（腫瘍形成
性Ｋｒａｓを発現する）における野生型Ｋｒａｓの再発現はまた、インビトロでのそれら
の再増殖およびヌードマウスにおいて腫瘍を発生させるそれらの能力を阻害することが示
された。上記野生型Ｋｒａｓ対立遺伝子の保護効果は、上記Ｋｒａｓプロトオンコジーン
が、腫瘍サプレッサ活性を有し、ｒａｓオンコジーンの顕著な性質が、変異ｒａｓ対立遺
伝子の過剰発現もしくは上記野生型対立遺伝子の喪失のいずれかから生じるという初期の
研究の結論と一致することを示唆する。
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【００１０】
　従って、Ｋ－ｒａｓは、変異される場合に、機能獲得オンコジーン（ｇａｉｎ－ｏｆ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｏｎｃｏｇｅｎｅ）として癌発生を促進し、野生型（プロトオンコジ
ーン）である場合に腫瘍サプレッサ活性の喪失によって癌を阻害するという点で、二重の
機能を発揮するようである（非特許文献７）。
【００１１】
　従って、ｒａｓ媒介性シグナル伝達経路は、細胞増殖および分化を不可欠に調節する。
今日までに同定された３種の哺乳動物Ｒａｓ遺伝子（Ｋ－Ｒａｓ４Ｂ（もしくは２ｂ）の
中でも、Ｋ－Ｒａｓの優勢な形態は、そのＣ末端配列および上流のポリリジン領域が特有
であり、これらは、形質膜とのその会合に重要である。
【００１２】
　本開示において、本発明者らは、上記Ｒａｓ遺伝子が、膝組織（例えば、滑膜、靱帯、
関節内半月および軟骨）においてインビボで哺乳動物発現ベクターに保持される遺伝子の
高効率の非ウイルス性送達を報告し、ここで上記Ｒａｓ遺伝子が、細胞増殖にとって重要
な特異的転写物をダウンレギュレートした。さらに、本発明者らは、ＯＡに対する強力な
治療剤として、Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子生成物の思わぬ発見である同定を報告する。Ｋｒａ
ｓは、ＯＡにおいて考えられる役割を果たすとは、以前には同定されていない。Ｋｒａｓ
は、Ｎ－ｒａｓおよびＨ－ｒａｓをも含むｒａｓオンコジーンのファミリーのメンバーで
ある。Ｎ－ｒａｓおよびＨ－ｒａｓはまた、ＯＡ病状に影響を及ぼす類似の様式で作用し
得る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｆｅｌｓｏｎら，（２０００）Ａｎｎ．Ｉｎｔｅｒｎ．Ｍｅｄ．，１３
３（８）：６３５-６４６
【非特許文献２】Ｍａｌｅｍｕｄａら，（２００３）Ｃｅｌｌｓ　Ｔｉｓｓｕｅｓ　Ｏｒ
ｇａｎｓ，１７４：３４－４８
【非特許文献３】Ｗｉｅｌａｎｄら，（２００５）Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　Ｄｒ
ｕｇ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ，４：３３１－３４４
【非特許文献４】Ｔａｋａｈａｓｈｉら（１９９９）Ｏｓｔｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａ
ｎｄ　Ｃａｒｔｉｌａｇｅ，７：１８２－１９０
【非特許文献５】Ｓｅｔｔｏｎら，（１９９９）Ｏｓｔｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａｎｄ
　Ｃａｒｔｉｌａｇｅ，７：２－１４
【非特許文献６】Ｇｏｏｍｅｒら，（２００５）Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｐ．Ｒｅｌ．Ｒｅ
ｓ．，４３４：２３９－２４５
【非特許文献７】Ｊａｍｅｓら，（２００３）Ｍｏｌ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．１：８２
０-８２５
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、哺乳動物の関節へ外因性核酸を導入し、それによって、関節疾患もしくは障
害を処置および／もしくは予防するための方法および組成物に関する。
【００１５】
　本発明の種々の局面は、以下を包含する：
　一局面において、本発明は、Ｋｒａｓ－２ｂもしくはそのエフェクターをコードする外
因性核酸を、哺乳動物の関節における標的細胞に導入するための組成物および方法を含む
。上記組成物は、Ｋｒａｓ－２ｂもしくはそのエフェクターをコードする外因性核酸を含
む合成リポソーム、少なくとも１種のリガンド、およびポリ－ｌ－リジンポリマー足場を
含み得、ここで上記ポリマー足場は、上記リガンドおよび上記核酸に結合されている。上
記リポソームは、カチオン性リポソーム、アニオン性リポソーム、および合成脂質ミクロ
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スフェアからなる群より選択される。上記リガンドは、任意のリガンドであり得、一局面
において、上記リガンドは、トランスフェリンである。上記ポリマー足場は、正に荷電し
たポリマー足場、荷電されていないポリマー足場、ホモポリマー足場、およびポリ－Ｌ－
リジン足場からなる群より選択される。一局面において、上記核酸は、ベクター内に含ま
れ、上記ベクターは、ウイルスベクターもしくは非ウイルスベクターであり得る。さらな
る局面において、上記Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子は、異種構成性プロモーターお
よび異種誘導性プロモーターからなる群より選択される異種プロモーターに作動可能に連
結される。
【００１６】
　別の局面において、上記ベクターを導入する前に、上記標的細胞および／もしくは組織
は、リゾレシチン、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、オクチルフェノキシ
ポリエトキシエタノール、ｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール、ホスファチ
ジルコリン、ホスホリパーゼ、ストレプトリジン、エキナトキシン（ｅｑｕｉｎａｔｏｘ
ｉｎ）、メチル－β－シクロデキストリン、カプリン酸ナトリウム、デカノイルカルニチ
ン、酒石酸、アラメチシン、サポニン、非イオン性界面活性剤（ＮＰ）、Ｔｗｅｅｎ（ｓ
）、超音波ショック、浸透圧ショック、および電気パルスからなる群より選択される透過
化因子で処理される。
【００１７】
　本発明は、哺乳動物において、関節を分解から保護するための方法をさらに企図し、上
記方法は、上記哺乳動物の関節における標的細胞にベクターを送達する工程を包含し、上
記ベクターは、プロモーターに作動可能に連結されたＫｒａｓ－２ｂもしくはそのエフェ
クターをコードする遺伝子を含む。一局面において、上記ベクターは、滑膜内に、筋肉内
に、皮下に、および／もしくは経皮的に導入される。例示的Ｋｒａｓ－２ｂ配列は、本明
細書で表Ｉに提供され、以下により詳細に記載される。一局面において、上記Ｋｒａｓ－
２ｂをコードする遺伝子は、野生型Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子の改変体である。別の局面にお
いて、上記Ｋｒａｓ－２ｂのエフェクターは、Ｋｒａｓ－２ｂシグナル伝達経路を調節す
る任意の分子であり、これらとしては、Ｋｒａｓ－２ａ、ＫＳＲ、ＭＰ１、Ｎ－Ｒａｓ、
Ｈ－Ｒａｓ、Ｒａｆ、ｒａｓもしくはＫｒａｓのドミナントネガティブ変異体、ｒａｓお
よびＲａｆの短縮型、ＲＡＰ、ＲＡＣ、ＰＡＣ、１４－３－３、ＭＡＰＫ、ＭＡＰＫＫ（
もしくは改変体）、ＭＡＰＫＫＫ（もしくは改変体）、ＭＥＫ１／２、ＥＲＫ　１／２、
ｍＴＯＲ、ＴＯＲ、Ｔｏｂ１、Ｐ３８、ＰＩ３Ｋ、Ｉｎｋ４、Ａｋｔ、ＪＮＫ、Ｓ６、Ｓ
６キナーゼ、サイクリン、ならびにＳｍａｄ、ならびに上記ｒａｓシグナル伝達カスケー
ドの他のメンバーが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１８】
　上記標的細胞は、哺乳動物細胞であることが企図され、上記哺乳動物細胞としては、マ
ウス細胞、ラット細胞、ウサギ細胞、イヌ細胞、ネコ細胞、ウシ細胞、ヤギ細胞、ヒツジ
細胞、ブタ細胞、ウマ細胞、非ヒト霊長類細胞、もしくはヒト細胞が挙げられるが、これ
らに限定されない。一局面において、上記標的細胞は、ヒト細胞である。さらに、上記標
的細胞は、霊長類の軟骨膜細胞、軟骨細胞、屈筋腱細胞、腱鞘細胞、腱滑車細胞、上皮皮
膚細胞、皮膚、筋肉、脂肪、線維芽細胞、気管細胞、食道細胞、樹状細胞、有毛細胞、ケ
ラチノサイト、毛幹における細胞、神経細胞、血管平滑筋細胞、血管壁、内皮細胞、免疫
細胞（Ｂ細胞、Ｔ細胞、好中球、ＮＴＫ細胞、マクロファージ、単核細胞）、骨芽細胞、
破骨細胞、肝細胞、心平滑筋細胞、気管支肺胞、他の肺細胞、頬腔細胞、鼻腔細胞、単核
骨髄細胞、多核骨髄細胞、脊髄、運動ニューロン、神経節、ならびにＣＮＳの細胞からな
る群より選択され得る。
【００１９】
　本明細書で提供される方法は、変形性関節症を予防および／もしくは処置するために有
用である。別の局面において、上記方法は、関節炎および炎症に関する関節疾患ならびに
障害を処置および／もしくは予防する。他の局面において、これら方法は、関節リウマチ
（ＲＡ）、結晶沈着病、セリアック病、１型糖尿病（ＩＤＤＭ）、全身性エリテマトーデ
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ス（ＳＬＥ）、シェーグレン症候群、多発性硬化症（ＭＳ）、橋本甲状腺炎、グレーブス
病および突発性血小板減少性紫斑病を処置もしくは予防するために有用である。特定の局
面において、上記Ｋｒａｓ－２ｂ分子、そのエフェクター、および調節性化合物は、上記
関節の１つ以上の組織の細胞増殖指数を低下させることによって、上記関節疾患もしくは
障害を処置もしくは予防する。上記細胞増殖指数における低下は、１０％、２０％、３０
％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９９％、もしくはそれ
以上であり得る。
【００２０】
　本発明はさらに、インビボで哺乳動物の関節の細胞においてＫｒａｓ－２ｂを発現する
ための方法を企図し、上記方法は、（ａ）Ｋｒａｓ－２ｂをコードするベクターを提供す
る工程；（ｂ）上記ベクターを、インビボで哺乳動物の関節における標的細胞に導入する
工程；および（ｃ）上記細胞におけるＫｒａｓ－２ｂの発現を可能にする条件下で、上記
細胞をインビボで維持する工程を包含する。変形性関節症を有する哺乳動物を処置するた
めの方法もまた、企図され、上記方法は、上記患者に、変形性関節症の１つ以上の症状を
緩和するに有効な量のＫｒａｓ－２ｂが、上記哺乳動物において発現されるように、Ｋｒ
ａｓ－２ｂをコードする発現ベクターを導入する工程を包含する。本発明の組成物は、当
該分野で周知の方法に従って投与される。それらは、１回で、もしくは１回より多くの回
数で投与され得る。２回以上投与される場合、上記投与のタイミングは、変動し得る。例
えば、上記組成物は、１日に１回、１週間に１回、２週間に１回、１ヶ月に１回、もしく
は変動可能なスケジュールで投与され得る。
【００２１】
　本発明はさらに、（ｉ）１種以上のＫｒａｓ－２ｂポリペプチドもしくはそのエフェク
ター、（ｉｉ）哺乳動物の関節における標的細胞において、１種以上のＫｒａｓ－２ｂポ
リペプチドもしくはそのエフェクターを発現し得る１種以上のポリヌクレオチドである治
療剤を含む薬学的組成物を含むデバイスおよびキットを企図し、上記デバイスおよびキッ
トは、上記組成物の滑膜内送達に適している。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、ウサギ滑膜組織が、材料および方法の節において詳述されるように、上
記非ウイルス性遺伝子送達カクテルを使用して効率的にトランスフェクトしたことを示す
。哺乳動物発現プラスミド上で保持されるβ－ｇａｌ遺伝子でトランスフェクトしたウサ
ギ滑膜組織におけるβ－ガラクトシダーゼｍＲＮＡの相対的発現分析は、リアルタイムＰ
ＣＲを使用して行った。β－ガラクトシダーゼ遺伝子の発現は、β－ガラクトシダーゼで
トランスフェクトした動物の滑膜におけるベースライン発現より８～３９倍増大した。
【図２】図２は、Ｋｒａｓ－２ｂ　ｍＲＮＡが、強力な哺乳動物プロモーターによって駆
動される上記Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子を保有する哺乳動物発現プラスミドでトランスフェク
トされたウサギ滑膜組織において特異的に発現されたことを示す。Ｋｒａｓ－２ｂ転写物
は、上記Ｋｒａｓ－２ｂプラスミドでトランスフェクトした組織におけるベースライン発
現より１００～２５０倍増大した。
【図３】図３は、Ｓ６リボソーム遺伝子（細胞増殖を具体的に示すことが公知の小さいサ
ブユニットリボソーム遺伝子）の発現が、野生型Ｋｒａｓ－２ｂトランスフェクトされた
ウサギ滑膜組織における選択的かつ用量依存的にダウンレギュレートされたことを示す。
Ｓ６合成が、上記ｒａｓシグナル伝達カスケードのメンバーによって直接制御されるので
、図３は、野生型Ｋｒａｓ－２ｂの強いられた過剰発現が、細胞増殖を特異的にかつ強く
抑制することを実証する。
【図４】図４は、エオシンおよびＸ－ｇａｌ（青）で染色した、β－ガラクトシダーゼト
ランスフェクトした嚢内滑膜組織の組織学的切片を示す。これは、嚢内組織へ遺伝子送達
の高い効率を実証する。
【図５】図５Ａは、嚢内組織、および具体的には関節内半月へのβ－ガラクトシダーゼの
遺伝子送達を示す。図５Ａは、肉眼で見える画像であり、拡大されていない。上記関節内
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半月は、上記β－ガラクトシダーゼ発現ベクターの機能的コピーで効率的にトランスフェ
クトした。上記青色染色は、機能的に活性なβ－ガラクトシダーゼ酵素の存在を示す。図
５Ｂは、上記関節内半月を取り囲む滑膜脂肪パッドへの遺伝子送達を示す。図５Ｂは、２
×拡大である。特異的解剖学的下部構造（例えば、上記関節内半月を取り囲む脂肪パッド
）を、膝関節腔（ｋｎｅｅ　ｃａｖｉｔｙ）への直接注射の結果として、より効率的にト
ランスフェクトされた。図５Ｃは、上記嚢内組織、および具体的にはＡＣＬへの遺伝子送
達を示す。図５Ｃは、拡大されていない。
【図６】図６は、代表的な高い表面反射率を有する代表的な反対側の非手術コントロール
大腿骨顆（ｆｅｍｏｒａｌ　ｃｏｎｄｙｌｅ）を示し、線維形成の明らかな領域は示され
ない。
【図７】図７は、β－ガラクトシダーゼでトランスフェクトされた左膝のＡＣＬＴ４週間
後の、代表的大腿骨顆を示す。矢印は、明らかな表面荒さおよび明らかな線維形成を示す
顆領域を示す。このことは、外科手術手順によってＯＡの誘導を実証し、β－ガラクトシ
ダーゼ発現が、病理を救出しないことを示す。
【図８】図８Ａは、Ｋｒａｓ－２ｂでトランスフェクトした左膝のＡＣＬＴ４週間後の大
腿顆を示す。上記顆は、正常軟骨に代表的な高い表面反射率を有し、存在する線維形成の
明らかな領域は存在しない。これら結果は、Ｋｒａｓ－２ｂ標本に代表的ではない。図８
Ｂは、高用量のＫｒａｓ－２ｂで処理した左膝のＡＣＬＴ４週間後の大腿顆を示す。この
ことは、代表的には、「正常な」肉眼で見える軟骨表面を示す。用量レベル（高　対　低
）は、図２に示されるＫｒａｓ発現についてリアルタイムＲＴ－ＰＣＲアッセイから遡及
的に原因があるとされる。
【図９】図９は、コントロール、β－ガラクトシダーゼ（上パネル）およびＫｒａｓ－２
ｂ（下パネル）でトランスフェクトした膝の切片を示す。上記切片は、軟骨高さにおける
劇的な減少、サフラニン－ｏ染色および表面荒さを示す。サフラニン－Ｏは、軟骨中のＧ
ＡＧ（グルコサミノグリカン）を特異的に染色する。サフラニン－Ｏ染色の減少は、軟骨
の健康の指標であるＧＡＧおよび他のプロテオグリカンの喪失を反映する。
【図１０】図１０は、β－ガラクトシダーゼでトランスフェクトされた膝の切片を示す。
これは、ＡＣＬＴ４週間後の軟骨表面における顕著な病変を示す。
【図１１】図１１は、Ｋｒａｓ－２ｂでトランスフェクトした膝のＡＣＬＴ４週間後の切
片を示す。上記膝は、上記軟骨を分解からの、ほぼ完全な保護を示した。さらに、上記Ｋ
ｒａｓ－２ｂトランスフェクトされた膝において、上記軟骨高さが保存され、内側上顆（
左パネル）におけるプロテオグリカンの微量な喪失を伴って、上記プロテオグリカンが保
存された（赤にサフラニン－Ｏ染色）。上記軟骨細胞は、それらの円柱状のアラインメン
トを維持した。最も顕著なことには、ＡＣＬＴ１２週間後までに、軟骨表面は、完全に無
傷であった。
【図１２】図１２Ａ～Ｆは、β－ガラクトシダーゼおよびＫｒａｓ－２ｂ脛骨プラトーの
切片を示す。上記切片は、β－ガラクトシダーゼでトランスフェクトされた膝と、Ｋｒａ
ｓ－２ｂトランスフェクトされた膝との間の軟骨保存において劇的な差異を示す。上記プ
ロテオグリカンは保存され（サフラニン－Ｏ：赤色染色）、上記軟骨高および表面は、上
記Ｋｒａｓ－２ｂトランスフェクトされた膝において維持される。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本発明は、哺乳動物の関節に外因性核酸を導入し、それによって、関節疾患もしくは障
害を処置および／もしくは予防するための方法および組成物に関する。
【００２４】
　一局面において、本発明は、Ｋｒａｓ－２ｂもしくはそのエフェクターをコードする外
因性核酸を、哺乳動物の関節における標的細胞へ導入するための組成物および方法を包含
する。上記組成物は、Ｋｒａｓ－２ｂもしくはそのエフェクターをコードする外因性核酸
を含む合成リポソーム、少なくとも１個のリガンド、およびポリ－ｌ－リジンポリマー足
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場を含み得、ここで上記ポリマー足場は、上記リガンドおよび上記核酸の両方に結合され
る。上記リポソームは、カチオン性リポソーム、アニオン性リポソーム、および合成脂質
ミクロスフェアからなる群より選択される。上記リガンドは、任意のリガンドであり得、
一局面において、上記リガンドは、トランスフェリンである。上記ポリマー足場は、正に
荷電したポリマー足場、荷電されていないポリマー足場、ホモポリマー足場、およびポリ
－Ｌ－リジン足場からなる群より選択される。一局面において、上記核酸は、ベクター内
に含まれ、上記ベクターは、ウイルスベクターもしくは非ウイルスベクターであり得る。
さらなる局面において、上記Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺伝子は、異種構成性プロモー
ターおよび異種誘導性プロモーターからなる群より選択される異種プロモーターに作動可
能に連結される。
【００２５】
　別の局面において、上記ベクターを導入する前に、上記標的細胞は、リゾレシチン、ポ
リオキシエチレンソルビタンモノラウレート、オクチルフェノキシポリエトキシエタノー
ル、ｔ－オクチルフェノキシポリエトキシエタノール、ホスファチジルコリン、ホスホリ
パーゼ、ストレプトリジン、エキナトキシン、メチル－β－シクロデキストリン、カプリ
ン酸ナトリウム、デカノイルカルニチン、酒石酸、アラメチシン、サポニン、非イオン性
界面活性剤（ＮＰ）、Ｔｗｅｅｎ（ｓ）、超音波ショック、浸透圧ショック、および電気
パルスからなる群より選択される透過化因子で処理される。
【００２６】
　本発明はさらに、哺乳動物において、関節を分解から保護するための方法を企図し、上
記方法は、ベクターを、上記哺乳動物の関節における標的細胞に送達する工程を包含し、
上記ベクターは、プロモーターに作動可能に連結される、Ｋｒａｓ－２ｂをコードする遺
伝子もしくはそのエフェクターを含む。一局面において、上記ベクターは、滑膜内に、筋
肉内に、皮下に、および／もしくは経皮的に導入される。例示的なＫｒａｓ－２ｂ配列は
、本明細書で表Ｉに提供され、以下により詳細に記載される。一局面において、上記Ｋｒ
ａｓ－２ｂをコードする遺伝子は、野生型Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子の改変体である。別の局
面において、上記Ｋｒａｓ－２ｂのエフェクターは、Ｋｒａｓ－２ｂシグナル伝達経路を
調節する任意の分子である。上記分子としては、Ｋｒａｓ－２ａ、ＫＳＲ、ＭＰ１、Ｎ－
Ｒａｓ、Ｈ－Ｒａｓ、Ｒａｆ、ｒａｓもしくはＫｒａｓのドミナントネガティブ変異体、
ｒａｓおよびＲａｆの短縮型、ＲＡＰ、ＲＡＣ、ＰＡＣ、１４－３－３、ＭＡＰＫ、ＭＡ
ＰＫＫ（もしくは改変体）、ＭＡＰＫＫＫ（もしくは改変体）、ＭＥＫ１／２、ＥＲＫ　
１／２、ｍＴＯＲ、ＴＯＲ、Ｔｏｂ１、Ｐ３８、ＰＩ３Ｋ、Ｉｎｋ４、Ａｋｔ、ＪＮＫ、
Ｓ６、Ｓ６キナーゼ、サイクリン、ならびにＳｍａｄおよび上記ｒａｓシグナル伝達カス
ケードの他のメンバーが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２７】
　上記標的細胞は、哺乳動物細胞であることが企図され、上記哺乳動物細胞としては、マ
ウス細胞、ラット細胞、ウサギ細胞、イヌ細胞、ネコ細胞、ウシ細胞、ヤギ細胞、ヒツジ
細胞、ブタ細胞、ウマ細胞、非ヒト霊長類細胞、もしくはヒト細胞が挙げられるが、これ
らに限定されない。一局面において、上記標的細胞は、ヒト細胞である。さらに、上記標
的細胞は、霊長類の軟骨膜細胞、軟骨細胞、屈筋腱細胞、腱鞘細胞、腱滑車細胞、上皮皮
膚細胞、皮膚、筋肉、脂肪、線維芽細胞、樹状細胞、有毛細胞、ケラチノサイト、毛幹に
おける細胞、神経細胞、血管平滑筋細胞、血管壁、免疫細胞（Ｂ細胞、Ｔ細胞、好中球、
ＮＴＫ細胞、マクロファージ、単核細胞）、骨芽細胞、破骨細胞、肝細胞、心平滑筋細胞
、気管支肺胞、他の肺細胞、頬腔細胞、鼻腔細胞、単核骨髄細胞、多核骨髄細胞、脊髄、
運動ニューロン、神経節、ならびにＣＮＳの細胞からなる群より選択され得る。
【００２８】
　本明細書で提供される方法は、変形性関節症を予防および／もしくは処置するために有
用である。別の局面において、上記方法は、関節炎および炎症に関連する関節疾患および
障害を処置および／もしくは予防する。他の局面において、これら方法は、関節リウマチ
　（ＲＡ）、結晶沈着病、セリアック病、１型糖尿病（ＩＤＤＭ）、全身性エリテマトー
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デス（ＳＬＥ）、シェーグレン症候群、多発性硬化症（ＭＳ）、橋本甲状腺炎、グレーブ
ス病および突発性血小板減少性紫斑病を処置もしくは予防するために有用である。特定の
局面において、上記Ｋｒａｓ－２ｂ分子、そのエフェクターおよび調節性化合物は、上記
関節の１つ以上の組織の細胞増殖指数を低下させることによって、上記関節疾患もしくは
障害を処置もしくは予防する。上記細胞増殖指数における低下は、１０％、２０％、３０
％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、９９％、もしくはそれ
以上であり得る。
【００２９】
　本発明はさらに、インビボで、哺乳動物の関節の細胞においてＫｒａｓ－２ｂを発現す
るための方法を企図し、上記方法は、（ａ）Ｋｒａｓ－２ｂをコードするベクターを提供
する工程；（ｂ）上記ベクターを、インビボで哺乳動物の関節における標的細胞に導入す
る工程；および（ｃ）上記細胞においてＫｒａｓ－２ｂの発現を可能にする条件下で、上
記細胞をインビボで維持する工程を包含する。変形性関節症を有する哺乳動物を処置する
ための方法もまた包含され、上記方法は、上記患者に、変形性関節症の１つ以上の症状を
緩和するに有効な量のＫｒａｓ－２ｂが、上記哺乳動物において発現されるように、Ｋｒ
ａｓ－２ｂをコードする発現ベクターを導入する工程を包含する。本発明の組成物は、当
該分野で周知の方法に従って投与される。それらは、１回で、もしくは１回より多くの回
数で投与され得る。２回以上投与される場合、上記投与のタイミングは、変化し得る。例
えば、上記組成物は、１日に１回、１週間に１回、２週間に１回、１ヶ月に１回、もしく
は変動可能なスケジュールで投与され得る。
【００３０】
　本発明はさらに、（ｉ）１種以上のＫｒａｓ－２ｂポリペプチドもしくはそのエフェク
ター、（ｉｉ）１種以上のＫｒａｓ－２ｂポリペプチドもしくはそのエフェクターを、哺
乳動物の関節の標的細胞において発現し得る１種以上のポリヌクレオチドである治療剤を
含む薬学的組成物を含むデバイスおよびキットを企図し、上記デバイスおよびキットは、
上記組成物の滑膜内送達に適している。
【００３１】
　（定義）
　「ポリヌクレオチド」とは、任意の長さの、リボヌクレオチドもしくはデオキシリボヌ
クレオチド、もしくはそのアナログのいずれかのヌクレオチドのポリマー形態に関する。
この用語は、上記分子の１次構造に言及し、従って、二本鎖ＤＮＡおよび一本鎖ＤＮＡ、
ならびに二本鎖ＲＮＡおよび一本鎖ＲＮＡを含む。改変ポリヌクレオチド（例えば、メチ
ル化および／もしくはキャップ化ポリヌクレオチド）もまた、含まれる。
【００３２】
　用語「核酸」もしくは「核酸配列」とは、オリゴヌクレオチド、ヌクレオチド、ポリヌ
クレオチド、もしくはこれらのうちのいずれかのフラグメントに、一本鎖もしくは二本鎖
であり得、そしてセンス鎖もしくはアンチセンス鎖を表し得るゲノム起源もしくは合成起
源のＤＮＡもしくはＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ、ｒＲＮＡ、ｔＲＮＡ）に、ペプチド核酸
（ＰＮＡ）に、または天然起源もしくは合成起源の任意のＤＮＡ様物質もしくはＲＮＡ様
物質に、言及する。上記用語は、天然ヌクレオチド、天然に存在する核酸、合成核酸、お
よび組換え核酸の公知のアナログを含む核酸（すなわち、オリゴヌクレオチド）を包含す
る。上記用語はまた、合成骨格を有する核酸様構造を包含する（例えば、Ｍａｔａ（１９
９７）Ｔｏｘｉｃｏｌ．Ａｐｐｌ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．１４４：１８９－１９７；Ｓｔ
ｒａｕｓｓ－Ｓｏｕｋｕｐ（１９９７）Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３６：８６９２－８
６９８；Ｓａｍｓｔａｇ（１９９６）Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　
Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ　６：１５３－１５６を参照のこと）。
【００３３】
　本発明を実施するために使用される核酸は、ＲＮＡであろうと、ｉＲＮＡであろうと、
ｓｉＲＮＡであろうと、アンチセンス核酸であろうと、ｃＤＮＡであろうあと、ゲノムＤ
ＮＡであろうと、ベクターであろうと、ウイルスであろうと、もしくはこれらのハイブリ
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ッドであろうと、種々の供給源から単離され得、一般には、操作され得、増幅され得、そ
して／または発現され得／組換え生成され得る。これら核酸から生成される組換えポリペ
プチドは、個々に単離もしくはクローニングされ得、所望の活性について試験され得る。
任意の組換え発現系が使用され得、これらとしては、細菌細胞発現系、哺乳動物細胞発現
系、酵母細胞発現系、昆虫細胞発現系もしくは植物細胞発現系が挙げられる。
【００３４】
　あるいは、これら核酸は、例えば、Ａｄａｍｓ（１９８３）Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏ
ｃ．１０５：６６１；Ｂｅｌｏｕｓｏｖ（１９９７）Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ．２５：３４４０－３４４４；Ｆｒｅｎｋｅｌ（１９９５）Ｆｒｅｅ　Ｒａｄｉｃ．Ｂ
ｉｏｌ．Ｍｅｄ．１９：３７３－３８０；Ｂｌｏｍｍｅｒｓ（１９９４）Ｂｉｏｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　３３：７８８６－７８９６；Ｎａｒａｎｇ（１９７９）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙ
ｍｏｌ．６８：９０；Ｂｒｏｗｎ（１９７９）Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．６８：１０９
；Ｂｅａｕｃａｇｅ（１９８１）Ｔｅｔｒａ．Ｌｅｔｔ．２２：１８５９；米国特許第４
，４５８，０６６号に記載されるように、周知の化学合成技術によって、インビトロで合
成され得る。あるいは、核酸は、市販の供給源から得られ得る。
【００３５】
　核酸の操作のための技術（例えば、サブクローニング、標識プローブ（例えば、クレノ
ウポリメラーゼを使用するランダムプライマー標識、ニックトランスレーション、増幅）
、配列決定、ハイブリダイゼーションなどは、科学文献および特許文献において十分に記
載されている。例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，編，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：
Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（第２版），Ｖｏｌｓ．１－３，Ｃｏｌｄ　Ｓ
ｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ（１９８９）；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ａｕｓｕｂｅｌ，編．Ｊ
ｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９７）；Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ：Ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｎｕｃｌｅｉ
ｃ　Ａｃｉｄ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｐａｒｔ　Ｉ．Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　
Ａｃｉｄ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ，Ｔｉｊｓｓｅｎ，編．Ｅｌｓｅｖｉｅｒ，Ｎ．Ｙ．
（１９９３）を参照のこと。
【００３６】
　本発明の方法を実施するために使用される核酸を獲得し操作するための別の有用な手段
は、ゲノムサンプルからクローニングすること、および所望される場合、例えば、ゲノム
クローンもしくはｃＤＮＡクローンから単離もしくは増幅されたインサートをスクリーニ
ングおよび再クローニングすることである。本発明の方法において使用される核酸の供給
源としては、例えば、哺乳動物人工染色体（ＭＡＣ）（例えば、米国特許第５，７２１，
１１８号；同第６，０２５，１５５号を参照のこと）；ヒト人工染色体（例えば、Ｒｏｓ
ｅｎｆｅｌｄ（１９９７）Ｎａｔ．Ｇｅｎｅｔ．１５：３３３－３３５を参照のこと）；
酵母人工染色体（ＹＡＣ）；細菌人工染色体（ＢＡＣ）；Ｐ１人工染色体（例えば、Ｗｏ
ｏｎ（１９９８）Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　５０：３０６－３１６を参照のこと）；Ｐ１駆動ベ
クター（ＰＡＣ）（例えば、Ｋｅｒｎ（１９９７）Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　２３：
１２０－１２４を参照のこと）；コスミド、組換えウイルス、ファージもしくはプラスミ
ド中に含まれるゲノムライブラリーもしくはｃＤＮＡライブラリーが挙げられる。
【００３７】
　本発明を実施するにあたって、本発明の核酸もしくは本発明の改変された核酸は、増幅
によって再生され得る。増幅はまた、本発明の核酸をクローニングもしくは改変するため
に使用され得る。従って、本発明は、本発明の核酸を増幅するために増幅プライマー配列
対を提供する。当業者は、これら配列の任意の部分長もしくは完全長に対する増幅プライ
マー配列対を設計し得る。
【００３８】
　増幅反応はまた、サンプル中の核酸の量（例えば、細胞サンプル中のメッセージの量）
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を定量するために、上記核酸を標識するために（例えば、これをアレイもしくはブロット
に適用するために）、上記核酸を検出するために、またはサンプル中の特異的核酸の量を
定量するするために、使用され得る。本発明の一局面において、細胞もしくはｃＤＮＡラ
イブラリーから単離されたメッセージは、増幅される。
【００３９】
　当業者は、適切なオリゴヌクレオチド増幅プライマーを選択および設計し得る。増幅法
はまた、当該分野で趣致であり、例えば、ポリメラーゼ連鎖反応、ＰＣＲ（例えば、ＰＣ
Ｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ，編．Ｉｎｎｉｓ，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．（１９９０
）およびＰＣＲ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ（１９９５），編．Ｉｎｎｉｓ，Ａｃａｄｅｍｉ
ｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｎ．Ｙ．を参照のこと）、リガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）（例
えば、Ｗｕ（１９８９）Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　４：５６０；Ｌａｎｄｅｇｒｅｎ（１９８８
）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４１：１０７７；Ｂａｒｒｉｎｇｅｒ（１９９０）Ｇｅｎｅ　８９
：１１７を参照のこと）；転写物増幅（例えば、Ｋｗｏｈ（１９８９）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８６：１１７３を参照のこと）；および自立性配列複製
（ｓｅｌｆ－ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ）（例え
ば、Ｇｕａｔｅｌｌｉ（１９９０）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　８
７：１８７４を参照のこと）；Ｑβレプリカーゼ増幅（例えば、Ｓｍｉｔｈ（１９９７）
Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．３５：１４７７－１４９１を参照のこと）、自動化
Ｑ－βレプリカーゼ増幅アッセイ（例えば、Ｂｕｒｇ（１９９６）Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｐ
ｒｏｂｅｓ　１０：２５７－２７１を参照のこと）および他のＲＮＡポリメラーゼ媒介性
技術（例えば、ＮＡＳＢＡ，Ｃａｎｇｅｎｅ，Ｍｉｓｓｉｓｓａｕｇａ，Ｏｎｔａｒｉｏ
）が挙げられ；Ｂｅｒｇｅｒ（１９８７）Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｅｎｚｙｍｏｌ．１５２：３
０７－３１６；Ｓａｍｂｒｏｏｋ；Ａｕｓｕｂｅｌ；米国特許第４，６８３，１９５号お
よび同第４，６８３，２０２号；ならびにＳｏｏｋｎａｎａｎ（１９９５）Ｂｉｏｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ　１３：５６３－５６４もまた参照のこと。
【００４０】
　「組換え」とは、ポリヌクレオチドに適用される場合、上記ポリヌクレオチドが、クロ
ーニング、制限酵素処理および／もしくは連結工程、ならびに天然において見いだされる
ポリヌクレオチドとは異なる構築物を生じる他の手順の種々の組み合わせの生成物である
ことを意味する。
【００４１】
　用語「遺伝子」は、生物学的機能と関連する核酸の任意のセグメントに言及するために
広く使用される。従って、遺伝子は、それらの発現に必要とされる、コード配列および／
もしくは調節配列を含む。例えば、「遺伝子」とは、ｍＲＮＡ、機能的ＲＮＡ、もしくは
特異的タンパク質（調節配列を含む）を発現する核酸フラグメントをいう。「遺伝子」と
はまた、例えば、他のタンパク質の認識配列を形成する発現されないＤＮＡセグメントを
含む。「遺伝子」は、種々の供給源から獲得され得（目的の供給源からのクローニングま
たは既知もしくは推定される配列情報からの合成を含む）、所望のパラメーターを有する
ように設計された配列を含み得る。用語「遺伝子」は、転写生成物（例えば、メッセージ
）の生成に関与するＤＮＡのセグメントを含む核酸配列を包含し、上記転写生成物は、続
いて、翻訳されてポリペプチド鎖を生成するか、または遺伝子転写、再生もしくは安定性
を調節する。遺伝子は、上記コード領域の前にある領域および後ろにある領域（例えば、
リーダーおよびトレーラー（ｔｒａｉｌｅｒ）、プロモーターおよびエンハンサー、なら
びに適用可能である場合には、個々のコードセグメント（エキソン）の間の介在性配列（
イントロン）を含み得る。
【００４２】
　用語「ゲノム」とは、生物の完全な遺伝物質をいう。
【００４３】
　一局面において、用語「形質転換」とは、宿主細胞のゲノムへの核酸配列の移入をいい
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、遺伝的に安定に受け継がれる。「宿主細胞」とは、外因性核酸分子によって、形質転換
されたか、または形質転換が可能な細胞である。上記形質転換された核酸配列を含む宿主
細胞は、「トランスジェニック」細胞といわれ、トランスジェニック細胞を含む生物は、
「トランスジェニック生物」といわれる。用語「形質転換された」、「形質導入された」
、「トランスジェニック」、および「組換えの」とは、異種核酸分子が導入された宿主細
胞もしくは生物に言及する。上記核酸分子は、当該分野で一般に既知のゲノムに安定に組
み込まれ得、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ａｎｄ　Ｒｕｓｓｅｌｌ（前出）で開示される。ＰＣＲ
の公知の方法としては、対形成されるプライマー、ネスト化プライマー、単一の特異的プ
ライマー、縮重プライマー、遺伝子特異的プライマー、ベクター特異的プライマー、部分
的にミスマッチのプライマーなどを使用する方法が挙げられるが、これらに限定されない
。例えば、「形質転換された」細胞、「形質転換」細胞および「トランスジェニック」細
胞は、形質転換プロセスを介したものであり、それらのゲノムに組み込まれた外来遺伝子
を含む。用語「形質転換されていない」とは、上記形質転換プロセスを介しなかった通常
の細胞をいう。
【００４４】
　用語「ポリペプチド」、「ペプチド」、および「タンパク質」とは、任意の長さのアミ
ノ酸のポリマーをいうために、交換可能に使用される。これらの用語はまた、グリコシル
化、アセチル化およびリン酸化を含む反応を介して、翻訳後修飾されるタンパク質を含む
。
【００４５】
　ペプチドおよびポリペプチドは、全ての「模倣」形態および「ペプチド模倣」形態を含
む。用語「模倣物」および「ペプチド模倣物」とは、本発明のポリペプチドの実質的に同
じ構造および／もしくは機能的特性を有する合成化合物に言及する。上記模倣物は、アミ
ノ酸の合成の天然ではないアナログから全体的に構成されるか、または部分的に天然のペ
プチドアミノ酸およびアミノ酸の部分的に天然ではないアナログも化学分子であるかのい
ずれかであり得る。上記模倣物はまた、任意の量の天然のアミノ酸の保存的置換を、この
ような置換がまた、上記模倣物の構造および／もしくは活性を実質的に変化させない限り
において、組み込まれ得る。保存的改変体である本発明のポリペプチドを用いる場合、慣
用的実験法は、模倣物が、本発明の範囲内にあるか否か、すなわと、その構造および／も
しくは機能が、本発明の例示的ポリペプチドから実質的に変化しないことを決定する。一
局面において、模倣組成物が、本発明の組成物、細胞形もしくはプロセス（例えば、本発
明の少なくとも１種の酵素を発現するプラスミドを有する宿主細胞）において使用される
。
【００４６】
　本発明のポリペプチド模倣物組成物は、天然でない構造成分の任意の組み合わせを含み
得る。代替の局面において、本発明の模倣物組成物は、以下の３つの構造群のうちの１つ
もしくは全てを含む：ａ）天然のアミド結合（「ペプチド結合」）連結以外の残基連結基
；ｂ）天然に存在するアミノ酸残基の代わりに天然でない残基；またはｃ）二次構造擬態
を誘導する、すなわち、二次構造（例えば、βターン、γターン、βシート、αヘリック
スコンホメーションなど）を誘導もしくは安定化する残基。例えば、本発明のポリペプチ
ドは、その残基のうちの全てもしくはいくつかが、天然のペプチド結合以外の化学的手段
によって連結される場合に、模倣物として特徴付けられ得る。個々のペプチド模倣残基は
、ペプチド結合、他の化学的結合もしくはカップリング手段（例えば、グルタルアルデヒ
ド、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステル、二官能性マレイミド、Ｎ，Ｎ’－ジシクロ
ヘキシルカルボジイミド（ＤＣＣ）もしくはＮ，Ｎ’－ジイソプロピルカルボジイミド（
ＤＩＣ））によって結合され得る。伝統的なアミド結合（「ペプチド結合」）連結の代替
であり得る連結基としては、例えば、ケトメチレン（例えば、－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－の代
わりに－Ｃ（＝Ｏ）－ＣＨ２－）、アミノメチレン（ＣＨ２－ＮＨ）、エチレン、オレフ
ィン（ＣＨ＝ＣＨ）、エーテル（ＣＨ２－Ｏ）、チオエーテル（ＣＨ２－Ｓ）、テトラゾ
ール（ＣＮ４－）、チアゾール、レトロアミド、チオアミド、もしくはエステル（例えば
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、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ａｍｉｎｏ　Ａｃｉ
ｄｓ，Ｐｅｐｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｖｏｌ．７，ｐｐ　２６７－３５
７におけるＳｐａｔｏｌａ（１９８３）、「Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｂａｃｋｂｏｎｅ　Ｍｏｄ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ」，Ｍａｒｃｅｌｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，ＮＹを参照のこと）が挙げら
れる。本発明のポリペプチドの残基（例えば、アミノ酸）はまた、反対のキラリティーの
アミノ酸（もしくはペプチド模倣物残基）によって置換され得る。従って、Ｌ配置（これ
はまた、化学的実体の構造に依存して、ＲもしくはＳとして言及され得る）において天然
に存在する任意のアミノ酸は、同じ化学構造タイプもしくはペプチド模倣物であるが、反
対のキラリティーのアミノ酸（Ｄ－アミノ酸といわれる）で置換され得るが、Ｒ－形態も
しくはＳ－形態ともいわれ得る。
【００４７】
　本発明の方法を実施するために使用されるポリペプチド（例えば、β－ガラクトシダー
ゼ、Ｋｒａｓ－２ｂ）は、いずれかの天然のプロセス（例えば、翻訳後プロセシング（例
えば、リン酸化、アシル化など）によって、または化学的改変技術によって改変され得、
改変されたポリペプチドが得られる。改変は、上記ポリペプチド中のいずれかの場所で生
じ得、上記場所としては、ペプチド骨格、アミノ酸側鎖およびアミノ末端もしくはカルボ
キシ末端が挙げられる。同じタイプの改変が、所定のポリペプチド中のいくつかの部位に
おいて同程度もしくは種々の程度で存在し得ることが、認識される。また、所定のポリペ
プチドは、多くのタイプの改変を有し得る。改変としては、アセチル化、アシル化、ＡＤ
Ｐ－リボシル化、アミド化、フラビンの共有結合、ヘム部分の共有結合、ヌクレオチドも
しくはヌクレオチド誘導体の共有結合、脂質もしくは脂質誘導体の共有結合、ホスファチ
ジルイノシトールの共有結合、架橋環化、ジスルフィド結合形成、脱メチル化、共有結合
架橋の形成、システインの形成、ピログルタメートの形成、ホルミル化、γ－カルボキシ
ル化、グリコシル化、ＧＰＩアンカー形成、ヒドロキシル化、ヨード化、メチル化、ミリ
ストイル化、酸化、ｐｅｇ化、タンパク質分解プロセシング、リン酸化、プレニル化、ラ
セミ化、セレノイル化、硫化、およびタンパク質へのアミノ酸のトランスファー－ＲＮＡ
媒介性付加（例えば、アルギニル化）が挙げられる。例えば、Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，Ｔ．
Ｅ．，Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　-　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒ
ｏｐｅｒｔｉｅｓ　２ｎｄ　Ｅｄ．，Ｗ．Ｈ．　Ｆｒｅｅｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９９３）；Ｐｏｓｔｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｖａｌ
ｅｎｔ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｂ．Ｃ．Ｊｏｈｎｓｏｎ
，Ｅｄ．，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ｐｐ．１－１２（１９８
３）を参照のこと。
【００４８】
　「異種」成分とは、天然に位置する異なる実体内に導入されるかもしくは上記実体内で
生成される成分をいう。例えば、ある生物に由来し、異なる生物への遺伝子操作技術によ
って導入されるポリヌクレオチドは、異種ポリヌクレオチドであり、このポリペプチドは
、発現される場合、異種ポリペプチドをコードし得る。そのネイティブコード配列から除
去され、異なるコード配列に作動可能に連結される同様に、プロモーターもしくはエンハ
ンサーは、異種のプロモーターもしくはエンハンサーである。
【００４９】
　用語「外因性の」とは、核酸分子に言及して使用される場合、上記核酸分子が、上記標
的細胞以外の供給源に由来し、上記細胞に上記核酸分子が導入される予定であることを意
味する。しかし、上記外因性核酸分子が、上記標的細胞と同じタイプの生物の他の細胞に
由来し得ることが認識されるべきである。
【００５０】
　「プロモーター」とは、本明細書で使用される場合、これに作動可能に連結される遺伝
子もしくは核酸配列の転写を制御もしくは調節するポリヌクレオチド配列をいう。種々の
異なる供給源に由来する多数のプロモーター（構成性プロモーター、誘導性プロモーター
、および抑制性プロモーターが挙げられる）が、当該分野で周知であり、クローニングさ
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れたポリヌクレオチド配列（例えば、寄託物（例えば、ＡＴＣＣおよび他の市販のもしく
は個人の供給源）に由来する）として利用可能であるか、または上記ポリヌクレオチド配
列内にある。
【００５１】
　従って、本発明の構築物において使用されるプロモーターは、遺伝子の転写のタイミン
グおよび／もしくは速度を調整もしくは調節することに関与する、シス作用性転写制御エ
レメントおよび調節配列を含む。例えば、プロモーターは、シス作用性転写制御エレメン
ト（エンハンサー、プロモーター、転写集結因子、複製起点、染色体組み込み配列、５’
および３’非翻訳領域、もしくはイントロン配列が挙げられ、これらは、転写調節に関与
する）であり得る。これらシス作用性配列は、代表的には、転写を行う（スイッチを入れ
る／スイッチを切る、調整する、調節するなど）タンパク質もしくは他の生体分子と相互
作用し得る。「構成性」プロモーターは、大部分の環境的条件および発生もしくは細胞分
化の状態の下で連続的に発現を駆動するものである。「誘導性」もしくは「調節可能な」
プロモーターとは、環境的条件もしくは発生条件の影響の下で、本発明の核酸の発現を駆
動する。誘導性プロモーターによる転写に影響を及ぼし得る環境的条件の例としては、嫌
気的条件、高温、欠乏、もしくは光の存在が挙げられる。
【００５２】
　「作動可能に連結される」とは、近接した並置（ｊｕｘｔａｐｏｓｉｔｉｏｎ）に言及
し、ここでそのように記載される成分は、それらの意図された様式で機能させることを可
能にする関係にある。プロモーターは、上記プロモーターが、コード配列の転写を制御す
る場合に、上記コード配列に作動可能に連結されている。作動可能に連結されたプロモー
ターは、上記コード配列の上流に位置した遺伝子であるが、必ずしも上記コード配列と連
続している必要はない。エンハンサーは、上記エンハンサーが、コード配列の転写を増大
させる場合に、上記コード配列に作動可能に連結されている。作動可能に連結されたエン
ハンサーは、コード配列の上流に、コード配列内に、もしくはコード配列の下流に位置し
得る。他の局面において、エンハンサーは、必ずしも物理的に連続する必要はないか、ま
たは上記コード配列に近接して位置する必要はなく、上記コード配列の転写は、上記エン
ハンサーが増強する。ポリアデニル化配列は、転写が、コード配列を通じて、上記ポリア
デニル化配列へと移るように、上記ポリアデニル化配列が上記コード配列の下流末端に位
置する場合、上記コード配列に作動可能に連結されている。
【００５３】
　「レプリコン」とは、適切な宿主細胞におけるポリヌクレオチドの複製を可能にする複
製起点を含むポリヌクレオチドをいう。例としては、標的細胞のレプリコン（上記レプリ
コンの中に、異種核酸が組み込まれ得る（例えば、各染色体もしくはミトコンドリア染色
体））、および染色体外レプリコン（例えば、複製するプラスミドおよびエピソーム）を
含む。
【００５４】
　「遺伝子送達」、「遺伝子移入」などは、本明細書で使用される場合、導入に使用され
る方法とは無関係に、宿主細胞への外因性ポリヌクレオチド（ときおり、「導入遺伝子」
といわれる）の導入をいう用語である。このような方法は、種々の周知の技術（例えば、
ベクター媒介性遺伝子移入（例えば、ウイルス感染／トランスフェクション）、または種
々の他のタンパク質ベースのもしくは脂質ベースの遺伝子送達複合体、ならびに「裸の」
ポリヌクレオチドの送達を促進する技術（例えば、エレクトロポレーション）、「遺伝子
銃」送達およびポリヌクレオチドの導入のために使用される種々の他の技術による）が挙
げられる。上記導入されたポリヌクレオチドは、上記宿主細胞中に安定にもしくは一過性
維持され得る。安定な維持は、代表的には、上記導入されたポリヌクレオチドが、上記宿
主細胞と適合性の複製起点を含むか、または上記宿主細胞のレプリコン（例えば、染色体
外レプリコン（例えば、プラスミド））または各染色体もしくはミトコンドリア染色体に
組み込まれるかのいずれかを要する。多くのベクターは、当該分野で公知でありかつ本明
細書で記載されるように、哺乳動物細胞への遺伝子の移入を媒介し得ることが公知である
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。
【００５５】
　「インビボ」での遺伝子送達、遺伝子移入、遺伝子治療などは、本明細書で使用される
場合、生物（例えば、ヒトもしくは非ヒト哺乳動物）の身体へ直接、外因性ポリヌクレオ
チドを含むベクターの導入をいう用語である。それによって、上記外因性ポリヌクレオチ
ドは、このような生物の細胞へインビボで導入される。
【００５６】
　「ベクター」（ときおり、遺伝子送達「ビヒクル」もしくは遺伝子移入「ビヒクル」と
いわれる）とは、インビトロもしくはインビボのいずれかで、宿主細胞に送達されるべき
ポリヌクレオチドを含む大分子もしくは分子の複合体をいう。上記送達されるべきポリヌ
クレオチドは、遺伝子治療において目的のコード配列を含み得る。ベクターとしては、例
えば、ウイルスベクター（例えば、アデノウイルス（「Ａｄ」）、アデノ随伴ウイルス（
ＡＡＶ）、およびレトロウイルス）、リポソームおよび他の脂質含有複合体、ならびに宿
主細胞へのポリヌクレオチドの宗達を媒介し得る他の高分子複合体が挙げられる。ベクタ
ーはまた、遺伝子送達および／もしくは遺伝子発現をさらに調節するか、または別の方法
で、上記標的とされた細胞に有益な特性を提供する他の成分もしくは機能性を含み得る。
このような他の成分としては、例えば、細胞への結合もしくは標的化に影響を与える成分
（細胞タイプ特異的もしくは組織特異的結合を媒介する成分を含む）；上記細胞による上
記ベクター核酸の取り込みに影響を与える成分；取り込み後の上記細胞内の上記ポリヌク
レオチドの位置に影響を与える成分（例えば、核局在化に影響を及ぼす薬剤）；および上
記ポリヌクレオチドの発現に影響を及ぼす成分が挙げられる。このような成分はまた、マ
ーカー（例えば、上記ベクターによって送達された上記核酸を取り込んで、発現している
細胞を検出もしくは選択するために使用され得る、検出マーカーおよび／もしくは選択マ
ーカー）が挙げられ得る。このような成分は、上記ベクターの天然の特徴として提供され
得る（例えば、結合および取り込みを媒介する成分もしくは機能性を有する特定のウイル
スベクターの使用）か、またはベクターは、このような機能性を提供するように改変され
得る。非常に種々のこのようなベクターは、当該分野で公知であり、一般に利用可能であ
る（例えば、以下に引用される種々の参考文献を参照のこと）。
【００５７】
　「組換えウイルスベクター」とは、１種以上の異種の遺伝子もしくは配列を含むウイル
スベクターをいう。多くのウイルスベクターが、パッケージングと関連するサイズ制約を
示すので、上記異種遺伝子もしくは配列は、代表的には、上記ウイルスゲノムの１種以上
のタンパク質を置換することによって、導入される。このようなウイルスは、複製欠損に
なり得、このことは、上記傑出された機能がウイルス複製およびキャプシド形成の間にト
ランスで提供されることを要する（例えば、複製および／もしくはキャプシド形成に必須
の遺伝子を有する、ヘルパーウイルスもしくはパッケージング細胞株を使用することによ
って）（例えば、以下の参考文献および例示を参照のこと）。送達されるべきポリヌクレ
オチドが上記ウイルス粒子の外側に保持される改変ウイルスベクターもまた、記載されて
きた（例えば、Ｃｕｒｉｅｌ，ＤＴら　ＰＮＡＳ　８８：８８５０－８８５４，１９９１
を参照のこと）。
【００５８】
　ウイルス「パッケージング」は、本明細書で使用される場合、ウイルスベクターの合成
およびアセンブリを生じる一連の細胞内事象をいう。パッケージングは、代表的には、「
プロウイルスゲノム」の複製、または「ベクタープラスミド」（これは、ウイルスゲノム
に類似の様式において、代表的には、適切なウイルス「パッケージング配列」が隣接して
いる結果として、パッケージングされ得る組換えポリヌクレオチドである）と代表的には
いわれる組換えプロベクター、続いて、上記核酸のキャプシド形成もしくは他のコーティ
ングを要する。従って、適切なベクタープラスミドが、適切な条件下でパッケージング細
胞株に導入される場合、これは、複製され得、そしてウイルス粒子へとアセンブルされ得
る。ウイルス「ｒｅｐ」および「ｃａｐ」遺伝子は、多くのウイルスゲノムにおいて見い
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だされ、それぞれ、複製およびキャプシド形成タンパク質をコードしている遺伝子である
。「複製欠損」もしくは「複製インコンピテント」ウイルスベクターは、複製および／も
しくはパッケージングに必須の１種以上の機能が、失われているもしくは変化し、上記ウ
イルスベクターが、宿主細胞による取り込み後にウイルス複製を開始できないようにする
ウイルスベクターをいう。このような複製欠損ウイルスベクターのストックを生成するた
めに、上記ウイルスもしくはプロウイルス核酸は、トランスで供給され得る、失われてい
る機能をコードする遺伝子を含むように改変された「パッケージ細胞株」に導入され得る
。例えば、このようなパッケージング遺伝子は、上記パッケージング細胞株のレプリコン
に安定に組み込まれ得るか、または失われている機能をコードする遺伝子を有する「パッ
ケージングプラスミド」もしくはヘルパーウイルスでのトランスフェクションによって導
入され得る。
【００５９】
　用語「過剰発現」とは、通常のもしくは形質転換されていない細胞もしくは生物におけ
る発現のレベルを超える、トランスジェニック細胞もしくはトランスジェニック細胞生物
における発現レベルをいう。
【００６０】
　「検出マーカー遺伝子」とは、上記遺伝子を有する細胞が、特異的に検出される（例え
ば、上記マーカー遺伝子を有さない細胞から区別される）ことを可能にする遺伝子である
。多くの種々のこのようなマーカー遺伝子は、当該分野で公知である。その例としては、
細胞表面上に出現するタンパク質をコードし、それによって、単純化されかつ迅速な検出
および／もしくは細胞ソーティングを容易にする検出マーカー遺伝子が挙げられる。例示
によって、β－ガラクトシダーゼをコードするｌａｃＺ遺伝子は、検出マーカーとして使
用され得、このことは、上記ｌａｃＺ遺伝子を有するベクターで形質導入された細胞が、
以下に記載されるように、染色によって検出されることを可能にする。
【００６１】
　「選択マーカー遺伝子」とは、上記遺伝子を有する細胞が、対応する選択薬剤の存在下
で、上記薬剤についてもしくは上記薬剤に対して特異的に選択されることを可能にする遺
伝子である。例示によって、抗生物質耐性遺伝子は、宿主細胞が、対応する抗生物質の存
在下で、上記抗生物質について陽性選択されることを可能にする陽性選択マーカー遺伝子
として使用され得る。選択マーカーは、陽性、陰性もしくは二機能性であり得る。陽性選
択マーカーは、上記マーカーを有する細胞についての選択を可能にするのに対して、陰性
選択マーカーは、上記マーカーを有する細胞が選択的に排除されることを可能にする。種
々のこのようなマーカー遺伝子が記載されてきており、これらマーカーとしては、二機能
性（すなわち、陽性／陰性）マーカー（例えば、ＷＯ　９２／０８７９６（１９９２年５
月２９日公開）およびＷＯ　９４／２８１４３（１９９４年１２月８日公開）を参照のこ
と）が挙げられる。このようなマーカー遺伝子は、遺伝子治療の状況において有利であり
得る、制御のさらなる手段を提供し得る。
【００６２】
　「被験体」とは、生物であって、移植される細胞のドナーもしくはレシピエント、また
は彼ら自身の細胞もしくは組織である生物を意味する。「被験体」とはまた、本発明の核
酸分子が投与され得る生物（哺乳動物もしくはヒトが挙げられる）をいう。一実施形態に
おいて、被験体は、哺乳動物もしくは哺乳動物細胞である。用語「哺乳動物」とは、哺乳
動物として分類される任意の生物（マウス、ラット、ウサギ、イヌ、ネコ、ウシ、ヤギ、
ヒツジ、ブタ、ウマ、サル、およびヒトが挙げられる）をいう。本発明の一実施形態にお
いて、上記哺乳動物は、ウサギである。本発明の別の実施形態において、上記哺乳動物は
、ヒトである。別の実施形態において、被験体は、ヒト被験体もしくはヒト細胞である。
【００６３】
　「処置」もしくは「治療」とは、本明細書で使用される場合、哺乳動物に、上記個体に
おいて予防的、治癒的、もしくは他の有益な効果を誘発し得る薬剤を投与することをいう
。
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【００６４】
　「遺伝子治療」とは、本明細書において使用される場合、哺乳動物に、治療的遺伝子を
含むベクターを投与するこうとをいう。
【００６５】
　「治療的ポリヌクレオチド」もしくは「治療的遺伝子」とは、哺乳動物に移入される場
合に、上記哺乳動物において予防的、治癒的もしくは他の有益な効果を誘発し得るヌクレ
オチド配列をいう。
【００６６】
　本明細書で使用される場合、単数形「１つの、ある（ａ）」、「１つの、ある（ａｎ）
」、および「上記、この、その（ｔｈｅ）」は、別段示されなければ、複数への言及を含
む。例えば、「１つの（ある）」標的細胞は、１つ以上の標的細胞を含む。
【００６７】
　（参考文献）
　本発明の実施は、別段示されなければ、当該分野の技術範囲内である、分子生物学など
の従来の知識を使用する。このような技術は、文献中で十分に説明されている。例えば、
以下を参照のこと：Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
　Ｍａｎｕａｌ，（Ｊ．Ｓａｍｂｒｏｏｋら，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．，１９８９）
；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（
Ｆ．Ａｕｓｕｂｅｌら編，１９８７および最新版）；Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｔ．Ｂｒｏｗｎ編，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　１９９１）；遺伝子
発現　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｇｏｅｄｄｅｌ編，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ　１９
９１）；Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　
Ｅｕｋａｒｙｏｔｉｃ　Ｇｅｎｅｓ（Ａ．Ｂｏｔｈｗｅｌｌら編，Ｂａｒｔｌｅｔｔ　Ｐ
ｕｂｌ．１９９０）；Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ（Ｍ
．Ｋｒｉｅｇｌｅｒ，Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓｓ　１９９０）；Ｒｅｃｏｍｂｉｎａ
ｎｔ　ＤＮＡ　Ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ（Ｒ．Ｗｕら編，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ
　１９８９）；ＰＣＲ：Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ（Ｍ．ＭｃＰｈｅｒ
ｓｏｎら，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　ａｔ　Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓ
ｓ　１９９１）；Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｓ（Ｒ．Ａ
ｄａｍｓ編，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ　１９９０）；
Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｖｅｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｍａｍｍａｌｉａｎ　Ｃｅｌｌ
ｓ（Ｊ．Ｍｉｌｌｅｒ＆Ｍ．Ｃａｌｏｓ編，１９８７）；Ｍａｍｍａｌｉａｎ　Ｃｅｌｌ
　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｍ．Ｂｕｔｌｅｒ編，１９９１）；Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅ
ｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ（Ｊ．Ｐｏｌｌａｒｄら編，Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ　１９９０
）；Ｃｕｌｔｕｒｅ　ｏｆ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌｓ，第２版（Ｒ．Ｆｒｅｓｈｎｅｙ
ら編，Ａｌａｎ　Ｒ．Ｌｉｓｓ　１９８７）；Ｆｌｏｗ　Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ　ａｎｄ　
Ｓｏｒｔｉｎｇ（Ｍ．Ｍｅｌａｍｅｄら編，Ｗｉｌｅｙ－Ｌｉｓｓ　１９９０）；Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙのシリーズ（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉ
ｎｃ．）；Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｃｙｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（Ｇ
．Ｂｕｌｌｏｃｋ＆Ｐ．Ｐｅｔｒｕｓｚ編，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ　１９８２，
１９８３，１９８５，１９８９）；Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ
　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ（Ｄ．Ｗｅｉｒ＆Ｃ．Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ編）；Ｃｅｌｌｕｌａ
ｒ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ（Ａ．Ａｂｂａｓら，Ｗ．Ｂ．
Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏ．１９９１，１９９４）；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ
　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ（Ｊ．Ｃｏｌｉｇａｎら編．１９９１）；Ａｎｎｕａｌ　
Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙのシリーズ；Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｉｍ
ｍｕｎｏｌｏｇｙのシリーズ；Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（
Ｍ．Ｇａｉｔ編，１９８４）；およびＡｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ（Ｒ．Ｆ
ｒｅｓｈｎｅｙ編，ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ　１９８７）。
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【００６８】
　援用の表示
　本願内で引用される参考文献（ＧｅｎＢａｎｋアクセッション番号、特許、公開特許出
願および他の刊行物を含む）は、本明細書に参考として援用される。
【００６９】
　（本発明の種々の実施形態の説明）
　本発明の種々の局面は、以下にまとめられ、以下の詳細な説明および実施例においてさ
らに記載されかつ例示される。
【００７０】
　（Ｋｒａｓ－２ｂペプチド）
　用語、Ｋｒａｓ－２ｂとは、本明細書で使用される場合、ネイティブＫｒａｓ－２ｂの
生物学的活性を保持し、好ましくは、胚発生の間に発現されるＫｒａｓ－２ｂの活性を保
持するＫｒａｓ－２ｂペプチドの任意の形態もしくはアナログをいうことが理解される。
Ｋｒａｓノックアウトマウスは、他のｒａｓホモログ（例えば、Ｎ－ｒａｓもしくはＨ－
ｒａｓ）を欠いているものとは異なり、胚性致死であった。
【００７１】
　本発明の方法および組成物において使用されるＫｒａｓ－２ｂは、表Ｉにおいて示され
、アクセッション番号によって同定される配列と同一であり得るか、またはその配列を含
み得る。Ｋｒａｓ－２ｂはまた、表Ｉにおいて同定されたものとは変動するアミノ酸配列
を有する改変ポリペプチドをいう。あるいは、Ｋｒａｓ－２ｂは、化学的に改変され得る
。
【００７２】
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【表１－１】

【００７３】
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【表１－２】

　Ｋｒａｓ－２ｂの改変体は、天然に存在する改変体（例えば、非ヒト種によって発現さ
れる改変体）であってもよい。また、Ｋｒａｓ－２ｂの改変体は、開示される配列から変
動する配列を含み得るが、必ず天然に存在するわけではない。上記天然に存在するアミノ
酸配列の全体の長さにわたって、改変体は、好ましくは、アミノ酸同一性に基づいて、そ
の配列に対して少なくとも８０％相同である。より好ましくは、上記タンパク質は、配列
全体にわたって上記天然に存在するアミノ酸配列に対するアミノ酸同一性に基づいて、少
なくとも８５％もしくは９０％であり、より好ましくは、少なくとも９５％、９７％もし
くは９９％相同である。４０以上の（例えば、６０、８０、１００、１２０、１４０もし
くは１６０、またはそれ以上の）連続するアミノ酸のストレッチにわたって少なくとも８
０％、例えば、少なくとも８５％、９０％もしくは９５％のアミノ酸同一性（「厳しい相
同性」）が存在する。
【００７４】
　相同性は、当該分野で公知の任意の方法を使用して決定され得る。相同性もしくは配列
同一性は、配列分析ソフトウェア（例えば、Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒ
ｏｕｐ（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ　Ｃｅｎｔｅｒ，１７１０　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ａｖｅｎｕｅ，Ｍａｄｉｓｏｎ，
ＷＩ　５３７０５）の配列分析ソフトウェアパッケージ）を用いて測定され得る。このよ
うなソフトウェアは、種々の欠失、置換および他の改変に対してホモロジーの程度を割り
当てることによって、類似の配列をマッチさせる。用語「相同性」および「同一性」は、
２個以上の核酸もしくはポリペプチド配列の状況において、任意の数の配列比較アルゴリ
ズムを使用して、または手動アラインメントおよび視覚的検査によって測定される場合に
、比較ウィンドウもしくは指定された領域にわたって最大対応について比較および整列さ
れるときに、同じであるか、または同じアミノ酸残基もしくはヌクレオチドの特定のパー
センテージを有する２つ以上の配列もしくは部分配列に言及する。配列比較のために、あ
る配列は、参照配列として例えば、本発明の配列（これに対して試験配列が比較される）
が作用する。配列比較アルゴリズムを使用する場合、試験配列および参照配列は、コンピ
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ューターに入力され、部分配列座標が指定され、必要であれば、配列アルゴリズムプログ
ラムパラメーターが指定される。デフォルトプログラムパラメーターが使用されても良い
し、代替のパラメーターが指定されてもよい。次いで、上記配列比較アルゴリズムは、上
記プログラムパラメーターに基づいて、上記参照配列に対する試験配列の％配列同一性を
計算する。
【００７５】
　アミノ酸置換は、配列番号２のアミノ酸配列に対してなされ得る（例えば、１個、２個
、３個、４個もしくは５個～１０個、２０個もしくは３０個の置換）。保存的置換が行わ
れ得る。保存的アミノ酸置換は、例えば、１個のアミノ酸を、同じクラスの別のアミノ酸
で置換する（例えば、ある疎水性アミノ酸（例えば、イソロイシン、バリン、ロイシン、
もしくはメチオニン）を、別の疎水性アミノ酸で置換、またはある極性アミノ酸を別の極
性アミノ酸で置換する（例えば、アルギニンをリジンで置換、グルタミン酸をアスパラギ
ン酸で置換、もしくはグルタミンをアスパラギンで置換）。１種以上のアミノ酸は、例え
ば、ポリペプチドから欠失され得、その生物学的活性を顕著に変化させることなく、上記
ポリペプチドの構造の改変を生じる。
【００７６】
　配列番号２のアミノ酸配列の１種以上のアミノ酸残基は、代わりにもしくはさらに、欠
失され得る。１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、２０個
もしくは３０個またはそれ以上の残基が、欠失され得る。
【００７７】
　Ｋｒａｓ－２ｂはまた、上記の配列のフラグメントを含む。このようなフラグメントは
、Ｋｒａｓ－２ｂ活性を保持する。フラグメントは、少なくとも長さが１２０個から、も
しくは１４０個のアミノ酸であり得る。このようなフラグメントは、以下により詳細に記
載されるように、キメラ因子を生成するために使用され得る。
【００７８】
　Ｋｒａｓ－２ｂは、表Ｉに記載される内因性配列のフラグメントもしくは一部を含むキ
メラタンパク質、またはその改変体もしくはホモログを含む。１種以上のアミノ酸は、代
わりにもしくはさらに、上記のポリペプチドに添加され得る。発現は、上記天然に存在す
るアミノ酸配列またはそのポリペプチド改変体もしくはフラグメントのアミノ酸配列のＮ
末端もしくはＣ末端において提供され得る。伸長は、極めて短くてもよい（例えば、長さ
が１～１０アミノ酸）。あるいは、上記伸長は、より長くてもよい。キャリアタンパク質
は、上記のアミノ酸配列に融合され得る。上記ポリペプチドのうちの１つの組み込む融合
タンパク質は、よって本発明において使用され得る。
【００７９】
　Ｋｒａｓ－２ｂはまた、天然に存在するアミノ酸配列、または化学的に改変されたその
改変体もしくはホモログを含む。多くの側鎖改変は、当該分野で公知であり、上記で議論
されるタンパク質もしくはペプチドの側鎖に対して行われ得る。このような改変としては
、例えば、グリコシル化、リン酸化、アルデヒドとの反応による還元的アルキル化、続い
て、ＮａＢＨ４での還元によるアミノ酸の改変、メチルアセトイミデートでのアミド化も
しくは酢酸無水物でのアシル化が挙げられる。上記改変は、好ましくは、グリコシル化で
ある。
【００８０】
　上記Ｋｒａｓ－２ｂポリペプチドは、合成によって、または当該分野で公知の方法を使
用して組換え手段によって、作製され得る。タンパク質およびポリペプチドのアミノ酸配
列は、天然に存在しないアミノ酸を含むように、または上記化合物の安定性を増すために
、改変され得る。上記タンパク質もしくはペプチドが合成手段によって生成される場合、
このようなアミノ酸は、生成の間に導入され得る。上記タンパク質もしくはペプチドはま
た、合成もしくは組換え生成のいずれかの後に改変され得る。
【００８１】
　Ｋｒａｓ－２ｂはまた、Ｄ－アミノ酸を使用して生成され得る。このような場合におい
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て、上記アミノ酸は、ＣからＮの配向において、逆方向の配列に連結され得る。このこと
は、このようなタンパク質もしくはペプチドを生成することについて、当該分野において
従来からのものである。
【００８２】
　Ｋｒａｓ－２ｂは、組換え発現ベクターからの上記ポリペプチドのインサイチュ発現に
よって、細胞において生成され得る。上記発現ベクターは、必要に応じて、上記ポリペプ
チドの発現を制御するために、誘導性プロモーターを有する。Ｋｒａｓ－２ｂもしくはそ
のアナログは、組換え発現後の任意のタンパク質液体クロマトグラフィーシステムによる
精製後に、大規模で生成され得る。好ましいタンパク質液体クロマトグラフィーシステム
としては、ＦＰＬＣ、ＡＫＴＡシステム、Ｂｉｏ－Ｃａｄシステム、Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｂ
ｉｏＬｏｇｉｃシステムおよびＧｉｌｓｏｎ　ＨＰＬＣシステムが挙げられる。
【００８３】
　Ｋｒａｓ－２ｂの市販の形態もしくはそのアナログは、本発明において使用され得る。
【００８４】
　Ｋｒａｓ－２ｂポリペプチドの「フラグメント」もしくは「改変体」の生物学的活性は
、以前に記載されるように（Ｊａｍｅｓら，（２００３）Ｍｏｌ．Ｃａｎｃｅｒ．Ｒｅｓ
．，１：８２０－８２５；Ｓｃｈｉｍａｎｓｋｉら，（１９９９）Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ，５９：５１６９－５１７５）、例えば、ＲＦＬＰ分析を測定することによっ
て、決定され得る。
【００８５】
　用語「実質的に同じ活性もしくはより高い活性」とは、上記内因性Ｋｒａｓ－２ｂポリ
ペプチドの生物学的活性の少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％
、１００％もしくはそれ以上を有するＫｒａｓ－２ｂポリペプチドの「フラグメント」も
しくは「改変体」を含む。
【００８６】
　（Ｋｒａｓ－２ｂポリヌクレオチド）
　本発明はまた、哺乳動物関節において、および／もしくは軟骨細胞においてＫｒａｓ－
２ｂを発現し得るポリヌクレオチドを使用することを包含し得る。このようなポリヌクレ
オチドは、軟骨膜（ｐｅｒｉｃｈｏｎｄｉｕｍ）におけるＫｒａｓ－２ｂの発現を指向し
得るベクターの形態で存在し得る。得られたＫｒａｓ－２ｂは、次いで、治療効果を有し
得る（「遺伝子治療」）。上記ポリヌクレオチドは、上記で議論されたＫｒａｓ－２ｂの
形態（その改変体、フラグメントおよびキメラタンパク質を含む）のうちのいずれかをコ
ードし得る。
【００８７】
　上記Ｋｒａｓ－２ｂをコードするポリヌクレオチドは、ヒトフラグメントもしくは天然
に存在する配列改変体（例えば、非ヒト種によって発現される改変体）を含み得る。また
、Ｋｒａｓ－２ｂをコードするポリヌクレオチドは、天然に存在するフラグメントから変
化するが、必ずしも天然に存在するわけではない配列を含む。表Ｉに開示される天然に存
在する配列のアミノ酸配列の全長にわたって、改変体は、好ましくは、ヌクレオチド同一
性に基づいて、その配列に対して少なくとも８０％相同である。より好ましくは、上記ポ
リヌクレオチドは配列全体にわたって、表Ｉに開示される天然に存在する配列のヌクレオ
チドに対するヌクレオチド同一性に基づいて、少なくとも８５％もしくは９０％、および
より好ましくは、少なくとも９５％、９７％もしくは９９％相同である。４０個以上（例
えば、６０個、８０個、１００個、１２０個、１４０個もしくは１６０個以上）の連続す
るヌクレオチド（「厳しい相同性」）のストレッチにわたって、少なくとも８０％、例え
ば、少なくとも８５％、９０％もしくは９５％のヌクレオチド同一性が存在し得る。相同
性は、上記で議論されるように決定され得る。
【００８８】
　上記ポリヌクレオチドは、ＤＮＡもしくはＲＮＡを含み得る。上記ポリヌクレオチドは
、合成ヌクレオチドもしくは改変ヌクレオチドを含み得る。ポリヌクレオチドに対する多



(25) JP 2011-502162 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

くの異なるタイプの改変は、当該分野で公知である。これらは、メチルホスフェート骨格
およびホスホロチオエート骨格、上記分子の３’末端および／もしくは５’末端において
アクリジンもしくはポリリジン鎖の付加を含む。本発明の目的で、本明細書で記載される
ポリヌクレオチドが、当該分野で利用可能な任意の方法によって改変され得ることは、理
解されるべきである。
【００８９】
　ポリヌクレオチド（例えば、ＤＮＡポリヌクレオチド）は、組換えによって、合成によ
って、もしくは当業者に利用可能な任意の手段によって生成され得る。これらはまた、標
準的な技術によってクローニングされ得る。上記ポリヌクレオチドは、代表的には、単離
されたおよび／もしくは精製された形態で提供される。
【００９０】
　ポリヌクレオチドは、一般に、組換え手段（例えば、ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）
クローニング技術を使用して、生成される。このことは、クローニングされることが望ま
しい、必要とされる遺伝子のある領域に対する１対のプライマー（例えば、約１５～３０
ヌクレオチドの）を作製し、上記プライマーを、適切な細胞から得られたＤＮＡと接触し
た状態にし、ポリメラーゼ連鎖反応を、上記望ましい領域の増幅をもたらす条件下で行う
工程、上記増幅されたフラグメントを単離する工程（例えば、アガロースゲルで反応混合
物を精製することによって）、および上記増幅されたＤＮＡを回収する工程を包含する。
上記プライマーは、上記増幅されたＤＮＡが、適切なクローニングベクターにクローニン
グされ得るように、適切な制限酵素認識部位を含むように設計され得る。
【００９１】
　一般に、本明細書で言及される技術は、当該分野で周知であるが、言及は、特に、Ｓａ
ｍｂｒｏｏｋら，１９８９に対してなされ得る。
【００９２】
　本明細書中上記で示される場合、好ましくは、上記ポリヌクレオチドは、発現ベクター
において使用され、ここで哺乳動物の関節において（例えば、軟骨膜において）上記コー
ド配列の発現を提供し得る制御配列に作動可能に連結されている。
【００９３】
　（治療適用）
　Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質、Ｋｒａｓ－２ｂポリヌクレオチド、ｋｒａｓのエフェクタ
ー、もしくは調節性化合物（本明細書中以降、「治療剤」）の投与は、本明細書で議論さ
れるように、予防目的もしくは治療目的のいずれかのためであり得る。予防的に提供され
る場合、上記治療剤は、任意の症状に先だって提供される。上記治療剤の予防的投与は、
任意の症状を予防もしくは和らげるように働く。治療的に提供される場合、上記治療剤は
、上記関節疾患もしくは障害の症状の始まりにおいて（もしくはその直後に）提供される
。上記治療剤の治療的投与は、上記症状の任意の実際の増悪を和らげるように働く。処置
される個体は、任意の哺乳動物であり得る。一局面において、上記哺乳動物はヒトである
。別の局面において、上記ヒトは、変形性関節症もしくは変形性関節疾患を有する。他の
局面において、上記関節疾患および障害は、関節炎病態および自己免疫疾患を含み、これ
らとしては、変形性関節症（ＯＡ）、関節リウマチ（ＲＡ）、結晶沈着病、セリアック病
、１型糖尿病（ＩＤＤＭ）、全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、シェーグレン症候群、
多発性硬化症（ＭＳ）、橋本甲状腺炎、グレーブス病および突発性血小板減少性紫斑病が
挙げられるが、これらに限定されない。
【００９４】
　上記治療剤は、上記関節への送達に適した医薬もしくは薬学的組成物において投与され
得る。上記薬学的組成物はまた、薬学的に受容可能な賦形剤を含み得る。このような「賦
形剤」とは、一般に、非毒性であり、かつ有害な様式で上記組成物の他の成分と相互作用
しない実質的に不活性な物質をいう。
【００９５】
　薬学的に受容可能な賦形剤としては、液体（例えば、水、生理食塩水、ポリエチレング
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リコール、ヒアルロン酸、グリセロールおよびエタノール）が挙げられるが、これらに限
定されない。薬学的に受容可能な塩は、そこに含まれ得、例えば、無機酸塩（例えば、塩
酸塩、臭化水素酸塩、リン酸塩、硫酸塩など）；および有機酸の塩（例えば、酢酸塩、プ
ロピオン酸塩、マロン酸塩、安息香酸塩など）である。
【００９６】
　上記治療剤を含む組成物もしくは医薬が、特に、ペプチド、タンパク質、ポリヌクレオ
チドもしくは他の同様の薬剤のための安定化剤として働く薬学的に受容可能なキャリアを
含み得ることもまた、企図される。ペプチドのための安定化剤としても作用する適切なキ
ャリアの例としては、製薬グレードのデキストロース、スクロース、ラクトース、トレハ
ロース、マンニトール、ソルビトール、イノシトール、デキストランなどが挙げられるが
、これらに限定されない。他の適切なキャリアとしては、デンプン、セルロース、リン酸
ナトリウムもしくはリン酸カルシウム、クエン酸、酒石酸、グリシン、高分子量ポリエチ
レングリコール（ＰＥＧ）、およびこれらの組み合わせが挙げられるが、繰り返すと、こ
れらに限定されない。荷電した脂質および／もしくは界面活性剤を使用することはまた、
有用であり得る。適切な荷電した脂質としては、ホスファチジルコリン（レシチン）など
が挙げられるが、これらに限定されない。界面活性剤は、代表的には、非イオン性、アニ
オン性、カチオン性、もしくは両性界面活性剤である。適切な界面活性剤の例としては、
例えば、Ｔｅｒｇｉｔｏｌ（登録商標）およびＴｒｉｔｏｎ（登録商標）界面活性剤（Ｕ
ｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　ａｎｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ，Ｄａｎｂ
ｕｒｙ，ＣＴ）、ポリオキシエチレンソルビタン（例えば、ＴＷＥＥＮ（登録商標）界面
活性剤（Ａｔｌａｓ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ
，ＤＥ））、ポリオキシエチレンエーテル（例えば、Ｂｒｉｊ）、薬学的に受容可能な脂
肪酸エステル（例えば、ラウリル硫酸塩およびその塩（ＳＤＳ））、ならびに類似の物質
が挙げられる。薬学的に受容可能な賦形剤、キャリア、安定化剤および他の補助的物質の
完全な議論は、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
ｓ（Ｍａｃｋ　Ｐｕｂ．Ｃｏ．，Ｎ．Ｊ．１９９１）において入手可能である。
【００９７】
　予防状有効な量の、もしくは治療上有効な量の、本明細書で記載される治療剤を含む組
成物は、簡便には、滑膜内注射によって、上記哺乳動物の関節に送達され得る。適切な有
効な量は、適切な臨床試験によって決定され得、そして例えば、投与される上記治療剤の
活性または誘導されるヌクレオチドもしくはタンパク質のレベルを変化させる。例えば、
Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、マイクログラム
量で投与され得る。それらは、投与処方物と適合性の様式で、かつ所望の効果をもやらす
に有効な量で処置されるべき被験体に投与される。一局面において、Ｋｒａｓ－２ｂポリ
ヌクレオチドは送達され、送達されるべき量は、処置されるべき被験体に依存して、１μ
ｇ～５ｍｇ（例えば、１～５０μｇ）であり得る。必要な正確な量は、処置される個体の
年齢および全般的な状態、ならびに選択される薬剤、ならびに他の要因に依存して、変化
する。上記Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、１回
で、もしくは１回より多い回数で投与され得る。例えば、これらは、１週間に１回、２週
間に１回、１ヶ月に１回、もしくは必要に応じた基準で投与され得る。
【００９８】
　上記Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、それ自体
で投与されてもよいし、別の治療用化合物と組み合わせて投与されてもよい。特に、上記
Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、上記哺乳動物に
おける変形性関節症を処置するために使用される治療用化合物とともに投与され得る。上
記Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドおよびさらなる治
療用化合物は、同じ組成物もしくは異なる組成物中に処方され得る。一実施形態において
、上記Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、抗炎症剤
、疼痛緩和剤、および軟骨保護剤（ｃｈｏｎｄｒｏｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）
（例えば、グルコサミンおよびコンドロイチン硫酸）からなる群より選択されるさらなる
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治療用化合物と組み合わせて、変形性関節症を有する個体に投与される。上記Ｋｒａｓ－
２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、上記さらなる治療用化合物
と同時に、逐次的に、もしくはそれとは別個に投与され得る。
【００９９】
　従って、本発明のさらなる局面において、同時、別個の、もしくは逐次的投与のために
、（ｉ）（ａ）Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチド、お
よび（ｂ）抗炎症剤、疼痛緩和剤、軟骨保護剤（例えば、グルコサミンおよびコンドロイ
チン硫酸）からなる群より選択されるさらなる治療用化合物、から選択される第１の薬剤
を含む、変形性関節症の処置のための生成物が提供される。上記２つの治療用化合物は、
同じ経路もしくは異なる経路を使用して投与され得る。例えば、上記Ｋｒａｓ－２ｂタン
パク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレオチドは、滑膜内に投与され得る一方で、他の
治療用化合物（例えば、抗炎症剤）は、経口投与もしくは非経口投与され得る。好ましく
は、このような生成物は、Ｋｒａｓ－２ｂタンパク質もしくはＫｒａｓ－２ｂポリヌクレ
オチドおよび上記他の治療用化合物の同時の、別個の、もしくは逐次的な投与を提供する
。
【０１００】
　上記で定義される第１の薬剤および別の治療用化合物は、例えば、上記関節への送達に
適した単一の薬学的組成物の形態で提供され得る。
【０１０１】
　本明細書で記載されるように、多くの異なるベクターが、本発明に遵って、インビボも
しくはエキソビボで、上記Ｋｒａｓ－２ｂ導入遺伝子を送達するために使用され得る。
【０１０２】
　本発明の組成物もしくは生成物は、簡便には、上記関節（例えば、滑膜腔（ｓｙｎｏｖ
ｉａｌ　ｓｐａｃｅ）中）への投与に適した処方物の形態で提供され得る。適切な投与形
式は、各患者に対する医療従事者によって、標準的な手順に従って、個々に決定され得る
。適切な薬学的に受容可能なキャリアおよびそれらの処方としては、標準的な処方取り決
め（例えば、Ｅ．Ｗ．ＭａｒｔｉｎによるＲｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓを参照のこと）に記載される。Ｗａｎｇ，Ｙ．Ｊ．　ａ
ｎｄ　Ｈａｎｓｏｎ，Ｍ．Ａ．「Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　
Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ａｎｄ　Ｐｅｐｔｉｄｅｓ：　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓｔａ
ｂｉｌｉｚｅｒｓ」，Ｊｏｕｒｎａｌｓ　ｏｆ　Ｐａｒｅｎｔａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｎｏ．１０，Ｓｕ
ｐｐ．４２：２Ｓ（１９８８）もまた参照のこと。一局面において、本発明のベクターは
、中性ｐＨ（例えば、約ｐＨ６．５～約ｐＨ８．５、より好ましくは、約ｐＨ７～８）の
溶液中に、上記溶液をほぼ等張性にする賦形剤（例えば、４．５％　マンニトールもしく
は０．９％　塩化ナトリウム）、当該分野で公知の一般に安全であるとみなされる緩衝化
溶液（例えば、リン酸ナトリウム）でのｐＨ緩衝化と、受け入れられている保存剤（例え
ば、メタクレゾール　０．１％～０．７５％、より好ましくは、０．１５％～０．４％　
メタクレゾール）と一緒に、処方される。所望の等張性を得ることは、塩化ナトリウム、
ならびに他の薬学的に受容可能な薬剤（例えば、デキストロース、ホウ酸、酒石酸ナトリ
ウム、プロピレングリコール、ポリオール（例えば、マンニトールおよびソルビトール）
）、または他の無機溶質もしくは有機溶質を使用して、達成され得る。塩化ナトリウムは
、ナトリウムイオンを含む緩衝化剤のために特に好ましい。望ましい場合、上記組成物の
溶液はまた、貯蔵寿命および安定性を高めるために調製され得る。本発明の治療上有用な
組成物は、一般に、受容された手順の後に成分を混合することによって調製され得る。例
えば、上記選択された成分は、濃縮混合物を生成するために混合され得、これは、ｐＨも
しくはさらなる溶質を制御して、張度を制御するための水および／もしくは緩衝化剤の添
加によって、最終濃度および粘性に調節され得る。
【０１０３】
　医師による使用のために、上記組成物は、ある量の本発明のベクターを含む投与形態で
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提供され得、この投与形態は、Ｋｒａｓ－２ｂ導入遺伝子送達／発現を、所望のレベルで
誘導するために、１用量もしくは複数用量で有効である。当業者によって認識されるよう
に、治療剤の有効量は、多くの要因とともに変化し、上記要因としては、患者の年齢およ
び体重、患者の物理的な状態、望ましい心機能の増強のレベル、および他の要因が挙げら
れる。
【０１０４】
　核酸ベクターについては、本発明の化合物の有効用量は、代表的には、少なくとも約１
０７核酸粒子、好ましくは、約１０９核酸粒子、およびより好ましくは、約１０１１核酸
粒子の範囲中である。核酸粒子の数は、好ましくは、１０１４を超えないかもしれない。
注意されるように、投与されるべき正確な用量は、主治医によって決定されるが、好まし
くは、１ｍｌ　リン酸緩衝化生理食塩水中に存在する。
【０１０５】
　変性性関節疾患の場合における投与の現在最も好ましい様式は、滑膜内注射によるもの
である。
【０１０６】
　（哺乳動物軟骨膜細胞のリポソームによるトランスフェクション）
　本発明は、核酸分子の、細胞への高効率レセプター／リポソーム媒介性送達のための組
成物を提供する。本明細書で開示されるように、本発明の組成物は、本発明の組成物は、
エキソビボもしくはインビボで、約５０％以上の効率で、細胞へ核酸分子を導入するため
に有用である。特に、本発明の組成物は、核酸分子を、初代細胞（例えば、初代哺乳動物
細胞（例えば、ヒト細胞）に導入するために有用である。一局面において、上記初代哺乳
動物細胞は、関節における細胞であり、例えば、軟骨膜細胞であるが、これに限定されな
い。
【０１０７】
　用語「トランスフェクション効率」とは、標的細胞の集団内の、導入された外因性核酸
分子を含む標的細胞のパーセンテージをいう。トランスフェクション効率は、レポーター
遺伝子（例えば、β－ガラクトシダーゼ）をコードする核酸分子を、標的細胞の集団にト
ランスフェクトし、β－ガラクトシダーゼ活性を有する細胞のパーセンテージを決定する
ことによって、決定され得る。従って、トランスフェクション効率は、上記導入された核
酸分子によってコードされる遺伝子産物についてアッセイすることによって、決定され得
る。本明細書で、「高トランスフェクション効率」などへの言及は、少なくとも約５０％
、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９１％、９２％
、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、もしくは９９％のトランスフェク
ション効率に言及する。
【０１０８】
　本発明は、外因性核酸分子（例えば、Ｋｒａｓ－２ｂコード核酸配列）を、高効率で標
的細胞に導入するために有用な組成物を提供する。本発明の特定の組成物は、核酸分子、
カチオン性リポソーム、および上記標的細胞によって発現される細胞表面レセプターに結
合し得るリガンドを含み、ここで上記リガンドは、正に荷電したポリマー足場に結合され
る。
【０１０９】
　本明細書で使用される場合、外因性核酸分子屁の言及において使用される場合に用語「
導入する」とは、上記核酸分子が、標的細胞に送達される；すなわち、上記核酸分子が上
記標的細胞にトランスフェクトされることを意味する。用語「標的細胞」とは、外因性核
酸分子が導入されるべき任意の細胞を意味するために、本明細書で使用される。しかし、
特に、標的細胞は、特定の細胞表面レセプター（これは、本発明の組成物のリガンド成分
を結合し得る）を発現するという点において特徴付けられる。
【０１１０】
　望ましい場合、標的細胞に導入されるべき核酸分子は、ベクター中に含まれ得、上記ベ
クターは、例えば、プラスミド、バクテリオファージ、または植物ウイルスもしくは動物
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ウイルスに由来し得る。このようなベクターは、適切な宿主細胞によって認識される複製
起点を含み得、発現ベクターの場合には、プロモーター、または特定の宿主細胞もしくは
標的細胞において有用な他の調節領域を含み得る。例えば、アンピシリン耐性の遺伝子に
ついての発現カセットを有するプラスミド中に、ヒトサイトメガロウイルス（ＣＭＶ）プ
ロモーター／エンハンサー配列の下流に連結されたβ－ガラクトシダーゼ遺伝子の活性な
形態のオープンリーディングフレームを含むベクターは、本発明の組成物および方法を用
いて得られたトランスフェクション効率を決定するために使用され得る。当業者は、他の
ベクターをどのように作製し、そして使用するか、または別の方法で得るかを知っている
（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏ
ｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ（Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓ；Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，Ｎ．Ｙ．；１９８９）（これは、本明細書で参考
として援用される）を参照のこと）。
【０１１１】
　本発明の特定の組成物はまた、リポソーム（カチオン性、アニオン性および合成のリポ
ソームが挙げられる）を含む。本明細書で使用される場合、用語「リポソーム」とは、脂
質二重層によって境界が引かれた小胞をいう。「カチオン性リポソーム」は、正味の正の
荷電を有する。リポソーム（カチオン性リポソームを含む）は、当該分野で周知であり、
慣用的な方法を使用して（例えば、Ｂｒａｎｔら，Ａｍ．Ｆｅｄ．Ｍｅｄ．Ｒｅｓ．４５
（１）：１５９Ａ（１９９７）（これは、本明細書で参考として援用される）；Ｆｅｉｇ
ｎｅｒら（前出（１９８７））；およびＷｈｅｅｌｅｒら（前出（１９９６））を参照の
こと）、または市販のキット（例えば、ＤＯＴＡＰ（Ａｖａｎｔｉ　Ｐｏｌａｒ　Ｌｉｐ
ｉｄｓ，Ａｌａｂａｓｔｅｒ，Ａｌａ．）；ＤＯＳＰＡ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，Ｍｄ．）；およびＤＤＡＢ（Ｋｏｄａｋ
，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，Ｎ．Ｙ．））を使用して、調製され得る。アニオン性リポソーム
および合成脂質ミクロスフェアはまた、本発明において使用され得る（例えば、Ｌａｓｉ
ｃ，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｓｔ　８０：２０－３１（１９９２）（これは、
本明細書で参考として援用される）を参照のこと）。
【０１１２】
　本明細書で使用される場合、用語「リガンド」とは、標的細胞の表面に発現されるレセ
プターに、または逆に、標的細胞の表面に発現される分子を結合し得るレセプターに結合
し得る分子をいうために本明細書で広く使用される。例えば、上記「リガンド」は、標的
細胞（例えば、軟骨膜細胞）の表面に発現されるトランスフェリンレセプターに結合し得
る、トランスフェリンであり得る。他の局面において、上記「リガンド」は、標的細胞（
例えば、Ｔ細胞）に発現されるＣＤ４に結合する、例えば、抗ＣＤ４抗体であり得る。
【０１１３】
　本発明の一局面において、上記リガンドは、共有結合もしくは生理学的条件（インビボ
もしくは組織培養における条件を含む）下で比較的安定な他の結合によって、正に荷電し
たポリマー足場に結合されている。従って、上記リンが度は、上記正に荷電したポリマー
足場と上記リガンドとの間の非共有結合相互作用もしくはイオン性相互作用によって結合
され得るが、ただし、上記リガンドは、上記相互作用が、生理学的条件下で維持されるよ
うに、十分にアニオン性である。つなぎ分子（ｔｅｔｈｅｒ）の使用は、結合を促進し得
、そして上記足場　対　上記リガンドの比を最適化し得る。つなぎ分子は、例えば、ビオ
チンであり得、ビオチンは、上記足場に結合され、アビジンを結合し、アビジンは、上記
リガンドに結合され得る。
【０１１４】
　本発明において有用なリガンドは、上記標的細胞の表面に発現されるレセプターに結合
し得る任意のリガンド；または上記標的細胞の表面に発現される分子に結合し得る任意の
レセプターもしくは他の結合分子であり得る。例えば、上記リガンドは、トランスフェリ
ンであり得る。上記トランスフェリンは、ポリ－Ｌ－リジンに共有結合される。本発明の
特定の組成物において有用な他のリガンドとしては、例えば、金子リン、葉酸もしくはコ
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レラ毒素（Ｃｈｅｎｇ，（１９９６）　Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒ．，７：２７５
－２８２；Ｌｅｅ　ａｎｄ　Ｈｕａｎｇ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７１（１４）：８
４８１－８４８７（１９９６）（これらは、本明細書で参考として援用される）を参照の
こと）が挙げられる。さらに、他のリガンド（これは、それらのレセプターへの結合の際
に、インターナライズされ得る）は、当業者に公知であり、例えば、トランスフェクトさ
れる特定の標的細胞に依存する。従って、上記リガンドの選択は、所望の標的細胞に基づ
く。
【０１１５】
　本発明の利点は、上記組成物の調製の容易さである。なぜなら、上記成分の全てが、市
販されているからである。試薬（例えば、トランスフェリンおよびポリ－Ｌ－リジン）は
、例えば、Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ．）から購
入され得る。さらに、本発明の組成物は、宿主免疫応答の生成リスクはごくわずかである
。例えば、特定の動物供給源から調製されるリガンドは、上記リガンドに対して宿主免疫
応答を発生させるという懸念なしに、その同じ動物種の細胞をトランスフェクトするため
に使用され得る。やはり、上記リポソームに対する免疫応答の最小限のリスクしかない。
なぜなら、リポソーム毒性研究は、上記リポソームが、宿主の炎症応答もしくは免疫応答
をほとんどもしくは全く引き起こさないことを示したからである（Ｓｔｒｉｂｌｉｎｇら
，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，ＵＳＡ　８９：１１２７７－１１２８１（
１９９２）；Ａｌｔｏｎら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔ．５：１３５－１４２（１９９３
））。従って、本発明の組成物は、例えば、有害な免疫応答の可能性が最小化されるとい
う点において、上記ウイルスベクターの使用を上回る利点を提供する。
【０１１６】
　本発明の組成物は、正に荷電したポリマー足場を含む。本明細書で使用される場合、用
語「ポリマー足場」とは、上記足場が、相互作用し得かつ負に荷電した核酸分子と複合体
を形成し得るように、正味の正電荷もしくは中性電荷を有するポリマーを意味する。ポリ
マー足場が、負電荷を有する１個以上のユニットを含み得るが、ただし、上記ポリマーが
、正味の正電荷もしくは中性電荷を有することは、理解されるべきである。
【０１１７】
　正に荷電したポリマー足場は、ポリ－Ｌ－リジンによって、本明細書で例示される。他
の本発明の足場は、ホモ－ポリマーアミノ酸、ヘテロ－ポリマーアミノ酸、互いに共有結
合されないアミノ酸、正に荷電した部分（例えば、アミノ基）を含むポリマー、ポリ－ス
ペルミンもしくはポリ－スペルミジンであり得る。用語「ホモ－ポリマーアミノ酸」とは
、荷電したもしくは荷電していない同じアミノ酸の共有結合したポリマー（これは、上記
核酸分子と特異的にもしくは非特異的に相互作用し得る）を意味する。逆に、用語「ヘテ
ロ－ポリマーアミノ酸」とは、荷電したもしくは荷電していない異なるアミノ酸の共有結
合したポリマー（これは、上記核酸分子と特異的にもしくは非特異的に相互作用し得る）
を意味する。長さに対して改変もしくはバリエーションを有する正に荷電したポリマー足
場は、本発明の中で企図されるが、ただし、上記足場は、本明細書で定義されるように、
高トランスフェクション効率を可能にする。例えば、ポリ－Ｌ－リジンの分子量は、１５
ｋＤａ～１５０ｋＤａであり得る。上記正に荷電したポリマー足場の長さにおける改変お
よび／もしくはバリエーションが行われ得、それらがトランスフェクション効率に対して
有する効果は、本明細書で開示される方法もしくは当該分野で公知の別の方法を使用して
、決定され得る。
【０１１８】
　本発明の一局面において、本発明の方法は、上記標的細胞を透過性にし、上記細胞と、
外因性核酸分子、カチオン性リポソーム、および上記標的細胞の表面に発現されるレセプ
ターに結合するリガンドを含む組成物とを接触させることによって行われ、ここで上記リ
ガンドは、正に荷電したポリマー足場に結合される。上記標的細胞は、例えば、リゾレシ
チン、ＴＷＥＥＮおよびその誘導体、ＮＰ－４０、ＴＲＩＴＯＮ　Ｘ－１００、ホスファ
チジルコリンもしくはホスホリパーゼ、リゾリン脂質（エタノールアミン、コリン、セリ
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ンもしくはスレオニンの１－アシル－ｓｎ－グリセロ－３－ホスフェートエステルを含む
）、リゾホスファチジルコリン、リゾホスファチジルセリン、もしくはリゾホスファチジ
ルスレオニンのラウロイル誘導体およびミリストイル誘導体、またはドデシルホスホコリ
ンのイミダゾール誘導体、ＮＰ－４０およびその誘導体、ＳＤＳおよびＳＬＳ、ならびに
それらの誘導体を使用して透過性にされ得る。標的細胞はまた、浸透圧ショックもしくは
高電圧電気パルスによって透過性にされ得る。
【０１１９】
　本発明の方法は、インビボもしくはエキソビボで行われ得る。エキソビボトランスフェ
クションについては、上記標的細胞は、被験体から、例えば、生検手順によって取り出さ
れる。適切なリガンドは、細胞表面レセプター（例えば、上記標的細胞によって発現され
る）の知見に基づいて選択される。上記標的細胞は、透過性にされ得、望ましい場合、外
因性核酸分子、リポソーム、リガンドおよびポリマー足場を含む組成物と接触させられる
。ここで上記リガンドは、細胞表面レセプターに結合し得る。次いで、上記トランスフェ
クトされた細胞は、被験体（一般に、上記細胞が本来得られた被験体）に移植され得る。
従って、本発明は、エキソビボ遺伝子治療を可能にする手段を提供する。
【０１２０】
　本発明の方法は、タンパク質（例えば、β－ガラクトシダーゼもしくはＫｒａｓ－２ｂ
）をコードする外因性核酸分子を、初代軟骨膜細胞にインビボもしくはエキソビボで導入
することによって例示される。一局面において、約７０％以上という高トランスフェクシ
ョン効率が得られる。本発明はまた、上記外因性核酸分子を含む本発明の組成物を、被験
体における所望の部位に直接注射することによる、外因性核酸分子をインビボで標的細胞
に導入するための方法を提供する。例えば、本発明の組成物は、骨軟骨欠損を有する膝関
節の関節領域に直接注射され得、望ましいああ胃、細胞透過化因子もまた、投与され得る
。細胞は、リガンド－正に荷電したポリマー足場複合体につなげられる界面活性剤を使用
して、インビボで透過性にされ得る。上記細胞の透過化を生じる特異的酵素（例えば、ホ
スホリパーゼ）がまた、使用され得る。上記膜を破壊する毒素はまた、上記細胞膜中に穴
を選択的に作り出すために使用され得る。上記インビボの方法は、外因性核酸分子が被験
体における特定の細胞に対して高いトランスフェクション効率をもたらすために有用であ
る得る。特に、上記選択された標的細胞が特有の細胞表面レセプターを発現する場合、上
記リガンドは、上記所望の標的細胞のみがトランスフェクトされるように、選択され得る
。従って、本発明の組成物および方法は、初代細胞への外因性核酸分子の高トランスフェ
クション効率のための手段を提供し、従って、インビボおよびエキソビボでの遺伝子治療
に有用である。
【０１２１】
　（ウイルス遺伝子治療）
　種々のウイルス送達ベクターを記載する参考文献は、当該分野で公知である。そのうち
のいくつかは、本明細書で引用されている。このようなベクターとしては、例えば、ウイ
ルスベクター（例えば、アデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ））、リポソームおよび他の脂質含
有複合体、ならびに宿主細胞へのポリヌクレオチドの送達を媒介し得る他の高分子複合体
が挙げられる。上記で記載され、かつ引用文献において記載されるように、ベクターはま
た、遺伝子送達および／もしくは遺伝子発現をさらに調節するか、または上記標的とされ
た細胞に有益な特性を別の方法で提供する他の成分もしくは機能性を含み得る。このよう
な他の成分としては、例えば、上記細胞への結合および標的化に影響を及ぼす成分（細胞
タイプもしくは組織特異的結合を媒介する成分を含む）；上記細胞による上記ベクター核
酸の取り込みに影響を及ぼす成分；取り込み後の上記細胞内の上記ポリヌクレオチドの位
置に影響を及ぼす成分（例えば、核局在化を媒介する薬剤）；および上記ポリヌクレオチ
ドの発現に影響を及ぼす成分が挙げられる。このような成分はまた、マーカー（例えば、
上記ベクターによって送達される上記核酸を取り込みかつ発現している細胞を検出するか
またはこの細胞について選択するために使用され得る、検出マーカーおよび／もしくは選
択マーカー）を含み得る。このような成分は、ベクターの天然の特徴（結合および取り込



(32) JP 2011-502162 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

みを媒介する成分もしくは機能を有する特定のウイルスベクターの使用）として提供され
得るか、またはベクターは、このような機能性を提供するために改変され得る。選択マー
カーは、陽性であってもよいし、陰性であってよいし、二機能性であってもよい。陽性選
択マーカーは、上記マーカーを有する細胞についての選択を可能にするのに対して、陰性
選択マーカーは、上記マーカーを有する細胞が、選択的に排除されることを可能にする。
種々のこのようなマーカー遺伝子が記載されてきた（以下を含む：二機能性（すなわち、
陽性／陰性）マーカー（例えば、Ｌｕｐｔｏｎ，Ｓ．，ＷＯ　９２／０８７９６（１９９
２年５月２９日公開）；およびＬｕｐｔｏｎ，Ｓ．，ＷＯ　９４／２８１４３（１９９４
年１２月８日公開）を参照のこと）。このようなマーカー遺伝子は、遺伝子治療の状況に
おいて有利であり得るさらなる制御尺度を提供し得る。非常に種々のこのようなベクター
が当該分野で公知であり、一般に、利用可能である（例えば、上記で引用される種々の文
献を参照のこと）。
【０１２２】
　本発明の方法において使用され得るアデノウイルスベクターおよび他のウイルスベクタ
ーを記載しているさらなる文献としては、以下が挙げられる：Ｈｏｒｗｉｔｚ，Ｍ．Ｓ．
，Ａｄｅｎｏｖｉｒｉｄａｅ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ，ｉｎ　Ｆ
ｉｅｌｄｓ，Ｂ．ら（編）　Ｖｉｒｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．２，Ｒａｖｅｎ　Ｐｒｅｓｓ　
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ｐｐ．１６７９－１７２１，１９９０）；Ｇｒａｈａｍ，Ｆ．ら，ｐ
ｐ．１０９－１２８　ｉｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｙ，Ｖｏｌ．７：Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｎｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌｓ，Ｍｕｒｒａｙ，Ｅ．（編），Ｈｕｍａｎａ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｌｉｆｔｏｎ
，Ｎ．Ｊ．（１９９１）；Ｍｉｌｌｅｒ，Ｎ．ら，ＦＡＳＥＢ　Ｊｏｕｒｎａｌ　９：１
９０－１９９，１９９５；Ｓｃｈｒｅｉｅｒ，Ｈ，Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ　Ａｃｔ
ａ　Ｈｅｌｖｅｔｉａｅ　６８：１４５－１５９，１９９４；Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ　ａｎ
ｄ　Ｆｒｅｎｃｈ，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　８８：１９３７－１９４２，１９９３；Ｃ
ｕｒｉｅｌ　Ｄ．Ｔ．ら，Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　３：１４７－１５４
，１９９２；Ｇｒａｈａｍ，Ｆ．Ｌ．ら，ＷＯ　９５／００６５５（５　Ｊａｎｕａｒｙ
　１９９５）；Ｆａｌｃｋ－Ｐｅｄｅｒｓｅｎ，Ｅ．Ｓ．，ＷＯ　９５／１６７７２（２
２　Ｊｕｎｅ　１９９５）；Ｄｅｎｅｆｌｅ，Ｐ．ら，ＷＯ　９５／２３８６７（８　Ｓ
ｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９５）；Ｈａｄｄａｄａ，Ｈ．ら，ＷＯ　９４／２６９１４（２
４　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１９９４）；Ｐｅｒｒｉｃａｕｄｅｔ，Ｍ．ら，ＷＯ　９５／０
２６９７（２６　Ｊａｎｕａｒｙ　１９９５）；Ｚｈａｎｇ，Ｗ．，ら，ＷＯ　９５／２
５０７１（１２　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９５）。種々のアデノウイルスプラスミドはまた
、市販の供給源から入手可能である（例えば、Ｍｉｃｒｏｂｉｘ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ
　ｏｆ　Ｔｏｒｏｎｔｏ，Ｏｎｔａｒｉｏ（例えば、Ｍｉｃｒｏｂｉｘ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｈｅｅｔ：Ｐｌａｓｍｉｄｓ　ｆｏｒ　Ａｄｅｎｏｖｉｒ
ｕｓ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，１９９６を参照のこと）を含む）。
【０１２３】
　本発明の方法において使用され得るＡＡＶベクターを記載しているさらなる文献として
は、以下が挙げられる：Ｃａｒｔｅｒ，Ｂ．，Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐａｒｖｏｖｉ
ｒｕｓｅｓ，ｖｏｌ．Ｉ，ｐｐ．１６９－２２８，１９９０；Ｂｅｒｎｓ，Ｖｉｒｏｌｏ
ｇｙ，ｐｐ．１７４３－１７６４（Ｒａｖｅｎ　Ｐｒｅｓｓ　１９９０）；Ｃａｒｔｅｒ
，Ｂ．，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．，３：５３３－５３９，１９９２
；Ｍｕｚｙｃｚｋａ，Ｎ．，Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ
ｏｇｙ　ａｎｄ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，１５８：９２－１２９，１９９２；Ｆｌｏｔｔ
ｅ，Ｔ．Ｒ．ら，Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｓｐｉｒ．Ｃｅｌｌ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．７：３４９－
３５６，１９９２；Ｃｈａｔｔｅｒｊｅｅら，Ａｎｎ．ＮＹ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，７７
０：７９－９０，１９９５；Ｆｌｏｔｔｅ，Ｔ．Ｒ．ら，ＷＯ　９５／１３３６５（１８
　Ｍａｙ　１９９５）；Ｔｒｅｍｐｅ，Ｊ．Ｐ．ら，ＷＯ　９５／１３３９２（１８　Ｍ
ａｙ　１９９５）；Ｋｏｔｉｎ，Ｒ．，Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ，５：７
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９３－８０１，１９９４；Ｆｌｏｔｔｅ，Ｔ．Ｒ．，ら，Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　２
：３５７－３６２，１９９５；Ａｌｌｅｎ，Ｊ．Ｍ．，ＷＯ　９６／１７９４７（１３　
Ｊｕｎｅ　１９９６）；およびＤｕら，Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　３：２５４－２６１
，１９９６。
【０１２４】
　本発明の方法において使用され得る非ウイルスベクターを記載しているさらなる文献と
しては、以下が挙げられる：Ｌｅｄｌｅｙ，ＦＤ，Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐ
ｙ　６：１１２９－１１４４，１９９５；Ｍｉｌｌｅｒ，Ｎ．ら，ＦＡＳＥＢ　Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　９：１９０－１９９，１９９５；Ｃｈｏｎｎ，Ａ．ら，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．ｉ
ｎ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．６：６９８－７０８，１９９５；Ｓｃｈｏｆｉｅｌｄ，ＪＰ，ら，
Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｍｅｄ．Ｂｕｌｌ．５１：５６－７１，１９９５；Ｂｒｉｇｈａｍ，Ｋ
．Ｌ．ら，Ｊ．Ｌｉｐｏｓｏｍｅ　Ｒｅｓ．３：３１－４９，１９９３；Ｂｒｉｇｈａｍ
，Ｋ．Ｌ．，ＷＯ　９１／０６３０９（１６　Ｍａｙ　１９９１）；Ｆｅｌｇｎｅｒ，Ｐ
．Ｌ．ら，　ＷＯ　９１／１７４２４（１４　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１９９１）；Ｓｏｌｏ
ｄｉｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３４：１３５３７－１３５４４，１９９５；ＷＯ
　９３／１９７６８（１４　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９３）；Ｄｅｂｓら，ＷＯ　９３／２
５６７３；Ｆｅｌｇｎｅｒ，Ｐ．Ｌ．ら，米国特許第５，２６４，６１８号（Ｎｏｖｅｍ
ｂｅｒ　２３，　１９９３）；Ｅｐａｎｄ，Ｒ．Ｍ．ら，米国特許第５，２８３，１８５
号（Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１，１９９４）；Ｇｅｂｅｙｅｈｕら，米国特許第５，３３４，
７６１号（Ａｕｇｕｓｔ　２，１９９４）；Ｆｅｌｇｎｅｒ，Ｐ．Ｌ．ら，米国特許第５
，４５９，１２７号（Ｏｃｔｏｂｅｒ　１７，１９９５）；Ｏｖｅｒｅｌｌ，Ｒ．Ｗ．ら
，ＷＯ　９５／２８４９４（２６　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９５）；Ｊｅｓｓｅｅ，ＷＯ　
９５／０２６９８（２６　Ｊａｎｕａｒｙ　１９９５）；Ｈａｃｅｓ　ａｎｄ　Ｃｉｃｃ
ａｒｏｎｅ，ＷＯ　９５／１７３７３（２９　Ｊｕｎｅ　１９９５）；Ｌｉｎら，ＷＯ　
９６／０１８４０（２５　Ｊａｎｕａｒｙ　１９９６）。
【０１２５】
　上記関節の組織へのＫｒａｓ－２ｂのベクター媒介性遺伝子送達を例示する目的で、ア
デノウイルスベクターは、ＭｃＧｒｏｒｙ　ＷＪら，Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　１６３：６１４
－６１７，１９８８に記載されるように、救出組換え技術（ｒｅｓｃｕｅ　ｒｅｃｏｍｂ
ｉｎａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）によって構築され得る。簡潔には、上記目的の導
入遺伝子は、プロモーター、ポリリンカー、およびＥ１Ａ／Ｅ１Ｂ遺伝子が欠失された部
分隣接アデノウイルス配列を含むシャトルベクターにクローニングされる。
【０１２６】
　例示的なシャトルベクターとしては、例えば、上記ヒトアデノウイルス５ゲノムの左側
末端の一部をコードするが、ウイルス複製に必須なＥ１Ａ配列およびＥ１Ｂ配列を含む初
期タンパク質領域を欠いているプラスミド「ｐＡＣ１」（Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　１６３：６
１４－６１７，１９８８）（もしくはアナログ）；およびポリリンカー、ＣＭＶプロモー
ター、およびＥ１Ａ／Ｅ１Ｂ遺伝子が欠失された部分アデノウイルス配列が隣接したＳＶ
４０ポリアデニル化シグナルを含むプラスミド「ＡＣＣＭＶＰＬＰＡ」（Ｊ　Ｂｉｏｌ　
Ｃｈｅｍ　２６７：２５１２９－２５１３４，１９９２）が挙げられる。プラスミド（例
えば、ｐＡＣ１もしくはＡＣＣＭＶＰＬＡ）の使用は、従って、クローニングプロセスを
容易にし得る。
【０１２７】
　次いで、上記シャトルベクターは、全ヒトアデノウイルス５ゲノムを含むプラスミド（
しかし、被包されるには大きすぎる長さを有する）とともに、適切な宿主細胞（例えば、
ヒト２９３細胞）へと同時トランスフェクトされ得る。同時トランスフェクションは、リ
ン酸カルシウム沈降もしくはリポフェクションによって行われ得る（例えば、Ｂｉｏｔｅ
ｃｈｎｉｑｕｅｓ　１５：８６８－８７２，１９９３を参照のこと）。
【０１２８】
　同時トランスフェクションのための例示的なプラスミドとして、プラスミド「ＪＭ１７
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」は、全ヒトアデノウイルス５ゲノム＋ベクターｐＢＲ３２２の一部をコードし、アンピ
シリン耐性の遺伝子（４．３ｋｂ）を含む（Ｇｉｏｒｄａｎｏら　Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄ
ｉｃｉｎｅ　２：５３４－５３９，１９９６）。ＪＭ１７は、成熟ウイルス粒子を作製す
るために必須の上記アデノウイルスタンパク質の全てをコードするが、これは、被包され
るには大きすぎる（野生型の３６ｋｂに対して４０ｋｂ）。
【０１２９】
　同時トランスフェクトされた細胞の小さな部分集合において、「救出組換え」は、導入
遺伝子含有シャトルベクター（例えば、プラスミドｐＡＣ１）と、全アデノウイルス５ゲ
ノムを有するプラスミド（例えば、プラスミドｐＪＭ１７）（これは、上記目的の導入遺
伝子を、欠失されたＥ１Ａ／Ｅ１Ｂ配列の代わりに含み、かつ組換えの間にさらなる配列
（例えば、ｐＢＲ３２２配列）を二次的に失い、それによって、被包されるに十分小さい
組換えゲノムを生成する）との間で起こる（例えば、Ｇｉｏｒｄａｎｏら　Ｎａｔｕｒｅ
　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　２：５３４－５３９，１９９６を参照のこと）。アデノウイルスＨ
ＣＭＶＳＰ１ｌａｃＺ中の上記ＣＭＶ駆動β－ガラクトシダーゼ遺伝子（Ｎａｔｕｒｅ　
Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　２：５３４－５３９，１９９６）は、Ｘ－ｇａｌ処理を使用して、遺
伝子移入の効率を評価するために使用され得る。
【０１３０】
　インビボ遺伝子治療に適した種々の他のベクターはまた、本発明に遵ってＫｒａｓ－２
ｂ導入遺伝子を送達するために容易に使用され得る。このような他のベクターとしては、
例えば、アデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）ベクター；非ウイルス性のタンパク質ベースの送
達プラットフォーム）；ならびに脂質ベースのベクター（例えば、カチオン性リポソーム
および類似の遺伝子送達複合体が挙げられる）のような他のウイルスベクターが挙げられ
る。これらおよび他のベクターの調製および使用は、当該分野で記載されている（例えば
、上記で引用された遺伝子送達ベクターに関する文献を参照のこと）。
【０１３１】
　本発明は、哺乳動物の関節への上記導入遺伝子の送達によってのみならず、例えば、特
定の宿主細胞もしくは宿主細胞タイプ（例えば、軟骨膜）の遺伝子送達および／もしくは
遺伝子発現を標的とする傾向がある特徴を有する標的化ベクター構築物の使用によっても
、細胞標的化の使用を企図する。このような標的化ベクター構築物は、従って、以下によ
り詳細にかつ公開された技術において記載されるように、標的化送達ベクターおよび／も
しくは標的化ベクターを含む。送達および／もしくは発現の制限は、遺伝子治療の潜在的
効果にさらに焦点を合わせる手段として有益であり得る。さらなる送達／発現の制限の潜
在的な有用性は、使用されているベクターのタイプおよびこのようなベクターの導入の方
法および位置に、大部分依存する。本明細書で記載されるように、上記関節への滑膜内注
射を介する得区ターの送達は、本質的に、高度に標的化された遺伝子送達を提供すること
が観察された（以下の実施例を参照のこと）。さらに、上記宿主細胞のレプリコンへの導
入遺伝子組み込みを生じないベクター（例えば、アデノウイルスおよび多くの他のベクタ
ー）を使用して、軟骨膜細胞は、比較的長い導入遺伝子発現を示すことが予測される。な
ぜなら、特定の細胞（例えば、軟骨細胞（ｃｈｒｏｎｄｒｏｃｙｔｅ）が迅速なターンオ
ーバーを経験しないからである。対照的に、より迅速に分裂している細胞における発現は
、細胞分裂およびターンオーバーによって減少する傾向にある。しかし、送達および／も
しくは発現を制限する他の手段はまた、本明細書で記載されるように、例示された送達方
法に加えて、もしくはこの方法の代わりに使用され得る。
【０１３２】
　標的化された送達ベクターとしては、例えば、表面成分（例えば、リガンド－レセプタ
ー対のメンバー、そのうちの他方は、宿主細胞上で標的化されることが見いだされる）ま
たは特定の宿主細胞もしくは宿主細胞タイプへの優先的な結合および／もしくは遺伝子送
達を媒介する他の特徴を有するベクター（例えば、ウイルス、非ウイルスタンパク質ベー
スのベクター、および脂質ベースのベクター）が挙げられる。当該分野で公知であるよう
に、ウイルスベクター起源および非ウイルスベクター起源の両方の多くのベクターは、こ



(35) JP 2011-502162 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

のような優先的な結合を容易にする本来の特性を有し、そして／または優先的な標的化を
もたらすために改変された（例えば、Ｍｉｌｌｅｒ，Ｎ．ら，ＦＡＳＥＢ　Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　９：１９０－１９９，１９９５；Ｃｈｏｎｎ，Ａ．ら，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．ｉｎ　
Ｂｉｏｔｅｃｈ．６：６９８－７０８，１９９５；Ｓｃｈｏｆｉｅｌｄ，ＪＰら，Ｂｒｉ
ｔｉｓｈ　Ｍｅｄ．Ｂｕｌｌ．５１：５６－７１，１９９５；Ｓｃｈｒｅｉｅｒ，Ｈ，Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａ　Ａｃｔａ　Ｈｅｌｖｅｔｉａｅ　６８：１４５－１５９，１
９９４；Ｌｅｄｌｅｙ，ＦＤ，Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　６：１１２９－
１１４４，１９９５；Ｃｏｎａｒｙ，Ｊ．Ｔ．ら，ＷＯ　９５／３４６４７（２１　Ｄｅ
ｃｅｍｂｅｒ　１９９５）；Ｏｖｅｒｅｌｌ，Ｒ．Ｗ．ら，ＷＯ　９５／２８４９４（２
６　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９５）；およびＴｒｕｏｎｇ，Ｖ．Ｌ．ら，ＷＯ　９６／００
２９５（４　Ｊａｎｕａｒｙ　１９９６）を参照のこと）。
【０１３３】
　標的化ベクターとしては、ベクター（例えば、ウイルス、非ウイルスタンパク質ベース
のベクターおよび脂質ベースのベクター）が挙げられ、ここで送達は、特定の宿主細胞も
しくは宿主細胞タイプに比較的制限される導入遺伝子発現を生じる。例えば、本発明に遵
って送達されるべきＫｒａｓ－２ｂ導入遺伝子は、異種組織特異的プロモーターに作動可
能に連結され得、それによってその特定の組織における細胞に発現を制限する。
【０１３４】
　組換えウイルスベクター（例えば、アデノウイルスベクター）は、本発明に遵ってプラ
ーク精製され得る。例えば、組換えアデノウイルスウイルスベクターは、約１０１０～１
０１２ウイルス粒子／ｍｌの好ましい範囲の力価へとヒト２９３細胞において増殖させら
れ得る（これは、トランスでＥ１ＡおよびＥ１Ｂ機能を提供する）。
【０１３５】
　増殖技術および精製技術は、本発明とともに使用され得る種々のウイルスベクターにつ
いて記載されてきた。アデノウイルスベクターが本明細書で例示されるが、他のウイルス
ベクター（例えば、ＡＡＶ）はまた、使用され得る。アデノウイルスについて、細胞に、
約８０％コンフルエントで感染させ得、４８時間後に採取され得る。３回の凍結－融解サ
イクルの後に、細胞砕片は、遠心分離によって集められ得、上記ウイルスは、ＣｓＣｌ勾
配超遠心分離によって精製され得る（二重ＣｓＣｌ勾配超遠心分離が好ましい）。
【０１３６】
　インビボ注射の前に、上記ウイルスストックは、セファロースカラム（例えば、Ｇ２５
セファデックス）を介してゲル濾過によって脱塩され得る。次いで、上記生成物は、３０
ミクロンフィルタを通して濾過され得、それによって、濾過されていないウイルスの注射
と関連する有害な効果についての可能性を低下させ得る。上記得られたウイルスストック
は、好ましくは、少なくとも約１０１０～１０１２ウイルス粒子／ｍｌである最終ウイル
ス力価を有する。
【０１３７】
　好ましくは、上記組換えアデノウイルスは、高度に精製され、野生型（潜在的に複製可
能な）ウイルスを実質的に含まない。これらの理由が原因で、増殖および精製は、夾雑物
および野生型ウイルスを、例えば、適切なプライマーを使用して、ＰＣＲで成功裏の組換
えを同定し、２ラウンドのプラーク精製、および二重ＣｓＣｌ勾配超遠心分離を行うこと
によって排除するために行われ得る。
【０１３８】
　Ｋｒａｓ－２ｂ導入遺伝子を有するベクターを送達するために使用される手段および組
成物は、当該分野で周知であるように、使用される特定のベクターに依存する。しかし、
代表的には、ベクターは、例えば、薬学的に受容可能なキャリア／希釈剤（例えば、生理
食塩水）を含む注射用調製物の形態で存在し得る。
【０１３９】
　ウイルスベクター（例えば、アデノウイルス）については、上記注射用調製物における
ウイルスの最終力価は、好ましくは、約１０７～１０１３ウイルス粒子の範囲であり、こ
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れは、有効な遺伝子移入を可能にする。他の薬学的キャリア、処方物および投与は、以下
に記載される。
【０１４０】
　Ｋｒａｓ－２ｂ導入遺伝子を含むベクターは、上記導入遺伝子が発現されかつ治療的利
益を提供するに十分な量において、直接滑膜内注射によって上記関節に送達され得る。こ
のような注射は、好ましくは、上記関節の全ての領域に全体的な分布を提供するために、
上記滑膜腔深くに行われる。
【０１４１】
　（トランスジェニック非ヒト動物）
　本発明は、本発明の核酸構築物を含むトランスジェニック非ヒト動物を提供し、上記動
物は、プロモーターおよび／もしくはエンハンサーに作動可能に連結されたＫｒａｓ－２
ｂを発現する核酸を含む発現カセットもしくはベクターまたはトランスフェクトもしくは
形質転換された細胞を含む。本発明はまた、これらトランスジェニック非ヒト動物を作出
および使用するための方法を提供する。
【０１４２】
　上記トランスジェニック非ヒト動物は、本発明の核酸構築物を含む、例えば、マウス、
ラット、ウサギ、いぬ、ネコ、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ、ウマ、およびサルであり得る
。これら動物は、例えば、Ｋｒａｓ－２ｂ発現および活性のインビボモデルとして（例え
ば、Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子活性をインビボで活性化し得る化合物についてスクリーニング
するためのモデルとして）使用され得る。
【０１４３】
　上記トランスジェニック非ヒト動物において発現されるべき上記ポリペプチドのコード
配列は、構成性であるように設計され得るか、または組織特異的、発生特異的、もしくは
誘導性の転写調節因子の制御下であるように設計され得る。トランスジェニック非ヒト動
物は、当該分野で公知の任意の方法を使用して設計されかつ生成され得る；例えば、米国
特許第６，２１１，４２８号；同第６，１８７，９９２号；同第６，１５６，９５２号；
同第６，１１８，０４４号；同第６，１１１，１６６号；同第６，１０７，５４１号；同
第５，９５９，１７１号；同第５，９２２，８５４号；同第５，８９２，０７０号；同第
５，８８０，３２７号；同第５，８９１，６９８号；同第５，６３９，９４０号；同第５
，５７３，９３３号；同第５，３８７，７４２号；同第５，０８７，５７１号（形質転換
された細胞および卵、ならびにトランスジェニックマウス、ラット、ウサギ、ヒツジ、ブ
タおよびウシの作出および使用を記載している）を参照のこと。また、例えば、Ｐｏｌｌ
ｏｃｋ（１９９９）Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ　２３１：１４７－１５７（ト
ランスジェニック乳用動物（ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　ｄａｉｒｙ　ａｎｉｍａｌ）の乳汁
中で組換えタンパク質を生成することを記載している）；Ｂａｇｕｉｓｉ（１９９９）Ｎ
ａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．１７：４５６－４６１（トランスジェニックヤギの生産を
記載している）を参照のこと。米国特許第６，２１１，４２８号は、ＤＮＡ配列を含む核
酸構築物を脳において発現するトランスジェニック非ヒト哺乳動物の作出および使用を記
載している。米国特許第５，３８７，７４２号は、クローニングされた組換えもしくは合
成ＤＮＡ配列をマウス受精卵に注入し、，上記注入した卵を偽妊娠雌に移植し、トランス
ジェニックマウス（その細胞は、アルツハイマー病の病状に関連したタンパク質を発現す
る）を出産予定日まで成長させることを記載する。米国特許第６，１８７，９９２号は、
トランスジェニックマウス（そのゲノムは、アミロイド前駆タンパク質（ＡＰＰ）をコー
ドする遺伝子を含む）の作出および使用を記載する。
【０１４４】
　「ノックアウト動物」はまた、本発明の方法を実施するために使用され得る。例えば、
一局面において、本発明のトランスジェニック動物もしくは改変動物は、内因性遺伝子（
例えば、内因性Ｋｒａｓ－２ｂ遺伝子座もしくはその部分配列）を発現しないように操作
された「ノックアウト動物」（例えば、「ノックアウトマウス」）を含む。「ノックアウ
ト」とは、内因性プロモーターの相同組み換えによる欠失もしくは破壊によって、調製さ
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れ得る。相同組み換えおよび内因性配列の発現を変化させる（および「ノックアウトする
」）他の手段は、当該分野で周知であり、例えば、米国特許第５，４６４，７６４号；同
第５，６３１，１５３号；同第５，４８７，９９２号；同第５，６２７，０５９号、およ
び同第５，２７２，０７１号に記載されている。
【０１４５】
　（変形性関節症の動物モデル）
　ヒトに適用可能である任意の変形性関節症遺伝子治療技術を開発するための重要な必要
条件は、以下のとおりである：（ａ）臨床的関節変性に適用可能であり、かつ変形性関節
症の状況において変化したＫｒａｓ－２ｂシグナル伝達についての機構に関する有用なデ
ータを提供し得る、大きな動物モデルの構築、ならびに（ｂ）遺伝子移入の効果の正確な
評価。
【０１４６】
　変形性関節症の当該分野で認識されたウサギモデルが、本明細書で使用される。実験室
において、ＯＡは、前十字靭帯を横に切開すること（ＡＣＬＴ）によって、ウサギにおい
て首尾良くモデル構築した。多くの独立した研究は、ウサギにおいて実験的に誘導したＯ
Ａが、ヒトにおけるように、同じ病理的進行を示すことを示した。上記ＡＣＬＴモデルは
、徐々に分解して、軟骨マトリクスの持続しかつ増大する病変、軟骨ＧＡＧの減少および
軟骨高さの減少（４～１２週間で始まる）を示す。この軟骨分解は、徐々に悪化し、ＡＣ
ＬＴ後の１２週までに、軟骨層の完全な病巣状の減少（ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｆｏｃａｌ　
ｄｅｐｌｅｔｉｏｎ）を生じる。軟骨下骨密度および骨増殖体形成に対する影響はまた、
ヒトＯＡにおいて観察されるものと似ている（Ｔａｋａｈａｓｈｉら（１９９９）Ｏｓｔ
ｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｃａｒｔｉｌａｇｅ，７：１８２－１９０；Ｓｅｔｔ
ｏｎら，（１９９９）Ｏｓｔｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｃａｒｔｉｌａｇｅ，７
：２－１４；Ｇｏｏｍｅｒら，（２００５）Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｐ．Ｒｅｌ．Ｒｅｓ．
，４３４：２３９－２４５）。
【０１４７】
　ウサギを用いた本発明者らの研究（以下により詳細に記載され、例示される）は、軟骨
膜へのＫｒａｓ－２ｂインビボ送達の過剰発現が、ヒトにおける変形性関節症を予測する
動物モデルにおける軟骨の分解を予防し得ることを実証する。
【０１４８】
　（キットおよびライブラリー）
　本発明は、本発明の組成物および方法を含むキットを提供し、上記キットは、異種Ｋｒ
ａｓ－２ｂ発現ビヒクルを含む細胞、トランスフェクト薬剤、形質導入薬剤、説明書（本
発明の方法に関する）、もしくはこれらの任意の組み合わせを含む。よって、キット、細
胞、ベクターなどは、本明細書で提供される。
【０１４９】
　（薬学的組成物）
　本発明は、Ｋｒａｓ－２ｂ発現核酸（例えば、ベクター、ウイルスなど）および薬学的
に受容可能な賦形剤を含む薬学的組成物を提供する。本発明は、Ｋｒａｓ－２ｂタンパク
質もしくはＫｒａｓ－２ｂを発現する核酸を含む非経口処方物を提供する。本発明は、関
節において軟骨分解を予防するか、または関節における軟骨形成を正常化するための方法
を提供し、上記方法は、Ｋｒａｓ－２ｂ発現核酸を含む薬学的組成物を提供する工程；お
よび有効量の薬学的組成物を必要な被験体に投与する工程を包含する。本発明の特定の局
面において、上記処置の必要な被験体は、変形性関節症を発症したか、発症しつつあるか
、または発症するリスクがある。
【０１５０】
　これら方法は、インビボ、エキソビボ、もしくはインビトロで実施され得る。
【０１５１】
　本発明の方法において使用される薬学的組成物は、当該分野で公知の任意の手段によっ
て、例えば、非経口的に、局所的に、経口的に、または局所投与によって（例えば、エア
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ロゾルによってもしくは経皮的に）投与され得る。一局面において、上記薬学的組成物は
、上記関節の滑膜腔へと投与される。上記薬学的組成物は、任意の方法で処方され得、疾
患の状態および病気の程度、各患者の全身の医学的状態、結果的に好ましい投与方法など
に依存して、種々の単位投与形態において投与され得る。処方および投与の技術に関する
詳細は、科学文献および特許文献に十分に記載されており、例えば、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ
’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍａａｃｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈ
ｉｎｇ　Ｃｏ，Ｅａｓｔｏｎ　ＰＡ（「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ」）の最新版を参照のこ
と。
【０１５２】
　薬学的処方物は、医薬の製造について当該分野で公知の任意の方法に従って調製され得
る。このような薬物は、甘味剤、矯味矯臭剤、着色剤および保存剤を含み得る。処方物は
、製造に適した非毒性の薬学的に受容可能な賦形剤と混合され得る。処方物は、１種以上
の希釈剤、乳化剤、保存剤、緩衝化剤、賦形剤などを含み得、そして液体、散剤、エマル
ジョン、凍結乾燥散剤、スプレー、クリーム剤、ローション剤、制御された放出処方物、
錠剤、丸剤、ゲルとして、パッチ上で、移植物中などのような形態で提供され得る。
【０１５３】
　経口投与のための薬学的処方物は、適当なかつ適切な投与量で、当該分野で周知の薬学
的に受容可能なキャリアを使用して、処方され得る。このようなキャリアは、上記医薬が
、上記患者による接種に適切な、錠剤、丸剤、散剤、糖衣錠、カプセル剤、液体、ロゼン
ジ、ゲル、シロップ剤、スラリー、懸濁物などとして単位投与形態で処方されることを可
能にする。経口的使用のための薬学的調製物は、固体の賦形剤として処方され得、必要に
応じて、得られた混合物をすりつぶし、適切なさらなる化合物を添加した後に、上記顆粒
の混合物を処理し、望ましい場合、錠剤もしくは糖衣錠のコアを得る。適切な固体の賦形
剤は、炭水化物もしくはタンパク質充填剤であり、これらとしては、例えば、糖（ラクト
ース、スクロース、マンニトール、もしくはソルビトールが挙げられる）；トウモロコシ
、小麦、米、ジャガイモ、もしくは他の植物由来のデンプン；セルロース（例えば、メチ
ルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル－セルロース、もしくはカルボキシ－メチルセ
ルロースナトリウム）；およびガム（アラビアガムおよびトラガカントガムが挙げられる
）；ならびにタンパク質（例えば、ゼラチンおよびコラーゲン）が挙げられる。崩壊剤も
しくは可溶化剤が添加され得る（例えば、架橋されたポリビニルピロリドン、寒天、アル
ギン酸、もしくはこれらの塩（例えば、アルギン酸ナトリウム））。
【０１５４】
　適切なコーティング（例えば、濃縮糖溶液）を有する糖衣錠コアは、アラビアガム、タ
ルク、ポリビニルピロリドン、カルボポルゲル、ポリエチレングリコール、および／もし
くは二酸化チタン、ラッカー溶液、および適切な有機溶媒もしくは溶媒混合物もまた含み
得る。染料もしくは顔料は、生成物同定のために、または活性化合物の量（すなわち、投
与量）を特徴付けるために上記錠剤もしくは糖衣錠コーティングに添加され得る。本発明
の薬学的調製物はまた、例えば、ゼラチンから作製されるプッシュフィットカプセル剤（
ｐｕｓｈ－ｆｉｔ　ｃａｐｓｕｌｅ）、およびゼラチンおよびコーティング（例えば、グ
リセロールもしくはソルビトール）から作製される軟質の密封されたカプセル剤を使用し
て、経口的に使用され得る。プッシュフィットカプセル剤は、充填剤もしくは結合剤（例
えば、ラクトースもしくはスターチ）、滑沢剤（例えば、タルクもしくはステアリン酸マ
グネシウム）、および必要に応じて安定化剤と混合された活性薬剤を含み得る。軟質カプ
セル剤において、上記活性薬剤は、適切な液体（例えば、脂肪油、流動パラフィン、もし
くは安定化剤ありもしくはなしの液体ポリエチレングリコール）中に溶解され得るか、ま
たは懸濁され得る。
【０１５５】
　水性の懸濁物は、水性懸濁物の製造に適した賦形剤と混合して、活性薬剤（例えば、本
発明のキメラポリペプチドもしくはペプチド模倣物）を含み得る。このような賦形剤とし
ては、懸濁剤（例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ヒ
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ドロキシプロピルメチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、ト
ラガカントガムおよびアカシアガム、ならびに分散剤もしくは湿潤剤（例えば、天然に存
在するホスファチド（例えば、レシチン））、アルキレンオキシドと脂肪酸（例えば、ス
テアリン酸ポリオキシエチレン）の縮合生成物、エチレンオキシドと長鎖脂肪アルコール
との縮合生成物（例えば、ヘプタデカエチレンオキシセタノール）、エチレンオキシドと
、脂肪酸とヘキシトールから得られる部分エステルの縮合生成物（例えば、ポリオキシエ
チレンソルビトールモノオレエート）、またはエチレンオキシドと、脂肪酸とヘキシトー
ル無水物とから得られる部分エステル（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレ
エート）が挙げられる。上記水性懸濁物はまた、１種以上の保存剤（例えば、ｐ－ヒドロ
キシ安息香酸エチルもしくはｐ－ヒドロキシ安息香酸ｎ－プロピル）、１種以上の着色剤
、１種以上の矯味矯臭剤、および１種以上の甘味剤（例えば、スクロース、アスパルテー
ムもしくはサッカリン）を含み得る。処方物は、容量オスモル濃度のために調節され得る
。
【０１５６】
　オイルベースの医薬は、本発明の疎水性活性薬剤の投与に特に有用である。油ベースの
懸濁物は、活性薬剤（例えば、本発明のキメラ組成物）を植物性油（例えば、落花生油、
オリーブ油、ごま油もしくは椰子油）中に；もしくは鉱油（例えば、流動パラフィン）中
に；またはこれらの混合物中に懸濁することによって、処方され得る。例えば、バイオア
ベイラビリティーを増大させ、経口投与される疎水性薬学的化合物の個体内もしくは個体
間の変動性を低下させるために、精油もしくは精油成分を使用することをキサしている米
国特許第５，７１６，９２８号を参照のこと（米国特許第５，８５８，４０１号もまた参
照のこと）。油性懸濁物は、濃化剤（例えば、蜜蝋、固形パラフィンもしくはセチルアル
コール）を含み得る。甘味剤は、口に合う傾向調製物を提供するために添加され得る（例
えば、グリセロール、ソルビトールもしくはスクロース）。これら処方物は、抗酸化剤（
例えば、アスコルビン酸）の添加によって保存され得る。注射可能な油ビヒクルの例とし
ては、Ｍｉｎｔｏ（１９９７）Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．Ｅｘｐ．Ｔｈｅｒ．２８１：９
３－１０２を参照のこと。本発明の薬学的処方物はまた、水中油型エマルジョンの形態で
存在し得る。その油相は、上記に記載されるような植物性油もしくは鉱油、またはこれら
の混合物であり得る。適切な乳化剤としては、天然に存在するガム（例えば、アカシアガ
ムおよびトラガカントガム）、天然に存在するホスファチド（例えば、大豆レシチン）、
脂肪酸とヘキシトール無水物とから得られるエステルもしくは部分エステル（例えば、ソ
ルビタンモノオレエート）、およびこれら部分エステルとエチレンオキシドとの縮合生成
物（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート）が挙げられる。上記エマル
ジョンはまた、シロップ剤およびエリキシル剤の処方と同様に、甘味剤および矯味矯臭剤
を含み得る。このような処方物はまた、粘滑剤、保存剤、もしくは着色剤を含み得る。
【０１５７】
　本発明の薬学的組成物は、前出に記載されるような透過化因子とともに処方され得るか
、そして／または透過化因子とともに投与され得る。「～とともに」とは、上記核酸が、
上記透過化因子の前に、それと同時に、もしくはその後に投与されることを意味する。
【０１５８】
　本発明の方法において、上記薬学的化合物はまた、鼻内、眼内および膣内経路によって
投与され得、坐剤、吸入、散剤およびエアロゾル処方物を含む（ステロイド吸入剤の例に
ついては、Ｒｏｈａｔａｇｉ（１９９５）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．３５：１
１８７－１１９３；Ｔｊｗａ（１９９５）Ａｎｎ．Ａｌｌｅｒｇｙ　Ａｓｔｈｍａ　Ｉｍ
ｍｕｎｏｌ．７５：１０７－１１１を参照のこと。坐剤処方物は、上記薬物と、通常の温
度で個体であるが、体温では液体であり、従って、身体中で溶けて、上記薬物を放出する
適切な非刺激性賦形剤とを混合することによって、調製され得る。このような物質は、カ
カオ脂およびポリエチレングリコールである。
【０１５９】
　本発明の方法において、上記薬学的化合物は、経皮的に、局所経路によって送達され得
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、アプリケータースティック、液剤、懸濁物、エマルジョン、ゲル、クリーム剤、軟膏、
パスタ剤、ゼリー剤、塗布物（ｐａｉｎｔ）、散剤、およびエアロゾルとして処方され得
る。
【０１６０】
　本発明の方法において、上記薬学的化合物はまた、身体における徐放のためのマイクロ
スフェアとして送達され得る。例えば、マイクロスフェアは、皮下でゆっくりと放出する
薬物の経皮的注射を介して（Ｒａｏ（１９９５）Ｊ．Ｂｉｏｍａｔｅｒ　Ｓｃｉ．Ｐｏｌ
ｙｍ．Ｅｄ．７：６２３－６４５を参照のこと）；生分解性および注射可能なゲル処方物
として（例えば、Ｇａｏ（１９９５）Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．１２：８５７－８６３（１９
９５）を参照のこと）；または経口投与のためのマイクロスフェアとして（例えば、Ｅｙ
ｌｅｓ（１９９７）Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．４９：６６９－６７４を参照
のこと）投与され得る。
【０１６１】
　本発明の方法において、上記薬学的化合物は、非経口的に（例えば、静脈内（ＩＶ）投
与または身体腔（例えば、上記滑膜腔）もしくは器官の内腔への投与によって）投与され
得る。これら処方物は、薬学的に受容可能なキャリア中に溶解される活性薬剤の溶液を含
み得る。使用され得る受容可能なビヒクルおよび溶媒は、水およびリンゲル溶液、等張性
塩化ナトリウムである。さらに、滅菌不揮性精油は、溶媒もしくは懸濁媒体として使用さ
れ得る。この目的のために、任意の穏やかな不揮発性油が、合成のモノグリセリドもしく
はジグリセリドを含め、使用され得る。
【０１６２】
　（試験分子および候補分子）
　上記Ｋｒａｓ－２ｂ（Ｋｒａｓ－４ｂと類義）（またはその上流もしくは下流のシグナ
ル伝達分子）核酸もしくはタンパク質は、上記核酸分子の生物学的活性を調節する候補分
子を同定するための１種以上の試験分子と接触させられ、しばしば、１０，０００ｇ／モ
ル以下の分子量を有する、およびときおり、５，０００ｇ／モル以下、１，０００ｇ／モ
ル以下、もしくは５００ｇ／モル以下の分子量を有する有機化合物もしくは無機化合物で
ある。また、上記化合物の塩、エステルおよび他の薬学的に受容可能な形態が含まれる。
核酸と相互作用する化合物は、当該分野で公知である（例えば、Ｈｕｒｌｅｙ，Ｎａｔｕ
ｒｅ　Ｒｅｖ．Ｃａｎｃｅｒ　２：１８８-２００（２００２）；Ａｎａｎｔｈａら，Ｂ
ｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｖｏｌ．３７，Ｎｏ．９：２７０９－２７１４（１９９８）；
およびＲｅｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３８：１６０６７－１６０７５（１９９９
）を参照のこと）。
【０１６３】
　化合物は、公知のコンビナトリアルライブラリー法（空間的にアドレス可能な並行固相
ライブラリーもしくは液相ライブラリー；デコンボルーションを要する合成ライブラリー
法；「１ビーズ１化合物（ｏｎｅ－ｂｅａｄ　ｏｎｅ－ｃｏｍｐｏｕｎｄ）」ライブラリ
ー法；およびアフィニティークロマトグラフィー選択を使用する合成ライブラリー法が挙
げられる）を使用して得られ得る。分子ライブラリーを合成するための方法の例は、例え
ば、ＤｅＷｉｔｔら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．９０：６９
０９（１９９３）；Ｅｒｂら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９１：
１１４２２（１９９４）；Ｚｕｃｋｅｒｍａｎｎら，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．３７：２６
７８（１９９４）；Ｃｈｏら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６１：１３０３（１９９３）；Ｃａｒ
ｒｅｌｌら，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．３３：２０５９（１９９
４）；Ｃａｒｅｌｌら，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．Ｅｎｇｌ．３３：２０６
１（１９９４）；およびＧａｌｌｏｐら，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．３７：１２３３（１９
９４）において記載されている。
【０１６４】
　有機化合物および無機化合物に加えて、分子は、ときおり、核酸、触媒性核酸（例えば
、リボザイム）、阻害性ＲＮＡ（ＲＮＡｉもしくはｓｉＲＮＡ）、ヌクレオチド、ヌクレ
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オチドアナログ、ポリペプチド、抗体、もしくはペプチド模倣物である。これら分子を作
製および使用するためのの方法は、公知である。例えば、リボザイムを作製およびリボザ
イム活性を評価するための方法は、記載されている（例えば、米国特許第５，０９３，２
４６号；同第４，９８７，０７１号；および同第５，１１６，７４２号；Ｈａｓｅｌｈｏ
ｆｆ　＆　Ｇｅｒｌａｃｈ，Ｎａｔｕｒｅ　３３４：５８５－５９１（１９８８）および
Ｂａｒｔｅｌ　＆　Ｓｚｏｓｔａｋ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６１：１４１１－１４１８（１
９９３）を参照のこと）。また、ｓｉＲＮＡを請求項市営するための方法は、公知であり
（例えば、Ｅｌｂａｓｈｉｒら，Ｍｅｔｈｏｄｓ　２６：１９９－２１３（２００２）お
よびｈｔｔｐアドレスｗｗｗ．ｄｈａｒｍａｃｏｎ．ｃｏｍを参照のこと）、ペプチド模
倣ライブラリーが、記載されている（例えば、Ｚｕｃｋｅｒｍａｎｎら，Ｊ．Ｍｅｄ．Ｃ
ｈｅｍ．３７：２６７８-２６８５ （１９９４）を参照のこと）。
【０１６５】
　特定の実施形態において、タンパク質もしくはその標的核酸配列の活性は、アンチセン
スポリヌクレオチドもしくは阻害性低分子核ＲＮＡ（ｓｎＲＮＡ）、すなわち、好ましく
は、コードｍＲＮＡ核酸配列に相補的でありかつ特異的にハイブリダイズし得る核酸（例
えば、ｍＲＮＡもしくはその部分配列）の使用によって、ダウンレギュレートされるか、
または完全に阻害される。上記ｍＲＮＡへの上記アンチセンスポリヌクレオチドの結合は
、上記ｍＲＮＡの翻訳および／もしくは安定性を低下させる。
【０１６６】
　本発明の状況において、アンチセンスポリヌクレオチドは、天然に存在するヌクレオチ
ド、または天然に存在するサブユニットもしくはそれらの近いホモログから形成される合
成種を含み得る。アンチセンスポリヌクレオチドはまた、改変された糖部分もしくは糖間
連結を有し得る。これらの中での典型は、当該分野での使用について公知である種を含む
ホスホロチオエートおよび他の硫黄含有種である。アナログは、本発明のヌクレオチドと
ハイブリダイズするに効率的にそれらが機能する限り、本発明によって包含される。例え
ば、Ｉｓｉｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，Ｃａｒｌｓｂａｄ，Ｃａｌｉｆ．；Ｓ
ｅｑｕｉｔｏｒ，Ｉｎｃ．，Ｎａｔｉｃｋ，Ｍａｓｓ．を参照のこと。
【０１６７】
　このようなアンチセンスポリヌクレオチドは、組換え手段を使用して容易に合成され得
るか、またはインビトロで合成され得る。このような合成の装置は、いくつかの業者（Ａ
ｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓが挙げられる）によって販売されている。他のオリ
ゴヌクレオチド（例えば、ホスホロチオエートおよびアルキル化誘導体）の調製はまた、
当業者に周知である。
【０１６８】
　アンチセンス分子は、本明細書で使用される場合、アンチセンスもしくはセンスオリゴ
ヌクレオチドを含む。センスオリゴヌクレオチドは、例えば、上記アンチセンス鎖への結
合によって転写をブロックするために使用され得る。上記アンチセンスオリゴヌクレオチ
ドおよびセンスオリゴヌクレオチドは、癌分子についての標的ｍＲＮＡ（センス）もしく
はＤＮＡ（アンチセンス）配列に結合し得る一本鎖核酸配列（ＲＮＡもしくはＤＮＡのい
ずれか）を含む。アンチセンスオリゴヌクレオチドもしくはセンスオリゴヌクレオチドは
、本発明に従って、一般に、少なくとも約１２ヌクレオチド、好ましくは、約１２～３０
ヌクレオチドのフラグメントを含み得る。アンチセンスオリゴヌクレオチドもしくはセン
スオリゴヌクレオチドを駆動する能力は、所定のタンパク質をコードするｃＤＮＡ配列に
基づいて、例えば、Ｓｔｅｉｎ　＆　Ｃｏｈｅｎ（Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．４８：２６５
９（１９８８）およびｖａｎ　ｄｅｒ　Ｋｒｏｌら（Ｂｉｏ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　６
：９５８（１９８８）において記載されている。
【０１６９】
　アンチセンスポリヌクレオチドに加えて、リボザイムは、タンパク質コードヌクレオチ
ド配列の転写を標的化しかつ阻害するために使用され得る。リボザイムは、他のＲＮＡ分
子を触媒的に切断するＲＮＡ分子である。異なる種のリボザイムが、記載されてきており
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、これらリボザイムとしては、グループＩリボザイム、ハンマーヘッドリボザイム、ヘア
ピンリボザイム、ＲＮａｓｅ　Ｐ、およびアクスヘッドリボザイム（ａｘｈｅａｄ　ｒｉ
ｂｏｚｙｍｅ）（異なるリボザイムの特性の一般的総説については、例えば、Ｃａｓｔａ
ｎｏｔｔｏら，Ａｄｖ．ｉｎ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ　２５：２８９－３１７（１９
９４）を参照のこと）が挙げられる。
【０１７０】
　ヘアピンリボザイムの一般的特徴は、例えば、Ｈａｍｐｅｌら，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．１８：２９９－３０４（１９９０）；欧州特許公開第０３６０２５７号；米国
特許第５，２５４，６７８号に記載されている。調製するための方法は、当業者に周知で
ある（例えば、ＷＯ　９４／２６８７７；Ｏｊｗａｎｇら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａ
ｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９０：６３４０－６３４４（１９９３）；Ｙａｍａｄａら，Ｈｕｍ
ａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　１：３９－４５（１９９４）；Ｌｅａｖｉｔｔら，Ｐ
ｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ　Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９２：６９９－７０３（１９９５）；Ｌ
ｅａｖｉｔｔら，Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　５：１１５１－１２０（１９
９４）；およびＹａｍａｄａら，Ｖｉｒｏｌｏｇｙ　２０５：１２１－１２６（１９９４
）を参照のこと）。
【０１７１】
　（候補分子の生物学的活性）
　ｋｒａｓ－２ｂヌクレオチドもしくはタンパク質もしくはエフェクターの生物学的活性
が、細胞、組織、もしくは生物において調節されるか否かを決定することは、インビトロ
アッセイもしくはインビボアッセイにおけるシグナルの調節をモニターすることによって
達成され得る。上記アッセイにおけるシグナルは、ときおり、例えば、上記核酸の転写、
上記核酸へのタンパク質の結合、上記核酸に組み込まれた蛍光団、または細胞増殖によっ
て生成もしくは調節される。転写は、例えば、ＲＮＡ転写物を直接検出することによって
、または転写物によって翻訳されるポリペプチドを検出することによって（これらは、当
該分野で公知の方法である）、検出され得る。
【０１７２】
　候補分子は、これらが、上記核酸の生物学的活性を調節するか否かを決定するために、
インビトロもしくはインビボアッセイにおいてスクリーニングされ得る。候補分子および
核酸は、上記候補分子が、上記核酸の生物学的活性を調節するか否かを決定するために、
任意の順序でアッセイシステムに添加され得る。例えば、候補分子は、ときおり、核酸が
添加される前に、それと同時に、もしくはその後に、アッセイ系に添加される。
【０１７３】
　これらアッセイにおいて、候補分子は、上記アッセイ系において上記核酸と接触させら
れ、ここで用語「接触」とは、候補分子を、核酸に対して近位に配置し、上記アッセイ成
分が、しばしば、核酸によって、互いに衝突することを可能にすることをいう。これらア
ッセイ成分と互いに接触させることは、例えば、アッセイ成分を流体本体にもしくは反応
容器中に、添加することによって達成され得る。上記系における成分は、種々の様式にお
いて（例えば、容器を振動させるか、容器をボルテックス生成装置に供するか、ピペット
で反復して混合するか、または１つのアッセイ成分を含む流体を、別のアッセイ成分が固
定化された表面に通過させることによって）混合され得る。
【０１７４】
　本明細書で使用される場合、用語「システム（系）」とは、上記アッセイ成分を受容す
る環境をいい、これらとしては、例えば、マイクロタイタープレート（例えば、９６ウェ
ルもしくは３８４ウェルプレート）、分子が固定化され、必要に応じてアレイ状に配向さ
れたケイ素チップ（例えば、米国特許第６，２６１，７７６号およびＦｏｄｏｒ，Ｎａｔ
ｕｒｅ　３６４：５５５－５５６（１９９３）を参照のこと）、および微小流体デバイス
（例えば、米国特許第６，４４０，７２２号；同第６，４２９，０２５号；同第６，３７
９，９７４号；および同第６，３１６，７８１号を参照のこと）が挙げられる。上記系は
、上記アッセイを行うための付随する装置（例えば、シグナル検出器、ロボットプラット
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フォーム、およびピペットディスペンサー）を含み得る。
【０１７５】
　１種以上のアッセイ成分（例えば、上記核酸，候補分子もしくは核酸結合タンパク質）
は、ときおり、固体支持体に固定化される。アッセイ成分と上記固体支持体との間の結合
は、しばしば、共有結合であり、ときおり、非共有結合であり（例えば、非共有結合につ
いては、米国特許第６，０２２，６８８号を参照のこと）、上記結合は、ときおり、連結
部分によるものである。上記固体支持体は、しばしば、上記系の１つ以上の表面（例えば
、マイクロタイタープレートの各ウェルにおける１つ以上の表面、シリコンウェハの表面
、必要に応じて別の固体支持体に連結されたビーズの表面（例えば、Ｌａｍ，Ｎａｔｕｒ
ｅ　３５４：８２－８４（１９９１）を参照のこと）、または微小流体デバイスにおける
チャネル）である。固体支持体、固体支持体への共有結合および非共有結合のためのリン
カー分子のタイプ、ならびに核酸および別の分子を固体支持体に固定化するための方法は
、公知である（例えば、米国特許第６，２６１，７７６号；同第５，９００，４８１号；
同第６，１３３，４３６号；および同第６，０２２，６８８号；ならびにＷＩＰＯ公開Ｗ
Ｏ　０１／１８２３４を参照のこと）。
【０１７６】
　タンパク質分子は、ときおり、上記核酸と接触させられる。ポリペプチド分子は、とき
おり、遊離形態において上記系に添加され、ときおり、固体支持体もしくは別の分子に連
結される。例えば、ポリペプチド試験分子は、ファージコートタンパク質を介してファー
ジに連結される。後者の実施形態は、しばしば、ファージディスプレイ系を使用すること
によって達成され、ここで固体支持体に連結された核酸は、異なるポリペプチド候補分子
をディスプレイするファージと接触させられる。上記固定化核酸と相互作用するポリペプ
チド候補分子をディスプレイするファージは、上記固体支持体に接着し、次いで、上記接
着したファージに対応するファージ核酸は、単離され、上記固定化核酸と相互作用した上
記ポリペプチド試験分子の配列を決定するために配列決定される。広く種々のペプチドも
しくはタンパク質をバクテリオファージコートタンパク質との融合物としてディスプレイ
する方法は、公知である（Ｓｃｏｔｔ　ａｎｄ　Ｓｍｉｔｈ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９：
３８６－３９０（１９９０）；Ｄｅｖｌｉｎ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９：４０４－４０６
（１９９０）；Ｃｗｉｒｌａら，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．８７：６３７
８－６３８２（１９９０）；Ｆｅｌｉｃｉ，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２２２：３０１－３
１０（１９９１）；米国特許第５，０９６，８１５号および同第５，１９８，３４６号；
米国特許第５，２２３，４０９号；同第５，４０３，４８４号；同第５，５７１，６９８
号；および同第５，７６６，９０５号）。方法はまた、上記試験ポリペプチドを、上記フ
ァージコートタンパク質のＮ末端もしくはＣ末端に連結するために利用可能である。
【０１７７】
　候補分子が核酸および／もしくは核酸結合タンパク質に結合する場合に上記系によって
生成されるシグナルは、しばしば、漸増する核酸、核酸結合タンパク質、もしくは候補分
子濃度の範囲で直接測定される。シグナル強度は、しばしば、核酸、候補分子、もしくは
核酸結合タンパク質の成分の機能としてプロットされる場合に、双曲的関係を示す。上記
シグナルは、ときおり、候補分子が核酸および／もしくは核酸結合タンパク質に結合する
場合にバックグラウンドレベルに対して増大し、そしてときおり、上記シグナルは、この
ような環境下でバックグラウンドシグナルレベルに対して低下する。上記候補分子は、し
ばしば、可逆的結合によって、上記核酸および／もしくは核酸結合タンパク質と相互作用
し、ときおり、不可逆的結合で相互作用する。例えば、上記候補分子は、上記候補分子の
化学的構造に依存して、上記候補分子の一部と、上記タンパク質におけるアミノ酸側鎖（
例えば、リジン）との間の共有結合を可逆的に形成し得る。
【０１７８】
　候補分子は、しばしば、上記候補分子を含む系において生成されるシグナルが、上記候
補分子を含まない系において生成されるシグナルとは異なる場合、上記核酸および／もし
くは核酸結合タンパク質と相互作用すると同定される。バックグラウンドシグナルが、各
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時間で評価され得る間に、新たな候補分子、核酸、もしくは核酸結合タンパク質は、上記
アッセイによってプローブされ、上記バックグラウンドシグナルを検出することは、しば
しば、各時間に新たな試験分子もしくは試験核酸が評価されることを必要としない。コン
トロールアッセイはまた、バックグラウンドシグナルを決定するためおよび擬陽性結果お
よび偽陰性結果を排除するために、行われ得る。このようなコントロールアッセイは、し
ばしば、他のアッセイにおいて含められる１種以上のアッセイ成分を含まない（例えば、
コントロールアッセイサンプルは、ときおり、候補分子も、核酸も、上記核酸と相互作用
するタンパク質も含まない）。
【０１７９】
　候補分子が、異なるシグナルを生じるか否かを決定することに加えて、上記候補分子間
の、上記核酸および／もしくは核酸結合タンパク質との相互作用の親和性が、ときおり、
定量される。ＩＣ５０、Ｋｄ、もしくはＫｉの閾値は、ときおり、各相互作用について測
定されたＩＣ５０もしくはＫｄ値と比較され、それによって、上記核酸もしくは核酸結合
タンパク質と相互作用する候補分子を同定するために使用され、上記生物学的活性を調節
する。例えば、１０Ｍ以下、１Ｍ以下、および１００ｎＭ以下のＩＣ５０もしくはＫｄ閾
値が、しばしば利用され、ときおり、１０ｎＭ以下、１ｎＭ以下、１００ｐＭ以下、およ
び１０ｐＭ以下の閾値が利用されて、核酸および／もしくは結合タンパク質と相互作用し
、上記生物学的活性を調節する候補分子を同定する。
【０１８０】
　特異的アッセイは、ときおり、核酸および／もしくは結合タンパク質複合体の生物学的
活性を調節する候補分子を同定するために利用される。例えば、蛍光アッセイ、ゲル移動
度シフトアッセイ（例えば、Ｊｉｎ　＆　Ｐｉｋｅ，Ｍｏｌ．Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ．１
０：１９６－２０５（１９９６）およびＰｏｓｔｅｌ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７４
：２２８２１－２２８２９（１９９９）を参照のこと）、ポリメラーゼ停止アッセイ、転
写レポーターアッセイ、ＤＮＡ切断アッセイ、タンパク質結合およびアポトーシスアッセ
イ（例えば、Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，Ｎｅ
ｗ　Ｊｅｒｓｅｙ）を参照のこと）は、ときおり、利用される。また、トポイソメラーゼ
アッセイは、ときおり、その後、上記四重鎖相互作用分子が、トポイソメラーゼ経路活性
を有するか否かを決定するために利用される（例えば、ＴｏｐｏＧＥＮ，Ｉｎｃ．（Ｃｏ
ｌｕｍｂｕｓ，Ｏｈｉｏ）を参照のこと）。
【０１８１】
　（Ｋｒａｓエフェクターの使用）
　さらに、上記シグナル伝達カスケードのｋｒａｓエフェクターのうちのいくつかはまた
、良好な治療候補を形成し得る。Ｋｒａｓ　２ｂの点変異は、強力なオンコジーンとして
同定された。全ての癌腫のうちの３０％が、ｒａｓ変異を有する一方で、膵臓腺癌のうち
の９０％は、上記ｋｒａｓ遺伝子における発癌性変異と関連している。Ｋｒａｓ変異はま
た、肺腺癌と強く関連する。Ｎ－Ｒａｓ、Ｈ－Ｒａｓ、およびＫｒａｓ－２Ａアイソフォ
ームはまた、それらそれぞれの下流改変および足場を介した細胞下位置に関して、ＫＲａ
ｓ－２Ｂとは異なる。例えば、哺乳動物ＭＡＰＫ足場は、特異的細胞下位置を有するよう
であり、いまや、区画に分けた（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌｉｚｅｄ）ｒａｓ媒介性シ
グナル伝達に必須であると認識されている。この区画分け（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔａｌ
ｉｚａｔｉｏｎ）はまた、インビボで観察されるｒａｓ特異的応答の多様性を説明する。
他の例は、Ｅｒｋ足場（例えば、Ｒａｓのキナーゼサプレッサ（ＫＳＲ））であり、これ
は、上記Ｒａｓ／ＭＡＰＫ経路の正の調節因子である、ＫＳＲは、Ｒａｆ－１、ＭＥＫ、
およびＥｒｋ、ならびにいくつかの他のタンパク質を結合するマルチドメインタンパク質
である。休止細胞において、ＫＳＲは、サイトゾルにおいて、Ｒａｆ－１のように、１４
－３－３タンパク質によって隔離される。しかし、有糸分裂シグナルに応答して、ＫＳＲ
は、Ｓ３９２において脱リン酸化され、１４－３－３に対する親和性を失い、システイン
リッチドメインのおかげで形質膜へと位置を変える。従って、ＫＳＲは、上記形質膜に対
して特異性を有するＲａｓ／ＭＡＰＫシグナル伝達についての誘導性足場を代表する。哺
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乳動物には、少なくとも２つのｋｓｒ遺伝子が存在する。ｋｓｒ１の標的化破壊は、比較
的正常であるマウスを生じたが、Ｔ細胞活性化は損なわれていた。ＭＥＫパートナー１（
ＭＰ１）は、ＭＥＫ１およびＥｒｋ１を結合するが、ＭＥＫ２およびＥｒｋ２を結合せず
、その結合は、ＭＥＫ１によってＥｒｋ１のリン酸化を促進した（Ｍｏｒ　＆　Ｐｈｉｌ
ｉｐｓ（２００６）Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．２４：７７１－８００）。
【０１８２】
　カベオリンは、Ｈ－Ｒａｓを阻害したが、ＫＲａｓシグナル伝達を阻害せず、この示差
的効果は、コレステロール減少によって模倣され得る。これらデータは、ｒａｓアイソフ
ォームが、機能的に異なる形質膜マイクロドメインにおいて機能するという事実を示した
。さらなるデータは、Ｈ－Ｒａｓが、脂質筏（ｒａｆｔ）と会合する一方で、Ｋ－Ｒａｓ
は会合しないことが示された。さらに、Ｈ－Ｒａｓの脂質筏への接近は、動的であった；
ＧＤＰ結合したＨ－Ｒａｓが有利であった。このことは、活性化が筏において起こるが、
エフェクター結合は、非筏ドメインで生じることを示唆する。これら研究は、ＧＤＰ結合
したＨ－Ｒａｓが、コレステロール減少に感受性であるドメインにおいて密集するのに対
して、ＧＴＰ結合したＨ－Ｒａｓおよび全ての形態のＫ－Ｒａｓが、コレステロール減少
に非感受性のドメインにおいて密集することを確認した。
【０１８３】
　よって、他のｒａｓ分子（Ｈ、Ｎ、Ｋ，およびｒａｓもしくはＫｒａｓのドミナントネ
ガティブ部位指向性変異体、ｒａｓの短縮物、およびＲＡＦ，ＲＡＰ，ＲＡＣ，ＰＡＣ，
１４－３－３、ＭＡＰＫ、ＭＡＰＫＫ（もしくは改変体）、ＭＡＰＫＫＫ（もしくは改変
体）、ＭＥＫ１／２，ＥＲＫ　１／２、ｍＴＯＲ、ＴＯＲ、Ｔｏｂ１、Ｐ３８、ＰＩ３Ｋ
、Ｉｎｋ４、Ａｋｔ、ＪＮＫ、Ｓ６、Ｓ６キナーゼ、サイクリン、Ｓｍａｄｓおよび上記
ｒａｓシグナル伝達カスケードにおける他のプレイヤーが挙げられるが、これらに限定さ
れない）は、関節炎および炎症に関連する関節疾患および障害を処置および／もしくは予
防するために、本発明において有用である。一局面において、これら分子（およびその調
節性化合物）は、変形性関節症を処置もしくは予防するために有用である。他の局面にお
いて、これら分子（およびその調節性化合物）は、関節リウマチ（ＲＡ）、結晶沈着病、
セリアック病、１型糖尿病（ＩＤＤＭ）、全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、シェーグ
レン症候群、多発性硬化症（ＭＳ）、橋本甲状腺炎、グレーブス病および突発性血小板減
少性紫斑病を処置もしくは予防するために有用である。特定の局面において、上記分子も
しくはその調節性化合物は、上記関節の１つ以上の組織の細胞増殖指数を低下させること
によって、上記関節疾患もしくは障害を処置もしくは予防する。
【０１８４】
　以下の実施例は、当業者をさらに補助するために提供される。このような実施例は、例
示であることを意図され、従って、本発明を限定するとはみなされないものとする。多く
の例示的改変およびバリエーションは、本願において記載され、および他は、当業者に明
らかになる。このようなバリエーションは、本明細書で記載されかつ特許請求されるよう
に、本発明の範囲内に入るとみなされる。
【実施例】
【０１８５】
　実施例１：一般的方法
　遺伝子送達プロトコル：
　２工程の遺伝子送達プロトコルを、ほかのところ（Ｇｏｏｍｅｒ，米国特許第６，５７
３，１０１号；Ｇｏｏｍｅｒら，（２０００）Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉ
ｃｓ　＆　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３７９：Ｓ１８９-Ｓ２００）で記載さ
れるように使用した。
【０１８６】
　３つの実験において使用されるＤＮＡ成分は、以下のとおりであった：１）Ｐｒｏｍｅ
ｇａから購入した細菌β－ガラクトシダーゼレポーター遺伝子を有する哺乳動物発現プラ
スミド（ｐＳＶ－β－ガラクトシダーゼコントロールベクター；Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）
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、および２）ｐＯＲＦ９－ｈＫＲＡＳ２ｂ　ｖ２１哺乳動物発現プラスミド（Ｉｎｖｉｖ
ｏｇｅｎ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）上に保持された上記ヒトＫ－ｒａｓ２ｂ遺伝子。
上記発現プラスミドを、エンドトキシン非含有プラスミドＤＮＡ単離および精製システム
（エンドトキシン非含有Ｍｅｇａ－Ｇｉｇａ　プラスミド精製キット，Ｐｒｏｍｅｇａ，
Ｉｎｃ．，Ｍａｄｉｓｏｎ，ＷＩ）を使用して、形質転換したＤＨ５α細胞のグリセロー
ルストックから大量に増幅した。
【０１８７】
　上記２工程遺伝子送達システムは、以下からなった：組織を、透過化因子としてのリゾ
レシチンで処理し、直後に（２～５分後に）、正に荷電したポリマーで濃縮した上記プラ
スミドＤＮＡで処理した。これら実施例において、ポリ－Ｌ－リジンを、高親和性リガン
ドであるトランスフェリンに共有結合させ、ＤＴＰＬナノ粒子を形成した。上記ＤＴＰＬ
ナノ粒子を、カチオン性リポソームとさらに複合体化して、ＤＴＰＬＬナノ粒子を形成し
た（Ｇｏｏｍｅｒ，米国特許第６，５７３，１０１号；Ｇｏｏｍｅｒら，（２０００）Ｃ
ｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ　＆　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，
３７９：Ｓ１８９－Ｓ２００を参照のこと）。当然のことながら、上記ポリ－Ｌ－リジン
足場が、高親和性リガンドに共有結合した、別の適切に正に荷電したポリマーで置換され
得る一方で、上記リガンドであるトランスフェリンが、異なる適切な組織特異的もしくは
細胞特異的リガンドで置換され得ることは、十分に理解される。
【０１８８】
　反対側のウサギ膝を、正常コントロールとして使用した。
【０１８９】
　注射で送達されるＤＮＡ、上記ＤＮＡ複合体化試薬および透過化因子の量は、表ＩＩ（
以下）に列挙される。
【０１９０】
　ＡＣＬ横切開および遺伝子送達：
　実験動物手順の全ての人道にかなった処置は、ＵＣＳＤのＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ
　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅによって是認されかつ指導されるように行った。１
群あたり骨端の閉じた３匹の成熟ニュージーランドホワイト（ＮＺＷ）ウサギ（ｎ＝３）
（年齢：１０～１２月齢）（表Ｉ）を使用した。実験的ＯＡを、左膝においてＡＣＬ横切
開によって誘導した。ＡＣＬ横切開を、以下のように行った：動物に鎮静剤を与え、麻酔
した；無菌条件下で、３ｃｍの内側膝蓋骨切開を、作製した；膝蓋骨を外し、サイズ１１
外科用メスを使用して、そのＡＣＬを横切開した。ＡＣＬ横切開を、視覚的に、かつラッ
クマン試験を行うことによって確認した。
【０１９１】
　この時点で、１５０μＬの上記透過化因子（ＰＡ）（リゾレシチンもしくはＬ－α－リ
ゾホスファチジルコリン（ＰＣ）Ｓｉｇｍａ－Ａｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）
を、関節内部位に添加した。リゾレシチンの最終注射濃度は、（０．１７５％　ｗ／ｖ）
であった。この１回目の注射の正確に２分後に、１５０μＬのＤＮＡ＋ＴＰＬＬ（トラン
スフェリン（ｔｒａｎｓｆｆｅｒｉｎｇ）－ポリ－Ｌ－リジンおよびリポソーム）カクテ
ルを含む２回目の注射を追加した。上記種々の試薬の正確な濃度は、表ＩＩに表した（Ｇ
ｏｏｍｅｒら，（２０００）Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ　＆　Ｒｅｌ
ａｔｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３７９：Ｓ１８９－Ｓ２００）。反対側のウサギの膝を、
正常コントロールとして使用した。上記手術部位を縫合し、上記動物を覚醒させた。ウサ
ギに、適切な術後ケアおよび疼痛用の鎮痛剤を与えた。回復後、上記動物に、自由な運動
および範囲を許した。
【０１９２】
　手術の２週間後、上記ウサギの膝（左膝）に、上記遺伝子送達カクテル＋ＤＮＡ（表Ｉ
Ｉにも詳述されるように）の関節内注射を与えた。上記ＰＡの１５０μＬを、１５０μＬ
の上記ＤＮＡカクテルに対して２分後に行った。上記２つの試薬を、同じ注射シリンジに
充填し、関節腔に逆の順序で注射した。
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【０１９３】
　ＡＣＬＴの４週間後、上記実験動物を安楽死させた。上記膝関節の任意の通常でない腫
脹を、注意深く観察し、記録した。上記関節組織（滑膜、関節内半月、大腿骨顆、脛骨プ
ラトー、ＡＣＬおよびＰＣＬ）を、各膝から直ぐに採取して、評価のために使用した。
【０１９４】
【表２】

　組織学的評価：
　採取後、上記膝組織（滑膜、関節内半月、大腿骨顆、脛骨プラトー、上記ＡＣＬおよび
上記ＰＣＬ）を、組織固定のために１２～２４時間にわたって１０％　ホルマリンの緩衝
化溶液中に浸漬させるか、ＲＴ－ＰＣＲ評価のために用いるか、または以下に詳述される
ように、β－ガラクトシダーゼ酵素活性の存在について評価するために処理した；次いで
、組織学標本を、脱石灰化のために１７時間にわたって５％　塩酸中に移動させた。次い
で、脱石灰化した組織を、アルコール中で連続して脱水し、パラフィンブロック中に包埋
し、５ミクロン切片に切片化した。上記切片を、以前に発表されたプロトコル（Ｇｏｏｍ
ｅｒら，（２０００）Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ　＆　Ｒｅｌａｔｅ
ｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３７９：Ｓ１８９－Ｓ２００）に従って、エオシン（滑膜および
靱帯について）、ならびにＨ＆Ｅおよびサフラニン－Ｏ（軟骨区画について）で染色した
。
【０１９５】
　β－ガラクトシダーゼ機能アッセイ：
　機能的β－ガラクトシダーゼのレベルを、パラフィン包埋および切片化する前に、公開
されたプロトコル（Ｇｏｏｍｅｒら，（２０００）Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅ
ｄｉｃｓ　＆　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，３７９：Ｓ１８９－Ｓ２００）に従
って、組織中での酵素的アッセイによって決定した。関節周囲靱帯、滑膜、および周囲組
織を、Ｘ－ｇａｌで１２～１８時間にわたって、中性ｐＨで染色した。細菌発現されたβ
－ガラクトシダーゼ酵素とＸ－ｇａｌとの反応は、青色に呈色した生成物を生じる。上記
染色された組織を、パラフィン切片化し、エオシンで染色した。
【０１９６】
　リアルタイムＲＴ－ＰＣＲ：
　Ｋｒａｓ－２ｂ、β－ガラクトシダーゼ、Ｓ６およびサイクリンＤ１転写物の相対濃度
を、滑膜ｍＲＮＡからの第１鎖合成生成物に対してリアルタイムＰＣＲを行うことによっ
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て決定した。上記組織ＲＮＡを単離し、標準的な分子生物学技術を使用して精製した。上
記第１鎖合成生成物を、以前に発表されたプロトコル（Ｔａｋａｈａｓｈｉら（１９９９
），Ｏｓｔｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｃａｒｔｉｌａｇｅ，７：１８２－１９０
）に従って合成した。リアルタイムＰＣＲを、ＡＢＩによって提供されるＰｒｉｍｅｒ　
ＥｘｐｒｅｓｓＴＭ　ソフトウェアを使用して設計した、問題の遺伝子に対して特異的な
合成オリゴヌクレオチドを使用して、製造業者のプロトコルに従って、Ａｐｐｌｉｅｄ　
Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ　７３００　リアルタイムＰＣＲにおいて三連で行った。上記オリ
ゴヌクレオチドは、Ｏｐｅｒｏｎ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓが合成した。簡潔には、上記
ＰＣＲ工程を、「ＰＣＲマスターミックス」（ＳＹＢＲグリーン、緩衝液、ＡＢＩからの
Ｔａｑ酵素を含む）、プライマーおよび適切な量の上記第１鎖ｃＤＮＡ生成物を含む９６
ウェルプレート中で行った。上記ｃＤＮＡを、連続希釈し、内部標準として使用したＵ６
　ｓｎＲＮＡに標準化した（Ｇｏｏｍｅｒ　＆　Ｋｕｎｋｅｌ，（１９９２）　Ｎｕｃｌ
ｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ，２０：４９０３－４９１２）。上記プロトコルを行った後
、データを、上記ＡＢＩ比較遺伝子発現ソフトウェアを使用して分析した。
【０１９７】
　（実施例２：遺伝子送達の効率および関節組織における発現の試験）
　ＯＡについての有効な遺伝子治療レジメンの開発に対する主な障害物は、インビボでの
関節内組織における遺伝子送達（現在利用可能な非ウイルスプロトコルを使用する）の明
らかに低い効率である。上記ＯＡ病態に影響を与えるために、治療遺伝子を上記関節組織
（特に、上記滑膜および上記靱帯）に送達するための効率的非ウイルス的方法を開発する
ことは、最も重要である。従って、生きた動物における関節組織へのマーカー遺伝子送達
の効率を研究した。
【０１９８】
　上記滑膜におけるβ－ガラクトシダーゼマーカー遺伝子の発現を、リアルタイムＰＣＲ
によって定量した。リアルタイムＰＣＲを、上記β－ガラクトシダーゼ群から単離し、組
織培養物中で増殖させた上記滑膜組織から単離および精製されたＲＮＡから合成した第１
鎖合成ｃＤＮＡ生成物に対して行った。上記β－ガラクトシダーゼ遺伝子の発現は、β－
ガラクトシダーゼでトランスフェクトした動物の滑膜において顕著に増大した（ベースラ
インに対して８×～３９×の範囲）（図１）。このことは、β－ガラクトシダーゼ転写物
が、遺伝子送達の４週間後に、トランスフェクトした組織において強く生成されつつある
ことを実証した。
【０１９９】
　同様に、Ｋｒａｓ－２ｂ（図２）転写物は、上記Ｋｒａｓ－２ｂプラスミドでトランス
フェクトした組織において顕著に増大した（ベースラインに対して１００×～＞２５０×
の範囲）。
【０２００】
　Ｓ６は、ｒａｓ依存性リボソーム遺伝子であり、その発現は、細胞増殖の真の指標であ
る。Ｓ６は、細胞周期を介して、細胞の継代に必要とされる。本発明者らの結果は、野生
型Ｋｒａｓが増大される組織および細胞においてＳ６遺伝子発現が激しく抑制されること
を明らかに示す。これら結果はさらに、トランスフェクトした組織におけるＫｒａｓ－２
ｂによるＳ６　ＲＮＡの特異的かつ用量依存性抑制を示す（ベースラインと比較して、０
．２×～０．０１×）（図３；図２と比較のこと）。それによって、野生型Ｋｒａｓ－２
ｂでトランスフェクトした滑膜細胞の増殖は、激しく抑制される。本発明者らの定量的デ
ータはまた、Ｋｒａｓ－２ｂが、２８日の研究期間の長さにわたって上記形質導入された
組織において（特に、滑膜において）機能的に高レベルで送達されたことを示す（図２お
よび３）。Ｋｒａｓはまた、滑膜におけるサイクリンＤ１遺伝子発現を直線的に抑制する
ことが分かった（データは示さず）。
【０２０１】
　目的の組織におけるトランスフェクト細胞の相対量を定量した。ＡＣＬＴ４週間後のウ
サギ膝から単離した組織を、Ｘ－ｇａｌで染色した。上記滑膜組織を切片化し、エオシン
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で同時染色した（図４）。イヌ腱修復モデルにおいて以前観察されたように、上記ウサギ
における滑膜組織をまた、１００％に近い効率で標識した（Ｇｏｏｍｅｒら（２０００）
Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ　＆　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
，３７９：Ｓ１８９－Ｓ２００）。
【０２０２】
　さらに、関節内半月（図５ａおよび５ｂ）に結合した上記滑膜組織（および脂肪パッド
細胞）、ならびに骨への結合部位におけるＡＣＬ（図５ｃ）およびＰＣＬ（示さず）の細
胞をまた、非常に効率的にトランスフェクトしかつ標識した（図５ｃ）。従って、この結
果は、膝組織が、マーカーである細菌β－ガラクトシダーゼ遺伝子を発現するプラスミド
を含む所有しているナノ処方された非ウイルス複合体を使用することによって、非常に効
率的にトランスフェクトされ得ることを初めて示す（図１～５）。
【０２０３】
　（実施例３：Ｋｒａｓ－２ｂは、ＯＡ関連の病理的損傷の発生を防止する）
　変形性関節症を、ＡＣＬ（前十字靭帯）を完全に切断することによってウサギにおいて
誘導した（図６と図７とを比較のこと）。ウサギＡＣＬＴは、膝変形性関節症の標準的か
つ受容されたモデルであり、他のＯＡ薬物（例えば、ＳＹＮＶＩＳＣおよびＳＵＰＡＲＴ
Ｚ（登録商標））を試験するために使用されてきた（Ｇｏｏｍｅｒら，（２００５）Ｃｌ
ｉｎ．Ｏｒｔｈｏｐ．Ｒｅｌ．Ｒｅｓ．，４３４：２３９－２４５）。前出で議論される
ように、手術後に、膝を、非ウイルス性複合体中のＫｒａｓ－２ｂコードベクターでトラ
ンスフェクトしたか、またはβ－ガラクトシダーゼ構築物でトランスフェクトした。
【０２０４】
　Ｋｒａｓ－２ｂでトランスフェクトした上記膝（大腿骨顆）の軟骨組織の肉眼評価は、
上記Ｋｒａｓ－２ｂでトランスフェクトした膝が、ＡＣＬＴ処置４週間後に変形性関節症
病変を発生させないことを明らかに示した（図８ａおよびｂ）。このことは、Ｋｒａｓ－
２ｂ大腿骨顆の肉眼的形態と、上記マーカー遺伝子を受けているＡＣＬＴ後４週間の動物
の膝とを比較した場合に容易に観察可能であった（図７）。コントロール膝において、軟
骨線維形成および表面の荒さは、矢印で示される（図７）。
【０２０５】
　上記で議論された肉眼的分解に加えて、コントロール膝（β－ガラクトシダーゼ処置）
の軟骨は、プロテオグリカンレベルが低下し（サフラニン－Ｏ染色の低下した組織的保持
によって決定される場合）、軟骨高さが顕著に低下し、上記軟骨細胞が無秩序になってい
ることを示した（図９上パネル、図１０および図１１（左パネル））。Ｋｒａｓ－２ｂ発
現は、ＡＣＬＴの４週間における上記軟骨の変形性関節症的分解を予防した。上記Ｋｒａ
ｓ－２ｂでトランスフェクトした膝は、サフラニン－Ｏ染色によって決定される場合保存
されたプロテオグリカンレベルを示した（図９～１２）。さらに、上記Ｋｒａｓ－２ｂ処
置した膝の軟骨表面には、顕著な病変がなく（図９～１２）、上記細胞は、比較的よく組
織化されたままであった（図１０）。
【０２０６】
　これら結果は、野生型腫瘍サプレッサ遺伝子（Ｋｒａｓ－２ｂ）を　ＡＣＬＴ手順を受
けている動物の滑膜へ送達することによって細胞増殖指数を変化させることは、上記関節
軟骨に４週間の研究期間にわたって、ＯＡ関連病理的損傷の発症から防止したことを実証
する。従って、この遺伝子生成物が、インビボで軟骨を保護し得るようである。さらに、
ここで詳述した上記非ウイルス遺伝子治療プロトコルは、非常に高効率でインビボでの遺
伝子の送達に成功し、長期間持続した（２８日）。Ｋｒａｓ－２ｂは、用量依存様式にお
いてＳ６リボソーム転写物を減少させることによって、関節滑膜における細胞増殖を抑制
した（図３）。これは、おそらく、本発明者らの動物モデルにおけるＯＡ関連分解から軟
骨を保護することにおいてその成功をもたらす主要な機構のうちの１つである。さらに、
Ｋｒａｓ－２ｂはまた、ヒアルロン酸シンターゼ（ＨＡＳ）の生成を増大させ、ＣＯＸ－
２のインヒビターである（Ｓｍａｋｍａｎ　＆　Ｋｒａｎｅｎｂｕｒｇ，（２００５）Ｃ
ｌｉｎｉｃａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，１１：４１－４８；Ｉｔａｎｏら，
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（２００４）Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ，２７９：１８６７９－８７）。ｒａｓ／ｒａｆ／
ｒａｃ、ならびにＴｏｂ１および／もしくはｍＴＯＲのシグナル伝達カスケードにおける
他の分子が、軟骨を保護するために同様に機能し得ることが仮定される。
【０２０７】
　本発明の種々の特定の好ましい実施形態が、上記に記載され、一般に、以下に特許請求
される。本発明は、今や十分に記載され、多くの変化および改変が、現在特許請求されて
いる本発明の趣旨もしくは範囲から逸脱することなく、本発明に対してなされ得ることは
、当業者にとって明らかである。
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