
JP 6435334 B2 2018.12.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが５’末端および３’末端を有する複数のポリヌクレオチドを含む核酸試料に
おける配列変異体を同定する方法であって、
　（ａ）前記複数の個々のポリヌクレオチドを環状化して、それぞれが前記５’末端と３
’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステップと、
　（ｂ）（ａ）の前記環状ポリヌクレオチドを増幅するステップと、
　（ｃ）増幅されたポリヌクレオチドを配列決定して、複数の配列決定リードを生成する
ステップと、
　（ｄ）配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、
　（ｅ）異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じてい
る配列の差異を前記配列変異体としてコールするステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記複数のポリヌクレオチドが一本鎖である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　環状化が、前記複数のポリヌクレオチドをライゲーション反応に供することによってな
される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　個々の環状ポリヌクレオチドが、環状化されたポリヌクレオチドの中で独特である接合
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部を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記配列変異体が、一塩基多型である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記参照配列が、前記配列決定リードを互いとアラインすることによって形成されたコ
ンセンサス配列である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　環状化が、アダプターポリヌクレオチドを前記複数のポリヌクレオチド中のポリヌクレ
オチドの５’末端、３’末端、または５’末端と３’末端の両方と接合するステップを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　増幅が、鎖置換活性を有するポリメラーゼを使用することによってなされる、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　増幅が、前記環状ポリヌクレオチドを、ランダムプライマーを含む増幅反応混合物に供
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記増幅されたポリヌクレオチドを、富化を伴わずに前記配列決定ステップに供する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　配列決定の前に、富化ステップを実施することによって、前記増幅されたポリヌクレオ
チドの中で１つまたは複数の標的ポリヌクレオチドを富化するステップをさらに含む、請
求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記富化ステップが、増幅されたポリヌクレオチドを、基質に付着させた複数のプロー
ブにハイブリダイズさせることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記富化ステップが、
　（ａ）前記増幅されたポリヌクレオチド；
　（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、前記標的配列の配列Ａと、配列Ａと
配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
　（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、前記標的配列の相補体を含む相補的な
ポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに
　（ｄ）前記第１のプライマーおよび前記第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポ
リヌクレオチドを生成するポリメラーゼ
を含む増幅反応混合物において、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを
含む標的配列を増幅することを含み、
　前記標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離が７５ｎｔまたはそれ
未満である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記試料が、対象由来の試料である、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記試料が、尿、便、血液、唾液、組織、または体液である、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　前記試料が、腫瘍細胞を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記試料が、ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）試料である、請求項１４に記
載の方法。
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【請求項１８】
　前記配列変異体が、がんの種類または病期に関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のポリヌクレオチドが、無細胞ポリヌクレオチドを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記無細胞ポリヌクレオチドが、循環腫瘍ＤＮＡを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　（ａ）の前記環状ポリヌクレオチドを増幅するステップが、複数のコンカテマーを形成
する、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記配列変異体が、約５％未満、約４％未満、約３％未満、約２％未満、約１％未満、
約０．５％未満、または約０．１％未満の頻度で生じる稀な配列変異体である、請求項１
に記載の方法。
【請求項２３】
　前記核酸試料が、５０ｎｇ未満、４５ｎｇ未満、４０ｎｇ未満、３５ｎｇ未満、３０ｎ
ｇ未満、２５ｎｇ未満、２０ｎｇ未満、１５ｎｇ未満、１０ｎｇ未満、５ｎｇ未満、４ｎ
ｇ未満、３ｎｇ未満、２ｎｇ未満、または１ｎｇ未満のポリヌクレオチドを含む、請求項
１に記載の方法。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　相互参照
　本出願は、２０１３年１２月１１日に出願された米国仮出願第６１／９１４，９０７号
；２０１４年５月１日に出願された米国仮出願第６１／９８７，４１４号；および２０１
４年６月１１日に出願された米国仮出願第６２／０１０，９７５号の利益を請求し、これ
らのすべては参照によって本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　複雑な集団内の配列変異の同定は、特に大規模並行核酸配列決定の出現に伴い活発に成
長している分野である。しかし、大規模並行配列決定には、一般に使用される技法におけ
る固有の誤差頻度が集団内の実際の配列変異の多くの頻度よりも大きいという点で、著し
い限定がある。例えば、標準のハイスループットな配列決定では、０．１～１％の誤差率
が報告されている。稀な配列変異体の検出は、変異体の頻度が低い場合、例えば誤差率で
またはそれ未満でなど、偽陽性率が高い。
【０００３】
　稀な配列変異体を検出することに関しては多くの理由がある。例えば、稀な特有の配列
の検出を使用して、細菌分類群などの有害な環境汚染物質の存在を同定および区別するこ
とができる。細菌分類群を特徴付ける一般的なやり方は、ｒＲＮＡ配列などの高度に保存
された配列の差異を同定することである。しかし、これを行うための、典型的な配列決定
に基づく手法は、かねてから労力を要する手順に関する複雑な問題を示す、所与の試料中
の非常に多くの異なるゲノムおよびメンバー間の相同性の程度に関する難題に面している
。改善された手順には、種々の設定における汚染検出を増強する潜在性がある。例えば、
人工衛星および他の宇宙船の構成要素を組み立てるために使用するクリーンルームを、ど
んな微生物群集が存在するかを理解すること、ならびに陸生微生物が他の惑星もしくはそ
の試料に導入されることを予防するためのより良好な汚染除去および浄化技法を開発する
ため、または推定上の地球外微生物から生じたデータと汚染陸生微生物から生じたデータ
を区別するための方法体系を開発するために、本システムおよび方法を用いて調査するこ
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とができる。食品モニタリングへの適用としては、食品加工工場における生産ラインの定
期検査、屠殺場の調査、レストラン、病院、学校、矯正施設および他の施設のキッチンお
よび食品貯蔵場所の食品媒介性病原体に関する検査が挙げられる。水の貯蔵および加工工
場も同様にモニターすることができる。
【０００４】
　稀な変異体の検出は、病理学的突然変異の早期検出のためにも重要であり得る。例えば
、臨床試料におけるがんに関連する点突然変異の検出により、化学療法中の微小残存病変
の同定を改善すること、および再発患者における腫瘍細胞の出現を検出することができる
。稀な点突然変異の検出は、環境の突然変異原への曝露を評価するため、内因性ＤＮＡ修
復をモニターするため、および高齢個体における体細胞突然変異の蓄積を研究するために
も重要である。さらに、稀な変異体を検出するための、より感度の高い方法により、出生
前診断を増強することができ、母体の血液中に存在する胎児細胞を特徴付けることが可能
になる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前述事項を考慮して、稀な配列変異体を検出する改善された方法が必要とされている。
本開示の組成物および方法は、この必要性に対処するだけでなく、追加的な利点も提供す
る。特に、本開示の種々の態様は、稀なまたは低頻度の核酸配列変異体（時には突然変異
と称される）の感度が高い検出を提供する。これは、正常な配列のバックグラウンドにお
ける少量の変異体配列を含有する可能性がある試料中の低頻度の核酸変異（置換、挿入お
よび欠失を含む）の同定および解明、ならびに配列決定誤差のバックグラウンドにおける
低頻度の変異の同定を含む。
【０００６】
　一態様では、本開示は、例えば核酸試料においてなど、配列変異体を同定する方法を提
供する。一部の実施形態では、複数のポリヌクレオチドのそれぞれが５’末端および３’
末端を有し、方法は、（ａ）前記複数の個々のポリヌクレオチドを環状化して、それぞれ
が５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステ
ップと、（ｂ）（ａ）の環状ポリヌクレオチドを増幅するステップと、（ｃ）増幅された
ポリヌクレオチドを配列決定して、複数の配列決定リードを生成するステップと、（ｄ）
配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、（ｅ）異なる接合部
を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を配列変
異体としてコール（ｃａｌｌ）するステップとを含む。一部の実施形態では、方法は、配
列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、異なる接合部を有する
少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を配列変異体とし
てコールするステップとを含み、（ａ）配列決定リードは、少なくとも２つの環状ポリヌ
クレオチドの増幅産物に対応し、（ｂ）少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドのそれぞ
れは、各々のポリヌクレオチドの５’末端と３’末端をライゲーションすることによって
形成された異なる接合部を含む。
【０００７】
　複数のポリヌクレオチドは、一本鎖であっても二本鎖であってもよい。一部の実施形態
では、ポリヌクレオチドは一本鎖である。一部の実施形態では、環状化は、複数のポリヌ
クレオチドをライゲーション反応に供することによってなされる。一部の実施形態では、
個々の環状ポリヌクレオチドは、環状化されたポリヌクレオチドの中で独特である接合部
を有する。一部の実施形態では、配列変異体は、一塩基多型（ＳＮＰ）である。一部の実
施形態では、参照配列は、配列リードを互いとアラインすることによって形成されたコン
センサス配列である。一部の実施形態では、参照配列は、参照ゲノムまたはその一部など
の既知の参照配列である。一部の実施形態では、環状化は、アダプターポリヌクレオチド
を複数のポリヌクレオチド中のポリヌクレオチドの５’末端、３’末端、または５’末端
と３’末端の両方と接合するステップを含む。一部の実施形態では、増幅は、例えばロー
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リングサークル増幅（ＲＣＡ）においてなど、鎖置換活性を有するポリメラーゼを使用す
ることによってなされる。一部の実施形態では、増幅は、環状ポリヌクレオチドを、ラン
ダムプライマーを含む増幅反応混合物に供することを含む。一部の実施形態では、増幅は
、環状ポリヌクレオチドを、それぞれが異なる標的配列と配列相補性によって特異的にハ
イブリダイズする１つまたは複数のプライマーを含む増幅反応混合物に供することを含む
。一部の実施形態では、コールするステップに基づいて微生物性汚染物質を同定する。
【０００８】
　増幅されたポリヌクレオチドは、配列決定の前に富化ステップを実施することによって
増幅されたポリヌクレオチドの中で１つまたは複数の標的ポリヌクレオチドを富化するこ
となどの富化を伴ってまたは伴わずに配列決定に供することができる。一部の実施形態で
は、富化ステップは、増幅されたポリヌクレオチドを基質に付着させた複数のプローブに
ハイブリダイズさせることを含む。一部の実施形態では、富化ステップは、（ａ）増幅さ
れたポリヌクレオチド；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配
列Ａと、配列Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１の
プライマー；（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相
補的なポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の間の配列相補性によって特
異的にハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第
２のプライマーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含
む増幅反応混合物において、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む
標的配列を増幅することを含み、ここで、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末
端の間の距離は７５ｎｔまたはそれ未満である。
【０００９】
　一態様では、本開示は、それぞれが５’末端および３’末端を有するポリヌクレオチド
５０ｎｇ未満を含む核酸試料において配列変異体を同定する方法を提供する。一部の実施
形態では、方法は、（ａ）リガーゼを用いて前記試料中の個々のポリヌクレオチドを環状
化して複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステップと、（ｂ）前記リガーゼを前記環
状ポリヌクレオチドから分離したら、環状ポリヌクレオチドを増幅してコンカテマーを形
成するステップと、（ｃ）コンカテマーを配列決定して複数の配列決定リードを生成する
ステップと、（ｄ）複数の配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステッ
プと、（ｅ）前記５０ｎｇ未満のポリヌクレオチドの核酸試料からの前記複数のリードに
おいて０．０５％またはそれ超の頻度で生じている配列の差異を配列変異体としてコール
するステップとを含む。ポリヌクレオチドは、一本鎖であっても二本鎖であってもよい。
一部の実施形態では、ポリヌクレオチドは一本鎖である。一部の実施形態では、個々の環
状ポリヌクレオチドは、環状化されたポリヌクレオチドの中で独特である接合部を有する
。一部の実施形態では、配列変異体は、一塩基多型である。一部の実施形態では、参照配
列は、配列決定リードを互いとアラインすることによって形成されたコンセンサス配列で
ある。一部の実施形態では、参照配列は、参照ゲノムなどの既知の参照配列である。一部
の実施形態では、増幅は、鎖置換活性を有するポリメラーゼを使用することによってなさ
れる。一部の実施形態では、増幅は、環状ポリヌクレオチドを、ランダムプライマーを含
む増幅反応混合物に供することを含む。一部の実施形態では、増幅は、環状ポリヌクレオ
チドを、それぞれが異なる標的配列と配列相補性によって特異的にハイブリダイズする１
つまたは複数のプライマーを含む増幅反応混合物に供することを含む。
【００１０】
　一態様では、本開示は、反応混合物において標的配列の２つまたはそれ超のコピーを含
む複数の異なるコンカテマーを増幅する方法であって、標的配列が、５’から３’の方向
に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む方法を提供する。一部の実施形態では、方法は、
反応混合物を核酸増幅反応に供するステップを含み、反応混合物は、（ａ）複数のコンカ
テマーであって、前記複数の個々のコンカテマーが、５’末端および３’末端を有する個
々のポリヌクレオチドを環状化することによって形成された異なる接合部を含む複数のコ
ンカテマー；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配列Ａと、配
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列Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー
；（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相補的なポリ
ヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第２のプ
ライマーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含み、標
的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離は７５ｎｔまたはそれ未満であ
る。一部の実施形態では、第１のプライマーは、配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み
、第２のプライマーは、配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼー
ション温度における第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも複数のコンカテマーとハイブリ
ダイズしない。一部の実施形態では、増幅は、第１の相および第２の相を含み、第１の相
は、第１の温度におけるハイブリダイゼーションステップを含み、その間に、プライマー
伸長の前に第１および第２のプライマーがコンカテマーとハイブリダイズし、第２の相は
、第１の温度よりも高い第２の温度におけるハイブリダイゼーションステップを含み、そ
の間に、第１および第２のプライマーが、伸長した第１もしくは第２のプライマーまたは
その相補体を含む増幅産物とハイブリダイズする。一部の実施形態では、第２の温度にお
けるハイブリダイゼーションおよびプライマー伸長を５サイクル行った後、反応混合物中
の増幅されたポリヌクレオチドの少なくとも５％は、標的配列の２つまたはそれ超のコピ
ーを含む。
【００１１】
　関連する態様では、本開示は、反応混合物において、５’から３’の方向に配向された
配列Ａおよび配列Ｂを含む標的配列を含む複数の異なる環状ポリヌクレオチドを増幅する
方法を提供する。一部の実施形態では、方法は、反応混合物を核酸増幅反応に供するステ
ップを含み、反応混合物は、（ａ）複数の環状ポリヌクレオチドであって、前記複数の個
々の環状ポリヌクレオチドが、５’末端および３’末端を有する個々のポリヌクレオチド
を環状化することによって形成された異なる接合部を含む、複数の環状ポリヌクレオチド
；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配列Ａと、配列Ａと配列
Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；（ｃ）配
列Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相補的なポリヌクレオチ
ド内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダ
イズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第２のプライマーを
伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含み、配列Ａおよび
配列Ｂは内因性配列であり、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離
は７５ｎｔまたはそれ未満である。一部の実施形態では、第１のプライマーは、配列Ａ’
に対して５’側に配列Ｃを含み、第２のプライマーは、配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを
含み、第１のハイブリダイゼーション温度における第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも
複数の環状ポリヌクレオチドとハイブリダイズしない。一部の実施形態では、増幅は、第
１の相および第２の相を含み、第１の相は、第１の温度におけるハイブリダイゼーション
ステップを含み、その間に、プライマー伸長の前に第１および第２のプライマーが環状ポ
リヌクレオチドまたはその増幅産物とハイブリダイズし、第２の相は、第１の温度よりも
高い第２の温度におけるハイブリダイゼーションステップを含み、その間に、第１および
第２のプライマーが、伸長した第１もしくは第２のプライマーまたはその相補体を含む増
幅産物とハイブリダイズする。
【００１２】
　一態様では、本開示は、本開示の方法に従って方法を実施するための反応混合物を提供
する。反応混合物は、種々の方法のいずれかに関して本明細書に記載されている種々の成
分のうちの１つまたは複数を含んでよい。一部の実施形態では、反応混合物は、標的配列
の２つまたはそれ超のコピーを含む複数の異なるコンカテマーを増幅するための混合物で
あり、ここで、標的配列は、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含み
、反応混合物は、（ａ）複数のコンカテマーであって、前記複数の個々のコンカテマーが
、５’末端および３’末端を有する個々のポリヌクレオチドを環状化することによって形
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成された異なる接合部を含む複数のコンカテマー；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマ
ーであって、標的配列の配列Ａと、配列Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第１のプライマー；（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、
標的配列の相補体を含む相補的なポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の
間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに；（ｄ
）第１のプライマーおよび第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチド
を生成するポリメラーゼを含み、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の
距離は７５ｎｔまたはそれ未満である。一部の実施形態では、第１のプライマーは、配列
Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、第２のプライマーは、配列Ｂに対して５’側に配列
Ｄを含み、増幅反応の第１の増幅ステップの間、配列Ｃも配列Ｄも２つまたはそれ超のコ
ンカテマーとハイブリダイズしない。
【００１３】
　一態様では、本開示は、例えば、本開示の種々の他の態様のいずれかにおいてなど、本
明細書に記載の方法において有用であるまたはそれによって生成される組成物を提供する
。一部の実施形態では、組成物は、一本鎖であり、リガーゼを実質的に含まない複数の環
状化されたポリヌクレオチドを含む。一部の実施形態では、組成物は、１００００または
それ未満の標的ポリヌクレオチドの群に対応する複数のコンカテマーを含み、さらに、複
数の個々のコンカテマーは、（ａ）配列反復の２つまたはそれ超のコピーを含み、前記コ
ピーの全てが同じ標的ポリヌクレオチドに対応すること、および（ｂ）前記組成物中の１
つの個々のコンカテマーの配列反復の２つまたはそれ超のコピー間の接合部が別の個々の
コンカテマーのものとは異なることを特徴とする。
【００１４】
　一態様では、本開示は、配列変異体を検出するためのシステムを提供する。一部の実施
形態では、システムは、（ａ）試料に対する検出反応を実施するための使用者要求を受信
するように構成されたコンピュータ；（ｂ）使用者要求に応答して試料またはその一部に
対する核酸増幅反応を実施する増幅システムであって、増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌ
クレオチドを環状化して、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環
状ポリヌクレオチドを形成するステップと、（ｉｉ）環状ポリヌクレオチドを増幅するス
テップとを含む増幅システム；（ｃ）増幅システムによって増幅されたポリヌクレオチド
の配列決定リードを作成し、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定し、異な
る接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異
を配列変異体としてコールするシークエンシングシステム；および（ｄ）受信者に報告を
送信する報告作成プログラムであって、報告が、配列変異体の検出の結果を含有する報告
作成プログラムを含む。一部の実施形態では、受信者は使用者である。
【００１５】
　一態様では、本開示は、１つまたは複数のプロセッサにより実行されると、配列変異体
を検出する方法を実行するコードを含むコンピュータ可読媒体を提供する。一部の実施形
態では、実行される方法は、（ａ）試料に対する検出反応を実施するための顧客要求を受
信するステップと、（ｂ）顧客要求に応答して試料またはその一部に対する核酸増幅反応
を実施するステップであって、増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌクレオチドを環状化して
、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形
成するステップと、（ｉｉ）環状ポリヌクレオチドを増幅するステップとを含むステップ
と、（ｃ）（ｉ）増幅反応において増幅されたポリヌクレオチドの配列決定リードを作成
するステップと、（ｉｉ）配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステッ
プと、（ｉｉｉ）異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて
生じている配列の差異を配列変異体としてコールするステップとを含む配列決定解析を実
施するステップと、（ｄ）配列変異体の検出の結果を含有する報告を作成するステップと
を含む。
【００１６】
　本明細書に開示されている種々の態様のいずれかの一部の実施形態では、方法、組成物
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、およびシステムは、例えば、患者試料の特徴付けおよび場合によって対象の状態の診断
においてなど、治療に適用される。一部の実施形態では、試料は、尿、便、血液、唾液、
組織、または体液などの対象由来の試料である。一部の実施形態では、試料は、対象由来
の腫瘍組織の試料中のものなどの腫瘍細胞を含む。一部の実施形態では、試料は、ホルマ
リン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）試料である。一部の実施形態では、方法は、コール
するステップに基づいて対象を診断するステップをさらに含む。一部の実施形態では、配
列変異体は、原因遺伝子変異体である。一部の実施形態では、配列変異体は、がんの種類
または病期に関連するものである。一部の実施形態では、複数のポリヌクレオチドは、無
細胞ＤＮＡまたは循環腫瘍ＤＮＡなどの無細胞ポリヌクレオチドを含む。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　それぞれが５’末端および３’末端を有する複数のポリヌクレオチドを含む核酸試料に
おける配列変異体を同定する方法であって、
　（ａ）前記複数の個々のポリヌクレオチドを環状化して、それぞれが前記５’末端と３
’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステップと、
　（ｂ）（ａ）の前記環状ポリヌクレオチドを増幅するステップと、
　（ｃ）増幅されたポリヌクレオチドを配列決定して、複数の配列決定リードを生成する
ステップと、
　（ｄ）配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、
　（ｅ）異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じてい
る配列の差異を前記配列変異体としてコールするステップと
を含む方法。
（項目２）
　配列変異体を同定する方法であって、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同
定するステップと、異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおい
て生じている配列の差異を前記配列変異体としてコールするステップとを含み、
　（ａ）前記配列決定リードが、前記少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドの増幅産物
に対応し、
　（ｂ）前記少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドのそれぞれが、各々のポリヌクレオ
チドの５’末端と３’末端をライゲーションすることによって形成された異なる接合部を
含む、
方法。
（項目３）
　前記複数のポリヌクレオチドが一本鎖である、項目１または２に記載の方法。
（項目４）
　環状化が、前記複数のポリヌクレオチドをライゲーション反応に供することによってな
される、項目１または２に記載の方法。
（項目５）
　個々の環状ポリヌクレオチドが、環状化されたポリヌクレオチドの中で独特である接合
部を有する、項目１または２に記載の方法。
（項目６）
　前記配列変異体が、一塩基多型である、項目１または２に記載の方法。
（項目７）
　前記参照配列が、前記配列決定リードを互いとアラインすることによって形成されたコ
ンセンサス配列である、項目１または２に記載の方法。
（項目８）
　前記参照配列が、既知の参照配列である、項目１または２に記載の方法。
（項目９）
　環状化が、アダプターポリヌクレオチドを前記複数のポリヌクレオチド中のポリヌクレ
オチドの５’末端、３’末端、または５’末端と３’末端の両方と接合するステップを含
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む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　増幅が、鎖置換活性を有するポリメラーゼを使用することによってなされる、項目１に
記載の方法。
（項目１１）
　増幅が、前記環状ポリヌクレオチドを、ランダムプライマーを含む増幅反応混合物に供
することを含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　増幅が、前記環状ポリヌクレオチドを、それぞれが異なる標的配列と配列相補性によっ
て特異的にハイブリダイズする１つまたは複数のプライマーを含む増幅反応混合物に供す
ることを含む、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　前記増幅されたポリヌクレオチドを、富化を伴わずに前記配列決定ステップに供する、
項目１１または１２に記載の方法。
（項目１４）
　配列決定の前に、富化ステップを実施することによって、前記増幅されたポリヌクレオ
チドの中で１つまたは複数の標的ポリヌクレオチドを富化するステップをさらに含む、項
目１１または１２に記載の方法。
（項目１５）
　前記富化ステップが、増幅されたポリヌクレオチドを、基質に付着させた複数のプロー
ブにハイブリダイズさせることを含む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記富化ステップが、
　（ａ）前記増幅されたポリヌクレオチド；
　（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、前記標的配列の配列Ａと、配列Ａと
配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
　（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、前記標的配列の相補体を含む相補的な
ポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに
　（ｄ）前記第１のプライマーおよび前記第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポ
リヌクレオチドを生成するポリメラーゼ
を含む増幅反応混合物において、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを
含む標的配列を増幅することを含み、
　前記標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離が７５ｎｔまたはそれ
未満である、項目１４に記載の方法。
（項目１７）
　前記コールするステップに基づいて微生物性汚染物質を同定する、項目１または２に記
載の方法。
（項目１８）
　それぞれが５’末端および３’末端を有するポリヌクレオチド５０ｎｇ未満を含む核酸
試料において配列変異体を同定する方法であって、
　（ａ）リガーゼを用いて前記試料中の個々のポリヌクレオチドを環状化して複数の環状
ポリヌクレオチドを形成するステップと、
　（ｂ）前記リガーゼを前記環状ポリヌクレオチドから分離したら、前記環状ポリヌクレ
オチドを増幅してコンカテマーを形成するステップと、
　（ｃ）前記コンカテマーを配列決定して複数の配列決定リードを生成するステップと、
　（ｄ）複数の配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、
　（ｅ）前記５０ｎｇ未満のポリヌクレオチドの核酸試料からの前記複数のリードにおい
て０．０５％またはそれ超の頻度で生じている配列の差異を前記配列変異体としてコール
するステップと
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を含む方法。
（項目１９）
　前記試料の前記ポリヌクレオチドが一本鎖である、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　個々の環状ポリヌクレオチドが、環状化されたポリヌクレオチドの中で独特である接合
部を有する、項目１８に記載の方法。
（項目２１）
　前記配列変異体が、一塩基多型である、項目１８に記載の方法。
（項目２２）
　前記参照配列が、前記配列決定リードを互いとアラインすることによって形成されたコ
ンセンサス配列である、項目１８に記載の方法。
（項目２３）
　前記参照配列が、既知の参照配列である、項目１８に記載の方法。
（項目２４）
　増幅が、鎖置換活性を有するポリメラーゼを使用することによってなされる、項目１８
に記載の方法。
（項目２５）
　増幅が、前記環状ポリヌクレオチドを、ランダムプライマーを含む増幅反応混合物に供
することを含む、項目１８に記載の方法。
（項目２６）
　増幅が、前記環状ポリヌクレオチドを、それぞれが異なる標的配列と配列相補性によっ
て特異的にハイブリダイズする１つまたは複数のプライマーを含む増幅反応混合物に供す
ることを含む、項目１８に記載の方法。
（項目２７）
　反応混合物において、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む標的
配列の２つまたはそれ超のコピーを含む複数の異なるコンカテマーを増幅する方法であっ
て、前記反応混合物を核酸増幅反応に供するステップを含み、前記反応混合物が、
　（ａ）複数のコンカテマーであって、前記複数の個々のコンカテマーが、５’末端およ
び３’末端を有する個々のポリヌクレオチドを環状化することによって形成された異なる
接合部を含む、複数のコンカテマー；
　（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、前記標的配列の配列Ａと、配列Ａと
配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
　（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、前記標的配列の相補体を含む相補的な
ポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異
的にハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに
　（ｄ）前記第１のプライマーおよび前記第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポ
リヌクレオチドを生成するポリメラーゼ
を含み、
　前記標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離が７５ｎｔまたはそれ
未満である、方法。
（項目２８）
　反応混合物において、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む標的
配列を含む複数の異なる環状ポリヌクレオチドを増幅する方法であって、前記反応混合物
を核酸増幅反応に供するステップを含み、前記反応混合物が、
　（ａ）複数の環状ポリヌクレオチドであって、前記複数の個々の環状ポリヌクレオチド
が、５’末端および３’末端を有する個々のポリヌクレオチドを環状化することによって
形成された異なる接合部を含む、複数の環状ポリヌクレオチド；
　（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、前記標的配列の配列Ａと、配列Ａと
配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
　（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、前記標的配列の相補体を含む相補的な
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ポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異
的にハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに
　（ｄ）前記第１のプライマーおよび前記第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポ
リヌクレオチドを生成するポリメラーゼ
を含み、
　配列Ａおよび配列Ｂが内因性配列であり、前記標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの
３’末端の間の距離が７５ｎｔまたはそれ未満である、方法。
（項目２９）
　前記第１のプライマーが配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、前記第２のプライマ
ーが配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼーション温度における
第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも前記複数のコンカテマーとハイブリダイズしない、
項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　増幅が、第１の相および第２の相を含み、前記第１の相が、第１の温度におけるハイブ
リダイゼーションステップを含み、その間に、プライマー伸長の前に前記第１および第２
のプライマーが前記コンカテマーとハイブリダイズし、前記第２の相が前記第１の温度よ
りも高い第２の温度におけるハイブリダイゼーションステップを含み、その間に、前記第
１および第２のプライマーが、伸長した第１もしくは第２のプライマーまたはその相補体
を含む増幅産物とハイブリダイズする、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記第２の温度におけるハイブリダイゼーションおよびプライマー伸長を５サイクル行
った後、前記反応混合物中の増幅されたポリヌクレオチドの少なくとも５％が前記標的配
列の２つまたはそれ超のコピーを含む、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
　前記第１のプライマーが配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、前記第２のプライマ
ーが配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼーション温度における
第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも前記複数の環状ポリヌクレオチドとハイブリダイズ
しない、項目２８に記載の方法。
（項目３３）
　増幅が、第１の相および第２の相を含み、前記第１の相が、第１の温度におけるハイブ
リダイゼーションステップを含み、その間に、プライマー伸長の前に前記第１および第２
のプライマーが前記環状ポリヌクレオチドまたはその増幅産物とハイブリダイズし、前記
第２の相が、前記第１の温度よりも高い第２の温度におけるハイブリダイゼーションステ
ップを含み、その間に、前記第１および第２のプライマーが、伸長した第１もしくは第２
のプライマーまたはその相補体を含む増幅産物とハイブリダイズする、項目３２に記載の
方法。
（項目３４）
　５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む標的配列の２つまたはそれ
超のコピーを含む複数の異なるコンカテマーを増幅するための反応混合物であって、
　（ａ）複数のコンカテマーであって、前記複数の個々のコンカテマーが、５’末端およ
び３’末端を有する個々のポリヌクレオチドを環状化することによって形成された異なる
接合部を含む、複数のコンカテマー；
　（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、前記標的配列の配列Ａと、配列Ａと
配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
　（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、前記標的配列の相補体を含む相補的な
ポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに
　（ｄ）前記第１のプライマーおよび前記第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポ
リヌクレオチドを生成するポリメラーゼ
を含み、
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　前記標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離が７５ｎｔまたはそれ
未満である、反応混合物。
（項目３５）
　前記第１のプライマーが配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、前記第２のプライマ
ーが配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、増幅反応の第１の増幅ステップの間、配列Ｃ
も配列Ｄも前記２つまたはそれ超のコンカテマーとハイブリダイズしない、項目３４に記
載の反応混合物。
（項目３６）
　一本鎖であり、リガーゼを実質的に含まない複数の環状化されたポリヌクレオチドを含
む組成物。
（項目３７）
　複数のコンカテマーを含む組成物であって、前記複数のコンカテマーが、１００００ま
たはそれ未満の標的ポリヌクレオチドの群に対応し、さらに、前記複数の個々のコンカテ
マーが、
　（ａ）配列反復の２つまたはそれ超のコピーを含み、前記コピーの全てが同じ標的ポリ
ヌクレオチドに対応し、
　（ｂ）前記組成物における１つの個々のコンカテマーの前記配列反復の前記２つまたは
それ超のコピー間の接合部が別の個々のコンカテマーのものとは異なる
ことを特徴とする、組成物。
（項目３８）
　配列変異体を検出するためのシステムであって、
　（ａ）試料に対する検出反応を実施するための使用者要求を受信するように構成された
コンピュータ；
　（ｂ）前記使用者要求に応答して前記試料またはその一部に対する核酸増幅反応を実施
する増幅システムであって、前記増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌクレオチドを環状化し
て、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを
形成するステップと、（ｉｉ）前記環状ポリヌクレオチドを増幅するステップとを含む増
幅システム；
　（ｃ）前記増幅システムによって増幅されたポリヌクレオチドの配列決定リードを作成
し、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定し、異なる接合部を有する少なく
とも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を前記配列変異体として
コールするシークエンシングシステム；および
　（ｄ）受信者に報告を送信する報告作成プログラムであって、前記報告が、前記配列変
異体の検出の結果を含有する報告作成プログラム
を含むシステム。
（項目３９）
　前記受信者が使用者である、項目３８に記載のシステム。
（項目４０）
　１つまたは複数のプロセッサにより実行されると、配列変異体を検出する方法を実行す
るコードを含むコンピュータ可読媒体であって、該方法は、
　（ａ）試料に対する検出反応を実施するための顧客要求を受信するステップと、
　（ｂ）前記顧客要求に応答して前記試料またはその一部に対する核酸増幅反応を実施す
るステップであって、前記増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌクレオチドを環状化して、そ
れぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形成す
るステップと、（ｉｉ）前記環状ポリヌクレオチドを増幅するステップとを含むステップ
と、
　（ｃ）（ｉ）前記増幅反応において増幅されたポリヌクレオチドの配列決定リードを作
成するステップと、（ｉｉ）配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステ
ップと、（ｉｉｉ）異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおい
て生じている配列の差異を前記配列変異体としてコールするステップとを含む配列決定解
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析を実施するステップと、
　（ｄ）前記配列変異体の検出の結果を含有する報告を作成するステップと
を含む、コンピュータ可読媒体。
（項目４１）
　前記試料が、対象由来の試料である、項目１または２に記載の方法。
（項目４２）
　前記試料が、尿、便、血液、唾液、組織、または体液である、項目４１に記載の方法。
（項目４３）
　前記試料が、腫瘍細胞を含む、項目４１に記載の方法。
（項目４４）
　前記試料が、ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）試料である、項目４１に記載
の方法。
（項目４５）
　前記コールするステップに基づいて前記対象を診断するステップをさらに含む、項目４
１に記載の方法。
（項目４６）
　前記配列変異体が原因遺伝子変異体である、項目１または２に記載の方法。
（項目４７）
　前記配列変異体が、がんの種類または病期に関連する、項目１または２に記載の方法。
（項目４８）
　前記複数のポリヌクレオチドが、無細胞ポリヌクレオチドを含む、項目１または２に記
載の方法。
（項目４９）
　前記無細胞ポリヌクレオチドが、循環腫瘍ＤＮＡを含む、項目４８に記載の方法。
（項目５０）
　前記試料の前記ポリヌクレオチドが、無細胞ポリヌクレオチドを含む、項目１８に記載
の方法。
（項目５１）
　前記配列変異体が原因遺伝子変異体である、項目１８に記載の方法。
（項目５２）
　前記ポリヌクレオチドが無細胞ＤＮＡである、項目３６に記載の組成物。
【００１７】
　参照による組み込み
　本明細書において言及されている全ての刊行物、特許および特許出願は、個別の刊行物
、特許、または特許出願が、具体的にかつ個々に参照により組み込まれることが示された
のと同じ程度に参照により本明細書に組み込まれる。
【００１８】
　本発明の新規の特徴は、添付の特許請求の範囲において詳細に記載されている。本発明
の原理が利用されている例示的な実施形態が記載されている以下の詳細な説明および付属
図面を参照することにより、本発明の特徴および利点がよりよく理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本開示による方法の一実施形態の概略図である。ＤＮＡ鎖を環状化し、
調査中の遺伝子に対応する標的特異的プライマーをポリメラーゼ、ｄＮＴＰ、緩衝液など
と一緒に添加し、したがって、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）が起こって鋳型ＤＮＡ
（例えば、「単量体」）のコンカテマー（例えば「多量体」）が形成される。コンカテマ
ーを処理して対応する相補鎖を合成し、次いで、アダプターを付加して配列決定ライブラ
リーを作出する。この結果もたらされるライブラリーは、その後に標準の技術を使用して
配列決定されるが、一般に、３つの種：稀な配列変異体（例えば、突然変異）を含有しな
いｎＤＮＡ（「正常な」ＤＮＡ）；酵素的な配列決定誤差を含有するｎＤＮＡ、および、
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増幅前に試料ポリヌクレオチド中に元から存在していた「本物の」または実際の配列変異
体の多量体を含有するＤＮＡを含有する。有効に稀な突然変異の多数のコピーが存在する
ことにより、配列変異体の検出および同定が可能になる。
【００２０】
【図２】図２は、図１と同様であるが、ポリヌクレオチドの環状化を容易にするためにア
ダプターを付加した戦略を示す図である。図２はまた、標的特異的プライマーの使用も示
す。
【００２１】
【図３】図３は、増幅にアダプタープライマーを使用すること以外は図２と同様の図であ
る。
【００２２】
【図４】図４は、環状化されたｃｃＤＮＡの形成に関連する３つの実施形態を示す図であ
る。一番上は、一本鎖ＤＮＡ（ｓｓＤＮＡ）をアダプターの不在下で環状化するものであ
り、中央のスキームはアダプターの使用を示し、一番下のスキームは、２種のアダプター
オリゴ（各末端に異なる配列をもたらす）を利用するものであり、両方のアダプターとハ
イブリダイズして２つの末端を近接させる副子オリゴをさらに含んでよい。
【００２３】
【図５】図５は、ライゲーションのために一本鎖ＤＮＡの２つの末端を空間的に近接させ
るために「分子クランプ」を使用することによって特異的な標的を環状化するための実施
形態を示す図である。
【００２４】
【図６】図６Ａおよび６Ｂは、核酸のブロッキング末端を使用してアダプターを付加する
ための２つのスキームを示す図である。
【００２５】
【図７】図７Ａ、７Ｂ、および７Ｃは、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）反応を刺激す
るための３つの異なるやり方を示す図である。図７Ａは、標的、例えば、目的の特定の標
的遺伝子または標的配列に特異的なプライマーの使用を示す。これにより、一般に、標的
配列のみが増幅される。図７Ｂは、全ゲノム増幅（ＷＧＡ）を実施するためのランダムプ
ライマーの使用を示し、これにより、一般に、全ての試料配列が増幅され、次いでそれを
プロセシングの間にバイオインフォマティクスによって選別する。図７Ｃは、アダプター
を使用する場合のアダプタープライマーの使用を示し、これは同様に、一般的な非標的特
異的増幅をもたらすものである。
【００２６】
【図８】図８は、ある実施形態による、両方の鎖が増幅される二本鎖ＤＮＡの環状化およ
び増幅の例を示す。
【００２７】
【図９】図９Ａ、９Ｂ、９Ｃ、および９Ｄは、その後の配列決定のために相補鎖合成を実
現するための種々のスキームを示す。図９Ａは、標的鎖のランダムプライミングの使用、
その後のライゲーションを示す。図９Ｂは、標的鎖のアダプタープライミングの使用、同
様にその後のライゲーションを示す。図９Ｃは、「ループ」アダプターの使用を示し、こ
こで、アダプターは、相補的である配列の２つの切片を有し、したがって、これらは互い
とハイブリダイズしてループ（例えば、ステムループ構造）を創出する。コンカテマーの
末端とのライゲーションの際、ループの遊離末端は、相補鎖に対するプライマーとしての
機能を果たす。図９Ｄは、第２の鎖合成を実現するための高分岐ランダムプライマーの使
用を示す。
【００２８】
【図１０】図１０は、標的配列の単量体内でアラインした場合に互いと離れる方に配向さ
れた（「背中合わせ」とも称され、例えば、２方向に配向されているが、増幅されるドメ
インの末端上にはない）プライマー対を使用した、標的核酸配列の少なくとも２つのコピ
ーを含有する環状ポリヌクレオチドまたは鎖の配列決定を促進する実施形態によるＰＣＲ
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方法を示す図である。一部の実施形態では、これらのプライマーセットを、コンカテマー
を形成してアンプリコンが標的配列のより高次の多量体、例えば、二量体、三量体などに
なるのを促進した後に使用する。場合によって、方法は、二量体よりも小さいアンプリコ
ンを除去するためのサイズ選択をさらに含んでよい。
【００２９】
【図１１】図１１は、背中合わせ（Ｂ２Ｂ）プライマーを「タッチアップ」ＰＣＲステッ
プと共に使用し、したがって、短い産物（例えば、単量体など）の増幅が不利になる実施
形態を示す。この場合、プライマーは、２つのドメイン；標的配列とハイブリダイズする
第１のドメイン（灰色または黒い矢印）および元の標的配列とはハイブリダイズしない「
ユニバーサルプライマー」結合性ドメイン（折り曲がった四角形；時にはアダプターとも
称される）である第２のドメインを有する。一部の実施形態では、ＰＣＲの第１のラウン
ドを低温アニーリングステップで行い、したがって、遺伝子に特異的な配列が結合する。
低温での実行により、短い産物を含めた種々の長さのＰＣＲ産物がもたらされる。少数の
ラウンド後、アニーリング温度を上昇させ、したがって、プライマー全体、両方のドメイ
ンのハイブリダイゼーションが有利になるようにし、示されている通り、これらは、鋳型
の末端において見いだされ、一方で内部の結合は不安定になる。したがって、高温で両方
のドメインを用いると、低温または単一ドメインのみの場合よりも短い産物が不利になる
。
【００３０】
【図１２】図１２Ａおよび１２Ｂは、配列決定ライブラリー構築の２つの異なる方法を示
す図である。図１２Ａは、単一のステップでＤＮＡを同時に断片化し、配列決定アダプタ
ーでタグ付けすることができるＩｌｌｕｍｉｎａ（登録商標）Ｎｅｘｔｅｒａ試料調製シ
ステムの例を説明する。図１２Ｂでは、コンカテマーを超音波処理によって断片化し、そ
の後、アダプターを両末端に添加し（例えば、ＫＡＰＡ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓのキット
を使用することによって）、ＰＣＲ増幅する。他の方法が利用可能である。
【００３１】
【図１３】図１３Ａ～Ｃは、従来のＰＣＲプライマー設計と比較した、背中合わせ（Ｂ２
Ｂ）プライマーの設計の例示的な利点の図である。従来のＰＣＲプライマー設計（左側）
では、プライマー（矢印、ＡおよびＢ）は、突然変異のホットスポット（黒い星印）であ
り得る標的配列を挟む領域に配置され、また、一般には少なくとも６０塩基対（ｂｐ）離
れており、これにより、約１００ｂｐの典型的なフットプリントがもたらされる。この図
において、Ｂ２Ｂプライマーの設計（右側）では、プライマーは標的配列の片側に配置さ
れる。２つのＢ２Ｂプライマーは逆方向を向いており、いずれかは重複してよい（例えば
、約１２ｂｐもしくはそれ未満、約１０ｂｐもしくはそれ未満、約５ｂｐもしくはそれ未
満、またはそれ未満）。Ｂ２Ｂプライマーの長さに応じて、この図における全フットプリ
ントは、２８～５０ｂｐであり得る。従来の設計では、フットプリントが大きいことに起
因して、断片化事象によってプライマー結合が破壊される可能性がより高く、それにより
、直鎖状断片であるか（１３Ａ）、環状化されたＤＮＡであるか（１３Ｂ）、または増幅
産物であるか（１３Ｃ）にかかわらず、配列情報が失われる。さらに、図１３Ｃにおいて
例示されているように、Ｂ２Ｂプライマーの設計では、異なるポリヌクレオチドを区別す
るために使用することができる接合部の配列（「天然バーコード」とも称される）が捕捉
される。
【００３２】
【図１４】図１４は、ある実施形態に従って配列変異体を検出するための鋳型を作製する
ための方法（例えば、本明細書では「Ｎｅｂｕｌａ」とも称される、環状化されたポリヌ
クレオチドを使用するプロセスの実行例）を説明する図である。ＤＮＡインプットを変性
させてｓｓＤＮＡにし、ライゲーションによって環状化し、環状化されなかったＤＮＡを
エキソヌクレアーゼ消化によって分解する。ライゲーション効率を定量的ＰＣＲ（ｑＰＣ
Ｒ）によって数量化し、インプットＤＮＡと環状化されたＤＮＡの量を比較し、一般には
、少なくとも約８０％のライゲーション効率がもたらされる。環状化されたＤＮＡを精製
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して緩衝液を交換し、その後、ランダムプライマーおよびＰｈｉ２９ポリメラーゼを用い
た全ゲノム増幅（ＷＧＡ）を行う。ＷＧＡ産物を精製し、産物を断片化して（例えば、超
音波処理によって）約４００ｂｐまたはそれ未満の短い断片にする。増幅されたＤＮＡの
オンターゲット率を、同じ量の参照ゲノムＤＮＡと増幅されたＤＮＡを比較するｑＰＲＣ
によって数量化し、一般には、約９５％またはそれ超の平均オンターゲット率が示される
。
【００３３】
【図１５】図１５は、有尾Ｂ２Ｂプライマーを用いた増幅の別の実行、および高温でのＰ
ＣＲの「タッチアップ」第２相の実行を説明する図である。Ｂ２Ｂプライマーは、配列に
特異的な領域（太い黒い線）およびアダプター配列（白い四角）を含有する。より低い、
第１相アニーリング温度を用いると、標的特異的配列が鋳型とアニーリングして、最初の
単量体がもたらされ、ＰＣＲ産物は縦列反復を含有する（１５Ａ）。高温の第２の増幅相
では、標的特異的配列とアダプター配列の両方のハイブリダイゼーションが、標的特異的
配列が単独でハイブリダイズするよりも有利であり、これにより、短い産物が優先的に生
成する程度が低下する（１５Ｂ）。全プライマーに有利でなく、標的特異的配列との内部
アニーリングにより、単量体の画分が急速に増加する（１５Ｃ、左側）。
【００３４】
【図１６】図１６は、変異体として計数される２つの異なるポリヌクレオチド（例えば、
異なる接合部によって同定されたもの）に配列の差異が生じていることを要求して（下の
線）、および要求せずに（上の線）、Ｑ３０フィルターを使用して標的配列決定方法によ
って検出されたバックグラウンドノイズ（変異体の頻度）間の比較を説明する図である。
この検証フィルターの適用は、本明細書では、「Ｆｉｒｅｆｌｙ」とも称される。ヒトゲ
ノムＤＮＡ（１２８７８、Ｃｏｒｉｅｌｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）は１００～２００ｂｐ
に断片化され、公知のＳＮＰ（ＣＹＰ２Ｃ１９）を含有するゲノムＤＮＡの２％スパイク
イン（１９２４０、Ｃｏｒｉｅｌｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）を含んだ。真の変異体シグナ
ル（顕著なピーク）は有意にはバックグラウンドを超えなかった（上、薄い灰色のプロッ
ト）。バックグラウンドノイズは検証フィルターを適用することによって約０．１まで減
少した（下、黒のプロット）。
【００３５】
【図１７】図１７は、ポリヌクレオチドの集団において種々の低頻度（２％、０．２％、
および０．０２％）でスパイクされ、それにもかかわらず、本開示の方法を適用すると有
意にバックグラウンドを超えた配列変異体の検出を説明する図である。
【００３６】
【図１８】図１８は、本開示のある実施形態のライゲーション効率およびオンターゲット
率の解析結果を説明する図である。
【００３７】
【図１９】図１９は、本開示のある実施形態による方法における対立遺伝子頻度の保存、
および偏りが実質的に存在しないことを説明する図である。
【００３８】
【図２０】図２０は、ある実施形態による、小さなインプット試料における配列変異体の
検出の結果を説明する図である。
【００３９】
【図２１】図２１は、標準の配列決定方法に従って、２つの異なるポリヌクレオチドにお
いて配列の差異が生じていることを要求せずに得られた配列変異体の検出の結果における
高バックグラウンドの例を説明する図である。
【００４０】
【図２２】図２２は、ゲノムのＧＣ含量分布と、本開示のある実施形態による方法（「Ｎ
ｅｂｕｌａ－Ｆｉｒｅｆｌｙ」；左側）に従って生じた配列決定結果のＧＣ含量分布、代
替配列決定ライブラリー構築キット（Ｒｕｂｉｃｏｎ、Ｒｕｂｉｃｏｎ　Ｇｅｎｏｍｉｃ
ｓ；中央）を使用した配列決定結果のＧＣ含量分布、および一般に、３２ｎｇであると文
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献において報告されている無細胞ＤＮＡのＧＣ含量分布（ｃｆＤＮＡ）（右側）の比較を
説明するグラフである。
【００４１】
【図２３】図２３は、ある実施形態による方法の配列決定リードから得たインプットＤＮ
Ａのサイズ分布を説明するグラフである。
【００４２】
【図２４】図２４は、ある実施形態に従うランダムプライミング法による多数の標的にわ
たって均一な増幅を説明するグラフである。
【００４３】
【図２５】図２５は、環状化の不在下で同定可能な接合部を有するポリヌクレオチド多量
体の形成に関する実施形態を説明する図である。ポリヌクレオチド（例えば、ポリヌクレ
オチド断片、または無細胞ＤＮＡなど）を接合して、本開示の実施形態による独立したポ
リヌクレオチドを区別するのに有用な非天然接合部（本明細書では「自己タグ」とも称さ
れる）を有する多量体を形成する。図２５Ａでは、ポリヌクレオチドを、平滑末端ライゲ
ーションによって互いと直接接合する。図２５Ｂでは、ポリヌクレオチドを１つまたは複
数の介在アダプターオリゴヌクレオチドを介して接合し、介在アダプターオリゴヌクレオ
チドは、バーコード配列をさらに含んでよい。次いで、多量体を、種々の方法のいずれか
による、例えば、ランダムプライマー（全ゲノム増幅）、アダプタープライマー、または
１つもしくは複数の標的特異的プライマーもしくはプライマー対によるものなどの増幅に
供する。複数の別々のポリヌクレオチドから同定可能な接合部を有する多量体を形成する
ためのプロセスは、本明細書では「Ｅｃｌｉｐｓｅ」とも称される。
【００４４】
【図２６】図２６は、図２５のプロセスにおける変異例を説明する図である。ポリヌクレ
オチド（例えば、ｃｆＤＮＡ、または他のポリヌクレオチド断片）を末端修復し、Ａ尾部
付加し、アダプターライゲーションする（例えば、ＫＡＰＡ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓのキ
ットなどの標準のキットを使用して）。内部ウラシル（Ｕ）で標識した担体ＤＮＡを補充
して、総ＤＮＡインプットを所望のレベルまで（例えば、約２０ｎｇまたはそれ超まで）
生じさせることができる。検出される配列変異体は「星印」によって示される。ライゲー
ションが完了したら、担体ＤＮＡは、ウラシルＤＮＡグリコシラーゼ（ＵＤＧ）とＤＮＡ
グリコシラーゼ－リアーゼエンドヌクレアーゼＶＩＩＩの混合物であるウラシル特異的切
除試薬（ＵＳＥＲ）酵素を添加することによって分解することができる。産物を精製して
、担体ＤＮＡの断片を排除する。精製された産物を増幅する（例えば、ＰＣＲによって、
アダプター配列を対象とするプライマーを使用して）。残留している担体ＤＮＡはいずれ
も、分解、および少なくとも一方の末端のアダプターからの分離に起因して、増幅される
可能性が低い。増幅産物を精製して短いＤＮＡ断片を除去することができる。
【００４５】
【図２７】図２７は、図２５のプロセスにおける変異例を説明する図である。標的特異的
増幅プライマーは、アダプターとして機能する共通の５’「尾部」（灰色の矢印）を含む
。最初の増幅（例えば、ＰＣＲによる）は、数サイクル（例えば、少なくとも約５、１０
、またはそれ超のサイクル）にわたって進行する。ＰＣＲ産物は、同様にプライマーとし
ての機能を果たし得、他のＰＣＲ産物とアニーリングして（例えば、第２の相においてア
ニーリング温度を低下させた場合）、同定可能な接合部を有するコンカテマーが生成する
。第２の相は、いくつかのサイクル（例えば、５、１０、１５、２０、またはそれ超のサ
イクル）を含んでよく、また、コンカテマーの形成および増幅に有利な条件の選択または
変異を含んでよい。この概略図に従った方法は、「Ｒｅｌａｙ　Ａｍｐ　Ｓｅｑ」とも称
され、区分された状況（例えば、液滴）において特定の使用を見いだすことができる。
【００４６】
【図２８】図２８Ａ～Ｅは、ポリヌクレオチドを環状化するための方法の非限定的な例を
説明する図である。図２８Ａでは、二本鎖ポリヌクレオチド（例えば、ｄｓＤＮＡ）を変
性させて一本鎖にし、その後、直接環状化（例えば、ＣｉｒｃＬｉｇａｓｅによる自己接
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合ライゲーション）を行う。図２８Ｂでは、ポリヌクレオチド（例えば、ＤＮＡ断片）を
、ライゲーション効率を改善するために末端修復およびＡ尾部付加（３’末端へのアデノ
シンの一塩基伸長の付加）し、その後、変性させて一本鎖にし、環状化を行う。図２８Ｃ
では、ポリヌクレオチドを、末端修復およびＡ尾部付加し（二本鎖の場合）、チミジン（
Ｔ）伸長を有するアダプターに接合し、変性させて一本鎖にし、環状化する。図２８Ｄで
は、ポリヌクレオチドを、末端修復およびＡ尾部付加し（二本鎖の場合）、両末端を、３
つの要素（ライゲーションのためのＴ伸長、アダプター間の相補性、および３’尾部）を
有するアダプターとライゲーションし、鎖を変性させ、一本鎖ポリヌクレオチドを環状化
する（アダプター配列間の相補性によって容易になる）。図２８Ｅでは、二本鎖ポリヌク
レオチドを変性させて一本鎖の形態にし、ポリヌクレオチドの末端を近づけて接合を容易
にする分子クランプの存在下で環状化する。
【００４７】
【図２９】図２９は、特に、環状化されたポリヌクレオチドに関して、本開示の方法に従
って配列変異体を同定するための増幅システムのワークフロー設計の例を説明する図であ
る。
【００４８】
【図３０】図３０は、特に、環状化ステップを伴わない直鎖状ポリヌクレオチドインプッ
トに関して、本開示の方法に従って配列変異体を同定するための増幅システムのワークフ
ロー設計の例を説明する図である。
【００４９】
【図３１】図３１は、本開示の方法に従って配列変異体を同定するためのワークフローの
例の概要図である。「Ｅｃｌｉｐｓｅ」（直鎖状ポリヌクレオチド解析）の枝に沿って、
解析は、デジタルＰＣＲ（例えば、デジタルドロップレットＰＣＲ、ｄｄＰＣＲ）、リア
ルタイムＰＣＲ、接合部の配列の解析（ａｕｔｏ　ｔａｇ）を用いたプローブ捕捉による
富化（ｃａｐｔｕｒｅ　ｓｅｑ）、挿入したアダプター配列（ｂａｒｃｏｄｅｄ　ｉｎｓ
ｅｒｔｉｏｎ）に基づく配列決定、またはＲｅｌａｙ　Ａｍｐ配列決定を含み得る。「Ｎ
ｅｂｕｌａ」（環状化されたポリヌクレオチド解析）に沿って、解析は、デジタルＰＣＲ
（例えば、デジタルドロップレットＰＣＲ、ｄｄＰＣＲ）、リアルタイムＰＣＲ、接合部
の配列の解析（ｎａｔｕｒａｌ　ｂａｒｃｏｄｅ）を用いたプローブ捕捉による富化（ｃ
ａｐｔｕｒｅ　ｓｅｑ）、プローブ捕捉による富化または標的化増幅（例えば、Ｂ２Ｂ増
幅）、および配列変異体を２つの異なるポリヌクレオチド（例えば、異なる接合部を有す
るポリヌクレオチド）において生じている差異として同定する検証ステップを伴う配列解
析を含み得る。
【００５０】
【図３２】図３２は、ある実施形態によるシステムの図である。
【００５１】
【図３３】図３３は、ある例による、標的領域に沿った捕捉の効率およびカバレッジを説
明する図である。標的とされる塩基の９０％超が２０×超カバーされ、標的とされる塩基
の５０％超が５０×超のカバレッジを有する。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　本明細書に開示されている一部の実施形態の実施では、別段の指定のない限り、当技術
分野の技術の範囲内に入る、免疫学、生化学、化学、分子生物学、微生物学、細胞生物学
、ゲノミクスおよび組換えＤＮＡの従来の技法を使用する。例えば、SambrookおよびGree
n、Molecular　Cloning:　A　Laboratory　Manual、第４版（２０１２年）；the　series
　Current　Protocols　in　Molecular　Biology（F.　M.　Ausubelら編）；the　series
　Methods　In　Enzymology（Academic　Press,　Inc.）、PCR　2:　A　Practical　Appr
oach（M.J.　MacPherson、B.D.　HamesおよびG.R.　Taylor編（１９９５年））、Harlow
およびLane編（１９８８年）Antibodies,　A　Laboratory　Manual,　and　Culture　of
　Animal　Cells:　A　Manual　of　Basic　Technique　and　Specialized　Application
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s、第６版（R.I.　Freshney編（２０１０年））を参照されたい。
【００５３】
　「約」または「およそ」という用語は、当業者よって決定される、特定の値についての
許容される誤差範囲内を意味し、これは、当該値をどのように測定または決定するか、す
なわち、測定システムの限定に一部左右される。例えば、「約」とは、当技術分野の慣習
に従って、１または１超の標準偏差以内を意味し得る。あるいは、「約」とは、所与の値
の２０％まで、１０％まで、５％まで、または１％までの範囲を意味し得る。あるいは、
特に、生物システムまたはプロセスに関して、この用語は、値の１桁分以内、好ましくは
５倍以内、より好ましくは２倍以内を意味し得る。特定の値が本出願および特許請求の範
囲に記載されている場合、別段に述べられていない限り、特定の値について許容される誤
差範囲内を意味する「約」という用語を想定すべきである。
【００５４】
　「ポリヌクレオチド」、「ヌクレオチド」、「ヌクレオチド配列」、「核酸」および「
オリゴヌクレオチド」という用語は、互換的に使用される。これらの用語は、デオキシリ
ボヌクレオチドもしくはリボヌクレオチドのいずれかのヌクレオチドの任意の長さのポリ
マー形態、またはその類似体を指す。ポリヌクレオチドは、任意の３次元構造を有するも
のであってよく、また、既知または未知の任意の機能を果たすものであってよい。以下は
ポリヌクレオチドの非限定的な例である：遺伝子または遺伝子断片のコードまたは非コー
ド領域、連鎖解析により定義された遺伝子座（複数または単数）、エクソン、イントロン
、メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、転移ＲＮＡ（ｔＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ（ｒ
ＲＮＡ）、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、低分子ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）、マ
イクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、リボザイム、ｃＤＮＡ、組換えポリヌクレオチド、分枝ポ
リヌクレオチド、プラスミド、ベクター、任意の配列の単離されたＤＮＡ、任意の配列の
単離されたＲＮＡ、核酸プローブ、およびプライマー。ポリヌクレオチドは、メチル化さ
れたヌクレオチドおよびヌクレオチド類似体などの１つまたは複数の修飾されたヌクレオ
チドを含んでよい。存在する場合、ヌクレオチド構造に対する修飾は、ポリマーの集合の
前、またはその後に与えられてよい。ヌクレオチドの配列には、非ヌクレオチド成分が割
り込んでいてよい。ポリヌクレオチドは、重合後に、例えば、標識成分とのコンジュゲー
ションなどによってさらに修飾することができる。
【００５５】
　一般に、「標的ポリヌクレオチド」という用語は、その存在、量、および／もしくはヌ
クレオチド配列、またはこれらのうちの１つもしくは複数の変化を決定することが望まれ
る標的配列を有する核酸分子の出発集団内の核酸分子またはポリヌクレオチドを指す。一
般に、「標的配列」という用語は、核酸の単一の鎖上の核酸配列を指す。標的配列は、遺
伝子、調節配列、ゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ｍＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ｒＲＮＡを含めたＲ
ＮＡ、または他のものの一部であってよい。標的配列は、試料由来の標的配列または増幅
反応の産物などの二次的な標的であってよい。
【００５６】
　一般に、「ヌクレオチドプローブ」、「プローブ」または「タグオリゴヌクレオチド」
とは、ハイブリダイゼーション反応におけるその対応する標的ポリヌクレオチドを、対応
する標的配列とのハイブリダイゼーションによって検出または同定するために使用される
ポリヌクレオチドを指す。したがって、ヌクレオチドプローブは、１つまたは複数の標的
ポリヌクレオチドとハイブリダイズ可能である。タグオリゴヌクレオチドは、試料中の１
つまたは複数の標的ポリヌクレオチドと完全に相補的であってもよく、または、試料中の
１つまたは複数の標的ポリヌクレオチド内の対応するヌクレオチドと相補的でない１つま
たは複数のヌクレオチドを含有してもよい。
【００５７】
　「ハイブリダイゼーション」とは、１つまたは複数のポリヌクレオチドが反応して、ヌ
クレオチド残基の塩基間の水素結合によって安定化された複合体を形成する反応を指す。
水素結合は、塩基相補性に応じて、ワトソン・クリック塩基対合によって、フーグスティ
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ーン結合によって、または任意の他の配列特異的な様式で生じるものであってよい。複合
体は、二重鎖構造を形成する２つの鎖、多鎖複合体を形成する３つもしくはそれ超の鎖、
単一の自己ハイブリダイズ鎖、またはこれらの任意の組合せを含んでよい。ハイブリダイ
ゼーション反応は、ＰＣＲの開始、またはポリヌクレオチドのエンドヌクレアーゼによる
酵素的切断など、より広範囲にわたるプロセスにおけるステップを構成するものであって
よい。第１の配列と相補的である第２の配列は、第１の配列の「相補体」と称される。「
ハイブリダイズ可能」という用語は、ポリヌクレオチドに適用される場合、ポリヌクレオ
チドがハイブリダイゼーション反応においてヌクレオチド残基の塩基間の水素結合によっ
て安定化された複合体を形成する能力を指す。
【００５８】
　「相補性」とは、核酸が従来のワトソン・クリックまたは他の従来のものでない型のい
ずれかによって別の核酸配列と水素結合（複数可）を形成する能力を指す。パーセント相
補性は、第２の核酸配列と水素結合（例えば、ワトソン・クリック塩基対合）を形成する
ことができる核酸分子内の残基の百分率を示す（例えば、１０のうち５、６、７、８、９
、１０はそれぞれ５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、および１００％相補的であ
る）。「完全に相補的」とは、核酸配列の連続した残基の全てが、第２の核酸配列内の同
じ数の連続した残基と水素結合することを意味する。「実質的に相補的」とは、本明細書
で使用される場合、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、３０、３５、４０、４５、５０、またはそ
れ超のヌクレオチドの領域にわたって少なくとも６０％、６５％、７０％、７５％、８０
％、８５％、９０％、９５％、９７％、９８％、９９％、または１００％である相補性の
程度を指す、または、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズする２つの核酸を指す
。配列同一性は、例えばパーセント相補性を評価する目的などで、これらに限定されない
が、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ－Ｗｕｎｓｃｈアルゴリズム（例えば、www.ebi.ac.uk/Tools/ps
a/emboss_needle/nucleotide.htmlにおいて入手可能なＥＭＢＯＳＳ　Ｎｅｅｄｌｅ　ａ
ｌｉｇｎｅｒを参照されたい、場合によって初期設定で）、ＢＬＡＳＴアルゴリズム（例
えば、blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiにおいて入手可能なＢＬＡＳＴ　ａｌｉｇｎｍ
ｅｎｔ　ｔｏｏｌを参照されたい、場合によって初期設定で）、またはＳｍｉｔｈ－Ｗａ
ｔｅｒｍａｎアルゴリズム（例えば、www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/nucleotid
e.htmlにおいて入手可能なＥＭＢＯＳＳ　Ｗａｔｅｒ　ａｌｉｇｎｅｒを参照されたい、
場合によって初期設定で）を含めた任意の適切なアラインメントアルゴリズムによって測
定することができる。最適なアラインメントは、初期パラメータを含めた、選択したアル
ゴリズムの任意の適切なパラメータを使用して評価することができる。
【００５９】
　一般に、ハイブリダイゼーションについての「ストリンジェントな条件」とは、標的配
列に対する相補性を有する核酸が主に標的配列とハイブリダイズし、非標的配列とは実質
的にハイブリダイズしない条件を指す。ストリンジェントな条件は、一般に、配列依存性
であり、いくつかの因子に応じて変動する。一般に、配列が長いほど、その標的配列と配
列特異的にハイブリダイズする温度が高くなる。ストリンジェントな条件の非限定的な例
は、Tijssen（１９９３年）、Laboratory　Technniques　In　Biochemistry　And　Molec
ular　Biology-Hybridization　With　Nucleic　Acid　Probes　Part　I、Second　Chapt
er　「Overview　of　principles　of　hybridization　and　the　strategy　of　nucle
ic　acid　probe　assay」、Elsevier、N.Yに詳しく記載されている。
【００６０】
　一態様では、本開示は、例えば核酸試料においてなど、配列変異体を同定する方法を提
供する。一部の実施形態では、複数のポリヌクレオチドのそれぞれが５’末端および３’
末端を有し、方法は、（ａ）前記複数の個々のポリヌクレオチドを環状化して、それぞれ
が５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステ
ップと、（ｂ）（ａ）の環状ポリヌクレオチドを増幅するステップと、（ｃ）増幅された
ポリヌクレオチドを配列決定して、複数の配列決定リードを生成するステップと、（ｄ）
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配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、（ｅ）異なる接合部
を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を配列変
異体としてコールするステップとを含む。一部の実施形態では、方法は、配列決定リード
と参照配列の間の配列の差異を同定するステップと、異なる接合部を有する少なくとも２
つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を配列変異体としてコールする
ステップとを含み、（ａ）配列決定リードは、少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドの
増幅産物に対応し、（ｂ）少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドのそれぞれは、各々の
ポリヌクレオチドの５’末端と３’末端をライゲーションすることによって形成された異
なる接合部を含む。
【００６１】
　一般に、「配列変異体」という用語は、１つまたは複数の参照配列と相対的な配列内の
任意の変異を指す。一般には、配列変異体は、参照配列が既知である個体の所与の集団に
ついての参照配列よりも低い頻度で生じている。例えば、特定の細菌属は１６Ｓ　ｒＲＮ
Ａ遺伝子に関してコンセンサス参照配列を有し得るが、その属内の個々の種は、細菌の集
団内の種を同定するのに有用である遺伝子（またはその一部）内の１つまたは複数の配列
変異体を有し得る。別の例として、同じ種の多数の個体に関する配列（または同じ個体に
関する多数の配列決定リード）から、最適にアラインした場合にコンセンサス配列が生じ
得、そのコンセンサスに対する配列変異体を使用して、危険な汚染を示す、集団内の突然
変異体を同定することができる。一般に、「コンセンサス配列」とは、一連の関連する核
酸が、種々の配列アラインメントアルゴリズムのいずれかに応じて最適な配列アラインメ
ントなどの集中的な数学的および／または配列解析に供された場合に、配列内の各位置に
おける塩基の最も一般的な選択を反映するヌクレオチド配列を指す。種々のアラインメン
トアルゴリズムが利用可能であり、そのいくつかは本明細書に記載されている。一部の実
施形態では、参照配列は、単一の個体のゲノム配列などの単一の既知の参照配列である。
一部の実施形態では、参照配列は、参照集団としての機能を果たす多数の個体のゲノム配
列、または同じ個体からのポリヌクレオチドの多数の配列決定リードなどの多数の既知の
配列をアラインすることによって形成されるコンセンサス配列である。一部の実施形態で
は、参照配列は、解析中の試料からの配列を最適にアラインすることによって形成される
コンセンサス配列であり、したがって、配列変異体は、同じ試料中の対応する配列に相対
的な変異を表す。一部の実施形態では、配列変異体は、集団内に低頻度で生じている（「
稀な」配列変異体とも称される）。例えば、配列変異体は、約５％もしくはそれ未満、約
４％もしくはそれ未満、約３％もしくはそれ未満、約２％もしくはそれ未満、約１．５％
もしくはそれ未満、約１％もしくはそれ未満、約０．７５％もしくはそれ未満、約０．５
％もしくはそれ未満、約０．２５％もしくはそれ未満、約０．１％もしくはそれ未満、約
０．０７５％もしくはそれ未満、約０．０５％もしくはそれ未満、約０．０４％もしくは
それ未満、約０．０３％もしくはそれ未満、約０．０２％もしくはそれ未満、約０．０１
％もしくはそれ未満、約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％もしくはそれ未
満、またはそれ未満の頻度で生じ得る。一部の実施形態では、配列変異体は、約０．１％
またはそれ未満の頻度で生じている。
【００６２】
　配列変異体は、参照配列に対する任意の変異であってよい。配列変異は、単一ヌクレオ
チド、または複数のヌクレオチド（例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、ま
たはそれ超のヌクレオチド）の変化、挿入、または欠失からなってよい。配列変異体が２
つまたはそれ超のヌクレオチドの差異を含む場合、異なるヌクレオチドは、互いと連続し
ていてもよく、連続していなくてもよい。配列変異体の型の非限定的な例としては、一塩
基多型（ＳＮＰ）、欠失／挿入多型（ＤＩＰ）、コピー数変異体（ＣＮＶ）、短い縦列反
復（ＳＴＲ）、単純配列反復（ＳＳＲ）、可変数縦列反復（ＶＮＴＲ）、増幅断片長多型
（ＡＦＬＰ）、レトロトランスポゾンに基づく挿入多型、配列特異的増幅多型、および配
列変異体として検出することができるエピジェネティックマークの差異（例えば、メチル
化の差異）が挙げられる。
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【００６３】
　本明細書に記載の方法に供することができる核酸試料は、任意の適切な供給源に由来し
得る。一部の実施形態では、使用する試料は環境試料である。環境試料は、任意の環境供
給源、例えば、自然もしくは人工雰囲気、水系、土壌、または任意の他の目的の試料に由
来するものであってよい。一部の実施形態では、環境試料は、例えば、大気病原体収集シ
ステム、表面下沈渣、地下水、地中深くの古代の水、草地の植物の根－土壌界面、沿岸水
および下水処理場から得ることができる。
【００６４】
　試料由来のポリヌクレオチドは、これらに限定されないが、ＤＮＡ、ＲＮＡ、リボソー
ムＲＮＡ（ｒＲＮＡ）、転移ＲＮＡ（ｔＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、メッ
センジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、これらのいずれかの断片、またはこれらの任意の２つも
しくはそれ超の組合せを含めた種々のポリヌクレオチドのいずれであってもよい。一部の
実施形態では、試料は、ＤＮＡを含む。一部の実施形態では、試料は、ゲノムＤＮＡを含
む。一部の実施形態では、試料は、ミトコンドリアＤＮＡ、葉緑体ＤＮＡ、プラスミドＤ
ＮＡ、細菌人工染色体、酵母の人工染色体、オリゴヌクレオチドタグ、またはこれらの組
合せを含む。一部の実施形態では、試料は、例えば、これらに限定されないが、ポリメラ
ーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、逆転写、およびこれらの組合せを含めた、プライマーおよびＤ
ＮＡポリメラーゼの任意の適切な組合せを使用したプライマー伸長反応などの増幅によっ
て作製されたＤＮＡを含む。プライマー伸長反応の鋳型がＲＮＡである場合、逆転写の産
物は、相補ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）と称される。プライマー伸長反応において有用なプライマ
ーは、１つまたは複数の標的、ランダムな配列、部分的にランダムな配列、およびこれら
の組合せに特異的な配列を含んでよい。一般に、試料ポリヌクレオチドは、試料中に存在
する任意のポリヌクレオチドを含み、これは、標的ポリヌクレオチドを含む場合もあり含
まない場合もある。ポリヌクレオチドは、一本鎖、二本鎖、またはこれらの組合せであっ
てよい。一部の実施形態では、本開示の方法に供するポリヌクレオチドは、一本鎖ポリヌ
クレオチドであり、これは、二本鎖ポリヌクレオチドの存在下である場合もあり存在下で
ない場合もある。一部の実施形態では、ポリヌクレオチドは一本鎖ＤＮＡである。一本鎖
ＤＮＡ（ｓｓＤＮＡ）は、一本鎖の形態で単離されるｓｓＤＮＡであってもよく、または
二本鎖の形態で単離され、その後、本開示の方法における１つまたは複数のステップのた
めに一本鎖にされるＤＮＡであってもよい。
【００６５】
　一部の実施形態では、ポリヌクレオチドを、抽出ステップを伴わずに、かつ／または精
製ステップを伴わずに、その後のステップ（例えば、環状化および増幅）に供する。例え
ば、流体試料を、抽出ステップを伴わずに処理して細胞を除去して精製された液体試料お
よび細胞試料を生じさせ、その後、精製された流体試料からＤＮＡを単離することができ
る。沈殿または基質への非特異的な結合、その後、基質を洗浄して結合したポリヌクレオ
チドを放出させることによるものなど、ポリヌクレオチドを単離するための種々の手順が
利用可能である。ポリヌクレオチドを、細胞抽出ステップを伴わずに試料から単離する場
合、ポリヌクレオチドは大部分が細胞外または「無細胞」ポリヌクレオチドになり、これ
は、死細胞または損傷を受けた細胞に対応する可能性がある。そのような細胞の同一性を
使用して、それらが由来する細胞もしくは細胞の集団、例えば、腫瘍細胞（例えば、がん
の検出において）、胎児細胞（例えば、出生前診断において）、移植された組織由来の細
胞（例えば、移植不全の早期検出において）など、または微生物の群集のメンバーを特徴
付けることができる。
【００６６】
　試料を、例えば試料中の細胞からポリヌクレオチドを抽出するために処理する場合、種
々の抽出方法が利用可能である。例えば、核酸は、フェノール、フェノール／クロロホル
ム／イソアミルアルコール、またはＴＲＩｚｏｌおよびＴｒｉＲｅａｇｅｎｔを含めた同
様の製剤を用いた有機抽出によって精製することができる。抽出技法の他の非限定的な例
としては、以下が挙げられる。（１）例えば、自動核酸抽出器、例えば、Ａｐｐｌｉｅｄ
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　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ（Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ、Ｃａｌｉｆ．）から入手可能なＭｏ
ｄｅｌ　３４１　ＤＮＡ　Ｅｘｔｒａｃｔｏｒを使用するまたは使用しない、フェノール
／クロロホルム有機試薬を使用した有機抽出、その後エタノール沈殿（Ausubelら、１９
９３年）；（２）固定相吸着方法（米国特許第５，２３４，８０９号；Walshら、１９９
１年）；および（３）塩誘導性核酸沈殿方法（Millerら、（１９８８年）、そのような沈
殿方法は一般には「塩析」方法と称される。核酸の単離および／または精製の別の例とし
ては、核酸を特異的にまたは非特異的に結合させることができる磁気粒子を使用し、その
後、磁石を使用してビーズを単離し、洗浄し、ビーズから核酸を溶出することが挙げられ
る（例えば、米国特許第５，７０５，６２８号を参照されたい）。一部の実施形態では、
上記の単離方法の前に、望ましくないタンパク質の試料からの排除を補助するために、酵
素消化ステップ、例えば、プロテイナーゼＫ、または他の同様のプロテアーゼを用いた消
化を行うことができる。例えば、米国特許第７，００１，７２４号を参照されたい。所望
であれば、ＲＮＡ分解酵素阻害剤を溶解緩衝液に添加することができる。ある特定の細胞
または試料の種類については、タンパク質の変性／消化ステップをプロトコールに加える
ことが望ましいことがある。精製方法は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、またはその両方の分離を対象
とし得る。抽出手順の間またはその後にＤＮＡとＲＮＡの両方を一緒に単離する場合、一
方または両方を他から別々に精製するために、さらなるステップを使用することができる
。抽出された核酸の細分画も、例えば、サイズ、配列、または他の物理的もしくは化学的
特性による精製により作製することができる。最初の核酸の単離ステップに加えて、核酸
の精製を、例えば過剰なまたは望ましくない試薬、反応物、または産物を除去するために
など、開示されている方法における任意のステップの後に実施することができる。試料中
の核酸の量および／または純度を決定するための種々の方法、例えば吸光度（例えば、２
６０ｎｍ、２８０ｎｍにおける光の吸光度、およびこれらの比）によるもの、および標識
（例えば、蛍光色素および挿入剤、例えば、ＳＹＢＲグリーン、ＳＹＢＲブルー、ＤＡＰ
Ｉ、ヨウ化プロピジウム（propidium　iodine）、Ｈｏｅｃｈｓｔ染色、ＳＹＢＲゴール
ド、臭化エチジウムなど）の検出によるものなどが利用可能である。
【００６７】
　所望であれば、試料由来のポリヌクレオチドを、さらなる処理の前に断片化することが
できる。断片化は、化学的、酵素的、および機械的断片化を含めた種々の方法のいずれに
よっても実現することができる。一部の実施形態では、断片の長さの平均または中央値は
、１０～８００、１０～５００、５０～５００、９０～２００、または５０～１５０ヌク
レオチドなどの約１０～約１，０００ヌクレオチドの長さである。一部の実施形態では、
断片の長さの平均または中央値は、約１００もしくはそれ未満、約２００もしくはそれ未
満、約３００もしくはそれ未満、約５００もしくはそれ未満、約６００もしくはそれ未満
、約８００もしくはそれ未満、約１０００もしくはそれ未満、または約１５００ヌクレオ
チドもしくはそれ未満である。一部の実施形態では、断片は、約９０～２００ヌクレオチ
ドにわたり、かつ／または、平均長が約１５０ヌクレオチドである。一部の実施形態では
、断片化は、試料ポリヌクレオチドを超音波処理に供することを含んで機械的に実現され
る。一部の実施形態では、断片化は、試料ポリヌクレオチドを、１種または複数種の酵素
を用い、１種または複数種の酵素が二本鎖核酸切断を発生させるのに適した条件下で処理
することを含む。ポリヌクレオチド断片の作製に有用な酵素の例としては、配列特異的お
よび非配列特異的ヌクレアーゼが挙げられる。ヌクレアーゼの非限定的な例としては、Ｄ
ＮａｓｅＩ、Ｆｒａｇｍｅｎｔａｓｅ、制限エンドヌクレアーゼ、その変異体、およびこ
れらの組合せが挙げられる。例えば、ＤＮａｓｅＩを用いた消化により、Ｍｇ＋＋の不在
下およびＭｎ＋＋の存在下でＤＮＡのランダム二本鎖切断を誘導することができる。一部
の実施形態では、断片化は、試料ポリヌクレオチドを、１種または複数種の制限エンドヌ
クレアーゼを用いて処理することを含む。断片化により、５’突出部、３’突出部、平滑
末端、またはこれらの組合せを有する断片を生成することができる。断片化が１種または
複数種の制限エンドヌクレアーゼの使用を含む場合などの一部の実施形態では、試料ポリ
ヌクレオチドの切断により、予測可能な配列を有する突出部が残る。断片化されたポリヌ
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クレオチドを、カラム精製またはアガロースゲルからの単離などの標準の方法によって断
片をサイズ選択するステップに供することができる。
【００６８】
　一部の実施形態によると、試料由来の複数のポリヌクレオチド中のポリヌクレオチドを
環状化する。環状化は、ポリヌクレオチドの５’末端を、同じポリヌクレオチドの３’末
端と、試料中の別のポリヌクレオチドの３’末端と、または異なる供給源からのポリヌク
レオチド（例えば、オリゴヌクレオチドアダプターなどの人工ポリヌクレオチド）の３’
末端と接合することを含んでよい。一部の実施形態では、ポリヌクレオチドの５’末端を
同じポリヌクレオチドの３’末端と接合する（「自己接合」とも称される）。一部の実施
形態では、環状化反応の条件を、特定の平均長の環状化されたポリヌクレオチドの集団を
生成するために、特定の範囲内の長さのポリヌクレオチドの自己接合が有利になるように
選択する。例えば、環状化反応条件は、約５０００、２５００、１０００、７５０、５０
０、４００、３００、２００、１５０、１００、５０、またはそれ未満のヌクレオチドの
長さよりも短いポリヌクレオチドの自己接合が有利になるように選択することができる。
一部の実施形態では、長さが５０～５０００ヌクレオチド、１００～２５００ヌクレオチ
ド、または１５０～５００ヌクレオチドの断片が有利であり、したがって、環状化された
ポリヌクレオチドの平均長はそれぞれの範囲に入る。一部の実施形態では、環状化された
断片の８０％またはそれ超は５０～５００ヌクレオチドの長さ、例えば、５０～２００ヌ
クレオチドの長さである。最適化することができる反応条件としては、接合反応に充てる
時間の長さ、種々の試薬の濃度、および接合するポリヌクレオチドの濃度が挙げられる。
一部の実施形態では、環状化反応では、環状化の前に試料中に存在する断片の長さの分布
が保存される。例えば、環状化前のポリヌクレオチドと環状化されたポリヌクレオチドの
試料中の断片の長さの平均、中央値、最頻値、および標準偏差のうちの１つまたは複数は
、互いの７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、またはそれ超以内である。
【００６９】
　自己接合環状化産物を優先的に形成するのではなく、１つまたは複数のアダプターオリ
ゴヌクレオチドを使用し、したがって、試料中のポリヌクレオチドの５’末端および３’
末端が１つまたは複数の介在アダプターオリゴヌクレオチドによって接合して環状ポリヌ
クレオチドを形成する。例えば、ポリヌクレオチドの５’末端をアダプターの３’末端と
接合することができ、同じアダプターの５’末端を同じポリヌクレオチドの３’末端と接
合することができる。アダプターオリゴヌクレオチドは、試料ポリヌクレオチドと接合す
ることができる、少なくとも一部分が既知である配列を有する任意のオリゴヌクレオチド
を含む。アダプターオリゴヌクレオチドは、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ヌクレオチド類似体、非標
準ヌクレオチド、標識されたヌクレオチド、修飾されたヌクレオチド、またはこれらの組
合せを含んでよい。アダプターオリゴヌクレオチドは、一本鎖、二本鎖、または部分的二
重鎖であってよい。一般に、部分的二重鎖アダプターは、１つまたは複数の一本鎖領域と
１つまたは複数の二本鎖領域とを含む。二本鎖アダプターは、互いとハイブリダイズした
２つの別々のオリゴヌクレオチドを含んでよく（「オリゴヌクレオチド二重鎖」とも称さ
れる）、ハイブリダイゼーションにより、ミスマッチおよび／または対応のないヌクレオ
チドによって生じる１つもしくは複数の平滑末端、１つもしくは複数の３’突出部、１つ
もしくは複数の５’突出部、１つもしくは複数のバルジ、またはこれらの任意の組合せが
残り得る。アダプターの２つのハイブリダイズした領域がハイブリダイズしていない領域
によって互いと分離されている場合、「バブル」構造がもたらされる。配列が異なるアダ
プターなどの、異なる種類のアダプターを組み合わせて使用することができる。異なるア
ダプターは、逐次的な反応でまたは同時に試料ポリヌクレオチドと接合することができる
。一部の実施形態では、標的ポリヌクレオチドの両末端に同一のアダプターを付加する。
例えば、第１および第２のアダプターを同じ反応に付加することができる。アダプターは
、試料ポリヌクレオチドと組み合わせる前に操作することができる。例えば、末端リン酸
を付加または除去することができる。
【００７０】
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　アダプターオリゴヌクレオチドを使用する場合、アダプターオリゴヌクレオチドは、こ
れらに限定されないが、１つもしくは複数の増幅プライマーアニーリング配列またはその
相補体、１つもしくは複数の配列決定プライマーアニーリング配列またはその相補体、１
つまたは複数のバーコード配列、多数の異なるアダプターまたは異なるアダプターのサブ
セットの間で共有される１つまたは複数の共通配列、１つまたは複数の制限酵素認識部位
、１つまたは複数の標的ポリヌクレオチド突出部と相補的な１つまたは複数の突出部、１
つまたは複数のプローブ結合部位（例えば、配列決定プラットフォーム、例えば、大規模
並列配列決定用のフローセルなど、例えば、Ｉｌｌｕｍｉｎａ，Ｉｎｃ．により開発され
たフローセルなどに付着させるため）、１つもしくは複数のランダムなまたはほぼランダ
ムな配列（例えば、１つまたは複数の位置において２つまたはそれ超の異なるヌクレオチ
ドのセットからランダムに選択された１つまたは複数のヌクレオチドであり、１つまたは
複数の位置において選択された異なるヌクレオチドのそれぞれが、ランダムな配列を含む
アダプターのプールで表される）、およびこれらの組合せを含めた、種々の配列エレメン
トのうちの１つまたは複数を含有してよい。いくつかの場合には、アダプターを使用して
、例えば、正確なアダプターを用い、閉じた環とのハイブリダイゼーションによって閉じ
た環を「捕捉」することができる、アダプターに対する相補配列を含むオリゴヌクレオチ
ドでコーティングしたビーズ（特に、取扱いの容易さに関して磁気ビーズ）を使用するこ
とによってアダプターを含有する環を精製し、アダプターを含有しない環およびあらゆる
ライゲーションしていない成分を洗い流し、次いで、捕捉された環をビーズから放出させ
ることができる。さらに、いくつかの場合には、ハイブリダイズした捕捉プローブと標的
環の複合体を直接使用して、例えば、直接ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）などによっ
て、コンカテマーを作製することができる。一部の実施形態では、環内のアダプターを配
列決定プライマーとして使用することもできる。２つまたはそれ超の配列エレメントは、
互いと隣接していなくてもよく（例えば、１つまたは複数のヌクレオチドによって分離さ
れている）、互いと隣接していてもよく、部分的に重複していてもよく、完全に重複して
いてもよい。例えば、増幅プライマーアニーリング配列は、配列決定プライマーアニーリ
ング配列としての機能も果たし得る。配列エレメントは、３’末端またはその付近、５’
末端またはその付近に位置していてもよく、アダプターオリゴヌクレオチドの内部に位置
していてもよい。配列エレメントは、約３もしくはそれ未満、約４もしくはそれ未満、約
５もしくはそれ未満、約６もしくはそれ未満、約７もしくはそれ未満、約８もしくはそれ
未満、約９もしくはそれ未満、約１０もしくはそれ未満、約１５もしくはそれ未満、約２
０もしくはそれ未満、約２５もしくはそれ未満、約３０もしくはそれ未満、約３５もしく
はそれ未満、約４０もしくはそれ未満、約４５もしくはそれ未満、約５０もしくはそれ未
満またはそれ超のヌクレオチドの長さなどの任意の適切な長さであってよい。アダプター
オリゴヌクレオチドは、少なくとも、それらが含まれる１つまたは複数の配列エレメント
に適応させるのに十分な任意の適切な長さであってよい。一部の実施形態では、アダプタ
ーは、約１０もしくはそれ未満、約１５もしくはそれ未満、約２０もしくはそれ未満、約
２５もしくはそれ未満、約３０もしくはそれ未満、約３５もしくはそれ未満、約４０もし
くはそれ未満、約４５もしくはそれ未満、約５０もしくはそれ未満、約５５もしくはそれ
未満、約６０もしくはそれ未満、約６５もしくはそれ未満、約７０もしくはそれ未満、約
７５もしくはそれ未満、約８０もしくはそれ未満、約９０もしくはそれ未満、約１００も
しくはそれ未満、約２００もしくはそれ未満、またはそれ超のヌクレオチドの長さである
。一部の実施形態では、アダプターオリゴヌクレオチドは、約１２～４０ヌクレオチドの
長さの範囲、例えば、約１５～３５ヌクレオチドの長さなどである。
【００７１】
　一部の実施形態では、１つの試料由来の断片化されたポリヌクレオチドと接合するアダ
プターオリゴヌクレオチドは、全てのアダプターオリゴヌクレオチドに共通する１つまた
は複数の配列と、その特定の試料のポリヌクレオチドと接合するアダプターに独特である
バーコードとを含み、したがって、バーコード配列を使用して、１つの試料またはアダプ
ター接合反応に由来するポリヌクレオチドと別の試料またはアダプター接合反応に由来す
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るポリヌクレオチドを区別することができる。一部の実施形態では、アダプターオリゴヌ
クレオチドは、１つまたは複数の標的ポリヌクレオチド突出部と相補的である５’突出部
、３’突出部、またはその両方を含む。相補的な突出部は、これらに限定されないが、１
、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、またはそれ
超のヌクレオチドの長さを含めた、１ヌクレオチドまたは複数のヌクレオチドの長さであ
ってよい。相補的な突出部は、固定された配列を含んでよい。アダプターオリゴヌクレオ
チドの相補的な突出部は、１つまたは複数のヌクレオチドのランダムな配列を含んでよく
、したがって、１つまたは複数のヌクレオチドは、１つまたは複数の位置において２つま
たはそれ超の異なるヌクレオチドのセットからランダムに選択され、１つまたは複数の位
置において選択された異なるヌクレオチドのそれぞれが、ランダムな配列を含む相補的な
突出部を有するアダプターのプールで表される。一部の実施形態では、アダプター突出部
は、制限エンドヌクレアーゼ消化によって生成する標的ポリヌクレオチド突出部と相補的
である。一部の実施形態では、アダプター突出部は、アデニンまたはチミンからなる。
【００７２】
　ポリヌクレオチドを環状化するための種々の方法が利用可能である。一部の実施形態で
は、環状化は、リガーゼ（例えば、ＲＮＡまたはＤＮＡリガーゼ）の使用などの酵素反応
を含む。これらに限定されないが、Ｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ（商標）（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ
；Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）、ＲＮＡリガーゼ、Ｔ４　ＲＮＡリガーゼ１（ＤＮＡとＲＮＡ
の両方に対して働くｓｓＲＮＡリガーゼ）を含めた種々のリガーゼが利用可能である。さ
らに、ｄｓＤＮＡ鋳型が存在しない場合にはＴ４　ＤＮＡリガーゼによりｓｓＤＮＡもラ
イゲーションすることができるが、これは一般に遅い反応である。リガーゼの他の非限定
的な例としては、Ｔａｑ　ＤＮＡリガーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｆｉｌｉｆｏｒｍｉｓ　Ｄ
ＮＡリガーゼ、Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ　ＤＮＡリガーゼ、Ｔｔｈ　ＤＮＡリ
ガーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｓｃｏｔｏｄｕｃｔｕｓ　ＤＮＡリガーゼ（ＩおよびＩＩ）、
熱安定性リガーゼ、Ａｍｐｌｉｇａｓｅ熱安定性ＤＮＡリガーゼ、ＶａｎＣ型リガーゼ、
９°Ｎ　ＤＮＡリガーゼ、Ｔｓｐ　ＤＮＡリガーゼ、およびバイオプロスペクティングに
より発見された新規のリガーゼを含めたＮＡＤ依存性リガーゼ；Ｔ４　ＲＮＡリガーゼ、
Ｔ４　ＤＮＡリガーゼ、Ｔ３　ＤＮＡリガーゼ、Ｔ７　ＤＮＡリガーゼ、Ｐｆｕ　ＤＮＡ
リガーゼ、ＤＮＡリガーゼ１、ＤＮＡリガーゼＩＩＩ、ＤＮＡリガーゼＩＶ、およびバイ
オプロスペクティングにより発見された新規のリガーゼを含めたＡＴＰ依存性リガーゼ；
ならびに野生型、突然変異体アイソフォーム、および遺伝子操作されたその変異体が挙げ
られる。自己接合が望まれる場合には、ポリヌクレオチドおよび酵素の濃度を調整して、
分子間構造ではなく分子内環の形成を容易にすることができる。反応温度および時間も調
整することができる。一部の実施形態では、６０℃を使用して、分子内環を容易にする。
一部の実施形態では、反応時間は１２～１６時間である。反応条件は、選択した酵素の製
造業者によって指定された条件であってよい。一部の実施形態では、環状化反応後に、あ
らゆるライゲーションしていない核酸を消化するためにエキソヌクレアーゼステップを含
めることができる。すなわち、閉じた環は遊離の５’末端も３’末端も含有せず、したが
って、５’または３’エキソヌクレアーゼの導入により、閉じた環は消化されないが、ラ
イゲーションしていない成分は消化される。これは、マルチプレックスシステムにおいて
特定の使用を見いだすことができる。
【００７３】
　一般に、ポリヌクレオチドの末端を互いと接合して、環状ポリヌクレオチドを形成し（
直接、または１つもしくは複数の中間のアダプターオリゴヌクレオチドを用いて）、接合
部の配列を有する接合部を生じさせる。アダプターポリヌクレオチドを介してポリヌクレ
オチドの５’末端と３’末端を接合する場合、「接合部」という用語は、ポリヌクレオチ
ドとアダプター（例えば、５’末端接合部または３’末端接合部の一方）の接合部、また
はアダプターポリヌクレオチドによって形成され、それを含むポリヌクレオチドの５’末
端と３’末端の間の接合部を指し得る。ポリヌクレオチドの５’末端と３’末端を、介在
アダプターを用いずに接合する場合（例えば、一本鎖ＤＮＡの５’末端と３’末端）、「
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接合部」という用語は、これらの２つの末端が接合する点を指す。接合部は、接合部を含
むヌクレオチドの配列（「接合部の配列」とも称される）によって同定することができる
。一部の実施形態では、試料は、天然の分解プロセス（例えば、細胞溶解、細胞死、およ
び、無細胞ポリヌクレオチドなどの、ＤＮＡが細胞からその周囲のさらに分解される可能
性がある環境に放出される他のプロセスなど）、試料処理（例えば、固定、染色、および
／または保管手順など）の副産物である断片化、および特定の標的配列への制限なしにＤ
ＮＡを切断する方法による断片化（例えば、超音波処理によるものなどの機械的な断片化
；ＤＮａｓｅＩ、ｆｒａｇｍｅｎｔａｓｅなどの非配列特異的ヌクレアーゼ処理）によっ
て形成された末端の混合物を有するポリヌクレオチドを含む。試料が、末端の混合物を有
するポリヌクレオチドを含む場合、２つのポリヌクレオチドが同じ５’末端または３’末
端を有する可能性は低く、２つのポリヌクレオチドが同じ５’末端と３’末端の両方を独
立に有する可能性は非常に低い。したがって、一部の実施形態では、２つのポリヌクレオ
チドが同じ標的配列を有する部分を含む場合であっても、接合部を使用して異なるポリヌ
クレオチドを区別することができる。介在アダプターを用いずにポリヌクレオチド末端を
接合する場合、接合部の配列は、参照配列とアラインすることによって同定することがで
きる。例えば、２つの成分配列の順序が参照配列と逆であると思われる場合、その逆にな
っていると思われる点が、その点において接合部を示し得る。１つまたは複数のアダプタ
ー配列を介してポリヌクレオチド末端を接合する場合、接合部は、公知のアダプター配列
に近接していることによって、または、配列決定リードが、環状化されたポリヌクレオチ
ドの５’末端と３’末端の両方から配列を得るのに十分な長さである場合には上記の通り
アラインすることによって同定することができる。一部の実施形態では、特定の接合部の
形成は、十分に稀な事象であり、したがって、試料の環状化されたポリヌクレオチドの中
で独特なものである。
【００７４】
　図４は、ポリヌクレオチドを環状化する方法の３つの非限定的な例を説明する。一番上
ではポリヌクレオチドをアダプターの不在下で環状化し、中央のスキームはアダプターの
使用を示し、一番下のスキームは２種のアダプターを利用するものである。２種のアダプ
ターを使用する場合、一方をポリヌクレオチドの５’末端に接合することができ、第２の
アダプターを同じポリヌクレオチドの３’末端に接合することができる。一部の実施形態
では、アダプターライゲーションは、２種の異なるアダプターを、ライゲーションを容易
にするために２種のアダプターと相補的である「副子」核酸と一緒に使用することを含ん
でよい。分岐または「Ｙ」アダプターも使用することができる。２種のアダプターを使用
する場合、両末端に同じアダプターを有するポリヌクレオチドは、その後のステップにお
いて自己アニーリングに起因して除去され得る。
【００７５】
　図６は、一本鎖ＤＮＡなどのポリヌクレオチドを環状化する方法の別の非限定的な例を
説明する。アダプターは、ポリヌクレオチドの５’または３’末端のいずれかに非対称に
付加することができる。図６Ａに示されている通り、一本鎖ＤＮＡ（ｓｓＤＮＡ）は、３
’末端に遊離のヒドロキシル基を有し、アダプターは、ブロッキングされた３’末端を有
し、したがって、リガーゼの存在下で、好ましい反応によりｓｓＤＮＡの３’末端とアダ
プターの５’末端が接合する。この実施形態では、環を形成するための分子内ライゲーシ
ョンの前に、単一のｓｓＤＮＡ断片と単一のアダプターの分子間ライゲーションを駆動す
るためにポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの薬剤を使用することが有用であり得る
。末端の順序を逆にして行うこともできる（ブロッキングされた３’、遊離の５’など）
。直鎖状ライゲーションが実現されたら、ライゲーションした部分を、キナーゼまたは他
の適切な酵素もしくは化学を使用することによってなど、酵素を用いて処理して、ブロッ
キング部分を除去することができる。ブロッキング部分を除去したら、ＣｉｒｃＬｉｇａ
ｓｅなどの環状化酵素を添加することにより、環状化されたポリヌクレオチドが形成され
る分子内の反応を可能にする。図６Ｂに示されている通り、一方の鎖がブロッキングされ
た５’または３’末端を有する二本鎖アダプターを使用することによって、二本鎖構造を
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形成することができ、これをライゲーションすると、ニックを有する二本鎖断片が生じる
。次いで、２つの鎖を分離し、クロッキング部分を除去し、一本鎖の断片を環状化して、
環状化されたポリヌクレオチドを形成することができる。
【００７６】
　一部の実施形態では、分子内環状化の速度を増強するために、分子クランプを使用して
ポリヌクレオチドの２つの末端（例えば、一本鎖ＤＮＡ）をひとつにする。１つのそのよ
うなプロセスの図の例が図５において説明されている。これは、アダプターを用いて行う
こともでき、アダプターを用いずに行うこともできる。分子クランプの使用は、平均ポリ
ヌクレオチド断片が約１００ヌクレオチドを超える長さである場合に特に有用であり得る
。一部の実施形態では、分子クランププローブは、３つのドメイン：第１のドメイン、介
在ドメイン、および第２のドメインを含む。第１および第２のドメインをまず標的ポリヌ
クレオチドの対応する配列と配列相補性によってハイブリダイズする。分子クランププロ
ーブの介在ドメインは標的配列と有意にはハイブリダイズしない。したがって、クランプ
と標的ポリヌクレオチドのハイブリダイゼーションにより、標的配列の２つの末端が極め
て近接し、それにより、環状化酵素の存在下での標的配列の分子内環状化が容易になる。
一部の実施形態では、分子クランプが増幅プライマーとしての機能も果たし得るので、こ
れはさらに有用である。
【００７７】
　環状化後、反応生成物を、サブシークエンスステップへの関与に利用可能な環状化され
たポリヌクレオチドの相対的な濃度または純度を上昇させるために（例えば、環状ポリヌ
クレオチドの単離または反応物中の１つもしくは複数の他の分子の除去によって）、増幅
または配列決定の前に精製することができる。例えば、環状化反応またはその成分を、例
えば、エキソヌクレアーゼでの処理により、一本鎖（環状化されていない）ポリヌクレオ
チドが除去されるように処理することができる。別の例として、環状化反応またはその一
部をサイズ排除クロマトグラフィーに供してもよく、それにより、少ない試薬を保持およ
び廃棄する（例えば、未反応のアダプター）、または環状化産物を保持し、別々の体積に
放出する。Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ製のＺｙｍｏオリゴ精製キットによって提供され
るキットなどの、ライゲーション反応物を浄化するための種々のキットが利用可能である
。一部の実施形態では、精製は、環状化反応に使用したリガーゼを除去もしくは分解する
ための処理、および／または環状化されたポリヌクレオチドをそのようなリガーゼから精
製するための処理を含む。一部の実施形態では、リガーゼを分解するための処理は、プロ
テイナーゼＫなどのプロテアーゼを用いた処理を含む。プロテイナーゼＫ処理は、製造業
者のプロトコールに従ってもよく、標準のプロトコール（例えば、SambrookおよびGreen
、Molecular　Cloning:　A　Laboratory　Manual、第４版（２０１２年）において提供さ
れる）に従ってもよい。プロテアーゼ処理の後に、抽出および沈殿を行うこともできる。
一例では、環状化されたポリヌクレオチドを、０．１％ＳＤＳおよび２０ｍＭのＥＤＴＡ
の存在下でプロテイナーゼＫ（Ｑｉａｇｅｎ）処理によって精製し、１：１フェノール／
クロロホルムおよびクロロホルムを用いて抽出し、エタノールまたはイソプロパノールを
用いて沈殿させる。一部の実施形態では、沈殿はエタノール中で行う。
【００７８】
　環状化の後に、環状化されたポリヌクレオチドの配列決定を直接続けることができる。
あるいは、配列決定の前に１つまたは複数の増幅反応を行うことができる。一般に、「増
幅」とは、標的ポリヌクレオチドまたはその一部の１つまたは複数のコピーを作出するプ
ロセスを指す。ポリヌクレオチド（例えば、ＤＮＡおよび／またはＲＮＡ）を増幅する種
々の方法が利用可能である。増幅は、直線的なものであってもよく、指数関数的なもので
あってもよく、多相増幅プロセスにおいて直線位相と指数関数位相の両方を伴うものであ
ってもよい。増幅方法は、熱変性ステップなどの温度の変化を伴ってもよく、熱変性を必
要としない等温プロセスであってもよい。ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）では、標的配
列のコピー数を指数関数的に増加させるために、変性、プライマー対と逆の鎖のアニーリ
ング、およびプライマー伸長の多数のサイクルを使用する。アニーリングした核酸鎖の変
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性は、熱の適用、局所的な金属イオン濃度の上昇（例えば、米国特許第６，２７７，６０
５号）、超音波照射（例えば、ＷＯ／２０００／０４９１７６）、電圧の印加（例えば、
米国特許第５，５２７，６７０号、米国特許第６，０３３，８５０号、米国特許第５，９
３９，２９１号、および米国特許第６，３３３，１５７号）、および磁気応答性材料に結
合させたプライマーと組み合わせた電磁場の印加（例えば、米国特許第５，５４５，５４
０号）によって実現することができる。ＲＴ－ＰＣＲと称される変形では、逆転写酵素（
ＲＴ）を使用してＲＮＡから相補ＤＮＡ（ｃＤＮＡ）を作出し、次いで、ｃＤＮＡをＰＣ
Ｒによって増幅してＤＮＡの多数のコピーを生成させる（例えば、米国特許第５，３２２
，７７０号および米国特許第５，３１０，６５２号）。等温増幅方法の１つの例は、一般
にＳＤＡと称される鎖置換増幅であり、この方法では、プライマー配列の対と標的配列の
逆の鎖のアニーリング、二重鎖ヘミホスホロチオエート化プライマー伸長産物を生成させ
るためのｄＮＴＰの存在下でのプライマー伸長、半改変制限エンドヌクレアーゼ認識部位
のエンドヌクレアーゼ媒介性ニッキング、および現存する鎖を置き換え、次のプライマー
のアニーリング、ニッキングおよび鎖置換のラウンドのための鎖を生成させるための、ニ
ックの３’末端からのポリメラーゼ媒介性プライマー伸長のサイクルを使用し、その結果
、産物の幾何的増幅をもたらす（例えば、米国特許第５，２７０，１８４号および米国特
許第５，４５５，１６６号）。好熱性ＳＤＡ（ｔＳＤＡ）では、基本的に同じ方法におい
て、好熱性エンドヌクレアーゼおよびポリメラーゼを高温で使用する（欧州特許第０　６
８４　３１５号）。他の増幅方法としては、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）（例えば
、Lizardi、「Rolling　Circle　Replication　Reporter　Systems」、米国特許第５，８
５４，０３３号）；ヘリカーゼ依存性増幅（ＨＤＡ）（例えば、Kongら、「Helicase　De
pendent　Amplification　Nucleic　Acids」、米国特許出願公開第ＵＳ２００４－００５
８３７８Ａ１号）；およびループ媒介性等温増幅（ＬＡＭＰ）（例えば、Notomiら、「Pr
ocess　for　Synthesizing　Nucleic　Acid」、米国特許第６，４１０，２７８号）が挙
げられる。いくつかの場合には、等温増幅では、オリゴヌクレオチドプライマーに組み入
れることができるものなどのプロモーター配列からのＲＮＡポリメラーゼによる転写を利
用する。転写に基づく増幅方法としては、ＮＡＳＢＡとも称される核酸配列に基づく増幅
（例えば、米国特許第５，１３０，２３８号）；一般にＱβレプリカーゼと称されるＲＮ
Ａレプリカーゼの使用に依拠してプローブ分子自体を増幅する方法（例えば、Lizardi,　
P.ら（１９８８年）BioTechnol.　６巻、１１９７～１２０２頁）；自家持続配列複製（
例えば、Guatelli,　J.ら（１９９０年）Proc.　Natl.　Acad.　Sci.　USA　８７巻、１
８７４～１８７８頁；Landgren（１９９３年）Trends　in　Genetics　９巻、１９９～２
０２頁；およびHELEN　H.　LEEら、NUCLEIC　ACID　AMPLIFICATION　T　ECHNOLOGIES（１
９９７年））；および、追加的な転写鋳型を作製するための方法（例えば、米国特許第５
，４８０，７８４号および米国特許第５，３９９，４９１号）が挙げられる。等温性の核
酸増幅の別の方法としては、非標準ヌクレオチド（例えば、ウラシルまたはＲＮＡヌクレ
オチド）を含有するプライマーを、非標準ヌクレオチドにおいて核酸を切断して結合部位
を追加的なプライマーに曝露する酵素（例えば、ＤＮＡグリコシラーゼまたはＲＮＡ分解
酵素Ｈ）と組み合わせて使用することが挙げられる（例えば、米国特許第６，２５１，６
３９号、米国特許第６，９４６，２５１号、および米国特許第７，８２４，８９０号）。
等温増幅プロセスは直線的なものであっても指数関数的なものであってもよい。
【００７９】
　一部の実施形態では、増幅は、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）を含む。典型的なＲ
ＣＡ反応混合物は、１つまたは複数のプライマー、ポリメラーゼ、およびｄＮＴＰを含み
、コンカテマーを生成する。一般には、ＲＣＡ反応におけるポリメラーゼは、鎖置換活性
を有するポリメラーゼである。種々のそのようなポリメラーゼが利用可能であり、その非
限定的な例としては、エキソヌクレアーゼのないＤＮＡポリメラーゼＩの大きな（クレノ
ウ）断片、Ｐｈｉ２９　ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼなどが挙げら
れる。一般に、コンカテマーは、鋳型ポリヌクレオチド由来の標的配列の２つまたはそれ
超のコピーを含むポリヌクレオチド増幅産物である（例えば、標的配列の約２もしくはそ
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れ超、約３もしくはそれ超、約４もしくはそれ超、約５もしくはそれ超、約６もしくはそ
れ超、約７もしくはそれ超、約８もしくはそれ超、約９もしくはそれ超、約１０もしくは
それ超、またはそれ超のコピー；一部の実施形態では、約２またはそれ超のコピー）。増
幅プライマーは、約もしくは少なくとも約５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４
０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、９０、１００、またはそれ超の
ヌクレオチドなどの任意の適切な長さであってよく、その任意の部分または全てが、プラ
イマーがハイブリダイズする対応する標的配列と相補的であってよい（例えば、約もしく
は少なくとも約５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、またはそ
れ超のヌクレオチド）。図７は、適切なプライマーの３つの非限定的な例を示す。図７Ａ
は、特定の標的配列内の配列変異体の有無を検出するために使用することができるアダプ
ターおよび標的特異的プライマーの不使用を示す。一部の実施形態では、複数の標的に対
する多数の標的特異的プライマーを同じ反応において使用する。例えば、約もしくは少な
くとも約１０、５０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、５００、１０
００、２５００、５０００、１００００、１５０００、またはそれ超の異なる標的配列に
対する標的特異的プライマーを、対応する数の標的配列（存在する場合）を並行して増幅
するために単一の増幅反応において使用することができる。多数の標的配列が同じ遺伝子
の異なる部分、異なる遺伝子、または非遺伝子配列に対応する可能性がある。多数のプラ
イマーが単一の遺伝子内の多数の標的配列を標的とする場合、プライマーは、標的遺伝子
の全てまたは指定の部分を網羅するために、遺伝子配列に沿って間隔を空けることができ
る（例えば、約もしくは少なくとも約５０ヌクレオチド、５０～１５０ヌクレオチドごと
、または５０～１００ヌクレオチドごとの間隔を空ける）。図７Ｃでは、アダプター配列
とハイブリダイズするプライマー（いくつかの場合には、アダプターオリゴヌクレオチド
自体であってよい）の使用を説明している。
【００８０】
　図７Ｂは、ランダムプライマーによる増幅の例を説明する。一般に、ランダムなプライ
マーは、１つまたは複数のランダムなまたはほぼランダムな配列を含む（例えば、１つま
たは複数の位置において２つまたはそれ超の異なるヌクレオチドのセットからランダムに
選択された１つまたは複数のヌクレオチドであり、１つまたは複数の位置において選択さ
れた異なるヌクレオチドのそれぞれが、ランダムな配列を含むアダプターのプールで表さ
れる）。このように、ポリヌクレオチド（例えば、全てまたは実質的に全て環状化された
ポリヌクレオチド）を配列非特異的に増幅することができる。そのような手順は、「全ゲ
ノム増幅」（ＷＧＡ）と称することができる；しかし、典型的なＷＧＡプロトコール（環
状化ステップを伴わない）では、本開示で意図されるポリヌクレオチド断片などの短いポ
リヌクレオチドは効率的に増幅されない。ＷＧＡ手順に関するさらなる例示的な考察につ
いては、例えば、Liら（２００６年）J　Mol.　Diagn.　８巻（１号）：２２～３０頁を
参照されたい。
【００８１】
　環状化されたポリヌクレオチドを、配列決定の前に増幅する場合、増幅産物を、富化を
伴わずに直接配列決定に供することもでき、１つまたは複数の富化ステップの後で配列決
定に供することもできる。富化は、増幅産物の保持または１種もしくは複数種の試薬の除
去によるものなどの、１種または複数種の反応成分の精製を含んでよい。例えば、増幅産
物は、基質に付着させた複数のプローブとのハイブリダイゼーション、続いて、洗浄ステ
ップによるものなどの、捕捉されたポリヌクレオチドの放出によって精製することができ
る。あるいは、増幅産物を結合対のメンバーで標識し、その後、基質に付着させた結合対
の他方のメンバーと結合させ、洗浄して増幅産物を放出させることができる。可能性のあ
る基質としては、これらに限定されないが、ガラスおよび改質または機能化したガラス、
プラスチック（アクリル、ポリスチレンおよびスチレンと他の材料の共重合体、ポリプロ
ピレン、ポリエチレン、ポリブチレン、ポリウレタン、Ｔｅｆｌｏｎ（商標）など）、多
糖、ナイロンまたはニトロセルロース、セラミックス、樹脂、シリコンおよび改質シリコ
ンを含めたシリカまたはシリカに基づく材料、炭素、金属、無機ガラス、プラスチック、
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光ファイバー束、および種々の他のポリマーが挙げられる。一部の実施形態では、基質は
、ビーズまたは他の小さな別個の粒子の形態であり、それは、磁場を印加することによっ
て単離を容易にするための磁気または常磁性ビーズであってよい。一般に、「結合対」と
は、第１および第２の部分の１つを指し、第１および第２の部分は、互いに対して特異的
な結合親和性を有する。適切な結合対としては、これらに限定されないが、抗原／抗体（
例えば、ジゴキシゲニン／抗ジゴキシゲニン、ジニトロフェニル（ＤＮＰ）／抗ＤＮＰ、
ダンシル－Ｘ－抗ダンシル、フルオレセイン／抗フルオレセイン、ルシファーイエロー／
抗ルシファーイエロー、およびローダミン抗ローダミン）；ビオチン／アビジン（または
ビオチン／ストレプトアビジン）；カルモジュリン結合性タンパク質（ＣＢＰ）／カルモ
ジュリン；ホルモン／ホルモン受容体；レクチン／炭水化物；ペプチド／細胞膜受容体；
プロテインＡ／抗体；ハプテン／抗ハプテン；酵素／補因子；および酵素／基質が挙げら
れる。
【００８２】
　一部の実施形態では、環状化されたポリヌクレオチドの増幅後の富化は、１つまたは複
数の追加的な増幅反応を含む。一部の実施形態では、富化は、（ａ）増幅されたポリヌク
レオチド；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配列Ａと、配列
Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；
（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相補的なポリヌ
クレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的にハイブ
リダイズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第２のプライマ
ーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含む増幅反応混
合物において、配列Ａおよび配列Ｂ（５’から３’の方向に配向された）を含む標的配列
を増幅することを含み、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離は７
５ｎｔまたはそれ未満である。図１０は、単一の反復（一般には環状でなければ増幅され
ない）、および標的配列の多数のコピーを含むコンカテマーに関して、標的配列に対する
第１および第２のプライマーの配置の例を説明する。標的配列の単量体に対するプライマ
ーの方向を考慮すると、この配置は、「背中合わせ」（Ｂ２Ｂ）または「逆方向」プライ
マーと称することができる。Ｂ２Ｂプライマーを用いた増幅により、環状および／または
コンカテマー増幅産物の富化が容易になる。さらに、この方向を比較的小さなフットプリ
ント（プライマー対が及ぶ総距離）と組み合わせることにより、接合部が、典型的な増幅
反応において見いだされるプライマーの配置（互いに面し、標的配列に及ぶ）におけるも
のよりも、プライマー間に生じている可能性が低いので、標的配列の周囲の様々な断片化
事象の増幅が可能になる。一部の実施形態では、配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の
間の距離は、約２００もしくはそれ未満、約１５０もしくはそれ未満、約１００もしくは
それ未満、約７５もしくはそれ未満、約５０もしくはそれ未満、約４０もしくはそれ未満
、約３０もしくはそれ未満、約２５もしくはそれ未満、約２０もしくはそれ未満、約１５
もしくはそれ未満、またはそれ未満のヌクレオチドである。一部の実施形態では、配列Ａ
は配列Ｂの相補体である。一部の実施形態では、複数の異なる標的配列を対象とする多数
のＢ２Ｂプライマー対を同じ反応において使用して、複数の異なる標的配列を並行して増
幅する（例えば、約もしくは少なくとも約１０、５０、１００、１５０、２００、２５０
、３００、４００、５００、１０００、２５００、５０００、１００００、１５０００、
またはそれ超の異なる標的配列）。プライマーは、本明細書の他の箇所に記載されている
ものなどの任意の適切な長さであってよい。増幅は、本明細書に記載の増幅反応などの、
適切な条件下での任意の適切な増幅反応を含んでよい。一部の実施形態では、増幅は、ポ
リメラーゼ連鎖反応である。
【００８３】
　一部の実施形態では、Ｂ２Ｂプライマーは、少なくとも２つの配列エレメント、標的配
列と配列相補性によってハイブリダイズする第１のエレメント、および、第１のエレメン
トがハイブリダイズする第１のハイブリダイゼーション温度における第１の増幅相の間に
標的配列とハイブリダイズしない（例えば、尾部と、第１のエレメントが結合する場所に
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対してすぐ３’側の標的配列の部分の間の配列相補性の欠如に起因して）、５’「尾部」
を含む。例えば、第１のプライマーは、配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、第２の
プライマーは、配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼーション温
度における第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも複数のコンカテマーとハイブリダイズし
ない。そのような有尾プライマーを使用する一部の実施形態では、増幅は、第１の相およ
び第２の相を含んでよく、第１の相は、第１の温度におけるハイブリダイゼーションステ
ップであって、その間に第１および第２のプライマーがコンカテマー（または環状化され
たポリヌクレオチド）とハイブリダイズするハイブリダイゼーションステップ、およびプ
ライマー伸長を含み、第２の相は、第１の温度よりも高い第２の温度におけるハイブリダ
イゼーションステップであって、その間に、第１および第２のプライマーが伸長した第１
もしくは第２のプライマー、またはその相補体を含む増幅産物とハイブリダイズするハイ
ブリダイゼーションステップ、およびプライマー伸長を含む。高温では、第１のエレメン
トとプライマー伸長産物におけるプライマーの尾部エレメントの間のハイブリダイゼーシ
ョンが、プライマー内の第１のエレメントのみとコンカテマー内の内部標的配列とのハイ
ブリダイゼーションによって形成される短い断片よりも有利である。したがって、二相増
幅を使用して、そうでなければ短い増幅産物が有利になり得る程度を低下させ、それによ
り、標的配列の２つまたはそれ超のコピーを有する増幅産物の比較的高い割合を維持する
ことができる。例えば、第２の温度におけるハイブリダイゼーションおよびプライマー伸
長を５サイクル（例えば、少なくとも５、６、７、８、９、１０、１５、２０、またはそ
れ超のサイクル）行った後に、反応混合物中の増幅されたポリヌクレオチドの少なくとも
５％（例えば、少なくとも５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５％、２０％、２
５％、３０％、またはそれ超）が、標的配列の２つまたはそれ超のコピーを含む。この二
相の有尾Ｂ２Ｂプライマー増幅プロセスに従ったある実施形態の図が図１１において説明
されている。
【００８４】
　一部の実施形態では、富化は、コンカテマー由来のアンプリコンの長さが増大するよう
に偏った条件下での増幅を含む。例えば、プライマー濃度を低下させることができ、した
がって、全てではないプライミング部位がプライマーとハイブリダイズし、したがってＰ
ＣＲ産物がより長くなる。同様に、サイクル中のプライマーハイブリダイゼーション時間
を減少させることにより、同様に、より少ないプライマーがハイブリダイズすることが可
能になり、したがって、平均ＰＣＲアンプリコンサイズも増加する。さらに、サイクルの
温度および／または伸長時間を増大させることにより、同様に、ＰＣＲアンプリコンの平
均長が増加する。これらの技法の任意の組合せを使用することができる。
【００８５】
　一部の実施形態では、特に、Ｂ２Ｂプライマーを用いた増幅を実施した場合には、増幅
産物を、生じたアンプリコンがサイズに基づいて選別されるように処理して、コンカテマ
ーを含む単量体混合物の数を減少させ、かつ／または排除する。これは、これらに限定さ
れないが、ゲルからの断片の切り出しおよびゲル濾過（例えば、約３００、４００、５０
０、またはそれ超のヌクレオチドの長さよりも大きな断片を富化するため）；ならびに結
合緩衝液の濃度を細かく調整することによってサイズ選択するためのＳＰＲＩビーズ（Ａ
ｇｅｎｃｏｕｒｔ　ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰ）を含めた種々の利用可能な技法を使用して行う
ことができる。例えば、ＤＮＡ断片との混合の間に０．６×結合緩衝液の使用を使用して
、約５００塩基対（ｂｐ）よりも大きなＤＮＡ断片を優先的に結合させることができる。
【００８６】
　増幅により一本鎖コンカテマーが生じる一部の実施形態では、単一の鎖を、配列決定反
応のために作製される配列決定ライブラリーの形成の前に、またはその一部として、二本
鎖構築物に変換する。一本鎖核酸から二本鎖構築物を作製するための種々の適切な方法が
利用可能である。いくつかの可能性のある方法が図９に示されているが、いくつかの他の
方法も使用することができる。図９Ａに示されている通り、例えば、ランダムプライマー
、ポリメラーゼ、ｄＮＴＰおよびリガーゼの使用により、二本鎖が生じる。図９Ｂは、コ
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ンカテマーが、反応においてプライマーとして使用することができるアダプター配列を含
有する場合の第２の鎖合成を示す。図９Ｃは、「ループ」の使用を示し、この場合、ルー
プアダプターの一方の末端をコンカテマーの末端に付加し、ループアダプターは自己ハイ
ブリダイズ性核酸の小さな切片を有する。この場合、ループアダプターのライゲーション
により、自己ハイブリダイズし、ポリメラーゼプライマー鋳型としての機能を果たすルー
プが生じる。図９Ｄは、高分岐プライマーの使用、一般に、標的配列が既知である場合、
特に、強力な鎖置換機能を有するポリメラーゼを使用した場合に多数の鎖が形成される場
合の大多数の使用を示す。
【００８７】
　一部の実施形態によると、環状化されたポリヌクレオチド（またはその増幅産物、場合
によって富化されていてよい）を配列決定反応に供して配列決定リードを作成する。その
ような方法によって生成する配列決定リードは、本明細書に開示されている他の方法に従
って使用することができる。種々の配列決定方法体系、特に、ハイスループットな配列決
定方法体系が利用可能である。例としては、限定することなく、Ｉｌｌｕｍｉｎａ製のシ
ークエンシングシステム（ＨｉＳｅｑ（登録商標）およびＭｉＳｅｑ（登録商標）などの
シークエンシングシステム）、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ製のシークエンシン
グシステム（Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ（登録商標）、ＳＯＬｉＤ（登録商標）など）、Ｒ
ｏｃｈｅ’ｓ　４５４　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ製のシークエンシ
ングシステム、Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ製のシークエ
ンシングシステムなどが挙げられる。一部の実施形態では、配列決定は、ＨｉＳｅｑ（登
録商標）およびＭｉＳｅｑ（登録商標）システムを使用して約５０もしくはそれ超、約７
５もしくはそれ超、約１００もしくはそれ超、約１２５もしくはそれ超、約１５０もしく
はそれ超、約１７５もしくはそれ超、約２００もしくはそれ超、約２５０もしくはそれ超
、約３００もしくはそれ超、またはそれ超のヌクレオチドの長さのリードを生成すること
を含む。一部の実施形態では、配列決定は、個々のヌクレオチドを、成長しているプライ
マー伸長産物に添加するにつれ繰り返し同定する、合成プロセスによる配列決定を含む。
パイロシークエンシングは、生じた合成混合物を、配列決定反応の副産物、すなわち、ピ
ロリン酸の存在についてアッセイすることによってヌクレオチドの組み入れを同定する、
合成プロセスによる配列決定の例である。具体的には、プライマー／鋳型／ポリメラーゼ
複合体を単一の種類のヌクレオチドと接触させる。そのヌクレオチドが組み入れられると
、重合反応により三リン酸鎖のαリン酸とβリン酸の間のヌクレオシド三リン酸が切断さ
れ、ピロリン酸が放出される。次いで、放出されたピロリン酸の存在を、ＡＭＰを用いて
ピロリン酸をＡＴＰに変換する化学発光酵素レポーター系を使用して同定し、次いで、ル
シフェラーゼ酵素を使用してＡＴＰを測定して、測定可能な光信号を生成する。光が検出
される場合には塩基が組み入れられており、光が検出されない場合には、塩基は組み入れ
られていない。適切な洗浄ステップの後、種々の塩基を周期的に複合体と接触させて、鋳
型配列内のその後の塩基を逐次的に同定する。例えば、米国特許第６，２１０，８９１号
を参照されたい。
【００８８】
　関連する配列決定プロセスでは、プライマー／鋳型／ポリメラーゼ複合体を基質に固定
化し、複合体を標識されたヌクレオチドと接触させる。複合体の固定化は、プライマー配
列、鋳型配列および／またはポリメラーゼ酵素によるものであってよく、また、共有結合
性であっても非共有結合性であってもよい。例えば、複合体の固定化は、ポリメラーゼま
たはプライマーと基質表面の連結を介したものであってよい。代替の立体配置では、ヌク
レオチドは、除去可能なターミネーター基を伴ってまたは伴わずにもたらされる。組み入
れられると、標識が複合体とカップリングし、したがって、検出可能になる。ターミネー
ターを担持するヌクレオチドの場合では、個々に同定可能な標識を担持する４つの異なる
ヌクレオチドの全てを複合体と接触させる。標識したヌクレオチドの組み入れにより、タ
ーミネーターが存在することによって伸長が停止し、標識が複合体に付加され、それによ
り、組み入れられたヌクレオチドの同定が可能になる。次いで、組み入れられたヌクレオ
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チドから標識およびターミネーターを除去し、適切な洗浄ステップの後、プロセスを繰り
返す。ターミネーターを有さない（ｎｏｎ－ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ）ヌクレオチドの場合
では、パイロシークエンシングと同様に、単一の種類の標識されたヌクレオチドを複合体
に付加して、それが組み入れられるかどうかを決定する。ヌクレオチド上の標識基の除去
および適切な洗浄ステップの後、種々の異なるヌクレオチドを、反応混合物を通じて同じ
プロセスでサイクルにかける。例えば、その全体があらゆる目的に関して参照により本明
細書に組み込まれる米国特許第６，８３３，２４６号を参照されたい。例えば、Ｉｌｌｕ
ｍｉｎａ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍは、ＷＯ９８／４４１５１に
記載されている技術に基づき、ＤＮＡ分子を配列決定プラットフォーム（フローセル）に
アンカープローブ結合部位（他の点ではフローセル結合部位と称される）を介して結合さ
せ、ガラススライド上でｉｎ　ｓｉｔｕで増幅する。ＤＮＡ分子の増幅が行われる固体表
面は、一般には、複数の第１および第２の結合したオリゴヌクレオチドを含み、第１の結
合したオリゴヌクレオチドは標的ポリヌクレオチドの一方の末端またはその付近の配列と
相補的であり、第２の結合したオリゴヌクレオチドは標的ポリヌクレオチドの他方の末端
またはその付近の配列と相補的である。この配置により、ＵＳ２０１４０１２１１１６に
記載されているものなどの橋増幅が可能になる。次いで、ＤＮＡ分子を配列決定プライマ
ーとアニーリングさせ、可逆的なターミネーター手法を使用して、塩基ごとに並行して配
列決定する。配列決定プライマーのハイブリダイゼーションの前に、橋を係留する結合し
たオリゴヌクレオチドの１つの切断部位において二本鎖橋ポリヌクレオチドの一方の鎖の
切断を行い、したがって、１つの一本鎖は変性によって除去することができる固体基質に
結合しないまま残し、他方の鎖は結合し、配列決定プライマーとのハイブリダイゼーショ
ンに利用可能にすることができる。一般には、Ｉｌｌｕｍｉｎａ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ａｎａ
ｌｙｚｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍでは８チャネルのフローセルを利用し、それにより、１８～３
６塩基の長さの配列決定リードが生じ、実行ごとに＞１．３Ｇｂｐの高品質データが生じ
る（www.illumina.comを参照されたい）。
【００８９】
　合成プロセスによるさらに別の配列では、違うように標識したヌクレオチドの組み入れ
がリアルタイムで鋳型依存性合成を行ったように観察される。具体的には、蛍光標識した
ヌクレオチドが組み入れられると個々の固定化したプライマー／鋳型／ポリメラーゼ複合
体が観察され、これにより、付加された塩基のそれぞれの付加されるにつれたリアルタイ
ム同定が可能になる。このプロセスでは、標識基は組み入れの間に切断されるヌクレオチ
ドの一部に付着している。例えば、組み入れの間に除去されるリン酸鎖、すなわち、ヌク
レオシドポリリン酸上のβ、γ、または他の末端リン酸基の一部に標識基を付着させるこ
とにより、標識は新生鎖には組み入れられず、その代わりに、天然ＤＮＡが生成する。個
々の分子の観察は、一般には、非常に小さな照明体積内への複合体の光学的拘束を伴う。
複合体を光学的に拘束することにより、ランダムに拡散しているヌクレオチドは非常に短
い期間存在するが、組み入れられたヌクレオチドは、組み入れられているので観察体積内
により長く保持される、モニター領域が創出される。これにより、組み入れ事象に伴う特
徴的なシグナルがもたらされ、これは、付加された塩基の特性であるシグナルプロファイ
ルによっても特徴付けられる。関連する態様では、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）
色素対などの、相互作用する標識成分がポリメラーゼまたは複合体の他の部分および組み
入れるヌクレオチド上にもたらされ、したがって、組み入れ事象により、標識成分が相互
作用的に近接し、再度、組み入れられた塩基の特性でもある特徴的なシグナルがもたらさ
れる（例えば、米国特許第６，９１７，７２６号、同第７，０３３，７６４号、同第７，
０５２，８４７号、同第７，０５６，６７６号、同第７，１７０，０５０号、同第７，３
６１，４６６号、および同第７，４１６，８４４号；ならびにＵＳ２００７０１３４１２
８を参照されたい）。
【００９０】
　一部の実施形態では、試料中の核酸について、ライゲーションによって配列決定するこ
とができる。この方法では、一般には、例えば、ｐｏｌｏｎｙ法およびＳＯＬｉＤ技術（
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Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、現在はＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）において使用さ
れる通り、ＤＮＡリガーゼ酵素を使用して標的配列を同定する。一般に、固定された長さ
の全ての可能性のあるオリゴヌクレオチドのプールが、配列決定された位置に応じて標識
されてもたらされる。オリゴヌクレオチドをアニーリングし、ライゲーションする；マッ
チする配列に対するＤＮＡリガーゼによる優先的なライゲーションにより、その位置にお
ける相補配列に対応するシグナルがもたらされる。
【００９１】
　一部の実施形態によると、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異は、少なくとも
２つの異なるポリヌクレオチド（例えば、異なる接合部を有する結果として区別すること
ができる２つの異なる環状ポリヌクレオチド）において生じている場合、真性配列変異体
としてコールされる（例えば、増幅または配列決定の前に試料中に存在し、これらのプロ
セスのいずれの結果でもない）。増幅または配列決定誤差の結果である配列変異体は、同
じ標的配列を含む２つの異なるポリヌクレオチドにおいて正確に重複する可能性は低いの
で（例えば、位置および種類）、この検証パラメータを追加することにより、誤った配列
変異体のバックグラウンドが著しく低下し、同時に、試料中の実際の配列変異を検出する
感度および正確度が上昇する。一部の実施形態では、頻度が約５％もしくはそれ未満、約
４％もしくはそれ未満、約３％もしくはそれ未満、約２％もしくはそれ未満、約１．５％
もしくはそれ未満、約１％もしくはそれ未満、約０．７５％もしくはそれ未満、約０．５
％もしくはそれ未満、約０．２５％もしくはそれ未満、約０．１％もしくはそれ未満、約
０．０７５％もしくはそれ未満、約０．０５％もしくはそれ未満、約０．０４％もしくは
それ未満、約０．０３％もしくはそれ未満、約０．０２％もしくはそれ未満、約０．０１
％もしくはそれ未満、約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％もしくはそれ未
満、またはそれ未満である配列変異体は、正確なコールを許容するためのバックグラウン
ドを十分に超える。一部の実施形態では、配列変異体は、約０．１％またはそれ未満の頻
度で生じている。一部の実施形態では、配列変異体の頻度は、そのような頻度が、バック
グラウンド誤差率を統計的に有意に上回る場合（例えば、約０．０５もしくはそれ未満、
約０．０１もしくはそれ未満、約０．００１もしくはそれ未満、約０．０００１もしくは
それ未満、またはそれ未満のｐ値）、バックグラウンドを十分に超える。一部の実施形態
では、配列変異体の頻度は、そのような頻度が、バックグラウンド誤差率を約もしくは少
なくとも約２倍、３倍、４倍、５倍、６倍、７倍、８倍、９倍、１０倍、２５倍、５０倍
、１００倍、またはそれ超上回る（例えば、少なくとも５倍高い）場合、バックグラウン
ドを十分に超える。一部の実施形態では、所与の位置における配列を正確に決定すること
におけるバックグラウンド誤差率は、約１％もしくはそれ未満、約０．５％もしくはそれ
未満、約０．１％もしくはそれ未満、約０．０５％もしくはそれ未満、約０．０１％もし
くはそれ未満、約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％もしくはそれ未満、約
０．０００５％もしくはそれ未満、またはそれ未満である。一部の実施形態では、誤差率
は０．００１％未満である。
【００９２】
　一部の実施形態では、真性配列変異体の同定（「コール」または「コールを行う」とも
称される）は、１つまたは複数の配列決定リードを参照配列と最適にアラインして、２つ
の間の差異を同定すると共に、接合部を同定することを含む。一般に、アラインメントは
、１つの配列を別の配列に沿って置き、各配列に沿ってギャップを繰り返し導入し、２つ
の配列がどれくらいよくマッチするかをスコアリングし、好ましくは様々な位置に関して
参照に沿って反復することを伴う。最も良いスコアリングのマッチが、アラインされたと
みなされ、配列間の関係のおよその程度の推測を表す。一部の実施形態では、配列決定リ
ードと比較する参照配列は、対象と同じ種のメンバーのゲノムなどの参照ゲノムである。
参照ゲノムは、完全であっても不完全であってもよい。一部の実施形態では、参照ゲノム
は、参照ゲノムに由来するものまたは解析中の配列決定リードから作製したコンセンサス
に由来するものなどの、標的ポリヌクレオチドを含有する領域のみからなる。一部の実施
形態では、参照配列は、１つもしくは複数の細菌、古細菌、ウイルス、原生生物、真菌、
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または他の生物体に由来する配列などの、１つまたは複数の生物体のポリヌクレオチドの
配列を含む、またはそれからなる。一部の実施形態では、参照配列は、解析中の１つまた
は複数の標的配列（例えば、１つもしくは複数の遺伝子、またはその一部）に対応する領
域などの、参照ゲノムの一部のみからなる。例えば、病原体の検出（例えば、汚染検出の
場合など）に関しては、参照ゲノムは、病原体（例えば、ＨＩＶ、ＨＰＶ、または有害な
細菌株、例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ）のゲノム全体、または、特定の株もしくは血清型などの
、同定において有用なその一部である。一部の実施形態では、例えば、多数の異なる生物
体または株をスクリーニングするためになど、配列決定リードを多数の異なる参照配列と
アラインする。
【００９３】
　典型的なアラインメントでは、配列決定リード内の塩基が参照内のマッチしない塩基と
並んでいることは、その点において置換突然変異が生じていることを示す。同様に、１つ
の配列が他の配列内の塩基と並んでギャップを含む場合、挿入または欠失突然変異（「イ
ンデル」）が生じたことが推定される。１つの配列が１つの他の配列とアラインしている
ことを明示することが望まれる場合、アラインメントは、時にはペアワイズアラインメン
トと称される。多数の配列アラインメントとは、一般に、例えば、一連のペアワイズアラ
インメントによるものを含めた、２つまたはそれ超の配列のアラインメントを指す。一部
の実施形態では、アラインメントのスコアリングは、置換およびインデルの確率について
の値を設定することを含む。個々の塩基をアラインすると、マッチまたはミスマッチは置
換確率によってアラインメントスコアに寄与し、これは、例えば、マッチに関しては１、
ミスマッチに関しては０．３３であってよい。インデルはアラインメントスコアからギャ
ップペナルティを差し引き、これは、例えば、－１であってよい。ギャップペナルティお
よび置換確率は、配列がどのように突然変異するかに関する経験的な知見または事前仮定
に基づいてよい。それらの値は、生じたアラインメントに影響を及ぼす。アラインメント
を実施するためのアルゴリズムの例としては、限定することなく、Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅ
ｒｍａｎ（ＳＷ）アルゴリズム、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎ－Ｗｕｎｓｃｈ（ＮＷ）アルゴリズ
ム、Ｂｕｒｒｏｗｓ－Ｗｈｅｅｌｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（ＢＷＴ）に基づくアルゴリ
ズム、ならびにＮｏｖｏａｌｉｇｎ（Ｎｏｖｏｃｒａｆｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ；
www.novocraft.comにおいて入手可能）、ＥＬＡＮＤ（Ｉｌｌｕｍｉｎａ、Ｓａｎ　Ｄｉ
ｅｇｏ、Ｃａｌｉｆ．）、ＳＯＡＰ（soap.genomics.org.cnにおいて入手可能）、および
Ｍａｑ（maq.sourceforge.netにおいて入手可能）などのハッシュ関数アライナーが挙げ
られる。ＢＷＴ手法を実行する１つの例示的なアラインメントプログラムは、Ｇｅｅｋｎ
ｅｔ（Ｆａｉｒｆａｘ、Ｖａ．）によって維持されているＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅウェブ
サイトから入手可能なＢｕｒｒｏｗｓ－Ｗｈｅｅｌｅｒ　Ａｌｉｇｎｅｒ（ＢＷＡ）であ
る。ＢＷＴは、一般には、ヌクレオチドごとに占有するメモリが２ビットであり、これに
より、典型的なデスクトップまたはラップトップコンピュータを用いて４Ｇ塩基対ものヌ
クレオチド配列に索引を付けることが可能になる。前処理は、ＢＷＴの構築（すなわち、
参照に索引を付けること）および補助的なデータ構造の支持を含む。ＢＷＡは、どちらも
ＢＷＴに基づく２つの異なるアルゴリズムを含む。ＢＷＡによるアラインメントは、低誤
差率（＜３％）を伴う最大約２００までの短いクエリ用に設計されたアルゴリズムｂｗａ
－ｓｈｏｒｔを使用して進行させることができる（Li　H.およびDurbin　R.　Bioinforma
tics、２５巻：１７５４～６０頁（２００９年））。第２のアルゴリズム、ＢＷＡ－ＳＷ
は、誤差の多い長いリード用に設計されたものである（Li　H.およびDurbin　R.（２０１
０年）。Fast　and　accurate　long-read　alignment　with　Burrows-Wheeler　Transf
orm.　Bioinformatics、Epub.）。ｂｗａ－ｓｗアライナーは、時には、「ｂｗａ－ｌｏ
ｎｇ」、「ｂｗａ　ｌｏｎｇアルゴリズム」などと称される。Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍ
ａｎアルゴリズムのバージョンを実行するアラインメントプログラムは、Ｇｅｅｋｎｅｔ
（Ｆａｉｒｆａｘ、Ｖａ．）によって維持されているＳｏｕｒｃｅＦｏｒｇｅウェブサイ
トから入手可能なＭＵＭｍｅｒである。ＭＵＭｍｅｒは、完全な形態であるかまたはドラ
フト形態であるかにかかわらず、ゲノム全体を迅速にアラインするシステムである（Kurt
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z,　S.ら、Genome　Biology、５巻：Ｒ１２頁（２００４年）；Delcher,　A.　L.ら、Nuc
l.　Acids　Res.、２７巻：１１頁（１９９９年））。例えば、ＭＵＭｍｅｒ３．０では
、２．４ＧＨｚのＬｉｎｕｘ（登録商標）デスクトップコンピュータにおいて７８ＭＢの
メモリを使用して、５メガベースゲノムの対間の２０塩基対またはそれ超の正確なマッチ
の全てを１３．７秒で見いだすことができる。ＭＵＭｍｅｒでは、不完全なゲノムをアラ
インすることもできる；ＭＵＭｍｅｒでは、ショットガン配列決定プロジェクトからの１
００ｓまたは１０００ｓのコンティグを容易に取り扱うことができ、また、当該システム
に含まれるＮＵＣｍｅｒプログラムを使用してそれらを別のコンティグまたはゲノムのセ
ットとアラインする。アラインメントプログラムの他の非限定的な例としては、Ｋｅｎｔ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ（Ｓａｎｔａ　Ｃｒｕｚ、Ｃａｌｉｆ．）からのＢＬＡＴ（Ke
nt,　W.　J.、Genome　Research　４巻：６５６～６６４頁（２００２年））；Ｂｅｉｊ
ｉｎｇ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（Ｂｅｉｊｉｎｇ、Ｃｏｎｎ．）または
ＢＧＩ　Ａｍｅｒｉｃａｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、Ｍａｓｓ．
）からのＳＯＡＰ２；Ｂｏｗｔｉｅ（Langmeadら、Genome　Biology、１０巻：Ｒ２５頁
（２００９年））；Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｌａｒｇｅ－Ｓｃａｌｅ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ
　ｏｆ　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｄａｔａｂａｓｅｓ（ＥＬＡＮＤ）またはＣｏｎｓｅｎ
ｓｕｓ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｖａｒｉａｔｉｏｎ
（ＣＡＳＡＶＡ）ｓｏｆｔｗａｒｅのＥＬＡＮＤｖ２コンポーネント（Ｉｌｌｕｍｉｎａ
、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆ．）；Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ，Ｉｎ
ｃ．（Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ、Ｃａｌｉｆ．）からのＲＴＧ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａ
ｔｏｒ；Ｎｏｖｏｃｒａｆｔ（Ｓｅｌａｎｇｏｒ、Ｍａｌａｙｓｉａ）からのＮｏｖｏａ
ｌｉｇｎ；Ｅｘｏｎｅｒａｔｅ、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｉ
ｎｓｔｉｔｕｔｅ（Ｈｉｎｘｔｏｎ、ＵＫ）（Slater,　G.、およびBirney,　E.、BMC　B
ioinformatics　６巻：３１頁（２００５年））、Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｃｏｌｌｅｇ
ｅ　Ｄｕｂｌｉｎ（Ｄｕｂｌｉｎ、Ｉｒｅｌａｎｄ）からのＣｌｕｓｔａｌ　Ｏｍｅｇａ
（Sievers　F.ら、Mol　Syst　Biol　７巻、論文番号５３９（２０１１年））；Ｕｎｉｖ
ｅｒｓｉｔｙ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｄｕｂｌｉｎ（Ｄｕｂｌｉｎ、Ｉｒｅｌａｎｄ）からの
ＣｌｕｓｔａｌＷまたはＣｌｕｓｔａｌＸ（Larkin　M.　A.ら、Bioinformatics、２３巻
、２９４７～２９４８頁（２００７年））；およびＦＡＳＴＡ、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｂｉ
ｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（Ｈｉｎｘｔｏｎ、ＵＫ）（Pearson　W
.　R.ら、PNAS　８５巻（８号）：２４４４～８頁（１９８８年）；Lipman,　D.　J.、Sc
ience　２２７巻（４６９３号）：１４３５～４１頁（１９８５年））が挙げられる。
【００９４】
　一般には、配列決定データは、大規模並行配列決定反応から得られる。次世代ハイスル
ープットシークエンシングシステムの多くでは、データはＦＡＳＴＱファイルとしてエク
スポートされるが、他の形式も使用することができる。一部の実施形態では、配列を解析
して繰り返し単位長（例えば、単量体の長さ）、環状化によって形成される接合部、およ
び参照配列に対するあらゆる真の変異を、一般には配列アラインメントによって同定する
。繰り返し単位長の同定は、繰り返し単位の領域を計算すること、配列の参照遺伝子座（
例えば、増幅、富化、および／または配列決定のために１つまたは複数の配列を特に標的
とする場合）、各繰り返し領域の境界、および／または各配列決定の実行内の反復の数を
見いだすことを含んでよい。配列解析は、二重鎖の両方の鎖について配列データを解析す
ることを含んでよい。上記の通り、一部の実施形態では、試料由来の異なるポリヌクレオ
チドからのリードの配列と思われる同一の変異体（例えば、異なる接合部を有する環状化
されたポリヌクレオチド）は、確認された変異体とみなされる。一部の実施形態では、配
列変異体は、同じポリヌクレオチドの２つ以上の繰り返し単位において生じている場合、
同じ配列変異が同様に、同じコンカテマー内の繰り返される標的配列の同じ位置において
生じている可能性は低いので、確認されたまたは真性の変異体とみなすこともできる。変
異体および確認された変異体の同定において、配列の品質スコアを考慮することができ、
例えば、品質スコアが閾値よりも低い配列および塩基を除外することができる。変異体コ
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ールの感度および特異度をさらに増大させるために他のバイオインフォマティクス方法を
使用することができる。
【００９５】
　一部の実施形態では、変異体（突然変異）の決定に統計解析を適用し、総ＤＮＡ試料中
の変異体の比を定量化することができる。配列決定データを使用して特定の塩基の総測定
値を算出することができる。例えば、以前のステップにおいて算出されたアラインメント
結果から、各遺伝子座について「有効なリード」の数、すなわち、確認されたリードの数
を算出することができる。変異体の対立遺伝子頻度を遺伝子座についての有効なリード数
によって正規化することができる。遺伝子座全てにわたって観察される変異体の平均率で
ある全体的なノイズレベルを計算することができる。変異体の頻度および全体的なノイズ
レベルを他の因子と組み合わせて使用して、変異体コールの信頼区間を決定することがで
きる。ポアソン分布などの統計学的モデルを使用して変異体コールの信頼区間を評価する
ことができる。変異体の対立遺伝子頻度は、全試料中の変異体の相対的な数量の指標とし
ても使用することができる。
【００９６】
　一部の実施形態では、コールするステップに基づいて微生物性汚染物質を同定する。例
えば、特定の配列変異体は、潜在的に感染性である微生物による汚染を示し得る。微生物
を同定する目的で、高度に保存されたポリヌクレオチド内の配列変異体を同定することが
できる。系統学的な特徴付けおよび微生物の同定において有用な、高度に保存されたポリ
ヌクレオチドの例は、１６Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、２３Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、５Ｓ　ｒＲＮ
Ａ遺伝子、５．８Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、１２Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、１８Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝
子、２８Ｓ　ｒＲＮＡ遺伝子、ｇｙｒＢ遺伝子、ｒｐｏＢ遺伝子、ｆｕｓＡ遺伝子、ｒｅ
ｃＡ遺伝子、ｃｏｘｌ遺伝子およびｎｉｆＤ遺伝子において見いだされるヌクレオチド配
列を含む。真核生物では、ｒＲＮＡ遺伝子は核のｒＲＮＡ遺伝子、ミトコンドリアのｒＲ
ＮＡ遺伝子、またはその両方であってもよい。一部の実施形態では、１６Ｓ～２３Ｓ　ｒ
ＲＮＡ遺伝子内部転写スペーサー（ＩＴＳ）内の配列変異体を、他のｒＲＮＡ遺伝子の使
用を伴ってまたは伴わずに、密接に関連する分類群を弁別し、同定するために使用するこ
とができる。１６Ｓ　ｒＲＮＡの構造的な制約に起因して、遺伝子全体を通して、特定の
領域は、高度に保存されたポリヌクレオチド配列を有するが、非構造的セグメントの変動
性の程度は高い可能性がある。配列変異体の同定を使用して、亜属、属、亜科、科、亜目
、目、亜綱、綱、亜門、門、亜界、または界を表す操作的分類単位（ＯＴＵ）を同定する
こと、および場合によって、集団におけるそれらの頻度を決定することができる。汚染を
示す微生物の存在、および場合によって量（相対的なまたは絶対的な）の検出において特
定の配列変異体の検出を使用することができる。適用例としては、糞便または他の汚染に
関する水の品質検査、動物またはヒト病原体に関する検査、水の汚染の原因を正確に示す
こと、再生または再利用水の検査、海への排出プルームを含めた下水排水の流れの検査、
水産養殖施設の病原体に関するモニタリング、ビーチ、遊泳領域または他の水に関連する
娯楽施設のモニタリング、および毒性藻類異常発生の予測が挙げられる。食品モニタリン
グへの適用としては、食品加工工場における生産ラインの定期検査、屠殺場の調査、レス
トラン、病院、学校、矯正施設および他の施設のキッチンおよび食品貯蔵場所の、Ｅ．ｃ
ｏｌｉ株Ｏ１５７：Ｈ７もしくはＯ１１１：Ｂ４、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏ
ｇｅｎｅｓ、またはＳａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｅｎｔｅｒｉｃａ　ｓｕｂｓｐ．ｅｎｔｅｒ
ｉｃａ　ｓｅｒｏｖａｒ　Ｅｎｔｅｒｉｔｉｄｉｓなどの食品媒介性病原体に関する検査
が挙げられる。甲殻類および甲殻類から生じる水を、麻痺性貝中毒、神経毒性貝中毒、下
痢性貝中毒および健忘性貝中毒の原因である藻類について調査することができる。さらに
、輸入された食糧を、放出される前に税関において同時にスクリーニングして、食品の安
全を確実にすることができる。植物病原体のモニタリングへの適用としては、園芸および
苗床のモニタリング、例えば、オーク突然死病の原因である微生物であるＰｈｙｔｏｐｈ
ｔｈｏｒａ　ｒａｍｏｒｕｍに関するモニタリング、作物病原体のサーベイランスおよび
疾患管理、ならびに森林病原体のサーベイランスおよび疾患管理が挙げられる。微生物汚
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染が主要な安全性の懸念である医薬品、医療機器、および他の消耗品または重要な成分の
製造環境を、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａまたはＳｔａｐｈｙｌｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓのような特定の病原体の存在、より一般的なヒトに関連する微
生物、水またはその特定の環境もしくは同様の環境において以前同定されたバイオバーデ
ンを表す他のものの存在に関連する微生物の存在について調査することができる。同様に
、宇宙船を含めた感受性の高い設備の構築および組み立ての領域を、そのような環境に生
息するまたは最も一般的に導入されることが公知の以前同定された微生物についてモニタ
ーすることができる。
【００９７】
　一態様では、本開示は、それぞれが５’末端および３’末端を有するポリヌクレオチド
５０ｎｇ未満を含む核酸試料において配列変異体を同定する方法を提供する。一部の実施
形態では、方法は、（ａ）リガーゼを用いて前記試料中の個々のポリヌクレオチドを環状
化して複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステップと、（ｂ）前記リガーゼを前記環
状ポリヌクレオチドから分離したら、環状ポリヌクレオチドを増幅してコンカテマーを形
成するステップと、（ｃ）コンカテマーを配列決定して複数の配列決定リードを生成する
ステップと、（ｄ）複数の配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステッ
プと、（ｅ）前記５０ｎｇ未満のポリヌクレオチドの核酸試料からの前記複数のリードに
おいて０．０５％またはそれ超の頻度で生じている配列の差異を配列変異体としてコール
するステップとを含む。
【００９８】
　試料中のポリヌクレオチドの出発量は少なくてよい。一部の実施形態では、出発ポリヌ
クレオチドの量は、５０ｎｇ未満、例えば、４５ｎｇ未満、４０ｎｇ未満、３５ｎｇ未満
、３０ｎｇ未満、２５ｎｇ未満、２０ｎｇ未満、１５ｎｇ未満、１０ｎｇ未満、５ｎｇ未
満、４ｎｇ未満、３ｎｇ未満、２ｎｇ未満、１ｎｇ未満、０．５ｎｇ未満、０．１ｎｇ未
満、またはそれ未満などである。一部の実施形態では、出発ポリヌクレオチドの量は、０
．１～１００ｎｇの範囲、例えば、１～７５ｎｇ、５～５０ｎｇ、または１０～２０ｎｇ
である。一般に、出発材料が少ないほど、種々の処理ステップからの回収率を上昇させる
重要性が増す。その後の反応に関与する試料中のポリヌクレオチドの量が減少するプロセ
スにより、稀な突然変異を検出することができる感度が低下する。例えば、Louら（PNAS
、２０１３年、１１０巻（４９号））に記載されている方法では、出発材料の回収率がた
った１０～２０％であることが予測される。大量の出発材料（例えば、実験室で培養され
た細菌から精製されたもの）に関しては、これは実質的な障害物にはならない可能性があ
る。しかし、出発材料が実質的に少ない試料に関しては、この低範囲の回収率は、十分に
稀な変異体の検出に対する実質的な障害物になる可能性がある。したがって、一部の実施
形態では、本開示の方法の１つのステップから別のステップへの試料の回収率（例えば、
環状化ステップへのインプットの、その後の増幅ステップまたは配列決定ステップにイン
プットするために利用可能な質量分率）は、約５０％もしくはそれ超、約６０％もしくは
それ超、約７５％もしくはそれ超、約８０％もしくはそれ超、約８５％もしくはそれ超、
約９０％もしくはそれ超、約９５％もしくはそれ超、またはそれ超である。特定のステッ
プからの回収率は、ほぼ１００％であり得る。回収率は、非環状ポリヌクレオチドのイン
プットからの環状ポリヌクレオチドの回収率などの、特定の形態に関するものであってよ
い。
【００９９】
　ポリヌクレオチドは、本開示の種々の態様に関して本明細書に記載されている試料など
の、任意の適切な試料に由来するものであってよい。試料由来のポリヌクレオチドは、こ
れらに限定されないが、ＤＮＡ、ＲＮＡ、リボソームＲＮＡ（ｒＲＮＡ）、転移ＲＮＡ（
ｔＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、これ
らのいずれかの断片、またはこれらの任意の２つもしくはそれ超の組合せを含めた種々の
ポリヌクレオチドのいずれであってもよい。一部の実施形態では、試料はＤＮＡを含む。
一部の実施形態では、ポリヌクレオチドは、得られたままか、処理（例えば、変性）され
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たものかのいずれにせよ、一本鎖である。適切なポリヌクレオチドのさらなる例は、例え
ば、本開示の種々の態様のいずれかに関してなど本明細書に記載されている。一部の実施
形態では、ポリヌクレオチドを、抽出ステップを伴わずに、かつ／または精製ステップを
伴わずに、その後のステップ（例えば、環状化および増幅）に供する。例えば、流体試料
を、抽出ステップを伴わずに処理して細胞を除去して精製された液体試料および細胞試料
を生じさせ、その後、精製された流体試料からＤＮＡを単離することができる。沈殿また
は基質への非特異的な結合、その後、基質を洗浄して結合したポリヌクレオチドを放出さ
せることによるものなど、ポリヌクレオチドを単離するための種々の手順が利用可能であ
る。ポリヌクレオチドを、細胞抽出ステップを伴わずに試料から単離する場合、ポリヌク
レオチドは大部分が細胞外または「無細胞」ポリヌクレオチドになり、これは、死細胞ま
たは損傷を受けた細胞に対応する可能性がある。そのような細胞の同一性を使用して、例
えば微生物の群集においてなど、それらが由来する細胞または細胞の集団を特徴付けるこ
とができる。試料を、例えば試料中の細胞からポリヌクレオチドを抽出するために処理す
る場合、種々の抽出方法が利用可能であり、その例は本明細書において提供される（例え
ば、本開示の種々の態様のいずれかに関して）。
【０１００】
　核酸試料中の配列変異体は、様々な配列変異体のいずれであってもよい。配列変異体の
非限定的な多数の例は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に
記載されている。一部の実施形態では配列変異体は、一塩基多型（ＳＮＰ）である。一部
の実施形態では、配列変異体は、集団内に低頻度で生じている（「稀な」配列変異体とも
称される）。例えば、配列変異体は、約５％もしくはそれ未満、約４％もしくはそれ未満
、約３％もしくはそれ未満、約２％もしくはそれ未満、約１．５％もしくはそれ未満、約
１％もしくはそれ未満、約０．７５％もしくはそれ未満、約０．５％もしくはそれ未満、
約０．２５％もしくはそれ未満、約０．１％もしくはそれ未満、約０．０７５％もしくは
それ未満、約０．０５％もしくはそれ未満、約０．０４％もしくはそれ未満、約０．０３
％もしくはそれ未満、約０．０２％もしくはそれ未満、約０．０１％もしくはそれ未満、
約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％もしくはそれ未満、またはそれ未満の
頻度で生じ得る。一部の実施形態では、配列変異体は、約０．１％またはそれ未満の頻度
で生じている。
【０１０１】
　一部の実施形態によると、試料のポリヌクレオチドを、例えばリガーゼを使用すること
などによって環状化する。環状化は、ポリヌクレオチドの５’末端を、同じポリヌクレオ
チドの３’末端と、試料中の別のポリヌクレオチドの３’末端と、または異なる供給源か
らのポリヌクレオチド（例えば、オリゴヌクレオチドアダプターなどの人工ポリヌクレオ
チド）の３’末端と接合することを含んでよい。一部の実施形態では、ポリヌクレオチド
の５’末端を同じポリヌクレオチドの３’末端と接合する（「自己接合」とも称される）
。環状化プロセス（例えば、アダプターオリゴヌクレオチドを用いるまたは用いない）、
試薬（例えば、アダプターの種類、リガーゼの使用）、反応条件（例えば、有利な自己接
合）、および任意選択の追加的な処理（例えば、反応後精製）の非限定的な例は、例えば
本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書において提供される。
【０１０２】
　一般に、ポリヌクレオチドの末端を互いと接合して、環状ポリヌクレオチドを形成し（
直接、または１つもしくは複数の中間のアダプターオリゴヌクレオチドを用いて）、接合
部の配列を有する接合部を生じさせる。アダプターポリヌクレオチドを介してポリヌクレ
オチドの５’末端と３’末端を接合する場合、「接合部」という用語は、ポリヌクレオチ
ドとアダプター（例えば、５’末端接合部または３’末端接合部の一方）の接合部、また
はアダプターポリヌクレオチドによって形成され、それを含むポリヌクレオチドの５’末
端と３’末端の間の接合部を指し得る。ポリヌクレオチドの５’末端と３’末端を、介在
アダプターを用いずに接合する場合（例えば、一本鎖ＤＮＡの５’末端と３’末端）、「
接合部」という用語は、これらの２つの末端が接合する点を指す。接合部は、接合部を含
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むヌクレオチドの配列（「接合部の配列」とも称される）によって同定することができる
。一部の実施形態では、試料は、天然の分解プロセス（例えば、細胞溶解、細胞死、およ
び、無細胞ポリヌクレオチドなどの、ＤＮＡが細胞からその周囲のさらに分解される可能
性がある環境に放出される他のプロセスなど）、試料処理（例えば、固定、染色、および
／または保管手順など）の副産物である断片化、および特定の標的配列への制限なしにＤ
ＮＡを切断する方法による断片化（例えば、超音波処理によるものなどの機械的な断片化
；ＤＮａｓｅＩ、ｆｒａｇｍｅｎｔａｓｅなどの非配列特異的ヌクレアーゼ処理）によっ
て形成された末端の混合物を有するポリヌクレオチドを含む。試料が、末端の混合物を有
するポリヌクレオチドを含む場合、２つのポリヌクレオチドが同じ５’末端または３’末
端を有する可能性は低く、２つのポリヌクレオチドが同じ５’末端と３’末端の両方を独
立に有する可能性は非常に低い。したがって、一部の実施形態では、２つのポリヌクレオ
チドが同じ標的配列を有する部分を含む場合であっても、接合部を使用して異なるポリヌ
クレオチドを区別することができる。介在アダプターを用いずにポリヌクレオチド末端を
接合する場合、接合部の配列は、参照配列とアラインすることによって同定することがで
きる。例えば、２つの成分配列の順序が参照配列と逆であると思われる場合、その逆にな
っていると思われる点が、その点において接合部を示し得る。１つまたは複数のアダプタ
ー配列を介してポリヌクレオチド末端を接合する場合、接合部は、公知のアダプター配列
に近接していることによって、または、配列決定リードが、環状化されたポリヌクレオチ
ドの５’末端と３’末端の両方から配列を得るのに十分な長さである場合には上記の通り
アラインすることによって同定することができる。一部の実施形態では、特定の接合部の
形成は、十分に稀な事象であり、したがって、試料の環状化されたポリヌクレオチドの中
で独特なものである。
【０１０３】
　環状化後、反応生成物を、サブシークエンスステップへの関与に利用可能な環状化され
たポリヌクレオチドの相対的な濃度または純度を上昇させるために（例えば、環状ポリヌ
クレオチドの単離または反応物中の１つもしくは複数の他の分子の除去によって）、増幅
または配列決定の前に精製することができる。例えば、環状化反応またはその成分を、例
えば、エキソヌクレアーゼでの処理により、一本鎖（環状化されていない）ポリヌクレオ
チドが除去されるように処理することができる。別の例として、環状化反応またはその一
部をサイズ排除クロマトグラフィーに供してもよく、それにより、少ない試薬を保持およ
び廃棄する（例えば、未反応のアダプター）、または環状化産物を保持し、別々の体積に
放出する。Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ製のＺｙｍｏオリゴ精製キットによって提供され
るキットなどの、ライゲーション反応物を浄化するための種々のキットが利用可能である
。一部の実施形態では、精製は、環状化反応に使用したリガーゼを除去もしくは分解する
ための処理、および／または環状化されたポリヌクレオチドをそのようなリガーゼから精
製するための処理を含む。一部の実施形態では、リガーゼを分解するための処理は、プロ
テアーゼを用いた処理を含む。適切なプロテアーゼは、原核生物、ウイルス、および真核
生物から入手可能である。プロテアーゼの例としては、プロテイナーゼＫ（Ｔｒｉｔｉｒ
ａｃｈｉｕｍ　ａｌｂｕｍに由来する）、プロナーゼＥ（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｇ
ｒｉｓｅｕｓに由来する）、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｏｌｙｍｙｘａプロテアーゼ、サーモ
リシン（theromolysin）（好熱細菌に由来する）、トリプシン、スブチリシン、フューリ
ンなどが挙げられる。一部の実施形態では、プロテアーゼはプロテイナーゼＫである。プ
ロテアーゼ処理は、製造業者のプロトコールに従ってもよく、標準の条件（例えば、Samb
rookおよびGreen、Molecular　Cloning:　A　Laboratory　Manual、第４版（２０１２年
）において提供される）に供してもよい。プロテアーゼ処理の後に、抽出および沈殿を行
うこともできる。一実施例では、環状化されたポリヌクレオチドを、０．１％ＳＤＳおよ
び２０ｍＭのＥＤＴＡの存在下でプロテイナーゼＫ（Ｑｉａｇｅｎ）処理によって精製し
、１：１フェノール／クロロホルムおよびクロロホルムを用いて抽出し、エタノールまた
はイソプロパノールを用いて沈殿させる。一部の実施形態では、沈殿はエタノール中で行
う。
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【０１０４】
　本開示の他の態様に関して記載されている通り、環状化の後に、環状化されたポリヌク
レオチドの配列決定を直接続けることができる。あるいは、配列決定の前に１つまたは複
数の増幅反応を行うことができる。ポリヌクレオチド（例えば、ＤＮＡおよび／またはＲ
ＮＡ）を増幅する種々の方法が利用可能である。増幅は、直線的なものであってもよく、
指数関数的なものであってもよく、多相増幅プロセスにおいて直線位相と指数関数位相の
両方を伴うものであってもよい。増幅方法は、熱変性ステップなどの温度の変化を伴って
もよく、熱変性を必要としない等温プロセスであってもよい。適切な増幅プロセスの非限
定的な例は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されて
いる。一部の実施形態では、増幅は、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）を含む。本明細
書の他の箇所に記載の通り、典型的なＲＣＡ反応混合物は、１つまたは複数のプライマー
、ポリメラーゼ、およびｄＮＴＰを含み、コンカテマーを生成する。一般には、ＲＣＡ反
応におけるポリメラーゼは、鎖置換活性を有するポリメラーゼである。種々のそのような
ポリメラーゼが利用可能であり、その非限定的な例としては、エキソヌクレアーゼのない
ＤＮＡポリメラーゼＩの大きな（クレノウ）断片、Ｐｈｉ２９　ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔ
ａｑ　ＤＮＡポリメラーゼなどが挙げられる。一般に、コンカテマーは、鋳型ポリヌクレ
オチド由来の標的配列の２つまたはそれ超のコピーを含むポリヌクレオチド増幅産物であ
る（例えば、標的配列の約２もしくはそれ超、約３もしくはそれ超、約４もしくはそれ超
、約５もしくはそれ超、約６もしくはそれ超、約７もしくはそれ超、約８もしくはそれ超
、約９もしくはそれ超、約１０もしくはそれ超、またはそれ超のコピー；一部の実施形態
では、約２またはそれ超のコピー）。増幅プライマーは、約もしくは少なくとも約５、１
０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５
、８０、９０、１００、またはそれ超のヌクレオチドなどの任意の適切な長さであってよ
く、その任意の部分または全てが、プライマーがハイブリダイズする対応する標的配列と
相補的であってよい（例えば、約もしくは少なくとも約５、１０、１５、２０、２５、３
０、３５、４０、４５、５０、またはそれ超のヌクレオチド）。種々のＲＣＡプロセスの
例は、例えば、ランダムプライマー、標的特異的プライマー、およびアダプター標的化プ
ライマーの使用など、本明細書に記載されており、そのいくつかは図７において説明され
ている。
【０１０５】
　環状化されたポリヌクレオチドを、配列決定の前に増幅する場合（例えば、コンカテマ
ーを生成するために）、増幅産物を、富化を伴わずに直接配列決定に供することもでき、
１つまたは複数の富化ステップの後で配列決定に供することもできる。適切な富化プロセ
スの非限定的な例は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記
載されている（例えば、第２の増幅ステップにＢ２Ｂプライマーを使用すること）。一部
の実施形態によると、環状化されたポリヌクレオチド（またはその増幅産物、場合によっ
て富化されていてよい）を配列決定反応に供して配列決定リードを作成する。そのような
方法によって生成する配列決定リードは、本明細書に開示されている他の方法に従って使
用することができる。種々の配列決定方法体系、特に、ハイスループットな配列決定方法
体系が利用可能である。例としては、限定することなく、Ｉｌｌｕｍｉｎａ製のシークエ
ンシングシステム（ＨｉＳｅｑ（登録商標）およびＭｉＳｅｑ（登録商標）などのシーク
エンシングシステム）、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ製のシークエンシングシス
テム（Ｉｏｎ　Ｔｏｒｒｅｎｔ（登録商標）、ＳＯＬｉＤ（登録商標）など）、Ｒｏｃｈ
ｅ’ｓ　４５４　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ製のシークエンシングシ
ステム、Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ製のシークエンシン
グシステムなどが挙げられる。一部の実施形態では、配列決定は、ＨｉＳｅｑ（登録商標
）およびＭｉＳｅｑ（登録商標）システムを使用して約５０もしくはそれ超、約７５もし
くはそれ超、約１００もしくはそれ超、約１２５もしくはそれ超、約１５０もしくはそれ
超、約１７５もしくはそれ超、約２００もしくはそれ超、約２５０もしくはそれ超、約３
００もしくはそれ超、またはそれ超のヌクレオチドの長さのリードを生成することを含む
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。増幅プラットフォームおよび方法体系のさらなる非限定的な例は、例えば本開示の種々
の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。
【０１０６】
　一部の実施形態によると、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異は、少なくとも
２つの異なるポリヌクレオチド（例えば、異なる接合部を有する結果として区別すること
ができる２つの異なる環状ポリヌクレオチド）において生じている場合、真性配列変異体
としてコールされる（例えば、増幅または配列決定の前に試料中に存在し、これらのプロ
セスのいずれの結果でもない）。増幅または配列決定誤差の結果である配列変異体は、同
じ標的配列を含む２つの異なるポリヌクレオチドにおいて正確に重複する可能性は低いの
で（例えば、位置および種類）、この検証パラメータを追加することにより、誤った配列
変異体のバックグラウンドが著しく低下し、同時に、試料中の実際の配列変異を検出する
感度および正確度が上昇する。一部の実施形態では、頻度が約５％もしくはそれ未満、約
４％もしくはそれ未満、約３％もしくはそれ未満、約２％もしくはそれ未満、約１．５％
もしくはそれ未満、約１％もしくはそれ未満、約０．７５％もしくはそれ未満、約０．５
％もしくはそれ未満、約０．２５％もしくはそれ未満、約０．１％もしくはそれ未満、約
０．０７５％もしくはそれ未満、約０．０５％もしくはそれ未満、約０．０４％もしくは
それ未満、約０．０３％もしくはそれ未満、約０．０２％もしくはそれ未満、約０．０１
％もしくはそれ未満、約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％もしくはそれ未
満、またはそれ未満である配列変異体は、正確なコールを許容するためのバックグラウン
ドを十分に超える。一部の実施形態では、配列変異体は、約０．１％またはそれ未満の頻
度で生じている。一部の実施形態では、方法は、頻度が約０．０００５％～約３％の範囲
、例えば、０．００１％～２％、または０．０１％～１％である配列の差異を真性配列変
異体としてコールするステップを含む。一部の実施形態では、配列変異体の頻度は、その
ような頻度が、バックグラウンド誤差率を統計的に有意に上回る場合（例えば、約０．０
５もしくはそれ未満、約０．０１もしくはそれ未満、約０．００１もしくはそれ未満、約
０．０００１もしくはそれ未満、またはそれ未満のｐ値）、バックグラウンドを十分に超
える。一部の実施形態では、配列変異体の頻度は、そのような頻度が、バックグラウンド
誤差率を約もしくは少なくとも約２倍、３倍、４倍、５倍、６倍、７倍、８倍、９倍、１
０倍、２５倍、５０倍、１００倍、またはそれ超上回る（例えば、少なくとも５倍高い）
場合、バックグラウンドを十分に超える。一部の実施形態では、所与の位置における配列
を正確に決定することにおけるバックグラウンド誤差率は、約１％もしくはそれ未満、約
０．５％もしくはそれ未満、約０．１％もしくはそれ未満、約０．０５％もしくはそれ未
満、約０．０１％もしくはそれ未満、約０．００５％もしくはそれ未満、約０．００１％
もしくはそれ未満、約０．０００５％もしくはそれ未満、またはそれ未満である。一部の
実施形態では、誤差率は０．００１％未満である。頻度および誤差率を決定するための方
法は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。
【０１０７】
　一部の実施形態では、真性配列変異体の同定（「コール」または「コールを行う」とも
称される）は、１つまたは複数の配列決定リードを参照配列と最適にアラインして、２つ
の間の差異を同定すると共に、接合部を同定することを含む。一般に、アラインメントは
、１つの配列を別の配列に沿って置き、各配列に沿ってギャップを繰り返し導入し、２つ
の配列がどれくらいよくマッチするかをスコアリングし、好ましくは様々な位置に関して
参照に沿って反復することを伴う。最も良いスコアリングのマッチが、アラインされたと
みなされ、配列間の関係のおよその程度の推測を表す。それらを実行する種々のアライン
メントアルゴリズムおよびアライナーが利用可能であり、その非限定的な例は、例えば本
開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。一部の実施形態
では、配列決定リードを比較する参照配列は、参照ゲノムなどの既知の参照配列である（
例えば、対象と同じ種のメンバーのゲノム）。参照ゲノムは、完全であっても不完全であ
ってもよい。一部の実施形態では、参照ゲノムは、参照ゲノムに由来するものまたは解析
中の配列決定リードから作製したコンセンサスに由来するものなどの、標的ポリヌクレオ
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チドを含有する領域のみからなる。一部の実施形態では、参照配列は、１つもしくは複数
の細菌、古細菌、ウイルス、原生生物、真菌、または他の生物体に由来する配列などの、
１つまたは複数の生物体のポリヌクレオチドの配列を含む、またはそれからなる。一部の
実施形態では、参照配列は、解析中の１つまたは複数の標的配列（例えば、１つもしくは
複数の遺伝子、またはその一部）に対応する領域などの、参照ゲノムの一部のみからなる
。例えば、病原体の検出（例えば、汚染検出の場合など）に関しては、参照ゲノムは、病
原体（例えば、ＨＩＶ、ＨＰＶ、または有害な細菌株、例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ）のゲノム
全体、または、特定の株もしくは血清型などの、同定において有用なその一部である。一
部の実施形態では、例えば、多数の異なる生物体または株をスクリーニングするためにな
ど、配列決定リードを多数の異なる参照配列とアラインする。比較して配列の差異を同定
すること（および配列変異体をコールすること）ができる参照配列のさらなる非限定的な
例は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。
【０１０８】
　一態様では、本開示は、反応混合物において標的配列の２つまたはそれ超のコピーを含
む複数の異なるコンカテマーを増幅する方法であって、標的配列が、５’から３’の方向
に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含む方法を提供する。一部の実施形態では、方法は、
反応混合物を核酸増幅反応に供するステップを含み、反応混合物は、（ａ）複数のコンカ
テマーであって、前記複数の個々のコンカテマーが、５’末端および３’末端を有する個
々のポリヌクレオチドを環状化することによって形成された異なる接合部を含む複数のコ
ンカテマー；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配列Ａと、配
列Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー
；（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相補的なポリ
ヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第２のプ
ライマーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含み、標
的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離は７５ｎｔまたはそれ未満であ
る。
【０１０９】
　関連する態様では、本開示は、反応混合物において、５’から３’の方向に配向された
配列Ａおよび配列Ｂを含む標的配列を含む複数の異なる環状ポリヌクレオチドを増幅する
方法を提供する。一部の実施形態では、方法は、反応混合物を核酸増幅反応に供するステ
ップを含み、反応混合物は、（ａ）複数の環状ポリヌクレオチドであって、前記複数の個
々の環状ポリヌクレオチドが、５’末端および３’末端を有する個々のポリヌクレオチド
を環状化することによって形成された異なる接合部を含む複数の環状ポリヌクレオチド；
（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマーであって、標的配列の配列Ａと、配列Ａと配列Ａ
’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第１のプライマー；（ｃ）配列
Ｂを含む第２のプライマーであって、標的配列の相補体を含む相補的なポリヌクレオチド
内に存在する配列Ｂ’と、配列ＢとＢ’の間の配列相補性によって特異的にハイブリダイ
ズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）第１のプライマーおよび第２のプライマーを伸
長させて、増幅されたポリヌクレオチドを生成するポリメラーゼを含み、配列Ａおよび配
列Ｂは内因性配列であり、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離は
７５ｎｔまたはそれ未満である。
【０１１０】
　環状ポリヌクレオチドまたはコンカテマーのいずれを増幅するかにかかわらず、そのよ
うなポリヌクレオチドは、任意の適切な試料供給源に由来するものであってよい（直接、
または増幅によるなどの間接的のいずれか）。種々の適切な試料供給源、任意選択の抽出
プロセス、ポリヌクレオチドの種類、および配列変異体の種類は、例えば本開示の種々の
態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。環状ポリヌクレオチドは、非
環状ポリヌクレオチドの環状化に由来するものであってよい。環状化プロセス（例えば、
アダプターオリゴヌクレオチドを用いる、および用いない）、試薬（例えば、アダプター
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の種類、リガーゼの使用）、反応条件（例えば、有利な自己接合）、任意選択の追加的な
処理（例えば、反応後精製）、およびそれにより形成される接合部の非限定的な例は、例
えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書において提供される。コンカ
テマーは、環状ポリヌクレオチドの増幅に由来するものであってよい。ポリヌクレオチド
（例えば、ＤＮＡおよび／またはＲＮＡ）を増幅する種々の方法が利用可能であり、その
非限定的な例は本明細書にも記載されている。一部の実施形態では、コンカテマーは、環
状ポリヌクレオチドのローリングサークル増幅によって作製される。
【０１１１】
　図１０は、単一の反復（一般には環状でなければ増幅されない）、および標的配列の多
数のコピーを含むコンカテマーに関して、標的配列に対する第１および第２のプライマー
の配置の例を説明する。本明細書に記載の他の態様に関して記載されている通り、プライ
マーのこの配置は、「背中合わせ」（Ｂ２Ｂ）または「逆方向」プライマーと称すること
ができる。Ｂ２Ｂプライマーを用いた増幅により、環状および／またはコンカテマー鋳型
の富化が容易になる。さらに、この方向を比較的小さなフットプリント（プライマー対が
及ぶ総距離）と組み合わせることにより、接合部が、典型的な増幅反応において見いださ
れるプライマーの配置（互いに面し、標的配列に及ぶ）におけるものよりも、プライマー
間に生じている可能性が低いので、標的配列の周囲の様々な断片化事象の増幅が可能にな
る。一部の実施形態では、配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距離は、約２００
もしくはそれ未満、約１５０もしくはそれ未満、約１００もしくはそれ未満、約７５もし
くはそれ未満、約５０もしくはそれ未満、約４０もしくはそれ未満、約３０もしくはそれ
未満、約２５もしくはそれ未満、約２０もしくはそれ未満、約１５もしくはそれ未満、ま
たはそれ未満のヌクレオチドである。一部の実施形態では、配列Ａは配列Ｂの相補体であ
る。一部の実施形態では、複数の異なる標的配列を対象とする多数のＢ２Ｂプライマー対
を同じ反応において使用して、複数の異なる標的配列を並行して増幅する（例えば、約も
しくは少なくとも約１０、５０、１００、１５０、２００、２５０、３００、４００、５
００、１０００、２５００、５０００、１００００、１５０００、またはそれ超の異なる
標的配列）。プライマーは、本明細書の他の箇所に記載されているものなどの任意の適切
な長さであってよい。増幅は、本明細書に記載の増幅反応などの、適切な条件下での任意
の適切な増幅反応を含んでよい。一部の実施形態では、増幅は、ポリメラーゼ連鎖反応で
ある。
【０１１２】
　一部の実施形態では、Ｂ２Ｂプライマーは、少なくとも２つの配列エレメント、標的配
列と配列相補性によってハイブリダイズする第１のエレメント、および、第１のエレメン
トがハイブリダイズする第１のハイブリダイゼーション温度における第１の増幅相の間に
標的配列とハイブリダイズしない（例えば、尾部と、標的配列の第１のエレメントが結合
する場所に対してすぐ３’側の部分の間の配列相補性の欠如に起因して）、５’「尾部」
を含む。例えば、第１のプライマーは、配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、第２の
プライマーは、配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼーション温
度における第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも複数のコンカテマー（または環状ポリヌ
クレオチド）とハイブリダイズしない。そのような有尾プライマーを使用する一部の実施
形態では、増幅は、第１の相および第２の相を含んでよく、第１の相は、第１の温度にお
けるハイブリダイゼーションステップであって、その間に第１および第２のプライマーが
コンカテマー（または環状ポリヌクレオチド）とハイブリダイズするハイブリダイゼーシ
ョンステップ、およびプライマー伸長を含み、第２の相は、第１の温度よりも高い第２の
温度におけるハイブリダイゼーションステップであって、その間に、第１および第２のプ
ライマーが伸長した第１もしくは第２のプライマー、またはその相補体を含む増幅産物と
ハイブリダイズするハイブリダイゼーションステップ、およびプライマー伸長を含む。２
つの温度のそれぞれにおける増幅サイクルの数は、所望の産物に基づいて調整することが
できる。一般には、第１の温度は、約１５もしくはそれ未満、約１０もしくはそれ未満、
約９もしくはそれ未満、約８もしくはそれ未満、約７もしくはそれ未満、約６もしくはそ
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れ未満、約５もしくはそれ未満またはそれ未満のサイクルなどの比較的少ないサイクル数
に対して使用される。高温におけるサイクルの数は、第１の温度におけるサイクルの数と
は独立して選択することができるが、一般には、約もしくは少なくとも約５、６、７、８
、９、１０、１５、２０、２５、またはそれ超のサイクルなどの、多くのまたはより多く
のサイクルになる。高温では、第１のエレメントとプライマー伸長産物におけるプライマ
ーの尾部エレメントの間のハイブリダイゼーションが、プライマー内の第１のエレメント
のみとコンカテマー内の内部標的配列とのハイブリダイゼーションによって形成される短
い断片よりも有利である。したがって、二相増幅を使用して、そうでなければ短い増幅産
物が有利になり得る程度を低下させ、それにより、標的配列の２つまたはそれ超のコピー
を有する増幅産物の比較的高い割合を維持することができる。例えば、第２の温度におけ
るハイブリダイゼーションおよびプライマー伸長を５サイクル（例えば、少なくとも５、
６、７、８、９、１０、１５、２０、またはそれ超のサイクル）行った後に、反応混合物
中の増幅されたポリヌクレオチドの少なくとも５％（例えば、少なくとも５％、６％、７
％、８％、９％、１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、またはそれ超）が、標的配
列の２つまたはそれ超のコピーを含む。この二相の有尾Ｂ２Ｂプライマー増幅プロセスに
従ったある実施形態の図が図１１において説明されている。
【０１１３】
　一部の実施形態では、増幅は、コンカテマー由来のアンプリコンの長さが増大するよう
に偏った条件下でのものである。例えば、プライマー濃度を低下させることができ、した
がって、全てではないプライミング部位がプライマーとハイブリダイズし、したがってＰ
ＣＲ産物がより長くなる。同様に、サイクル中のプライマーハイブリダイゼーション時間
を減少させることにより、同様に、より少ないプライマーがハイブリダイズすることが可
能になり、したがって、平均ＰＣＲアンプリコンサイズも増加する。さらに、サイクルの
温度および／または伸長時間を増大させることにより、同様に、ＰＣＲアンプリコンの平
均長が増加する。これらの技法の任意の組合せを使用することができる。
【０１１４】
　一部の実施形態では、特に、Ｂ２Ｂプライマーを用いた増幅を実施した場合には、増幅
産物を、生じたアンプリコンがサイズに基づいて選別されるように処理して、コンカテマ
ーを含む単量体混合物の数を減少させ、かつ／または排除する。これは、これらに限定さ
れないが、ゲルからの断片の切り出しおよびゲル濾過（例えば、約３００、４００、５０
０、またはそれ超のヌクレオチドの長さよりも大きな断片を富化するため）；ならびに結
合緩衝液の濃度を細かく調整することによってサイズ選択するためのＳＰＲＩビーズ（Ａ
ｇｅｎｃｏｕｒｔ　ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰ）を含めた種々の利用可能な技法を使用して行う
ことができる。例えば、ＤＮＡ断片との混合の間に０．６×結合緩衝液の使用を使用して
、約５００塩基対（ｂｐ）よりも大きなＤＮＡ断片を優先的に結合させることができる。
【０１１５】
　一部の実施形態では、第１のプライマーは配列Ａ’に対して５’側に配列Ｃを含み、第
２のプライマーは配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、第１のハイブリダイゼーション
温度における第１の増幅相の間、配列Ｃも配列Ｄも複数の環状ポリヌクレオチドとハイブ
リダイズしない。増幅は、第１の相および第２の相を含んでよく、第１の相は、第１の温
度におけるハイブリダイゼーションステップを含み、その間に、プライマー伸長の前に第
１および第２のプライマーが環状ポリヌクレオチドまたはその増幅産物とハイブリダイズ
し、第２の相は、第１の温度よりも高い第２の温度におけるハイブリダイゼーションステ
ップを含み、その間に、第１および第２のプライマーが、伸長した第１もしくは第２のプ
ライマーまたはその相補体を含む増幅産物とハイブリダイズする。例えば、第１の温度は
、およそ配列Ａ’のＴｍもしくはそれ超、およそ配列ＢのＴｍもしくはそれ超、またはお
よそこれらの平均もしくはそれ超、またはこれらのＴｍのうちの１つよりも１℃、２℃、
３℃、４℃、５℃、６℃、７℃、８℃、９℃、１０℃高い、またはそれ超の温度として選
択することができる。この例では、第２の温度は、およそ組合せ配列（Ａ’＋Ｃ）のＴｍ
もしくはそれ超、およそ組合せ配列（Ｂ＋Ｄ）のＴｍもしくはそれ超、またはおよそこれ
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らの平均もしくはそれ超、またはこれらのＴｍのうちの１つよりも１℃、２℃、３℃、４
℃、５℃、６℃、７℃、８℃、９℃、１０℃高い、もしくはそれ超の温度になるように選
択することができる。「Ｔｍ」という用語は、「融解温度」とも称され、一般に、参照配
列からなるオリゴヌクレオチドの５０％（実際にはより大きなポリヌクレオチド内のサブ
配列であってよい）とその相補配列がハイブリダイズする（または分離する）温度を表す
。一般に、Ｔｍは、長さが増大するにしたがって上昇し、したがって、配列Ａ’のＴｍは
、組合せ配列（Ａ’＋Ｃ）のＴｍよりも低いことが予想される。
【０１１６】
　一態様では、本開示は、本開示の方法に従って方法を実施するための反応混合物を提供
する。反応混合物は、本明細書に記載の方法に記載されている反応混合物を含めた、種々
の方法のいずれかに関して本明細書に記載されている種々の成分のうちの１つまたは複数
を含んでよい。一部の実施形態では、反応混合物は、標的配列の２つもしくはそれ超のコ
ピーを含む複数の異なるコンカテマー、または標的配列の１つもしくは複数のコピーを含
む環状ポリヌクレオチド（例えば、環状単量体）を増幅するための混合物であり、ここで
、標的配列は、５’から３’の方向に配向された配列Ａおよび配列Ｂを含み、反応混合物
は、（ａ）複数のコンカテマー（または環状ポリヌクレオチド）であって、前記複数の個
々のコンカテマー（または環状ポリヌクレオチド）が、５’末端および３’末端を有する
個々のポリヌクレオチドを環状化することによって形成された異なる接合部を含む、複数
のコンカテマー（または環状ポリヌクレオチド）；（ｂ）配列Ａ’を含む第１のプライマ
ーであって、標的配列の配列Ａと、配列Ａと配列Ａ’の間の配列相補性によって特異的に
ハイブリダイズする第１のプライマー；（ｃ）配列Ｂを含む第２のプライマーであって、
標的配列の相補体を含む相補的なポリヌクレオチド内に存在する配列Ｂ’と、ＢとＢ’の
間の配列相補性によって特異的にハイブリダイズする第２のプライマー；ならびに（ｄ）
第１のプライマーおよび第２のプライマーを伸長させて、増幅されたポリヌクレオチドを
生成するポリメラーゼを含み、標的配列の配列Ａの５’末端と配列Ｂの３’末端の間の距
離は７５ｎｔまたはそれ未満である。試料、ポリヌクレオチド、プライマー、ポリメラー
ゼ、他の試薬、および反応条件は、例えば種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書
に記載されているもののいずれであってもよく、これらは、任意の適切な組合せで反応混
合物に含めることができる。一部の実施形態では、第１のプライマーは配列Ａ’に対して
５’側に配列Ｃを含み、第２のプライマーは配列Ｂに対して５’側に配列Ｄを含み、増幅
反応の第１の増幅ステップの間、配列Ｃも配列Ｄも２つまたはそれ超のコンカテマーとハ
イブリダイズしない。
【０１１７】
　一態様では、本開示は、例えば、本開示の種々の他の態様のいずれかにおいてなど、本
明細書に記載の方法において有用であるまたはそれによって生成する組成物を提供する。
一部の実施形態では、組成物は、一本鎖であり、リガーゼを実質的に含まない複数の環状
化されたポリヌクレオチドを含む。一部の実施形態では、組成物は、１００００またはそ
れ未満の標的ポリヌクレオチドの群に対応する複数のコンカテマーを含み、さらに、複数
の個々のコンカテマーは、（ａ）配列反復の２つまたはそれ超のコピーを含み、前記コピ
ーの全てが同じ標的ポリヌクレオチドに対応すること、および（ｂ）前記組成物中の１つ
の個々のコンカテマーの配列反復の２つまたはそれ超のコピー間の接合部が別の個々のコ
ンカテマーのものとは異なることを特徴とする。試料、ポリヌクレオチド、プライマー、
ポリメラーゼ、および他の試薬は、例えば種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書
に記載されているもののいずれであってもよく、これらは、任意の適切な組合せで組成物
に含めることができる。組成物は、１つまたは複数の標的配列が増幅されるように設計さ
れた、本明細書に記載のＢ２Ｂプライマーなどの１つまたは複数のプライマー対を含んで
よい。組成物は、キットの形態で提供することができる。キット中の試薬および他の材料
は、任意の適切な容器に含有されていてよく、また、すぐに使用可能な形態であってもよ
く、キット中の他の試薬または使用者から供給される試薬と組み合わせること（例えば、
濃縮した組成物の希釈または凍結乾燥した組成物の再構成）が必要であってもよい。キッ
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トにより緩衝液を提供することができ、その非限定的な例としては、炭酸ナトリウム緩衝
液、炭酸水素ナトリウム緩衝液、ホウ酸緩衝液、Ｔｒｉｓ緩衝液、ＭＯＰＳ緩衝液、ＨＥ
ＰＥＳ緩衝液、およびこれらの組合せが挙げられる。キットは、種々の態様のいずれかに
関して本明細書に記載されている１つまたは複数の方法を実施するための説明書をさらに
含んでよい。説明書は、１種または複数種の言語（例えば、２種、３種、４種、５種、ま
たはそれ超の言語）で提供されてよい。
【０１１８】
　一態様では、本開示は、配列変異体を検出するためのシステムを提供する。一部の実施
形態では、システムは、（ａ）試料に対する検出反応を実施するための使用者要求を受信
するように構成されたコンピュータ；（ｂ）使用者要求に応答して試料またはその一部に
対する核酸増幅反応を実施する増幅システムであって、増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌ
クレオチドを環状化して、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環
状ポリヌクレオチドを形成するステップと、（ｉｉ）環状ポリヌクレオチドを増幅するス
テップとを含む増幅システム；（ｃ）増幅システムによって増幅されたポリヌクレオチド
の配列決定リードを作成し、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定し、異な
る接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異
を配列変異体としてコールするシークエンシングシステム；および（ｄ）受信者に報告を
送信する報告作成プログラムであって、報告が、配列変異体の検出の結果を含有する報告
作成プログラムを含む。一部の実施形態では、受信者は使用者である。図３２は、本開示
の方法において有用なシステムの非限定的な例を説明する。
【０１１９】
　本システムにおいて使用するためのコンピュータは、１つまたは複数のプロセッサを含
んでよい。プロセッサは、１つまたは複数の制御器、算出ユニット、および／またはコン
ピュータシステムの他のユニットを伴ってもよく、ファームウェアに所望の通り埋め込ま
れていてもよい。ソフトウェアで実行される場合、ルーティンは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラ
ッシュメモリ、磁気ディスク、レーザーディスク（登録商標）、または他の適切な記憶媒
体などの任意のコンピュータ可読メモリに記憶させることができる。同様に、このソフト
ウェアは、例えば、電話線、インターネット、無線接続などの通信チャネルを通して、ま
たはコンピュータ可読ディスク、フラッシュドライブなどの可搬型媒体を介してなどを含
めた任意の公知の送達方法によってコンピューティングデバイスに送達することができる
。種々のステップは、種々のブロック、操作、ツール、モジュールおよび技法として実行
することができ、それらは、今度は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、ま
たはハードウェア、ファームウェア、および／もしくはソフトウェアの任意の組合せで実
行することができる。ハードウェアで実行する場合、ブロック、操作、技法などの一部ま
たは全部は、例えば、カスタム集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブルロジックアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブルロジックアレイ
（ＰＬＡ）などで実行することができる。クライアント－サーバー、リレーショナルデー
タベースアーキテクチャを当該システムの実施形態において使用することができる。クラ
イアント－サーバーアーキテクチャは、ネットワーク上の各コンピュータまたはプロセス
がクライアントまたはサーバーのいずれかであるネットワークアーキテクチャである。サ
ーバーコンピュータは一般には、ディスクドライブ（ファイルサーバー）、プリンター（
プリントサーバー）、またはネットワークトラフィック（ネットワークサーバー）の管理
専用の強力なコンピュータである。クライアントコンピュータは、ＰＣ（パーソナルコン
ピュータ）または使用者がアプリケーションを実行するワークステーション、ならびに本
明細書に開示されている出力デバイスの例を含む。クライアントコンピュータは、ファイ
ル、デバイス、さらには処理能力などのリソースについてサーバーコンピュータに依拠す
る。一部の実施形態では、サーバーコンピュータは、データベース機能の全てを取り扱う
。クライアントコンピュータは、フロントエンドデータ管理の全てを取り扱い、また、使
用者からのデータ入力を受けることもできるソフトウェアを有してよい。
【０１２０】
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　当該システムは、試料に対する検出反応を実施するための使用者要求を受信するように
構成することができる。使用者要求は、直接的であっても間接的であってもよい。直接要
求の例としては、キーボード、マウス、またはタッチスクリーン）などの入力デバイスを
介して伝達されるものが挙げられる。間接的な要求の例としては、インターネットを通し
て（有線または無線のいずれか）などの、通信媒体を介した伝達が挙げられる。
【０１２１】
　システムは、使用者要求に応答して試料またはその一部に対する核酸増幅反応を実施す
る増幅システムをさらに含んでよい。ポリヌクレオチド（例えば、ＤＮＡおよび／または
ＲＮＡ）を増幅する種々の方法が利用可能である。増幅は、直線的なものであってもよく
、指数関数的なものであってもよく、多相増幅プロセスにおいて直線位相と指数関数位相
の両方を伴うものであってもよい。増幅方法は、熱変性ステップなどの温度の変化を伴っ
てもよく、熱変性を必要としない等温プロセスであってもよい。適切な増幅プロセスの非
限定的な例は、例えば本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載され
ている。一部の実施形態では、増幅は、ローリングサークル増幅（ＲＣＡ）を含む。ポリ
ヌクレオチドを増幅するための種々のシステムが利用可能であり、実施される増幅反応の
種類に基づいて変動し得る。例えば、温度変化のサイクルを含む増幅方法に関しては、増
幅システムは、サーモサイクラーを含んでよい。増幅システムは、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉ
ｏｓｙｓｔｅｍｓ製、Ｒｏｃｈｅ製、およびＳｔｒａｔｅｇｅｎｅ製のシステムなどのリ
アルタイム増幅および検出計器を含んでよい。一部の実施形態では、増幅反応は、（ｉ）
個々のポリヌクレオチドを環状化して、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有
する複数の環状ポリヌクレオチドを形成するステップと、（ｉｉ）環状ポリヌクレオチド
を増幅するステップとを含む。試料、ポリヌクレオチド、プライマー、ポリメラーゼ、お
よび他の試薬は、例えば種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている
もののいずれであってもよい。環状化プロセス（例えば、アダプターオリゴヌクレオチド
を用いる、および用いない）、試薬（例えば、アダプターの種類、リガーゼの使用）、反
応条件（例えば、有利な自己接合）、任意選択の追加的な処理（例えば、反応後精製）、
およびそれにより形成される接合部の非限定的な例は、例えば本開示の種々の態様のいず
れかに関してなど、本明細書において提供される。システムは、任意のそのような方法が
実行されるように選択および／または設計することができる。
【０１２２】
　システムは、増幅システムによって増幅されたポリヌクレオチドの配列決定リードを作
成し、配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定し、異なる接合部を有する少な
くとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて生じている配列の差異を配列変異体としてコ
ールするシークエンシングシステムをさらに含んでよい。シークエンシングシステムおよ
び増幅システムは同じであってもよく、重複した機器を含んでもよい。例えば、増幅シス
テムとシークエンシングシステムの両方で同じサーモサイクラーを利用することができる
。当該システムにおいて使用するための種々の配列決定プラットフォームが利用可能であ
り、選択された配列決定方法に基づいて選択することができる。配列決定方法の例は、本
明細書に記載されている。増幅および配列決定は、リキッドハンドラーの使用を伴ってよ
い。これらのプロセスの自動化を行うために、いくつかの市販の液体取扱いシステムを利
用することができる（例えば、例として、Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ、Ｂｅｃｋｍａｎ　
Ｃｏｕｌｔｅｒ、Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ、Ｔｅｃａｎ、Ｅｐｐｅ
ｎｄｏｒｆ、Ａｐｒｉｃｏｔ　Ｄｅｓｉｇｎ、Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　１１からのリキッドハ
ンドラーを参照されたい）。種々の自動化された配列決定機が市販されており、それらと
して、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ製のシークエンサー（ＳＯＬｉＤプラットフ
ォーム、およびｐＨに基づく検出）、Ｒｏｃｈｅ製のシークエンサー（４５４プラットフ
ォーム）、Ｉｌｌｕｍｉｎａ製のシークエンサー（例えば、フローセルに基づくシステム
、例えば、Ｇｅｎｏｍｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒデバイスなど）が挙げられる。２つ、３つ、
４つ、５つ、またはそれ超の自動化されたデバイス間（例えば、リキッドハンドラーおよ
び配列決定デバイスのうちの１つまたは複数間）の移行は手動であっても自動化されてい
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てもよい。
【０１２３】
　参照配列に対する配列の差異を同定し、配列変異体をコールするための方法は、例えば
本開示の種々の態様のいずれかに関してなど、本明細書に記載されている。シークエンシ
ングシステムは、一般には、配列決定データの入力および所望のパラメータ（例えば、参
照ゲノムの選択）の入力に応答してこれらのステップを実施するためのソフトウェアを含
む。これらのアルゴリズムを実行するアラインメントアルゴリズムおよびアライナーの例
は、本明細書に記載されており、シークエンシングシステムの一部を形成してよい。
【０１２４】
　システムは、受信者に報告を送信する報告作成プログラムであって、報告が、配列変異
体の検出の結果を含有する報告作成プログラムをさらに含んでよい。報告は、例えば、配
列決定リードの間または配列決定データの解析と同時になど、プロセスの進行にしたがっ
て周期的に更新しながらリアルタイムで作成することができる。それに加えて、またはそ
の代わりに、報告は、解析の終了時に作成することができる。報告は、シークエンシング
システムにより全ての配列変異体をコールするステップが完了した時などに自動的に作成
することができる。一部の実施形態では、報告は、使用者の指示に応じて作成される。配
列変異体の検出の結果に加えて、報告は、１つまたは複数の配列変異体に基づく解析も含
有してよい。例えば、１つまたは複数の配列変異体が特定の汚染物質または表現型に関連
する場合、報告は、その汚染物質または表現型が存在する可能性、どんなレベルであるか
などの、この関連にかかわる情報、および場合によってこの情報に基づく提案（例えば、
追加的な試験、モニタリング、または矯正措置）を含んでよい。報告は、種々の形態のい
ずれをとってもよい。本開示に関するデータは、受信者による受領および／または再調査
のためのこのようなネットワークまたは接続（または、これに限定されないが、プリント
アウトなどの物理的な報告を郵送することを含めた、情報を伝達するための任意の他の適
切な手段）を通じて伝達することができることが構想される。受信者は、これらに限定さ
れないが、個人、または電子システム（例えば、１つもしくは複数のコンピュータ、およ
び／または１つもしくは複数のサーバー）であり得る。
【０１２５】
　一態様では、本開示は、１つまたは複数のプロセッサにより実行されると、配列変異体
を検出する方法を実行するコードを含むコンピュータ可読媒体を提供する。一部の実施形
態では、実行される方法は、（ａ）試料に対する検出反応を実施するための顧客要求を受
信するステップと、（ｂ）顧客要求に応答して試料またはその一部に対する核酸増幅反応
を実施するステップであって、増幅反応が、（ｉ）個々のポリヌクレオチドを環状化して
、それぞれが５’末端と３’末端の間に接合部を有する複数の環状ポリヌクレオチドを形
成するステップと、（ｉｉ）環状ポリヌクレオチドを増幅するステップとを含むステップ
と、（ｃ）（ｉ）増幅反応において増幅されたポリヌクレオチドの配列決定リードを作成
するステップと、（ｉｉ）配列決定リードと参照配列の間の配列の差異を同定するステッ
プと、（ｉｉｉ）異なる接合部を有する少なくとも２つの環状ポリヌクレオチドにおいて
生じている配列の差異を配列変異体としてコールするステップとを含む配列決定解析を実
施するステップと、（ｄ）配列変異体の検出の結果を含有する報告を作成するステップと
を含む。
【０１２６】
　コンピュータにより実行可能なコードを含む機械可読媒体は、これらに限定されないが
、有形記憶媒体、搬送波媒体または物理的な伝達媒体を含めた多くの形態をとってよい。
非揮発性記憶媒体としては、例えば、任意のコンピュータ内のストレージデバイスのいず
れかなどの光学または磁気ディスクなど、例えば、データベースを実行するために使用で
きるものなどが挙げられる。揮発性記憶媒体としては、そのようなコンピュータプラット
フォームのメインメモリなどのダイナミックメモリが挙げられる。有形伝達媒体としては
、コンピュータシステム内のバスを含むワイヤーを含めた同軸ケーブル；銅線および光フ
ァイバーが挙げられる。搬送波伝送媒体は、高周波（ＲＦ）および赤外（ＩＲ）データ通
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信の間に生じるものなどの、電気シグナルもしくは電磁気シグナル、または音波もしくは
光波の形態をとってよい。したがって、コンピュータ可読媒体の一般的な形態としては、
例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁
気テープ、任意の他の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤもしくはＤＶＤ－ＲＯＭ、任意の
他の光学媒体、パンチカード、紙テープ、穴のパターンを用いた任意の他の物理的な記憶
媒体、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭおよびＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、任意の他
のメモリチップもしくはカートリッジ、搬送波移送データもしくは指示、そのような搬送
波を移送するケーブルもしくはリンク、または、コンピュータによりプログラミングコー
ドおよび／もしくはデータを読み取ることができる任意の他の媒体が挙げられる。これら
のコンピュータ可読媒体の形態の多くは、１つまたは複数の連続した１つまたは複数の指
示を実行のためにプロセッサに伝えることに関与する可能性がある。
【０１２７】
　主題のコンピュータにより実行可能なコードは、サーバー、ＰＣ、またはスマートフォ
ンもしくはタブレットなどの可動性デバイスを含めた、プロセッサを含む任意の適切なデ
バイスで実行することができる。任意の制御器またはコンピュータは、場合によってモニ
ターを含み、これは、ブラウン管（「ＣＲＴ」）ディスプレイ、フラットパネルディスプ
レイ（例えば、アクティブ・マトリクス型液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイなど）、
または他のものであってよい。コンピュータ回路網は、多くの場合、箱の中に配置され、
マイクロプロセッサ、メモリ、インターフェース回路、およびその他などの多数の集積回
路チップを含む。箱は、場合によって、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標
）ディスクドライブ、書き込み可能ＣＤ－ＲＯＭなどの大容量リムーバブルドライブ、お
よび他の一般的な周辺要素も含む。場合によって、キーボード、マウス、またはタッチセ
ンシティブスクリーンなどの入力デバイスにより、使用者からの入力がもたらされる。コ
ンピュータは、使用者指示を、パラメータフィールドのセット、例えば、ＧＵＩへの使用
者入力の形態で、または予めプログラムされた指示、例えば、種々の異なる特定の操作に
関して予めプログラムされた指示の形態でのいずれかで受信する適切なソフトウェアを含
んでよい。
【０１２８】
　本明細書に開示されている種々の態様のいずれかの一部の実施形態では、方法、組成物
、およびシステムは、例えば、患者試料の特徴付けおよび場合によって対象の状態の診断
においてなど、治療に適用される。治療への適用は、本明細書に記載の方法の結果に基づ
いて、患者が最も応答する療法の選択を通知すること（「セラノスティクス」とも称され
る）、およびそれを必要とする対象の実際の治療も含み得る。具体的には、本明細書に開
示されている方法および組成物は、特に、解析されるポリヌクレオチドが、ｃｆＤＮＡ、
ｃｔＤＮＡ、または断片化された腫瘍ＤＮＡを含む、またはそれからなる場合に、腫瘍の
存在、腫瘍の進行および／または転移を診断するために使用することができる。一部の実
施形態では、対象を治療の有効性についてモニターする。例えば、ｃｔＤＮＡを経時的に
モニターすることにより、ｃｔＤＮＡの減少を効果的な治療の指標として使用することが
でき、一方、ｃｔＤＮＡの増加により、異なる治療または異なる投与量の選択を容易にす
ることができる。他の使用としては、移植レシピエントにおける臓器拒絶反応の評価（移
植ドナーゲノムに対応する循環ＤＮＡの量の上昇が移植片拒絶反応の初期指標として使用
される場合）、およびウイルスまたは細菌感染などの病原体感染の遺伝子型決定／アイソ
タイピングが挙げられる。循環胎児ＤＮＡにおける配列変異体の検出を使用して、胎児の
状態を診断することができる。
【０１２９】
　本明細書で使用される場合、「治療（ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）」または「治療すること（
ｔｒｅａｔｉｎｇ）」または「緩和すること（ｐａｌｌｉａｔｉｎｇ）」または「好転さ
せること（ａｍｅｌｉｏｒａｔｉｎｇ）」は、互換的に使用される。これらの用語は、こ
れらに限定されないが、治療的利益および／または予防的利益を含めた、有益なまたは所
望の結果を得るための手法を指す。治療的利益とは、治療中の１つまたは複数の疾患、状
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態、または症状における任意の治療上関連する改善、または治療中の１つまたは複数の疾
患、状態、または症状に対する任意の治療上関連する効果を意味する。予防的利益のため
に、特定の疾患、状態、もしくは症状が発生するリスクがある対象、または、疾患、状態
、もしくは症状はまだ顕在化していない可能性があるにもかかわらず、当該疾患の生理症
状のうちの１つまたは複数が報告されている対象に組成物を投与することができる。一般
には、予防的利益は、治療中の１つまたは複数の疾患、状態、または症状の発生率および
／または悪化を低下させることを含む（例えば、治療を受けた集団と治療を受けていない
集団の間、または対象の治療を受けた状態と治療を受けていない状態の間で）。治療転帰
の改善は、対象を、１種もしくは複数種の治療剤での治療、または他の治療介入（例えば
、外科手術など）から利益を得るまたは得ない対象と同定するために対象の状態を診断す
ることを含んでよい。そのような診断への適用では、１種または複数種の治療剤を用いた
上首尾の治療の全体率を、本開示の方法に従った診断を伴わずに群分けされた患者の中で
のその効果と比較して改善することができる（例えば、治療有効性の測定値の少なくとも
約１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％
、またはそれ超の改善）。
【０１３０】
　「対象」、「個体」および「患者」という用語は、本明細書では、互換的に使用され、
脊椎動物、好ましくは哺乳動物、より好ましくはヒトを指す。哺乳動物としては、これら
に限定されないが、マウス、サル、ヒト、農場動物、競技動物、および愛玩動物が挙げら
れる。ｉｎ　ｖｉｖｏにおいて得られたまたはｉｎ　ｖｉｔｒｏにおいて培養された生物
学的実体の組織、細胞、およびそれらの後代も包含される。
【０１３１】
　「治療剤（ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｇｅｎｔ）」、「治療能のある薬剤（ｔｈｅｒ
ａｐｅｕｔｉｃ　ｃａｐａｂｌｅ　ａｇｅｎｔ）」または「処置用薬剤（ｔｒｅａｔｍｅ
ｎｔ　ａｇｅｎｔ）」という用語は、互換的に使用され、対象に投与されると、なんらか
の有益な効果を付与する分子または化合物を指す。有益な効果としては、診断的決定の実
施可能性；疾患、症状、障害、または病的状態の好転；疾患、症状、障害または状態の発
症の低下または予防；および一般に、疾患、症状、障害または病的状態の相殺が挙げられ
る。
【０１３２】
　本明細書に記載の種々の方法の一部の実施形態では、試料は対象由来のものである。対
象は、任意の生物体であってよく、その非限定的な例としては、植物、動物、真菌、原生
生物、モネラ界の生物、ウイルス、ミトコンドリア、および葉緑体が挙げられる。試料ポ
リヌクレオチドは、例えば、培養細胞株、生検、血液試料、頬スワブ、または細胞を含有
する流体試料（例えば、唾液）を含めた、細胞試料、組織試料、体液試料、もしくは臓器
試料（またはこれらのいずれかに由来する細胞培養物）など、対象から単離することがで
きる。いくつかの場合には、試料は、インタクトな細胞を含まないか、処理して細胞を除
去するか、または細胞抽出ステップ（例えば、無細胞ポリヌクレオチドを単離するため、
無細胞ＤＮＡなど）を伴わずにポリヌクレオチドを単離する。試料供給源の他の例として
は、血液、尿、糞便、鼻孔、肺、消化管、他の体液もしくは排泄物に由来するもの、それ
らに由来する材料、またはそれらの組合せが挙げられる。対象は、これらに限定されない
が、ウシ、ブタ、マウス、ラット、ニワトリ、ネコ、イヌなどを含めた動物であってよく
、通常、ヒトなどの哺乳動物である。一部の実施形態では、試料は、対象由来の腫瘍組織
の試料中のものなどの腫瘍細胞を含む。一部の実施形態では、試料は、血液試料またはそ
の一部（例えば、血漿または血清）である。血清および血漿は、そのような組織の中でも
、悪性細胞死率が高いことに関連付けられる腫瘍ＤＮＡの相対的な富化に起因して、特に
興味深い場合がある。試料は新鮮な試料であってもよく、１つまたは複数の保存プロセス
に供された試料（例えば、パラフィン包埋試料、特に、ホルマリン固定パラフィン包埋（
ＦＦＰＥ）試料）であってもよい。一部の実施形態では、単一の個体由来の試料を多数の
別々の試料（例えば、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、またはそれ超の別々の試
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料）に分け、それらを、独立に、２連、３連、４連、またはそれ超の分析などの、本開示
の方法に供する。試料が対象に由来する場合、参照配列も、分析中の試料由来のコンセン
サス配列、または同じ対象の別の試料もしくは組織由来のポリヌクレオチドの配列などの
、対象に由来するものであってよい。例えば、血液試料をｃｔＤＮＡ突然変異に関して分
析することができ、別の試料（例えば、頬側または皮膚試料）由来の細胞内ＤＮＡを、参
照配列を決定するために分析する。
【０１３３】
　ポリヌクレオチドは、任意の適切な方法に従って、試料中の細胞からの抽出を伴ってま
たは伴わずに試料から抽出することができる。ポリヌクレオチドを抽出するために種々の
キットが利用可能であり、その選択は、試料の種類、または単離される核酸の種類に左右
され得る。抽出方法の例は、本明細書に開示されている種々の態様のいずれかに関して記
載されているものなど、本明細書において提供される。一例では、試料は、ＥＤＴＡチュ
ーブ（例えば、ＢＤバキュテナー）中に採取された試料などの血液試料であってよい。血
漿は、末梢血液細胞から遠心分離によって（例えば、４℃、１９００×ｇで１０分）分離
することができる。血液試料６ｍＬに対してこのように実施する血漿分離では、一般には
、血漿２．５～３ｍＬが得られる。循環無細胞ＤＮＡは、例えば、ＱＩＡｍｐ　Ｃｉｒｃ
ｕｌａｔｉｎｇ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｋｉｔ（Ｑｉａｇｅｎｅ）を製造業者のプ
ロトコールに従って使用することによって、血漿試料から抽出することができる。次いで
、ＤＮＡを数量化することができる（例えば、Ａｇｉｌｅｎｔ　２１００　Ｂｉｏａｎａ
ｌｙｚｅｒ　ｗｉｔｈ　Ｈｉｇｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　ＤＮＡ　ｋｉｔ（Ａｇｉｌ
ｅｎｔ）において）。例として、健康な人由来のそのような血漿試料からの循環ＤＮＡの
収量は、血漿１ｍＬ当たり１ｎｇから１０ｎｇまでにわたり得、がん患者試料ではそれよ
りも有意に多い。
【０１３４】
　ポリヌクレオチドは、凍結または保管試料などの貯蔵試料に由来するものであってもよ
い。試料を貯蔵するための１つの一般的な方法は、それらをホルマリン固定し、パラフィ
ン包埋することである。しかし、このプロセスには、核酸の分解も伴う。ＦＦＰＥ試料か
ら処理し、分析したポリヌクレオチドは、５０～２００塩基対の範囲、またはより短い断
片などの短いポリヌクレオチドを含み得る。固定しパラフィン包埋した試料から核酸を精
製するための技法は、例えば、ＷＯ２００７１３３７０３に記載されているもの、ならび
にFossら、Diagnostic　Molecular　Pathology、（１９９４年）３巻：１４８～１５５頁
およびPaska,　C.ら、Diagnostic　Molecular　Pathology、（２００４年）１３巻：２３
４～２４０頁により記載されている方法など、いくつか存在する。ＡｍｂｉｏｎのＲｅｃ
ｏｖｅｒａｌｌ　Ｔｏｔａｌ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｋｉｔ
などの市販のキットを、ＦＦＰＥ試料からポリヌクレオチドを精製するために使用するこ
とができる。典型的な方法は、キシレンまたは他の有機溶媒を用いた抽出によってパラフ
ィンを組織から除去するステップから開始され、その後、熱ならびに組織およびタンパク
質を切断してゲノム材料の組織からの放出を補助するプロテアーゼ様プロテイナーゼＫを
用いて処理する。次いで、放出された核酸を膜に捕捉するまたは溶液から沈殿させ、洗浄
して不純物を除去することができ、ｍＲＮＡ単離の場合には、時にはＤＮａｓｅ処理ステ
ップを追加して望ましくないＤＮＡを分解する。ＦＦＰＥ　ＤＮＡを抽出するための他の
方法が利用可能であり、本開示の方法において使用することができる。
【０１３５】
　一部の実施形態では、複数のポリヌクレオチドは、無細胞ＤＮＡ（ｃｆＤＮＡ）などの
無細胞ポリヌクレオチドまたは循環腫瘍ＤＮＡ（ｃｔＤＮＡ）を含む。無細胞ＤＮＡは、
健康な個体と疾患にかかっている個体のどちらでも循環している。腫瘍由来のｃｆＤＮＡ
（ｃｔＤＮＡ）は、いかなる特定のがんの種類にも限局されず、異なる悪性腫瘍にわたっ
て共通する所見であると思われる。いくつかの測定によると、血漿中の遊離の循環ＤＮＡ
濃度は、対照の対象では約１４～１８ｎｇ／ｍｌであり、新形成を有する患者では約１８
０～３１８ｎｇ／ｍｌである。アポトーシス性および壊死性細胞死が体液中の無細胞循環
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ＤＮＡに寄与する。例えば、前立腺がん患者ならびに良性前立腺肥大症および前立腺炎（
prostatits）などの他の前立腺疾患の血漿において、循環ＤＮＡレベルの有意な上昇が観
察されている。さらに、循環腫瘍ＤＮＡは、原発腫瘍が生じる臓器に由来する流体中に存
在する。したがって、管洗浄液で乳がん検出を実現することができ、便で結腸直腸がん検
出を実現することができ、痰で肺がん検出を実現することができ、尿または射出精液で前
立腺がん検出を実現することができる。無細胞ＤＮＡは、種々の供給源から得ることがで
きる。１つの一般的な供給源は、対象の血液試料である。しかし、ｃｆＤＮＡまたは他の
断片化ＤＮＡは、種々の他の供給源に由来するものであってよい。例えば、尿および便試
料がｃｔＤＮＡを含めたｃｆＤＮＡの供給源であってよい。
【０１３６】
　一部の実施形態では、ポリヌクレオチドを、抽出ステップを伴わずに、かつ／または精
製ステップを伴わずに、その後のステップ（例えば、環状化および増幅）に供する。例え
ば、流体試料を、抽出ステップを伴わずに処理して細胞を除去して精製された液体試料お
よび細胞試料を生じさせ、その後、精製された流体試料からＤＮＡを単離することができ
る。沈殿または基質への非特異的な結合、その後、基質を洗浄して結合したポリヌクレオ
チドを放出させることによるものなど、ポリヌクレオチドを単離するための種々の手順が
利用可能である。ポリヌクレオチドを、細胞抽出ステップを伴わずに試料から単離する場
合、ポリヌクレオチドは大部分が細胞外または「無細胞」ポリヌクレオチドになる。例え
ば、無細胞ポリヌクレオチドは、無細胞ＤＮＡ（「循環」ＤＮＡとも称される）を含んで
よい。一部の実施形態では、循環ＤＮＡは、体液または排泄物（例えば、血液試料）に由
来するものなどの、腫瘍細胞由来の循環腫瘍ＤＮＡ（ｃｔＤＮＡ）である。腫瘍は、アポ
トーシスまたは壊死を頻繁に示し、したがって、腫瘍核酸は、種々の機構を通じて、異な
る形態で、かつ異なるレベルで、対象の血流を含めた体内に放出される。一般には、ｃｔ
ＤＮＡのサイズは、高濃度の小さな断片、一般に、７０～２００ヌクレオチドの長さから
、低濃度の大きな断片、数千キロベースに至るまでにわたり得る。
【０１３７】
　本明細書に記載の種々の態様のいずれかの一部の実施形態では、配列変異体の検出は、
参照配列に対して、または突然変異のないバックグラウンドで突然変異（例えば、稀な体
細胞突然変異）を検出することを含み、その配列変異体は疾患と相関する。一般に、疾患
または形質との関連に関する統計学的、生物学的、および／または機能的証拠が存在する
配列変異体は、「原因遺伝子変異体」と称される。単一の原因遺伝子変異体を２つ以上の
疾患または形質と関連付けることができる。一部の実施形態では、原因遺伝子変異体は、
メンデル形質、非メンデル形質、またはその両方と関連付けることができる。原因遺伝子
変異体は、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、２０、５０、またはそれ超の配
列の差異（例えば、原因遺伝子変異体を含むポリヌクレオチドと、同じ相対的なゲノム位
に原因遺伝子変異体がないポリヌクレオチドの間など）などのポリヌクレオチドの変異と
して顕在化し得る。原因遺伝子変異体の型の非限定的な例としては、一塩基多型（ＳＮＰ
）、欠失／挿入多型（ＤＩＰ）、コピー数変異体（ＣＮＶ）、短い縦列反復（ＳＴＲ）、
制限断片長多型（ＲＦＬＰ）、単純配列反復（ＳＳＲ）、可変数縦列反復（ＶＮＴＲ）、
ランダムに増幅された多型ＤＮＡ（ＲＡＰＤ）、増幅断片長多型（ＡＦＬＰ）、レトロト
ランスポゾン間増幅多型（ＩＲＡＰ）、長いおよび短い分散要素（ＬＩＮＥ／ＳＩＮＥ）
、長い縦列反復（ＬＴＲ）、可動要素、レトロトランスポゾンマイクロサテライト増幅多
型、レトロトランスポゾンに基づく挿入多型、配列特異的増幅多型、ならびに遺伝性後成
的修飾（例えば、ＤＮＡメチル化）が挙げられる。原因遺伝子変異体は、密接に関連する
原因遺伝子変異体のセットであってもよい。いくつかの原因遺伝子変異体は、ＲＮＡポリ
ヌクレオチドにおける配列変異として影響を及ぼし得る。このレベルでは、いくつかの原
因遺伝子変異体は、ＲＮＡポリヌクレオチドの種の有無によっても示される。また、いく
つかの原因遺伝子変異体により、タンパク質ポリペプチドにおける配列変異がもたらされ
る。いくつかの原因遺伝子変異体が報告されている。ＳＮＰである原因遺伝子変異体の例
は、鎌状赤血球貧血を引き起こす、ヘモグロビンのＨｂ　Ｓ変異体である。ＤＩＰである
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原因遺伝子変異体の例は、嚢胞性線維症を引き起こす、ＣＦＴＲ遺伝子のデルタ５０８突
然変異である。ＣＮＶである原因遺伝子変異体の例は、ダウン症候群を引き起こす２１ト
リソミーである。ＳＴＲである原因遺伝子変異体の例は、ハンチントン病を引き起こす縦
列反復である。原因遺伝子変異体およびそれらが関連する疾患の非限定的な例を表４にお
いて提示する。原因遺伝子変異体のさらなる非限定的な例は、ＷＯ２０１４０１５０８４
に記載されている。突然変異が疾患に関連する遺伝子、および本開示の方法に従って配列
変異体を検出することができる遺伝子のさらなる例を表５において提示する。
【表４－１】
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【表４－２】
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【表４－３】
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【表４－４】
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【表４－５】
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【表４－６】
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【表４－７】
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【表４－８】
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【表４－９】
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【表４－１０】
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【表４－１１】
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【表４－１２】
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【表４－１３】
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【表４－１４】
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【表４－１５】
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【表４－１６】
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【表４－１７】
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【表４－１８】
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【表４－１９】
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【表４－２１】
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【表４－２３】
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【表４－２４】
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【表４－２５】
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【表４－２６】
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【表４－２７】
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【表５】

【０１３８】
　一部の実施形態では、方法は、検出された原因遺伝子変異体に関連する疾患を有する対
象を診断するステップ、または患者がそのような疾患を有するまたは発生する可能性を報
告するステップなどの、コールするステップに基づいて対象を診断するステップをさらに
含む。疾患、関連する遺伝子、および関連する配列変異体の例は本明細書において提供さ
れる。一部の実施形態では、結果は、本明細書に記載されているような報告作成プログラ
ムを介して報告される。
【０１３９】
　一部の実施形態では、１つまたは複数の原因遺伝子変異体は、がんまたは特定の特性（
例えば、転移能、薬物抵抗性、薬物応答性）を有するがんの特定の種類または病期に関連
する配列変異体である。一部の実施形態では、本開示は、例えば、ある特定の突然変異が
患者の転帰に関連することが公知である場合など、予後を決定するための方法を提供する
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。例えば、ｃｔＤＮＡは、乳がん予後に関して従来のがん抗原５３（ＣＡ－５３）および
循環性腫瘍細胞の列挙よりも良好なバイオマーカーであることが示されている（例えば、
Dawsonら、N　Engl　J　Med　３６８巻：１１９９頁（２０１３年）を参照されたい）。
さらに、本開示の方法は、治療上の決定、手引きおよびモニタリング、ならびにがん療法
の開発および臨床試験において使用することができる。例えば、治療の有効性は、例えば
、分子標的療法（モノクローナル薬物）、化学療法薬、放射線プロトコールなどの特定の
療法またはこれらの組合せを用いた治療の前、その間、およびその後の患者のｃｔＤＮＡ
試料を比較することによってモニターすることができる。例えば、ｃｔＤＮＡをモニター
して、治療後にある特定の突然変異が増加または減少しているか、新しい突然変異が出現
しているかなどを確かめることができ、それにより、医師が、患者の症状を追跡するモニ
ター方法によってもたらされるよりもはるかに短い期間で治療を変更する（例えば、治療
を継続する、中止するまたは変化させる）ことが可能になる。一部の実施形態では、方法
は、検出された配列変異体に関連する特定の病期もしくは種類のがんを有する対象を診断
するステップ、または患者がそのようながんを有するもしくは発生する可能性を報告する
ステップなどの、コールするステップに基づいて対象を診断するステップをさらに含む。
【０１４０】
　例えば、分子マーカー（例えば、ハーセプチンおよびｈｅｒ２／ｎｅｕの状態）に基づ
いて患者を特異的に標的とする療法に関しては、患者を検査して、患者の腫瘍にある特定
の突然変異が存在するかどうか、およびこれらの突然変異を、療法に対する応答または抵
抗性を予測し、その療法を使用するかどうかの決定を手引きするために使用することがで
きるかどうかを見いだす。したがって、治療の過程中にｃｔＤＮＡを検出およびモニター
することは、治療の選択の手引きにおいて非常に有用であり得る。いくつかの一次的な（
治療前）または二次的な（治療後）がん突然変異が、いくつかの療法に対するがんの抵抗
性に関与することが見いだされる（Misaleら、Nature　４８６巻（７４０４号）：５３２
頁（２０１２年））。
【０１４１】
　診断、予後、または治療の決定において有用であり得る、１つまたは複数の種類のがん
に関連する種々の配列変異体は公知である。本開示の方法において使用を見いだす、腫瘍
学的に重要な適切な標的配列としては、これらに限定されないが、ＴＰ５３遺伝子、ＡＬ
Ｋ遺伝子、ＫＲＡＳ遺伝子、ＰＩＫ３ＣＡ遺伝子、ＢＲＡＦ遺伝子、ＥＧＦＲ遺伝子、お
よびＫＩＴ遺伝子における変更が挙げられる。特異的に増幅し、かつ／または配列変異体
に関して特異的に分析することができる標的配列は、がん関連遺伝子の全部または一部で
あってよい。一部の実施形態では、ＴＰ５３遺伝子における１つまたは複数の配列変異体
を同定する。ＴＰ５３は、ヒトがんにおいて最も頻繁に突然変異する遺伝子の１つであり
、例えば、ＴＰ５３突然変異は、卵巣がんの４５％、大腸がんの４３％、および上部気道
消化管（upper　aerodigestive　track）のがんの４２％において見いだされる（例えば
、M.　Olivierら、TP53　Mutations　in　Human　Cancers:　Origins,　Consequences,　
and　Clinical　Use.　Cold　Spring　Harb　Perspect　Biol.　２０１０年１月；２巻（
１号）を参照されたい。ＴＰ５３の突然変異の状態の特徴付けは、臨床的診断の助けにな
り得、予後値をもたらし得、がん患者の治療に影響を及ぼし得る。例えば、ＴＰ５３突然
変異を、グリア細胞に由来するＣＮＳ腫瘍の患者に対する予後不良の予測因子および慢性
リンパ球性白血病の患者における急速な疾患の進行の予測因子として使用することができ
る（例えば、McLendon　REら、Cancer.　２００５年１０月１５日；１０４巻（８号）：
１６９３～９頁；Dicker　Fら、Leukemia.　２００９年１月；２３巻（１号）：１１７～
２４頁を参照されたい）。配列変異は、遺伝子内のどこにでも生じ得る。したがって、本
発明ではＴＰ５３遺伝子の全部または一部を評価することができる。すなわち、本明細書
の他の箇所に記載の通り、標的特異的成分（例えば、標的特異的プライマー）を使用する
場合、例えば、選択された標的に対して使用することができるのと同様に、１つまたは複
数の選択された部分配列（例えば、突然変異「ホットスポット」など）だけではなく、遺
伝子にわたる断片を増幅し、検出するために、複数のＴＰ５３特異的配列を使用すること
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ができる。あるいは、１つまたは複数の選択された部分配列（同様に「ホットスポット」
という用語に包含される、対象のクラスの中で突然変異の率の上昇に関連するそのような
ヌクレオチドまたはヌクレオチド領域）の上流または下流にハイブリダイズする標的特異
的プライマーを設計することができる。そのような部分配列にわたる標準のプライマーを
設計することができ、かつ／または、そのような部分配列の上流または下流にハイブリダ
イズするＢ２Ｂプライマーを設計することができる。
【０１４２】
　一部の実施形態では、ＡＬＫ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の配列変
異体を同定する。肺腫瘍の７％もにおいてＡＬＫ融合が報告されており、そのいくつかは
、ＥＧＦＲチロシンキナーゼ阻害剤（ＴＫＩ）抵抗性と関連付けられている（例えば、Sh
awら、J　Clin　Oncol.　２００９年９月１０日；２７巻（２６号）：４２４７～４２５
３頁を参照されたい）。２０１３年まで、ＡＬＫチロシンキナーゼ阻害剤（ＴＫＩ）に対
する二次的な抵抗性を有する患者において、ＡＬＫチロシンキナーゼドメイン全体にわた
る、いくつかの異なる点突然変異が見いだされた（Katayama　R　2012　Sci　Transl　Me
d.　２０１２年２月８日；４巻（１２０号））。したがって、ＡＬＫ遺伝子における突然
変異の検出を使用して、がん療法の決定を補助することができる。
【０１４３】
　一部の実施形態では、ＫＲＡＳ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の配列
変異体を同定する。肺腺癌の患者のおよそ１５～２５％および結腸直腸がんの患者の４０
％が腫瘍に関連するＫＲＡＳ突然変異を有することが報告されている（例えば、Neuman　
２００９年、Pathol　Res　Pract.　２００９年；２０５巻（１２号）：８５８～６２頁
を参照されたい）。突然変異の大部分は、ＫＲＡＳ遺伝子のコドン１２、１３、および６
１に位置する。これらの突然変異によりＫＲＡＳシグナル伝達経路が活性化し、それによ
り、腫瘍細胞の成長および増殖が誘発される。いくつかの研究により、ＫＲＡＳに突然変
異を有する、腫瘍を有する患者は、単独または化学療法と組み合わせた抗ＥＧＦＲ抗体療
法から利益を得る可能性が低いことが示されている（例えば、Amadoら、２００８年　J　
Clin　On　col.　２００８年４月１日；２６巻（１０号）：１６２６～３４頁、Bokemeye
rら、２００９年　J　Clin　Oncol.　２００９年２月１０日；２７巻（５号）：６６３～
７１頁を参照されたい）。配列変異の同定を標的とすることができる配列変異の１つの特
定の「ホットスポット」は、遺伝子の３５位である。例えば、結腸直腸がんの対象に対す
る治療の選択においてなど、治療の選択においてＫＲＡＳ配列変異体の同定を使用するこ
とができる。
【０１４４】
　一部の実施形態では、ＰＩＫ３ＣＡ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の
配列変異体を同定する。ＰＩＫ３ＣＡにおける体細胞突然変異は、種々の種類のがんにお
いて頻繁に見いだされており、例えば、結腸直腸がんの１０～３０％において見いだされ
ている（例えば、Samuelsら、２００４年　Science.　２００４年４月２３日；３０４巻
（５６７０号）：５５４頁を参照されたい）。これらの突然変異は、最も一般的に、エク
ソン９（ヘリックスドメイン）およびエクソン２０（キナーゼドメイン）内の２つの「ホ
ットスポット」領域内に位置し、配列変異体の検出の増幅および／または分析に関して特
異的に標的とすることができる。３１４０位も特異的に標的とすることができる。
【０１４５】
　一部の実施形態では、ＢＲＡＦ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の配列
変異体を同定する。全ての悪性黒色腫のうちの５０％近くがＢＲＡＦに体細胞突然変異を
有することが報告されている（例えば、Maldonadoら、J　Natl　Cancer　Inst.　２００
３年１２月１７日；９５巻（２４号）：１８７８～９０頁を参照されたい）。ＢＲＡＦ突
然変異は、全ての黒色腫サブタイプに見いだされるが、日光により誘導される慢性損傷を
伴わない皮膚から生じる黒色腫における頻度が最も高い。黒色腫における最も一般的なＢ
ＲＡＦ突然変異は、６００位のバリンがグルタミンで置換されたミスセンス突然変異Ｖ６
００Ｅである。ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅ突然変異は、ＢＲＡＦ阻害剤療法の臨床的利益に関
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連する。ＢＲＡＦ突然変異の検出は、黒色腫の治療の選択および標的化療法への抵抗性の
研究に使用することができる。
【０１４６】
　一部の実施形態では、ＥＧＦＲ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の配列
変異体を同定する。ＥＧＦＲ突然変異は、非小細胞肺がんに頻繁に付随する（米国では約
１０％、および東アジアでは３５％；例えば、Paoら、Proc　Natl　Acad　Sci　US　A.２
００４年９月７日；１０１巻（３６号）：１３３０６～１１頁を参照されたい）。これら
の突然変異は、一般にはＥＧＦＲエクソン１８～２１の範囲内に生じており、通常はヘテ
ロ接合性である。これらの突然変異のおよそ９０％はエクソン１９欠失またはエクソン２
１　Ｌ８５８Ｒ点突然変異である。
【０１４７】
　一部の実施形態では、ＫＩＴ遺伝子の全部または一部における１つまたは複数の配列変
異体を同定する。消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）の８５％近くがＫＩＴ突然変異を有するこ
とが報告されている（例えば、Heinrichら、２００３年　J　Clin　Oncol.　２００３年
１２月１日；２１巻（２３号）：４３４２～９頁を参照されたい）。大多数のＫＩＴ突然
変異は、膜近傍ドメイン（エクソン１１、７０％）、細胞外二量体化モチーフ（エクソン
９、１０～１５％）、チロシンキナーゼＩ（ＴＫＩ）ドメイン（エクソン１３、１～３％
）、およびチロシンキナーゼ２（ＴＫ２）ドメインおよび活性化ループ（エクソン１７、
１～３％）に見いだされる。二次的なＫＩＴ突然変異は、一般に、標的療法イマチニブの
後および患者に療法に対する抵抗性が発生した後に同定される。
【０１４８】
　その全部または一部を配列変異体に関して本明細書に記載の方法に従って分析すること
ができる、がんに関連する遺伝子のさらなる非限定的な例としては、これらに限定されな
いが、ＰＴＥＮ；ＡＴＭ；ＡＴＲ；ＥＧＦＲ；ＥＲＢＢ２；ＥＲＢＢ３；ＥＲＢＢ４；Ｎ
ｏｔｃｈ１；Ｎｏｔｃｈ２；Ｎｏｔｃｈ３；Ｎｏｔｃｈ４；ＡＫＴ；ＡＫＴ２；ＡＫＴ３
；ＨＩＦ；ＨＩＦ１ａ；ＨＩＦ３ａ；Ｍｅｔ；ＨＲＧ；Ｂｃｌ２；ＰＰＡＲアルファ；Ｐ
ＰＡＲガンマ；ＷＴ１（ウィルムス腫瘍）；ＦＧＦ受容体ファミリーメンバー（５種のメ
ンバー：１、２、３、４、５）；ＣＤＫＮ２ａ；ＡＰＣ；ＲＢ（網膜芽細胞腫）；ＭＥＮ
１；ＶＨＬ；ＢＲＣＡ１；ＢＲＣＡ２；ＡＲ；（アンドロゲン受容体）；ＴＳＧ１０１；
ＩＧＦ；ＩＧＦ受容体；Ｉｇｆ１（４種の変異体）；Ｉｇｆ２（３種の変異体）；Ｉｇｆ
１受容体；Ｉｇｆ２受容体；Ｂａｘ；Ｂｃｌ２；カスパーゼファミリー（９種のメンバー
：１、２、３、４、６、７、８、９、１２）；Ｋｒａｓ；およびＡｐｃが挙げられる。さ
らなる例は、本明細書の他の箇所で提示されている。本明細書に開示されている方法に従
って、１つまたは複数の配列変異体をコールすることに基づいて診断することができるが
んの例としては、限定することなく、棘細胞腫、腺房細胞癌、聴神経腫、末端黒子型黒色
腫、先端汗腺腫、急性好酸球性白血病、急性リンパ芽球性白血病、急性巨核芽球性白血病
、急性単球性白血病、成熟化を伴う急性骨髄芽球性白血病、急性骨髄樹状細胞白血病、急
性骨髄性白血病、急性前骨髄球性白血病、アダマンチノーマ、腺癌、腺様嚢胞癌、腺腫、
腺様歯原性腫瘍、副腎皮質癌、成人Ｔ細胞白血病、侵攻性ＮＫ細胞白血病、ＡＩＤＳ関連
がん、ＡＩＤＳ関連リンパ腫、胞巣状軟部肉腫、エナメル芽細胞線維腫、肛門がん、未分
化大細胞型リンパ腫、甲状腺未分化がん、血管免疫芽細胞性Ｔ細胞リンパ腫、血管筋脂肪
腫、血管肉腫、虫垂がん、星状細胞腫、非定型奇形腫様横紋筋肉腫様腫瘍、基底細胞癌、
基底様癌、Ｂ細胞白血病、Ｂ細胞リンパ腫、ベリーニ管癌、胆道がん、膀胱がん、芽細胞
腫、骨がん、骨腫瘍、脳幹神経膠腫、脳腫瘍、乳がん、ブレンナー腫瘍、気管支腫瘍、細
気管支肺胞癌、褐色腫、バーキットリンパ腫、原発部位不明がん、カルチノイド腫瘍、癌
腫、上皮内癌、陰茎癌、原発部位不明癌、癌肉腫、キャッスルマン病、中枢神経系胚芽腫
、小脳星状細胞腫、大脳星状細胞腫、子宮頸がん、胆管細胞癌、軟骨腫、軟骨肉腫、脊索
腫、絨毛癌、脈絡叢乳頭腫、慢性リンパ球性白血病、慢性単球性白血病、慢性骨髄性白血
病、慢性骨髄増殖性疾患、慢性好中球性白血病、明細胞腫瘍、結腸がん、結腸直腸がん、
頭蓋咽頭腫、皮膚のＴ細胞リンパ腫、デゴス病、隆起性皮膚線維肉腫、類皮嚢胞、線維形
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成性小円形細胞腫瘍、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫、胚芽異形成性神経上皮腫瘍、胎
児性癌、卵黄嚢腫瘍、子宮体がん、子宮内膜がん、子宮内膜性腫瘍、腸疾患関連Ｔ細胞リ
ンパ腫、上衣芽腫、上衣腫、類上皮肉腫、赤白血病、食道がん、鼻腔神経芽細胞腫、ユー
イング腫瘍、ユーイングファミリー肉腫、ユーイング肉腫、頭蓋外胚細胞腫瘍、性腺外胚
細胞腫瘍、肝外胆管がん、乳房外パジェット病、卵管がん、封入奇形児、線維腫、線維肉
腫、濾胞性リンパ腫、甲状腺濾胞がん、胆嚢がん、胆嚢がん、神経節膠腫、神経節細胞腫
、胃がん、胃リンパ腫、胃腸がん、消化管カルチノイド腫瘍、消化管間質腫瘍、消化管間
質腫瘍、胚細胞性腫瘍、胚細胞腫、妊娠性絨毛癌、妊娠性絨毛性腫瘍、骨の巨細胞腫、多
形神経膠芽腫、神経膠腫、大脳神経膠腫症、グロムス腫瘍、グルカゴノーマ、生殖腺芽細
胞腫、顆粒膜細胞腫、ヘアリー細胞白血病、ヘアリー細胞白血病、頭頸部がん、頭頸部が
ん、心臓がん、血管芽細胞腫、血管外皮腫、血管肉腫、血液悪性腫瘍、肝細胞癌、肝脾Ｔ
細胞リンパ腫、遺伝性乳がん卵巣がん症候群、ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫、下
咽頭がん、視床下部神経膠腫、炎症性乳がん、眼内黒色腫、膵島細胞癌、膵島細胞腫瘍、
若年性骨髄単球性白血病、カポジ肉腫、カポジ肉腫、腎がん、クラツキン腫瘍、クルケン
ベルグ腫瘍、喉頭がん、喉頭がん、悪性黒子黒色腫、白血病、白血病、口唇・口腔がん、
脂肪肉腫、肺がん、黄体腫、リンパ管腫、リンパ管肉腫、リンパ上皮腫、リンパ性白血病
、リンパ腫、マクログロブリン血症、悪性線維性組織球腫、悪性線維性組織球腫、骨の悪
性線維性組織球腫、悪性神経膠腫、悪性中皮腫、悪性末梢神経鞘腫瘍、悪性横紋筋肉腫様
腫瘍、悪性トリトン腫瘍、ＭＡＬＴリンパ腫、マントル細胞リンパ腫、肥満細胞性白血病
、縦隔胚細胞性腫瘍、縦隔腫瘍、甲状腺髄様がん、髄芽腫、髄芽腫、髄上皮腫、黒色腫、
黒色腫、髄膜腫、メルケル細胞癌、中皮腫、中皮腫、原発不明転移性扁平上皮性頸部がん
、転移性尿路上皮癌、ミュラー管混合腫瘍、単球性白血病、口腔がん、粘液性腫瘍、多発
性内分泌腫瘍症候群、多発性骨髄腫、多発性骨髄腫、菌状息肉腫、菌状息肉腫、骨髄異形
成疾患、骨髄異形成症候群、骨髄性白血病、骨髄肉腫、骨髄増殖性疾患、粘液腫、鼻腔が
ん、鼻咽頭がん、上咽頭癌、新生物、神経鞘腫、神経芽細胞腫、神経芽細胞腫、神経線維
腫、神経腫、結節性黒色腫、非ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、非黒色腫皮膚が
ん、非小細胞肺がん、眼腫瘍、乏突起星細胞腫、乏突起神経膠腫、オンコサイトーマ、視
神経鞘髄膜腫、口腔がん、口腔がん、中咽頭がん、骨肉腫、骨肉腫、卵巣がん、卵巣がん
、卵巣上皮がん、卵巣胚細胞性腫瘍、卵巣低悪性度腫瘍、乳房パジェット病、パンコース
ト腫瘍、膵がん、膵がん、甲状腺乳頭がん、乳頭腫症、傍神経節腫、副鼻腔がん、副甲状
腺がん、陰茎がん、血管周囲類上皮細胞腫瘍、咽頭がん、褐色細胞腫、中間型松果体実質
腫瘍、松果体芽腫、下垂体細胞腫、下垂体腺腫、下垂体腫瘍、形質細胞新生物、胸膜肺芽
腫、多胚腫、前駆Ｔリンパ芽球性リンパ腫、原発性中枢神経系リンパ腫、原発性滲出液リ
ンパ腫、原発性肝細胞がん、原発性肝臓がん、原発性腹膜がん、原始神経外胚葉性腫瘍、
前立腺がん、腹膜偽粘液腫、直腸がん、腎細胞癌、第１５染色体上のＮＵＴ遺伝子が関与
する呼吸器癌、網膜芽細胞腫、横紋筋腫、横紋筋肉腫、リヒタートランスフォーメーショ
ン、仙尾部奇形腫、唾液腺がん、肉腫、神経鞘腫症、脂腺癌、続発性新生物、セミノーマ
、漿液性腫瘍、セルトリ・ライディッヒ細胞腫、性索間質腫瘍、セザリー症候群、印環細
胞癌、皮膚がん、小円形青色細胞腫瘍、小細胞癌、小細胞肺がん、小細胞型リンパ腫、小
腸がん、軟部肉腫、ソマトスタチノーマ、煤煙性疣贅、脊髄腫瘍、脊椎腫瘍、脾臓周辺帯
リンパ腫、扁平上皮癌、胃がん、表在拡大型黒色腫、テント上原始神経外胚葉性腫瘍、表
層上皮性間質性腫瘍、滑膜肉腫、Ｔ細胞急性リンパ芽球性白血病、Ｔ細胞大顆粒リンパ球
性白血病、Ｔ細胞白血病、Ｔ細胞リンパ腫、Ｔ細胞前リンパ球性白血病、奇形腫、末期の
リンパのがん、精巣がん、莢膜細胞腫、のどがん、胸腺癌、胸腺腫、甲状腺がん、腎盤お
よび尿管の移行上皮がん、移行上皮癌、尿膜管癌、尿道がん、泌尿生殖器新生物、子宮肉
腫、ぶどう膜黒色腫、膣がん、ヴェルナー・モリソン症候群、疣状癌、視経路グリオーマ
、外陰がん、ワルデンシュトレームマクログロブリン血症、ワルチン腫瘍、ウィルムス腫
瘍、およびこれらの組合せが挙げられる。がんに関連する特異的な配列変異体の非限定的
な例を表６に提示する。
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【表６－１】
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【表６－２】
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【表６－３】

【０１４９】
　さらに、本明細書に開示されている方法および組成物は、１つまたは複数のがんの種類
、病期またはがんの特性に関連付けられる新しい稀な突然変異の発見において有用であり
得る。例えば、分析中の特性（例えば、特定の疾患、がんの種類、がんの病期など）を共
有する個体の集団を、配列変異体または配列変異体の種類（例えば、特定の遺伝子または
遺伝子の一部における突然変異）を同定するために、本開示による配列変異体の検出方法
に供することができる。特性を共有する個体の群の中で、特性を伴わない個体よりも統計
的に有意に大きな頻度で生じていることが同定された配列変異体に、その特性とのある程
度の関連を割り当てることができる。次いで、そのように同定された配列変異体または配
列変異体の種類を、その配列変異体を有することが発見された個体の診断または治療にお
いて使用することができる。
【０１５０】
　他の治療への適用としては、非侵襲的な胎児の診断における使用が挙げられる。胎児Ｄ
ＮＡは、妊娠中の女性の血液中に見いだすことができる。本明細書に記載の方法および組
成物は、循環胎児ＤＮＡにおける配列変異体を同定するために使用することができ、した
がって、１つまたは複数の原因遺伝子変異体に関連するものなどの、胎児における１つま
たは複数の遺伝子疾患を診断するために使用することができる。原因遺伝子変異体の非限
定的な例は、本明細書に記載されており、それらとして、トリソミー、嚢胞性線維症、鎌
状赤血球貧血、およびテイ・サックス病（Tay-Saks　disease）が挙げられる。この実施
形態では、比較のために使用する対照試料および血液試料を母親が提供することができる
。対照試料は、任意の適切な組織であってよく、一般には、処理して細胞内ＤＮＡを抽出
し、次いでそれを配列決定して、参照配列をもたらすことができる。次いで、胎児のゲノ
ムＤＮＡに対応するｃｆＤＮＡの配列を母体参照に対する配列変異体と同定することがで
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きる。胎児の配列、および配列変異体の同定を補助するために、父親も参照試料を提供す
ることができる。
【０１５１】
　さらに別の治療への適用としては、病原体（例えば、細菌、ウイルス、真菌、および微
生物）に由来するものなどの外因性ポリヌクレオチドの検出が挙げられ、この情報により
、診断および治療の選択が通知され得る。例えば、いくつかのＨＩＶサブタイプは薬物抵
抗性と相関する（例えば、hivdb.stanford.edu/pages/genotype-rxを参照されたい）。同
様に、ＨＣＶタイピング、サブタイピングおよびアイソタイプ突然変異も本開示の方法お
よび組成物を使用して行うことができる。さらに、ＨＰＶサブタイプは、子宮頸がんのリ
スクと相関し、このような診断により、がんリスクの評価をさらに通知することができる
。検出することができるウイルスの別の非限定的な例としては、ヘパドナウイルスＢ型肝
炎ウイルス（ＨＢＶ）、ウッドチャック肝炎ウイルス、地リス（Ｈｅｐａｄｎａｖｉｒｉ
ｄａｅ）肝炎ウイルス、アヒルＢ型肝炎ウイルス、サギＢ型肝炎ウイルス、ヘルペスウイ
ルス単純ヘルペスウイルス（ＨＳＶ）１型および２型、水痘帯状疱疹ウイルス、サイトメ
ガロウイルス（ＣＭＶ）、ヒトサイトメガロウイルス（ＨＣＭＶ）、マウスサイトメガロ
ウイルス（ＭＣＭＶ）、モルモットサイトメガロウイルス（ＧＰＣＭＶ）、エプスタイン
・バーウイルス（ＥＢＶ）、ヒトヘルペスウイルス６（ＨＨＶ変異体ＡおよびＢ）、ヒト
ヘルペスウイルス７（ＨＨＶ－７）、ヒトヘルペスウイルス８（ＨＨＶ－８）、カポジ肉
腫関連ヘルペスウイルス（ＫＳＨＶ）、Ｂウイルスポックスウイルスワクシニアウイルス
、痘瘡ウイルス、天然痘ウイルス、サル痘ウイルス、牛痘ウイルス、ラクダ痘ウイルス、
エクトロメリアウイルス、マウス痘ウイルス、ウサギ痘ウイルス、アライグマ痘ウイルス
、伝染性軟属腫ウイルス、オルフウイルス、ミルカー結節ウイルス、ウシ丘疹性口炎ウイ
ルス、羊痘ウイルス、山羊痘ウイルス、ランピースキン病ウイルス、鶏痘ウイルス、カナ
リア痘ウイルス、鳩痘ウイルス、スズメ痘ウイルス、粘液腫ウイルス、ノウサギ線維腫ウ
イルス、ウサギ線維腫ウイルス、リス線維腫ウイルス、豚痘ウイルス、タナ痘ウイルス、
ヤバポックスウイルス、フラビウイルスデングウイルス、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）、
ＧＢ肝炎ウイルス（ＧＢＶ－Ａ、ＧＢＶ－ＢおよびＧＢＶ－Ｃ）、西ナイルウイルス、黄
熱ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、日本脳炎ウイルス、ポワッサンウイルス、ダニ
媒介脳炎ウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、トガウイルス、ベネズエラウマ脳炎（
ＶＥＥ）ウイルス、チクングニアウイルス、ロスリバーウイルス、マヤロウイルス、シン
ドビスウイルス、風疹ウイルス、レトロウイルスヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）１型お
よび２型、ヒトＴ細胞白血病ウイルス（ＨＴＬＶ）１型、２型、および５型、マウス乳房
腫瘍ウイルス（ＭＭＴＶ）、ラウス肉腫ウイルス（ＲＳＶ）、レンチウイルス、コロナウ
イルス、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）ウイルス、フィロウイルスエボラウイルス、
マールブルグウイルス、ヒトメタニューモウイルス（ＨＭＰＶ）などのメタニューモウイ
ルス（ＭＰＶ）、ラブドウイルス狂犬病ウイルス、水疱性口内炎ウイルス、ブニヤウイル
ス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、ラクロスウイルス、ハ
ンタンウイルス、オルソミクソウイルス、インフルエンザウイルス（Ａ型、Ｂ型、および
Ｃ型）、パラミクソウイルス、パラインフルエンザウイルス（ＰＩＶ１型、２型および３
型）、呼吸器合胞体ウイルス（Ａ型およびＢ型）、麻疹ウイルス、流行性耳下腺炎ウイル
ス、アレナウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、フニンウイルス、マチュポウイル
ス、グアナリトウイルス、ラッサウイルス、アマパリウイルス、フレキサルウイルス、イ
ッピーウイルス、モバラウイルス、モペイアウイルス、ラチノウイルス、パラナウイルス
、ピキンデウイルス、プンタトロウイルス（ＰＴＶ）、タカリベウイルスおよびタミアミ
ウイルスが挙げられる。
【０１５２】
　本開示の方法によって検出することができる細菌病原体の例は、限定することなく、細
菌病原体の特定の例を含み、それらとして、限定することなく、とりわけ、Ａｃｉｎｅｔ
ｏｂａｃｔｅｒ　ｂａｕｍａｎｉｉ、Ａｃｔｉｎｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ．、Ａｃｔｉ
ｎｏｍｙｃｅｔｅｓ、Ａｃｔｉｎｏｍｙｃｅｓ　ｓｐ．（例えば、Ａｃｔｉｎｏｍｙｃｅ
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ｓ　ｉｓｒａｅｌｉｉおよびＡｃｔｉｎｏｍｙｃｅｓ　ｎａｅｓｌｕｎｄｉｉなど）、Ａ
ｅｒｏｍｏｎａｓ　ｓｐ．（例えば、Ａｅｒｏｍｏｎａｓ　ｈｙｄｒｏｐｈｉｌａ、Ａｅ
ｒｏｍｏｎａｓ　ｖｅｒｏｎｉｉ　ｂｉｏｖａｒ　ｓｏｂｒｉａ（Ａｅｒｏｍｏｎａｓ　
ｓｏｂｒｉａ）、およびＡｅｒｏｍｏｎａｓ　ｃａｖｉａｅなど）、Ａｎａｐｌａｓｍａ
　ｐｈａｇｏｃｙｔｏｐｈｉｌｕｍ、Ａｌｃａｌｉｇｅｎｅｓ　ｘｙｌｏｓｏｘｉｄａｎ
ｓ、Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ　ｂａｕｍａｎｉｉ、Ａｃｔｉｎｏｂａｃｉｌｌｕｓ　
ａｃｔｉｎｏｍｙｃｅｔｅｍｃｏｍｉｔａｎｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ．（例えば、Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ、Ｂａｃｉｌｌ
ｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ、およびＢａ
ｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓなど）、Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ
　ｓｐ．（例えば、Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ　ｆｒａｇｉｌｉｓなど）、Ｂａｒｔｏｎｅ
ｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｂａｒｔｏｎｅｌｌａ　ｂａｃｉｌｌｉｆｏｒｍｉｓおよびＢ
ａｒｔｏｎｅｌｌａ　ｈｅｎｓｅｌａｅなど）、Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ
．、Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｐｅｒｔｕｓｓｉ
ｓ、Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ　ｐａｒａｐｅｒｔｕｓｓｉｓ、およびＢｏｒｄｅｔｅｌｌａ
　ｂｒｏｎｃｈｉｓｅｐｔｉｃａなど）、Ｂｏｒｒｅｌｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｂｏｒｒ
ｅｌｉａ　ｒｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓ、およびＢｏｒｒｅｌｉａ　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ
など）、Ｂｒｕｃｅｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｂｒｕｃｅｌｌａ　ａｂｏｒｔｕｓ、Ｂｒ
ｕｃｅｌｌａ　ｃａｎｉｓ、Ｂｒｕｃｅｌｌａ　ｍｅｌｉｎｔｅｎｓｉｓおよびＢｒｕｃ
ｅｌｌａ　ｓｕｉｓなど）、Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｂｕｒｋｈｏ
ｌｄｅｒｉａ　ｐｓｅｕｄｏｍａｌｌｅｉおよびＢｕｒｋｈｏｌｄｅｒｉａ　ｃｅｐａｃ
ｉａなど）、Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｓｐ．（例えば、Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅ
ｒ　ｊｅｊｕｎｉ、Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｃｏｌｉ、Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅ
ｒ　ｌａｒｉおよびＣａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ　ｆｅｔｕｓなど）、Ｃａｐｎｏｃｙｔ
ｏｐｈａｇａ　ｓｐ．、Ｃａｒｄｉｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｈｏｍｉｎｉｓ、Ｃｈｌａｍ
ｙｄｉａ　ｔｒａｃｈｏｍａｔｉｓ、Ｃｈｌａｍｙｄｏｐｈｉｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ
ｅ、Ｃｈｌａｍｙｄｏｐｈｉｌａ　ｐｓｉｔｔａｃｉ、Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ　ｓｐ．
　Ｃｏｘｉｅｌｌａ　ｂｕｒｎｅｔｉｉ、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．（例
えば、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｄｉｐｈｔｈｅｒｉａｅ、Ｃｏｒｙｎｅｂａｃ
ｔｅｒｉｕｍ　ｊｅｉｋｅｕｍおよびＣｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍなど）、Ｃｌｏｓ
ｔｒｉｄｉｕｍ　ｓｐ．（例えば、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ、
Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｂｏｔｕｌｉ
ｎｕｍおよびＣｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｅｔａｎｉなど）、Ｅｉｋｅｎｅｌｌａ　ｃｏ
ｒｒｏｄｅｎｓ、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｓｐ．（例えば、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅ
ｒ　ａｅｒｏｇｅｎｅｓ、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ａｇｇｌｏｍｅｒａｎｓ、Ｅｎｔ
ｅｒｏｂａｃｔｅｒ　ｃｌｏａｃａｅ、ならびにｏｐｐｏｒｔｕｎｉｓｔｉｃ　Ｅｓｃｈ
ｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ、例えば、ｅｎｔｅｒｏｔｏｘｉｇｅｎｉｃ　Ｅ．ｃｏｌｉ、
ｅｎｔｅｒｏｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｅ．ｃｏｌｉ、ｅｎｔｅｒｏｐａｔｈｏｇｅｎｉｃ　Ｅ
．ｃｏｌｉ、ｅｎｔｅｒｏｈｅｍｏｒｒｈａｇｉｃ　Ｅ．ｃｏｌｉ、ｅｎｔｅｒｏａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｖｅ　Ｅ．ｃｏｌｉおよびｕｒｏｐａｔｈｏｇｅｎｉｃ　Ｅ．ｃｏｌｉを含
めたＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉなど）Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐ．（例え
ば、Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃａｌｉｓおよびＥｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆ
ａｅｃｉｕｍなど）Ｅｈｒｌｉｃｈｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｅｈｒｌｉｃｈｉａ　ｃｈａ
ｆｅｅｎｓｉａおよびＥｈｒｌｉｃｈｉａ　ｃａｎｉｓなど）、Ｅｒｙｓｉｐｅｌｏｔｈ
ｒｉｘ　ｒｈｕｓｉｏｐａｔｈｉａｅ、Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．、Ｆｒａｎｃｉ
ｓｅｌｌａ　ｔｕｌａｒｅｎｓｉｓ、Ｆｕｓｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｎｕｃｌｅａｔｕｍ
、Ｇａｒｄｎｅｒｅｌｌａ　ｖａｇｉｎａｌｉｓ、Ｇｅｍｅｌｌａ　ｍｏｒｂｉｌｌｏｒ
ｕｍ、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐ．（例えば、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕ
ｅｎｚａｅ、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｄｕｃｒｅｙｉ、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ａｅ
ｇｙｐｔｉｕｓ、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｐａｒａｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ、Ｈａｅｍｏ
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ｐｈｉｌｕｓ　ｈａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓおよびＨａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｐａｒａｈａ
ｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓなど）、Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｓｐ．（例えば、Ｈｅｌｉｃ
ｏｂａｃｔｅｒ　ｐｙｌｏｒｉ、Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｃｉｎａｅｄｉおよびＨｅ
ｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ　ｆｅｎｎｅｌｌｉａｅなど）、Ｋｉｎｇｅｌｌａ　ｋｉｎｇｉｉ
、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ
ｅ、Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｇｒａｎｕｌｏｍａｔｉｓおよびＫｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｏ
ｘｙｔｏｃａなど）、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ．、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎ
ｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ　ｉｎｔｅｒｒｏｇａｎｓ、Ｌｅｇｉｏｎ
ｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌａ、Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ　ｉｎｔｅｒｒｏｇａｎｓ、
Ｐｅｐｔｏｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐ．、Ｍｏｒａｘｅｌｌａ　ｃａｔａｒｒｈ
ａｌｉｓ、Ｍｏｒｇａｎｅｌｌａ　ｓｐ．、Ｍｏｂｉｌｕｎｃｕｓ　ｓｐ．、Ｍｉｃｒｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｓｐ．、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．（例えば、Ｍｙｃｏｂａｃ
ｔｅｒｉｕｍ　ｌｅｐｒａｅ、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ
、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｉｎｔｒａｃｅｌｌｕｌａｒｅ、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒ
ｉｕｍ　ａｖｉｕｍ、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖｉｓ、およびＭｙｃｏｂａｃ
ｔｅｒｉｕｍ　ｍａｒｉｎｕｍなど）、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍ　ｓｐ．（例えば、Ｍｙｃｏ
ｐｌａｓｍａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｈｏｍｉｎｉｓ、および
Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ　ｇｅｎｉｔａｌｉｕｍなど）、Ｎｏｃａｒｄｉａ　ｓｐ．（例え
ば、Ｎｏｃａｒｄｉａ　ａｓｔｅｒｏｉｄｅｓ、Ｎｏｃａｒｄｉａ　ｃｙｒｉａｃｉｇｅ
ｏｒｇｉｃａおよびＮｏｃａｒｄｉａ　ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓなど）、Ｎｅｉｓｓｅ
ｒｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ　ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａｅおよびＮｅｉｓ
ｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓなど）、Ｐａｓｔｅｕｒｅｌｌａ　ｍｕｌｔｏｃ
ｉｄａ、Ｐｌｅｓｉｏｍｏｎａｓ　ｓｈｉｇｅｌｌｏｉｄｅｓ．　Ｐｒｅｖｏｔｅｌｌａ
　ｓｐ．、Ｐｏｒｐｈｙｒｏｍｏｎａｓ　ｓｐ．、Ｐｒｅｖｏｔｅｌｌａ　ｍｅｌａｍｉ
ｎｏｇｅｎｉｃａ、Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｓｐ．（例えば、Ｐｒｏｔｅｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉ
ｓおよびＰｒｏｔｅｕｓ　ｍｉｒａｂｉｌｉｓなど）、Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ｓｐ．
（例えば、Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ａｌｃａｌｉｆａｃｉｅｎｓ、Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃ
ｉａ　ｒｅｔｔｇｅｒｉおよびＰｒｏｖｉｄｅｎｃｉａ　ｓｔｕａｒｔｉｉなど）、Ｐｓ
ｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ、Ｐｒｏｐｉｏｎｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ａ
ｃｎｅｓ、Ｒｈｏｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉ、Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ｓｐ．（例えば
、Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ｒｉｃｋｅｔｔｓｉｉ、Ｒｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ａｋａｒｉお
よびＲｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ｐｒｏｗａｚｅｋｉｉ、Ｏｒｉｅｎｔｉａ　ｔｓｕｔｓｕｇ
ａｍｕｓｈｉ（以前はＲｉｃｋｅｔｔｓｉａ　ｔｓｕｔｓｕｇａｍｕｓｈｉ）およびＲｉ
ｃｋｅｔｔｓｉａ　ｔｙｐｈｉなど）、Ｒｈｏｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐ．、Ｓｅｒｒａｔ
ｉａ　ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ、Ｓｔｅｎｏｔｒｏｐｈｏｍｏｎａｓ　ｍａｌｔｏｐｈｉｌ
ｉａ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｅｎｔｅｒｉｃ
ａ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｐａｒａｔｙｐｈｉ、
Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｅｎｔｅｒｉｔｉｄｉｓ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｃｈｏｌｅｒ
ａｓｕｉｓおよびＳａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍなど）、Ｓｅｒｒａｔ
ｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｓｅｒｒａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓａｎｓおよびＳｅｒｒａｔｉａ
　ｌｉｑｕｉｆａｃｉｅｎｓなど）、Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｓｐ．（例えば、Ｓｈｉｇｅｌ
ｌａ　ｄｙｓｅｎｔｅｒｉａｅ、Ｓｈｉｇｅｌｌａ　ｆｌｅｘｎｅｒｉ、Ｓｈｉｇｅｌｌ
ａ　ｂｏｙｄｉｉおよびＳｈｉｇｅｌｌａ　ｓｏｎｎｅｉなど）、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏ
ｃｃｕｓ　ｓｐ．（例えば、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ、Ｓｔａｐｈ
ｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｈｅｍ
ｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｓａｐｒｏｐｈｙｔｉｃｕｓなど）
、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐ．（例えば、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅ
ｕｍｏｎｉａｅ（例えば、クロラムフェニコール抵抗性血清型４　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃ
ｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、スペクチノマイシン抵抗性血清型６Ｂ　Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、ストレプトマイシン抵抗性血清型９Ｖ　Ｓｔｒｅ
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ｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、エリスロマイシン抵抗性血清型１４　Ｓｔ
ｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、オプトヒン抵抗性血清型１４　Ｓｔｒ
ｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、リファンピシン抵抗性血清型１８Ｃ　Ｓ
ｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、テトラサイクリン抵抗性血清型１９
Ｆ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、ペニシリン抵抗性血清型１９
Ｆ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、およびトリメトプリム抵抗性
血清型２３Ｆ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、クロラムフェニコ
ール抵抗性血清型４　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、スペクチノ
マイシン抵抗性血清型６Ｂ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、スト
レプトマイシン抵抗性血清型９Ｖ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ
、オプトヒン抵抗性血清型１４　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ、
リファンピシン抵抗性血清型１８Ｃ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ
ｅ、ペニシリン抵抗性血清型１９Ｆ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ
ｅ、またはトリメトプリム抵抗性血清型２３Ｆ　Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕ
ｍｏｎｉａｅ）、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｇａｌａｃｔｉａｅ、Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｍｕｔａｎｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ、Ａ群ｓ
ｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｉ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｙｏｇｅｎｅｓ、Ｂ群ｓｔｒ
ｅｐｔｏｃｏｃｃｉ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｇａｌａｃｔｉａｅ、Ｃ群ｓｔｒ
ｅｐｔｏｃｏｃｃｉ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ａｎｇｉｎｏｓｕｓ、Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｑｕｉｓｍｉｌｉｓ、Ｄ群ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｉ、Ｓｔｒｅｐｔ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｂｏｖｉｓ、Ｆ群ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｉ、およびＳｔｒｅｐｔｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ａｎｇｉｎｏｓｕｓ　Ｇ群ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｉなど）、Ｓｐｉｒｉｌ
ｌｕｍ　ｍｉｎｕｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｍｏｎｉｌｉｆｏｒｍｉ、Ｔｒ
ｅｐｏｎｅｍａ　ｓｐ．（例えば、Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｃａｒａｔｅｕｍ、Ｔｒｅｐｏ
ｎ
ｅｍａ　ｐｅｔｅｎｕｅ、Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｐａｌｌｉｄｕｍおよびＴｒｅｐｏｎｅ
ｍａ　ｅｎｄｅｍｉｃｕｍなど）、Ｔｒｏｐｈｅｒｙｍａ　ｗｈｉｐｐｅｌｉｉ、Ｕｒｅ
ａｐｌａｓｍａ　ｕｒｅａｌｙｔｉｃｕｍ、Ｖｅｉｌｌｏｎｅｌｌａ　ｓｐ．、Ｖｉｂｒ
ｉｏ　ｓｐ．（例えば、Ｖｉｂｒｉｏ　ｃｈｏｌｅｒａｅ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｐａｒａｈｅ
ｍｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｖｕｌｎｉｆｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｐａｒａｈ
ａｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｖｕｌｎｉｆｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ａｌｇ
ｉｎｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｍｉｍｉｃｕｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｈｏｌｌｉｓａ
ｅ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｆｌｕｖｉａｌｉｓ、Ｖｉｂｒｉｏ　ｍｅｔｃｈｎｉｋｏｖｉｉ、Ｖ
ｉｂｒｉｏ　ｄａｍｓｅｌａおよびＶｉｂｒｉｏ　ｆｕｒｎｉｓｉｉなど）、Ｙｅｒｓｉ
ｎｉａ　ｓｐ．（例えば、Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｅｎｔｅｒｏｃｏｌｉｔｉｃａ、Ｙｅｒｓ
ｉｎｉａ　ｐｅｓｔｉｓ、およびＹｅｒｓｉｎｉａ　ｐｓｅｕｄｏｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓ
ｉｓなど）、ならびにＸａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｍａｌｔｏｐｈｉｌｉａのうちの任意の
１つまたは複数（またはそれらの任意の組合せ）が挙げられる。
【０１５３】
　一部の実施形態では、本開示の方法および組成物を、臓器移植レシピエントのモニタリ
ングに使用する。一般には、ドナー細胞由来のポリヌクレオチドは、レシピエント細胞由
来のポリヌクレオチドのバックグラウンドにおいて循環中に見いだされる。ドナー循環Ｄ
ＮＡのレベルは、一般に、臓器が十分に受け入れられている場合には安定であり、ドナー
ＤＮＡの急速な増加（例えば、所与の試料における頻度として）を移植片拒絶反応の初期
の徴候として使用することができる。移植不全を予防するためにこの段階で治療を行うこ
とができる。ドナー臓器の拒絶反応により、血液中のドナーＤＮＡが増加することが示さ
れている；Snyderら、PNAS　１０８巻（１５号）：６６２９頁（２０１１年）を参照され
たい。本開示は、この領域における以前の技法に対する有意な感度の改善を提供する。こ
の実施形態では、レシピエント対照試料（例えば、頬スワブなど）およびドナー対照試料
を比較のために使用することができる。レシピエント試料を、その参照配列をもたらすた
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めに使用することができ、ドナーのゲノムに対応する配列を、その参照に対する配列変異
体として同定することができる。モニタリングは、ある期間にわたってレシピエントから
試料（例えば、血液試料）を得ることを含んでよい。初期試料（例えば、最初の数週間以
内）を、ドナーｃｆＤＮＡの画分についてのベースラインを確立するために使用すること
ができる。その後の試料をベースラインと比較することができる。一部の実施形態では、
約もしくは少なくとも約１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８
０％、９０％、９５％、１００％、２５０％、５００％、１０００％、またはそれ超のド
ナーｃｆＤＮＡの画分の増加が、レシピエントが、ドナー組織を拒絶するプロセス中であ
ることの指標としての機能を果たし得る。
【実施例】
【０１５４】
　以下の実施例は、本発明の種々の実施形態を例示する目的でもたらされ、本発明をいか
なる様にも限定することを意図するものではない。本実施例は、本明細書に記載の方法と
共に、現在好ましい実施形態を表し、例示であり、本発明の範囲を限定するものではない
。特許請求の範囲によって定義される本発明の主旨の範囲内に包含される、実施例におけ
る変化および他の使用が当業者には想起されよう。
　（実施例１）
　突然変異を検出するための縦列反復性の配列決定ライブラリーの調製
【０１５５】
　１２μＬの水または１０ｍＭのＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．０中約１５０ｂｐのＤＮＡ
断片＞１０ｎｇから開始して、１０×ＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ緩衝液ミックス２μＬを添加
し、混合物を９５℃まで２分加熱し、氷上で５分冷却した。これに、５Ｍのベタインを４
μＬ、５０ｍＭのＭｎＣｌ２を１μＬ、およびＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ　ＩＩを１μＬ添加
した。反応物を６０℃で少なくとも１２時間インキュベートした。次に、ＲＣＡプライマ
ーミックス（各５０ｎＭ、最終濃度５ｎＭまで）２μＬを添加し、混合した。混合物を９
５℃まで２分加熱し、４２℃まで２時間冷却した。ＣｉｒＬｉｇａｔｉｏｎ産物を、Ｚｙ
ｍｏオリゴヌクレオチド精製キットを用いて精製した。製造業者の説明書に従って、水２
８μＬをＣｉｒｃＬｉｇａｔｉｏｎ産物２２μＬに添加して総体積を５０μＬにした。こ
れをオリゴ結合緩衝液１００μＬおよびエタノール４００μＬと混合した。これを＞１０
，０００×ｇで３０秒回転させ、フロースルーを廃棄した。ＤＮＡ洗浄緩衝液７５０μＬ
を添加し、次いで、＞１０，０００×ｇで３０秒回転させ、フロースルーを廃棄し、最高
速度でさらに１分、回転させた。カラムを新しいエッペンドルフチューブに移し、水１７
μＬを用いて溶出した（最終的な溶出体積はおよそ１５μＬであった）。
【０１５６】
　約５０μＬの体積でローリングサークル増幅を行った。溶出試料１５μＬ中に、１０×
ＲｅｐｌｉＰＨＩ緩衝液（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ）を５μＬ、２５ｍＭのｄＮＴＰを１μＬ
、１００ｍＭのＤＴＴを２μＬ、１００Ｕ／μＬのＲｅｐｌｉＰＨＩ　Ｐｈｉ２９を１μ
Ｌ、および水を２６μＬ添加した。反応混合物を３０℃で１時間インキュベートした。Ｒ
ＣＡ産物を、Ａｍｐｕｒｅビーズ８０μＬを添加し、残りの洗浄ステップについて製造業
者の説明書に従うことによって精製した。溶出のために、溶出緩衝液２２．５μＬを添加
し、ビーズを６５℃で５分インキュベートした。手短に回転させた後、チューブを磁石に
戻した。
【０１５７】
　ＲＣＡ反応からの溶出産物約２０μＬを２×Ｐｈｕｓｉｏｎ　Ｍａｓｔｅｒ　ｍｉｘ　
２５μＬ、ＤＭＳＯ　２．５μＬ、および１０μＭの各Ｂ２Ｂプライマーミックス０．５
μＬと混合した。増幅には以下のＰＣＲプログラムを使用した：９５℃で１分、５サイク
ルの伸長（９５℃で１５秒、５５℃で１５秒、７２℃で１分）、１３～１８サイクルの複
製（９５℃で１５秒、６８℃で１５秒、７２℃で１分）、および７２℃で７分の最終的な
伸長。ＰＣＲ産物サイズをＥゲルに流すことによって確認した。範囲が１００～５００ｂ
ｐである場合、０．６×Ａｍｐｕｒｅビーズ精製を実施して３００～５００ｂｐを富化し
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、１～２ｎｇを、低分子ＲＮＡライブラリーアダプタープライマーを用いたＰＣＲの別の
ラウンドのために取った。産物のサイズ範囲が＞１０００ｂｐであった場合、１．６×Ａ
ｍｐｕｒｅビーズを用いて産物を精製し、０．６×Ａｍｐｕｒｅビーズ精製によって４０
０～１０００ｂｐの範囲のサイズを富化するためにＮｅｘｔｅｒａ　ＸＴアンプリコンラ
イブラリープレップのために２～３ｎｇを取った。
【０１５８】
　配列決定データに対してバイオインフォマティクスを実施するために、ＦＡＳＴＱファ
イルをＭｉＳｅｑの実行から得た。ＢＷＡを使用して、配列をＦＡＳＴＱファイルにおい
て標的配列（例えば、ＫＲＡＳおよびＥＧＦＲ）を含有する参照ゲノム配列とアラインし
た。アラインメント結果を使用して、反復単位およびその参照位置の領域および長さを各
配列（両方のリード）について見いだした。アラインメント結果および各配列の反復単位
に関する情報を使用して全ての遺伝子座における変異体を見いだした。２つのリードから
の結果を統合した。正規化された変異体の頻度およびノイズレベルを計算した。ｑスコア
＞３０およびｐ値＜０．０００１を含めた、確認された変異体からの変異体コールにおけ
る多数の追加的な基準を適用した。これらの基準を通った確認された変異体を真の変異体
（突然変異）として報告した。プロセスは、コンピュータ言語（例えば、ｐｙｔｈｏｎ）
によって自動化することができる。
　（実施例２）
　配列変異体を検出するための縦列反復性の配列決定ライブラリーの作出
【０１５９】
　平均長が１５０ｂｐであるＤＮＡ断片１０ｎｇを体積１２μＬで縦列反復性の配列決定
ライブラリー構築のために使用した。ＤＮＡは、Ｔ４　Ｐｏｌｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　
Ｋｉｎａｓｅ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）を用いて予め処理して、５’
末端にリン酸基を付加し、３’末端にヒドロキシル基を残した。ＤＮａｓｅＩもしくは酵
素的な断片化によって作製されたまたは血清もしくは血漿から抽出されたＤＮＡ断片につ
いては、末端処理ステップは飛ばした。ＤＮＡを１０×ＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ緩衝液（Ｅ
ｐｉｃｅｎｔｒｅ　ＣＬ９０２１Ｋ）２μＬと混合した。混合物を９５℃まで２分加熱し
、氷上で５分冷却し、次いで、ベタインを４μＬ、５０ｍＭのＭｎＣｌ２を１μＬ、およ
びＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ　ＩＩを１μＬ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　ＣＬ９０２１Ｋ）添加し
た。ライゲーション反応を６０℃で少なくとも１２時間実施した。２００ｎＭ（最終的に
１０ｎＭの最終濃度）の各ＲＣＡプライマーミックス１μＬをライゲーション産物に添加
し、混合し、９６℃まで１分加熱し、４２℃まで冷却し、４２℃で２時間インキュベート
した。
【０１６０】
　ハイブリダイズしたＲＣＡプライマーを含むＣｉｒｃＬｉｇａｔｉｏｎ産物を、Ｚｙｍ
ｏオリゴヌクレオチド精製キット（Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、Ｄ４０６０）を用いて
精製した。これを行うために、産物２１μＬを、水２８μＬおよび担体ＲＮＡ（Ｓｉｇｍ
ａ－Ａｌｄｒｉｃｈ、Ｒ５６３６、１×ＴＥ緩衝液を用いて２００ｎｇ／μＬに希釈した
もの）１μＬを用いて５０μＬまで希釈した。希釈した試料を、オリゴ結合緩衝液１００
μＬおよび１００％エタノール４００μＬと混合した。混合物をカラムにローディングし
、＞１０，０００×ｇで３０秒遠心分離した。フロースルーを廃棄した。カラムを、ＤＮ
Ａ洗浄緩衝液７５０μＬを用い、＞１０，０００×ｇで３０秒遠心分離し、フロースルー
を廃棄し、最高速度でさらに１分遠心分離することによって洗浄した。カラムを新しい１
．５ｍＬのエッペンドルフチューブに移し、ＤＮＡを、溶出緩衝液（１０ｍＭのＴｒｉｓ
－Ｃｌ、ｐＨ８．０、最終的な溶出体積約１５μＬ）１７μＬを用いて溶出した。
【０１６１】
　１０×ＲｅｐｌｉＰＨＩ緩衝液を５μＬ、２５ｍＭのｄＮＴＰを２μＬ、１００ｍＭの
ＤＴＴを２μＬ、１００Ｕ／μＬのＲｅｐｌｉＰＨＩ　Ｐｈｉ２９を１μＬ、および水（
Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ、ＲＨ０４０２１０）を２５μＬ、カラムから溶出した試料１５μＬ
に添加し、反応総体積を５０μＬにした。反応混合物を３０℃で２時間インキュベートし
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た。ＲＣＡ産物を、Ａｍｐｕｒｅ　ＸＰビーズ（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ、Ａ６
３８８１）８０μＬを添加することによって精製した。洗浄ステップは製造業者の説明書
に従った。溶出緩衝液２２．５μＬ中、６５℃で５分インキュベートした後、ＲＣＡ産物
を溶出させた。チューブを手短に遠心分離した後、磁石に戻した。
【０１６２】
　ＲＣＡ反応から溶出した産物約２０μＬを、２×Ｐｈｕｓｉｏｎ　Ｍａｓｔｅｒ　ｍｉ
ｘ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ　Ｍ０５３１Ｓ）２５μＬ、水２．５μＬ
、ＤＭＳＯ　２．５μＬ、およびＢ２Ｂプライマーミックス（各１０μＭ）０．５μＬと
混合した。以下のサーモサイクリングプログラムを用いて増幅を実施した：９５℃で２分
、５サイクルの伸長（９５℃で３０秒、５５℃で１５秒、７２℃で１分）、１８サイクル
の複製（９５℃で１５秒、６８℃で１５秒、７２℃で１分）、および７２℃で７分の最終
的な伸長。ＰＣＲ産物サイズを電気泳動によって確認した。長いＰＣＲ産物が電気泳動に
よって確認されたら、ＰＣＲ産物を、精製して＞５００ｂｐのＰＣＲ産物を富化するため
にＡｍｐｕｒｅビーズ（０．６×体積）３０μＬと混合した。精製された産物を、Ｑｕｂ
ｉｔ　２．０　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ（Ｉｎｖｉｔｏｒｇｅ
ｎ）を用いて数量化した。精製されたＤＮＡ約１ｎｇをＮｅｘｔｅｒａ　ＸＴアンプリコ
ンライブラリー調製のために使用した（Ｉｌｌｕｍｉｎａ　ＦＣ－１３１－１０２４）。
挿入断片サイズが＞５００ｂｐであるライブラリー要素を、０．６×Ａｍｐｕｒｅビーズ
を用いて精製することによって富化した。
【０１６３】
　増幅されたライブラリーの濃度およびサイズ分布を、２１００　Ｂｉｏａｎａｌｙｚｅ
ｒ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ．、Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ、
ＣＡ）に対してＡｇｉｌｅｎｔ　ＤＮＡ　Ｈｉｇｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｋｉｔを
使用して解析した。配列決定を、２～２５０ｂｐ　ＭｉＳｅｑ配列決定キットを用いたＩ
ｌｌｕｍｉｎａ　ＭｉＳｅｑを使用して実施した。ＭｉＳｅｑマニュアルに従って、変性
ライブラリー１２ｐＭを配列決定実行にローディングした。
【０１６４】
　この手順の変形では、ライブラリー調製においてＮｅｘｔｅｒａ調製物の代わりにＩｌ
ｌｕｍｉｎａアダプターを使用した。これを行うために、同様に精製したＤＮＡ約１ｎｇ
を、Ｂ２Ｂプライマーのユニバーサル部分およびＩｌｌｕｍｉｎａアダプター配列を含有
するプライマー対（Ｐ５およびＰ７；５’ＣＡＡＧＣＡＧＡＡＧＡＣＧＧＣＡＴＡＣＧＡ
３’および５’ＡＣＡＣＴＣＴＴＴＣＣＣＴＡＣＡＣＧＡＣＧＣＴＣＴＴＣＣＧＡＴＣＴ
３’）を用いたＰＣＲ増幅に対して使用した。Ｐｈｕｓｉｏｎ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｍｉｘを
使用して、１２サイクルの複製ステップ（９５℃で３０秒、５５℃で１５秒、７２℃で６
０秒）を実施した。この増幅ステップの目的は、アンプリコン配列決定のためにＩｌｌｕ
ｍｉｎａアダプターを付加することであった。長さが＞５００ｂｐのアンプリコンを、０
．６×Ａｍｐｕｒｅビーズを用いて富化した。アンプリコンライブラリーの濃度およびサ
イズ分布を、２１００　Ｂｉｏａｎａｌｙｚｅｒ（Ａｇｉｌｅｎｔ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｉｅｓ　Ｉｎｃ．、Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ、ＣＡ）に対してＡｇｉｌｅｎｔ　ＤＮＡ　
Ｈｉｇｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｋｉｔを使用して解析した。配列決定を、２×２５
０ｂｐ　ＭｉＳｅｑ配列決定キットを用いたＩｌｌｕｍｉｎａ　ＭｉＳｅｑを使用して実
施した。Ｂ２Ｂプライマーのユニバーサル部分も配列決定プライマー配列としての機能を
果たし、Ｉｌｌｕｍｉｎａキットにプライマーが含有されない場合にはカスタム配列決定
プライマーを添加した。変性ライブラリー１２ｐＭを配列決定実行にローディングした。
【０１６５】
　１つの例の分析における標的領域カバレッジを図３３において説明する。以下の表３に
は標的領域の分析結果が記載されている。
【０１６６】
　表１は、本開示の方法において有用なＲＣＡプライマーの例を提供する。表２は、本開
示の方法において有用なＢ２Ｂプライマーの例を提供する。
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【表２－１】



(100) JP 6435334 B2 2018.12.5

10

20

30

40

【表２－２】
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【表３】

　（実施例３）
　配列決定ライブラリー構築のためのゲノムＤＮＡの断片化
【０１６７】
　ゲノムＤＮＡ１μＬを、ＮＥＢＮｅｘｔ　ｄｓＤＮＡ　Ｆｒａｇｍｅｎｔａｓｅ　ｋｉ
ｔ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）を使用し、製造業者のプロトコールに従
って処理した。インキュベート時間を３７℃で４５分に延長した。０．５ＭのＥＤＴＡ、
ｐＨ８．０、５μＬを添加することによって断片化反応を停止させ、２×体積のＡｍｐｕ
ｒｅ　ＸＰビーズ（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ、Ａ６３８８１）を製造業者のプロ
トコールに従って添加することによって精製した。ＢｉｏａｎａｌｙｚｅｒにおいてＨｉ
ｇｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　ＤＮＡ　ｋｉｔ（Ａｇｉｌｅｎｔ）を用いて断片化ＤＮ
Ａを解析した。断片化ＤＮＡのサイズ範囲は、一般には、約１００ｂｐ～約２００ｂｐで
あり、ピークは約１５０ｂｐであった。
　（実施例４）
　ライブラリー調製手順
【０１６８】
　本実施例では、ＫＡＰＡ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｐｒｅｐ　Ｋｉｔ（ＫＫ８２３０）を例示
のために使用した。
【０１６９】
　ビーズ精製を伴うステップに関しては、ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰビーズ（ｃａｔ＃Ａ６３８
８１）を室温まで平衡化し、徹底的に再懸濁させた後に試料と混合した。ボルテックスミ
キサーで試料と徹底的に混合した後、室温で１５分インキュベートして、ＤＮＡをビーズ
に結合させた。次いで、ビーズを液体が透明になるまで磁気台の上に置いた。次いで、ビ
ーズを８０％エタノール２００μｌで２回洗浄し、室温で１５分乾燥させた。
【０１７０】
　末端修復反応を実施するために、最大５０μＬ（２～１０ｎｇ）の無細胞ＤＮＡを末端
修復マスターミックス（水８μＬ、１０×ＫＡＰＡ末端修復緩衝液７μＬ、およびＫＡＰ
Ａ末端修復酵素ミックス５μＬ）２０μＬと混合し、２０℃で３０分インキュベートした
。次いで、ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰビーズ１２０μＬを末端修復反応物７０μＬに添加した。
次いで、試料を上記の通り精製した。
【０１７１】
　Ａ尾部付加反応を実施するために、末端修復したＤＮＡ断片を含有する乾燥ビーズを、
Ａ尾部付加マスターミックス（水４２μＬ、１０×ＫＡＰＡ　Ａ尾部付加緩衝液５μＬ、
およびＫＡＰＡ　Ａ尾部付加酵素）と混合した。反応物を３０℃で３０分インキュベート
した。ＰＥＧ溶液（２０％ＰＥＧ８０００、２．５ＭのＮａＣｌ）９０μＬを添加した後
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、混合物を上記のビーズ精製プロトコールに従って洗浄した。平滑末端ライゲーション反
応に関してはこのＡ尾部付加ステップを飛ばした。
【０１７２】
　リンカーライゲーションのために、以下の配列（５’から３’へ）を有する２種のオリ
ゴを使用して、アダプターポリヌクレオチド二重鎖：／５Ｐｈｏｓ／ＣＣＡＴＴＴＣＡＴ
ＴＡＣＣＴＣＴＴＴＣＴＣＣＧＣＡＣＣＣＧＡＣＡＴＡＧＡＴ＊Ｔおよび／５Ｐｈｏｓ／
ＡＴＣＴＡＴＧＴＣＧＧＧＴＧＣＧＧＡＧＡＡＡＧＡＧＧＴＡＡＴＧＡＡＡＴＧＧ＊Ｔを
形成した。末端修復した（平滑末端ライゲーション用）またはａ尾部付加した（リンカー
に基づくライゲーション用）を含有する乾燥ビーズを、ライゲーションマスターミックス
（水３０μＬ、５×ＫＡＰＡライゲーション緩衝液１０μＬ、およびＫＡＰＡ　Ｔ４　Ｄ
ＮＡリガーゼ５μＬ）４５μＬ、および水５μＬ（平滑末端ライゲーション用）またはリ
ンカーオリゴヌクレオチドの同等モル濃度ミックス５μＬ（リンカーに基づくライゲーシ
ョン）と混合した。ビーズを徹底的に再懸濁させ、２０℃で１５分インキュベートした。
ＰＥＧ溶液（上記を参照されたい）５０μＬを添加した後、混合物を上記のビーズ精製プ
ロトコールに従って洗浄した。
【０１７３】
　Ｉｌｌｕｓｔｒａ　Ｇｅｎｏｍｉｐｈｉ　Ｖ２　ＤＮＡ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｋｉｔｓを使用して多置換増幅（ＭＤＡ）を実施した。ライゲーションした断片鎖を含
有する乾燥ビーズをランダムな六量体を含有する緩衝液９μＬに再懸濁させ、９５℃で３
分加熱し、その後、氷上で急速に冷却した。酵素ミックス１μＬを添加した後、冷却した
試料を３０℃で９０分インキュベートした。次いで、６５℃で１０分加熱することによっ
て反応を停止させた。ＰＥＧ溶液（上記を参照されたい）３０μＬを添加した後、混合物
を上記の精製プロトコールに従って洗浄し、ＴＥ２００μＬに再懸濁させた（６５℃で５
分のインキュベーションを伴って）。所望であれば、精製された産物を、定量的ＰＣＲ、
デジタルドロップレットＰＣＲ（ｄｄＰＣＲ）を用いて定量化すること、または次世代シ
ークエンシング（ＮＧＳ）を提案することができる。
【０１７４】
　ＭＤＡ後、長いライゲーションした断片鎖（例えば、＞２ｋｂ）を、総体積１３０μＬ
でＣｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０を使用して超音波処理して約３００ｂｐにした。製造業者の
プロトコールによりピーク電力１４０Ｗ、デューティ比１０％、バースト当たり２００サ
イクル、および処理時間８０秒が指示された。インタクトな元の無細胞ＤＮＡ断片が維持
される可能性を上昇させるために約３００ｂｐの断片長を選択した。配列決定するために
、所望であれば超音波処理したＤＮＡ断片にアダプターを付加するために、標準のライブ
ラリー調製プロトコールを使用することができる。種々のリード組成物をＩｌｌｕｍｉｎ
ａシークエンサー（ＨｉＳｅｑまたはＭｉＳｅｑのいずれか）での対末端配列決定実行か
ら戻した。接合部（自己接合部、またはアダプターをライゲーションステップに含めた場
合ではアダプター接合部）がリードの内側にあるもの（５’および３’に非アダプター配
列が隣接する）を使用して目的の配列をバーコード処理した。
　（実施例５）
　環状化および増幅
【０１７５】
　これにより、環状化および増幅手順（「Ｎｅｂｕｌａ」手順とも称される）の例示的な
説明がもたらされる。この手順では、以下の供給材料を使用した：ＰＣＲ　Ｍａｃｈｉｎ
ｅ（例えば、ＭＪ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＰＴＣ－２００　Ｐｅｌｔｉｅｒ　ｔｈｅｒｍａ
ｌ　ｃｙｃｌｅｒ）；Ｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ　ＩＩ、ｓｓＤＮＡ　ｌｉｇａｓｅ　Ｅｐｉ
ｃｅｎｔｒｅ　ｃａｔ＃ＣＬ９０２５Ｋ；Ｅｘｏｎｕｃｌｅａｓｅ（例えば、ＥｘｏＩ、
ＮＥＢ　Ｂｉｏｌａｂｓ　ｃａｔ＃Ｍ０２９３Ｓ；ＥｘｏＩＩＩ、ＮＥＢ　ｂｉｏｌａｂ
ｓ　ｃａｔ＃Ｍ０２０６Ｓ）；Ｔ４　Ｐｏｌｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｋｉｎａｓｅ（Ｎ
ＥＢ　Ｂｉｏｌａｂ　ｃａｔ＃Ｍ０２０１Ｓ）；Ｗｈｏｌｅ　Ｇｅｎｏｍｅ　Ａｍｐｌｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ　ｋｉｔ（例えば、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｉｌｌｕｓｔｒａ、
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Ｒｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ、Ｇｅｎｏｍｉｐｈｉ、Ｖ３　ＤＮＡ　ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ　ｋｉｔ）；ＧｌｙｃｏＢｌｕｅ（例えば、Ａｍｂｉｏｎ　ｃａｔ＃ＡＭ９５１５）
；Ｍｉｃｒｏ　ｃｅｎｔｒｉｆｕｇｅ（例えば、Ｅｐｐｅｎｄｒｏｆ　５４１５Ｄ）；Ｄ
ＮＡ　ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｅａｄｓ（例えば、Ａｇｅｎｃｏｕｒｔ、ＡＭｐｕ
ｒｅ　ＸＰ、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　ｃａｔ＃Ａ６３８８１）；Ｍａｇｎｅｔ
ｉｃ　ｓｔａｎｄ（例えば、Ｔｈｅ　ＭａｇｎａＲａｃｋ（商標）Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ
　ｃａｔ＃ＣＳ１５０００）；Ｑｕｂｉｔ（登録商標）２．０　Ｆｌｕｏｒｏｍｅｔｅｒ
（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、ｃａｔ＃Ｑ３２８６６）；ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｐｒｏｂｅｓ
　ｄｓ　ＤＮＡ　ＨＳ　ａｓｓａｙ　ｋｉｔ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｃａｔ
＃０３２８５４）；およびＢｉｏａｎａｌｙｚｅｒ（Ａｇｉｌｅｎｔ　２１００）、およ
びｈｉｇｈ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　ＤＮＡ　ｒｅａｇｅｎｔｓ（ｃａｔ＃５０６７－
４６２６）。
【０１７６】
　５’末端リン酸を欠くＤＮＡ断片（例えば、無細胞ＤＮＡ）を増幅するために、第１の
ステップは末端修復および単一鎖の形成であった。ＤＮＡを９６℃で３０秒変性させた（
例えば、ＰＣＲ機器において）。ポリヌクレオチドキナーゼ（ＰＮＫ）反応を、ＤＮＡ４
０μＬおよび１０×ＰＮＫ反応緩衝液５μＬと組み合わせ、その後、３７℃で３０分イン
キュベートすることによって調製した。１ｍＭのＡＴＰおよびＰＮＫ酵素を反応に添加し
、３７℃で４５分インキュベートした。ＤＮＡを沈殿させ、再懸濁させることによって緩
衝液の交換を行った。ＰＮＫ反応からのＤＮＡ５０μＬ、０．５Ｍ、ｐＨ５．２の酢酸ナ
トリウム５μＬ、ＧｌｙｃｏＢｌｕｅ１μＬ、オリゴ（１００ｎｇ／μＬ）１μＬ、およ
び１００％エタノール１５０μＬを合わせた。混合物を－８０℃で３０分インキュベート
し、１６ｋ　ｒｐｍで５分遠心分離してＤＮＡをペレット化した。ＤＮＡペレットを７０
％エタノール５００μＬで洗浄し、室温で５分風乾させ、ＤＮＡを１０ｍＭのＴｒｉｓ－
Ｃｌ、ｐＨ８．０、１２μＬに懸濁させた。
【０１７７】
　次いで、再懸濁させたＤＮＡをライゲーションによって環状化した。ＤＮＡを９６℃で
３０秒変性させ、試料を氷上で２分冷却し、リガーゼミックス（１０×ＣｉｒｃＬｉｇａ
ｓｅ緩衝液２μＬ、５Ｍのベタイン４μＬ、５０ｍＭのＭｎＣｌ２、１μＬ、ＣｉｒｃＬ
ｉｇａｓｅ　ＩＩ、１μＬ）を添加した。ライゲーション反応物をＰＣＲ機器において６
０℃で１６時間インキュベートした。ライゲーションしていないポリヌクレオチドをエキ
ソヌクレアーゼ消化によって分解した。このために、ＤＮＡを８０℃で４５秒変性させ、
Ｅｘｏヌクレアーゼミックス（２０Ｕ／μＬのＥｘｏＩ：１００Ｕ／μＬのＥｘｏＩＩＩ
＝１：２）１μＬを各チューブに添加した。これを５回ピペッティングすることによって
混合し、手短に回転させた。消化ミックスを３７℃で４５分インキュベートした。水３０
μＬを用いて体積を５０μＬにし、上記の通り沈殿および再懸濁させることにより、さら
に緩衝液の交換を行った。
【０１７８】
　全ゲノム増幅（ＷＧＡ）を行うために、精製したＤＮＡをまず、６５℃で５分変性させ
た。ＧＥ　ＷＧＡキットからの変性緩衝液１０μＬを、精製したＤＮＡ１０μＬに添加し
た。ＤＮＡを冷却ブロックまたは氷上で２分冷却した。ＤＮＡ２０μＬをＲｅａｄｙ－Ｔ
ｏ－Ｇｏ　ＧｅｎｏｍｉＰｈｉ　Ｖ３　ｃａｋｅ（ＷＧＡ）に添加した。ＷＧＡ反応物を
３０℃で１．５時間インキュベートし、その後、６５℃で１０分熱不活化した。
【０１７９】
　試料を、ＡｍｐｕｒｅＸＰ磁気ビーズ（１．６×）を使用して精製した。ビーズをボル
テックスし、８０μＬを１．５ｍＬのチューブに分注した。次いで、水３０μＬ、増幅さ
れたＤＮＡ２０μＬ、およびビーズ８０μＬを合わせ、室温で３分インキュベートした。
チューブを磁気台に２分置き、透明な溶液をピペットで取り出した。ビーズを８０％エタ
ノールで２回洗浄した。１０ｍＭのＴｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．０を２００μＬ添加するこ
とによってＤＮＡを溶出させた。ＤＮＡビーズ混合物を６５℃で５分インキュベートした
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。チューブを磁気台に戻して２分置いた。ＤＮＡ１９５μＬを新しいチューブに移した。
１μＬをＱｕｂｉｔによる数量化のために使用した。最後に、ＷＧＡ産物１３０μＬを、
Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０を使用して超音波処理しておよそ４００ｂｐのサイズにした。
　（実施例６）
　追加的な精製を伴う環状化および増幅
【０１８０】
　これにより、フェノールクロロホルム抽出ステップを伴う環状化および増幅手順（「Ｎ
ｅｂｕｌａ」手順とも称される）の例示的な説明がもたらされる。
【０１８１】
　ステップ１は、ｃｉｒｃｌｉｇａｓｅ反応のために競合ＲＮＡ（抽出物中の担体ＲＮＡ
から）および天然ＲＮＡ（同時精製された）の除去であった。ＲＮＡ分解酵素Ａ（１０ｍ
ｇ／ｍｌ）（Ｑｉａｇｅｎ１００７８８５）１μｌをｃｆＤＮＡ（２～１０ｎｇ）５０μ
ｌに添加し、ＰＣＲ機器（ＭＪ　ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＰＴＣ－２００　Ｐｅｌｔｉｅｒ　
ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｙｃｌｅｒ）において３７℃で３０分インキュベートすることによっ
てＲＮＡを除去した。
【０１８２】
　ステップ２は、塩およびエタノール沈殿を用いた緩衝液の交換であった。このステップ
は、ほぼ１００％の回収率を伴うライゲーションのためにインプットを浄化し、濃縮する
のに有用であった（一方、カラムでは一般に３０％のみが回収される）。エタノール共沈
殿剤ミックス（ＲＮＡ分解酵素処理からのＤＮＡ５０μＬ、０．５Ｍ、ｐＨ５．２の酢酸
ナトリウム５μＬ、ＧｌｙｃｏＢｌｕｅ（Ａｍｂｉｏｎ　ＡＭ９５１５）１μＬ、担体オ
リゴ（１００ｎｇ／μｌ）１μＬ、１００％エタノール１５０μＬ）を－８０℃で３０分
インキュベートし、１６ｋ　ｒｐｍ（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ　５４１５Ｄ）で５分遠心分離
してＤＮＡを沈殿させた。２０－ｍｅｒの非特異的担体オリゴ（我々はＰＣＲプライマー
を使用した）を使用することにより、沈殿回収の収率および安定性がわずかに上昇した。
ＤＮＡペレットを７０％エタノール５００μＬで洗浄した。ＤＮＡペレットを室温で５分
風乾させ、１０ｍＭのＴｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．０、１３μＬを用いて再懸濁させた。
【０１８３】
　ステップ３は環状化であった。ｃｆＤＮＡ１２μＬを９６℃で３０秒変性させ、氷ブロ
ック上で２分冷却した。ライゲーションミックス（ｃｆＤＮＡ１２μＬ、１０×Ｃｉｒｃ
ｌｉｇａｓｅ緩衝液２μＬ、５Ｍのベタイン４μＬ、５０ｍＭのＭｎＣｌ２、１μＬ、Ｃ
ｉｒｃｌｉｇａｓｅ　ＩＩ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ＃ＣＬ９０２５Ｋ）１μＬを冷却ブロッ
ク上にセットアップし、ライゲーションを６０℃で１６時間実施した。
【０１８４】
　ステップ４は、エキソヌクレアーゼ消化であった。ライゲーションＤＮＡ混合物をＰＣ
Ｒ機器において８０℃で４５秒インキュベートし、その後、エキソヌクレアーゼ処理を行
った。Ｅｘｏヌクレアーゼミックス（２０Ｕ／μＬのＥｘｏＩ：１００Ｕ／μＬのＥｘｏ
ＩＩＩ＝１：２）１μＬを各チューブに添加し、反応物を３７℃で３０分インキュベート
した。品質管理のために直鎖状の鋳型の除去は必要でなかった。
【０１８５】
　ステップ５は、フェノールクロロホルム抽出ならびに塩およびエタノール沈殿を用いた
緩衝液の交換であった。フェノール／エタノールは、８０％超のライゲーション効率を実
現するために役立った（環状化産物の量はインプットポリヌクレオチドの量とほぼ等しか
った）。１０ｍＭのＴｒｉｓ１８０μＬをエキソヌクレアーゼ処理からのＤＮＡ２０μＬ
に添加して体積を２００μＬにし、フェノール２００μＬを使用してＤＮＡを抽出した。
水層を採取し、ＤＮＡをエタノール沈殿によって回収した。エタノール共沈殿剤ミックス
（フェノール抽出後のＤＮＡ溶液２００μＬ、０．５Ｍ、ｐＨ５．２の酢酸ナトリウム２
０μＬ、ＧｌｙｃｏＢｌｕｅ１μＬ、担体オリゴ（１００ｎｇ／μＬ）１μＬ、１００％
エタノール６００μＬ）を－８０℃で３０分インキュベートし、１６ｋ　ｒｐｍで５分遠
心分離してＤＮＡを沈殿させた。ＤＮＡペレットを７０％エタノール５００μＬで洗浄し
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た。ＤＮＡペレットを室温で５分風乾させ、１０ｍＭのＴｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．０、１
１μＬを用いて再懸濁させた。
【０１８６】
　ステップ６は全ゲノム増幅であった。精製したＤＮＡ１０μＬを加熱ブロック上、６５
℃で５分インキュベートし、ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ、Ｒｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ、Ｇ
ｅｎｏｍｉｐｈｉ、Ｖ３　ＤＮＡ増幅キットからの変性緩衝液１０μＬを添加した。ＤＮ
Ａを室温で５分冷却した後、ＤＮＡ２０μＬをＲｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ　ＧｅｎｏｍｉＰ
ｈｉ　Ｖ３　ｃａｋｅ（ＷＧＡ）に供した。増幅反応物を３０℃で１．５時間インキュベ
ートし、反応を６５℃で１０分熱不活化することによって終結させた。
【０１８７】
　ステップ７は、ＡｍｐｕｒｅＸＰ磁気ビーズ（１．６×）を使用したビーズ精製であっ
た。これは以前の実施例と同様に行った。
【０１８８】
　ステップ８は以前の実施例と同様の超音波処理であった。次いで、定量的ＰＣＲ、ｄｄ
ＰＣＲ、または配列決定ライブラリー構築に対するＤＮＡの準備ができた。
　（実施例７）
　ライゲーション効率およびオンターゲット率の分析
【０１８９】
　上記の実施例と同様に環状化し、全ゲノム適用に供したｃｆＤＮＡを定量的ＰＣＲ（ｑ
ＰＣＲ）によって分析した。試料標的についてのｑＰＣＲ増幅曲線の結果（ＫＲＡＳプラ
イマーを使用）が図１８に示されている。図１８Ａに示されている通り、インプットｃｆ
ＤＮＡの１／１０のｑＰＣＲ増幅により、３１．７５の平均Ｃｔ（サイクル閾値）がもた
らされ、同じ試料のライゲーション産物の１／１０では３１．９２７の平均Ｃｔがもたら
され、これにより、約８８％の高いライゲーション効率が示される。ライゲーション効率
は、約７０％もしくはそれ超、約８０％もしくはそれ超、約９０％もしくはそれ超、約９
５％もしくはそれ超、またはそれ超、例えば、約１００％などにわたり得る。いくつかの
例では、環状化されなかった直鎖状ＤＮＡを除去し、したがって、ほぼ全てのＤＮＡを環
状形態から増幅することができる。各試料について、２連で３回実行した。図１８Ｂに示
されている通り、ＷＧＡ産物１０ｎｇおよび参照ゲノムＤＮＡ（ｇＤＮＡ）（１２８７８
、１０ｎｇ）の増幅曲線は、事実上、互いに重複した。ＷＧＡ試料についての平均Ｃｔは
２６．６５５であったが、ｇＤＮＡ試料についての平均Ｃｔは２６．６０５であり、これ
により、９６％を超える高いオンターゲット率が示される。所与の量の増幅されたＤＮＡ
中のＫＲＡＳの数は、増幅されなかったｇＤＮＡと同等であり、これにより、増幅プロセ
スに偏りがないことが示される。各試料を２連で３回試験した。対比点として、Louら（P
NAS、２０１３年、１１０巻（４９号））において提供される環状化プロトコールも試験
した。上記の実施例の沈殿および精製ステップを欠くＬｏｕの方法を使用すると、直鎖状
インプットＤＮＡの１０～３０％のみが環状ＤＮＡに変換された。そのような低回収率に
より、下流の配列決定および変異体の検出に対する難題が提示される。
　（実施例８）
　ｄｄＰＣＲによる増幅された環状化ＤＮＡの分析
【０１９０】
　ドロップレットデジタルＰＣＲ（ｄｄＰＣＲ）を使用して、環状化されたポリヌクレオ
チドから生じた全ゲノム増幅産物における対立遺伝子頻度の保存および偏りを評価した。
一般に、ｄｄＰＣＲとは、ＰＣＲ増幅を支持する、別個の容積測定的に定義済みの油中水
液滴分配に封入された核酸分子を計数することによって絶対的な分量を測定するデジタル
ＰＣＲアッセイを指す（Hinsonら、２０１１年、Anal.　Chem.　８３巻：８６０４～８６
１０頁；Pinheiroら、２０１２年、Anal.　Chem.　８４巻：１００３～１０１１頁）。単
一のｄｄＰＣＲ反応は、ウェル当たり少なくとも２０，０００の分配された液滴で構成さ
れてよい。ドロップレットデジタルＰＣＲは、ＰＣＲ増幅を支持する、別個の容積測定的
に定義済みの油中水液滴分配に封入された核酸分子を計数することによって絶対的な分量
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を測定するデジタルＰＣＲアッセイを実施する任意のプラットフォームを使用して実施す
ることができる。ドロップレットデジタルＰＣＲの典型的な戦略は、以下の通り要約する
ことができる：試料を希釈し、それぞれが目的の核酸分子のコピーを１つ含有するまたは
含有しないように数千から数百万の別々の反応チャンバー（油中水液滴）に分配する。検
出された、標的アンプリコン（すなわち、目的の核酸分子）を含有する「陽性」液滴の数
と、標的アンプリコン（目的の核酸分子）を含有しない「陰性」液滴の数を使用して、元
の試料に存在していた目的の核酸分子のコピーの数を決定することができる。ドロップレ
ットデジタルＰＣＲシステムの例としては、核酸鋳型を含有する試料を２０，０００ナノ
リットルサイズの液滴に分配する、Ｂｉｏ－ＲａｄによるＱＸ１００（商標）Ｄｒｏｐｌ
ｅｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ＰＣＲ　Ｓｙｓｔｅｍ；および核酸鋳型を含有する試料を１，０
００，０００～１０，０００，０００ピコリットルサイズの液滴に分配する、ＲａｉｎＤ
ａｎｃｅによるＲａｉｎＤｒｏｐ（商標）ｄｉｇｉｔａｌ　ＰＣＲ　ｓｙｓｔｅｍが挙げ
られる。ｄｄＰＣＲに関する方法のさらなる例は、ＷＯ２０１３１８１２７６Ａ１におい
て提供される。
【０１９１】
　本実施例では、メラノーマ細胞株由来のＢＲＡＦ　Ｖ６００ＥゲノムＤＮＡ（ｇＤＮＡ
）を参照ゲノムＤＮＡ　１２８７８と特定の割合（０％、０．６７％、２．０％、６．６
７％、２０％、または１００％）で混合し、断片化して、ｃｆＤＮＡに見いだされるもの
と類似したサイズ（この場合、約１５０ｂｐ）の断片を作製した。混合したＤＮＡ試料（
１０ｎｇ）を環状化し、実施例２に従って増幅した。ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅおよび野生型
について、増幅されたＤＮＡ４０ｎｇをｄｄＰＣＲに供した。観察された突然変異対立遺
伝子頻度は、図１９においてグラフによって説明され、表で示されている。示されている
通り、増幅を伴う観察された突然変異対立遺伝子頻度（図１９の表の中央の行）は、イン
プット突然変異体対立遺伝子頻度（上の行）、ならびに増幅を伴わないゲノムＤＮＡ１０
０ｎｇからのｄｄＰＣＲ結果（下の行）を反映する。ｄｄＰＣＲアウトプットからの対立
遺伝子頻度を、液滴を含有する突然変異体および野生型の両方の合計に対する、液滴を含
有するＢＲＡＦ突然変異の数として算出する。増幅を伴うＤＮＡは白抜きの丸で示されて
おり、増幅を伴わないＤＮＡは小さな黒塗りの丸で示されている。０．６７％における小
さな偏差を例外として、２つのデータセットは完全に重複する。これにより、突然変異体
対立遺伝子頻度の真の表示が実質的に偏りなく保存されることが実証される。
　（実施例９）
　バックグラウンドを超える配列変異体の検出
【０１９２】
　超音波処理したｇＤＮＡ（１５０ｂｐ、Ｍｕｌｔｉ－Ｇｅｎｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ参
照ＤＮＡ、Ｈｏｒｉｚｏｎ）１０ｎｇを実施例２に記載の通り環状化し、増幅し、その後
、超音波処理を行った。次いで、断片化ＤＮＡをＲｕｂｉｃｏｎ配列決定ライブラリー構
築に供した。捕捉配列決定後、参照ホットスポットから５０ｂｐ以内の変異体をプロット
した。変異体のコールに、異なる接合部によって区別される２つの異なるポリヌクレオチ
ドの検出を要求した場合の変異体の検出の結果が図２０に示されている。７つの予測され
る参照ホットスポット（ＫＩＴ　Ｄ８１６Ｖ、ＥＧＦＲ　Ｇ７１９Ｓ、ＥＧＦＲ　Ｔ７９
０Ｍ、ＥＧＦＲ　Ｌ８５８Ｒ、ＫＲＡＳ　Ｇ１３Ｄ、ＫＲＡＳ　Ｇ１２Ｄ、ＮＲＡＳ　Ｑ
６１Ｋ）が０位にプロットされている。２つの他の変異体も確認され、図２０では白抜き
の三角形およびダイヤモンドとして説明されている。
【０１９３】
　比較のために、ｇＤＮＡを、上記の通りであるが、超音波処理したｇＤＮＡ１０ｎｇを
一般的な慣習に従ってＲｕｂｉｃｏｎ配列決定ライブラリー構築に直接供し、環状化を伴
わず、２つの異なるポリヌクレオチドに対する配列変異体の確認を要求せずに、超音波処
理した。捕捉配列決定後、参照ホットスポットから５０ｂｐ以内の変異体を再度プロット
し、結果が図２１に示されている。７つの予測される参照ホットスポット（ＫＩＴ　Ｄ８
１６Ｖ、ＥＧＦＲ　Ｇ７１９Ｓ、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍ、ＥＧＦＲ　Ｌ８５８Ｒ、ＫＲＡ
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Ｓ　Ｇ１３Ｄ、ＫＲＡＳ　Ｇ１２Ｄ、ＮＲＡＳ　Ｑ６１Ｋ）が０位にプロットされている
。他の位置の変異体は予測されず、配列決定誤差に起因する可能性が最も高い。図２０の
作成に使用した方法の結果と対照すると、図２１の結果により、標準の配列決定方法のラ
ンダムな誤差率がはるかに高く、それにより、対立遺伝子頻度が低い（例えば、５％未満
など）場合に真の突然変異シグナルが遮蔽される可能性があることが示される。
【０１９４】
　２つの異なるポリヌクレオチドの検出を要求して、および要求せずに、配列決定方法に
よって検出された感度およびバックグラウンドノイズの別々の分析の結果が図１６～１７
において説明されている。これらの図により説明される通り、検証の要求により、バック
グラウンドノイズが著しく低下し、感度が上昇する。
　（実施例１０）
　ＧＣ組成およびサイズ分布の分析
【０１９５】
　超音波処理したｇＤＮＡ（１５０ｂｐ、Ｍｕｌｔｉ－Ｇｅｎｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ参
照ＤＮＡ、Ｈｏｒｉｚｏｎ）１０ｎｇを実施例５と同様に増幅、環状化および増幅し、配
列決定し、変異体コール２ポリヌクレオチド検証フィルターを用いて分析した（左側）。
図２２に示されている通り、様々なＣＧ百分率を有する配列の数を表にし、グラフにプロ
ットした。左端のプロットに示されている通り、実施例５に従って調製した試料の配列は
、中心ピーク（基礎をなすゲノムの全ＧＣ含量に対応する）以外は大部分が理論的分布と
類似している。対照的に、同じ量のｇＤＮＡを、Ｒｕｂｉｃｏｎ配列決定ライブラリー構
築キットを使用した増幅を伴わずに配列決定ライブラリーを構築するために直接使用した
場合、配列決定結果と理論的分布の差異は、非常に明らかである（中央のプロットを参照
されたい）。この直接Ｒｕｂｉｃｏｎ配列決定の中心ピークは理論的分布よりも大きい。
Newmanら（２０１４年；Nature　Medicine、（２０巻）：５４８～５４頁）は、ｃｆＤＮ
Ａ３２ｎｇを使用した場合、ｃｆＤＮＡ配列決定ＧＣ含量分布は理論的分布と同様であっ
たことを報告した。これは、右端のプロットにおいて説明されている。
【０１９６】
　実施例５と同様に環状化し、増幅し、配列決定したｃｆＤＮＡについて、ＤＮＡサイズ
分布を評価した。図２３に示されている通り、配列決定結果によって示される断片の長さ
の分布のピークは約１５０～１８０ｂｐにおいてであり、これは、ｃｆＤＮＡの典型的な
分布パターンと類似している。
　（実施例１１）
　増幅均一性の評価
【０１９７】
　実施例５に従って環状化し増幅した産物１０種のｑＰＣＲ結果を、増幅しなかった参照
ＤＮＡ（１２８７８細胞株由来のｇＤＮＡ、Ｃｏｒｉｅｌｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）と比
較した。ゲノム参照ＤＮＡまたは増幅産物１０ｎｇを各リアルタイムｑＰＣＲ反応のため
に使用し、ゲノム参照に対する増幅産物の相対的な数量化によって比を生じさせた。図２
４に示されている通り、各ＰＣＲの比は２倍の変化の範囲内であり、これにより、増幅さ
れたＤＮＡプール内のこれらの標的のコピー数が増幅しなかった参照ＤＮＡと非常に類似
していることが示唆される。６遺伝子（ＢＲＡＦ、ｃＫＩＴ、ＥＧＦＲ、ＫＲＡＳ、ＮＲ
ＡＳ、ＰＩ３ＫＣＡ）からＰＣＲプライマー１０対を設計し、予め検証した。
　（実施例１２）
　ＤＮＡ断片の増幅収率の数量化
【０１９８】
　ｃｆＤＮＡを患者４名（患者１～４）および健康な対照１名から単離した。ゲノムＤＮ
Ａ（ｇＤＮＡ、Ｍｕｌｔｉ－Ｇｅｎｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　Ｈｏｒｉｚｏｎ）を超音波
処理し、およそ１５０ｂｐの断片にした。ＤＮＡを環状化し、ランダムプライマーを用い
て増幅した。表７は、増幅反応へのＤＮＡインプットの量、および増幅によって生成する
ＤＮＡの量を示す。最小の試料（０．４ｎｇ）でさえ有意な増幅が得られ、全ての試料が
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少なくとも６００倍に増幅した。
【表７】

　（実施例１３）
　がん患者のｃｆＤＮＡからの低頻度突然変異の検出
【０１９９】
　ステップ１では、ｃｆＤＮＡを環状化した。環ライゲーションミックスを室温でＰＣＲ
チューブ中に調製した。４ｎｇ～１０ｎｇのｃｆＤＮＡを、ピペットで体積１２μｌを取
りＰＣＲチューブ中に入れた。ＤＮＡを９６℃で３０秒変性させ、次いで、ＰＣＲチュー
ブを氷上で２分冷却した。ライゲーションミックス（１０×ＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ緩衝液
２μｌ、５Ｍのベタイン４μｌ、５０ｍＭのＭｎＣｌ２、１μｌ、ＣｉｒｃＬｉｇａｓｅ
　ＩＩ、１μｌ）を各チューブに添加し、ＰＣＲ機器において反応を６０℃で１６時間進
行させた。
【０２００】
　ステップ２では、ライゲーション反応物を処理してライゲーションしていない直鎖状Ｄ
ＮＡを除去した。エキソヌクレアーゼミックス（ＮＥＢ　Ｍ０２０６Ｓ、Ｍ０２９３Ｓ；
２０ｕ／μｌのＥｘｏＩ：１００ｕ／μｌのＥｘｏＩＩＩ＝１：２）１μｌを各チューブ
に添加し、混合し、ＰＣＲ機器において３７℃で３０分インキュベートした。
【０２０１】
　ステップ３では、緩衝液の交換に関してライゲーション反応物を精製した。ライゲーシ
ョン産物をＯｌｉｇｏ　Ｃｌｅａｎ＆Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏｒ（Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａ
ｒｃｈ）を用いて精製した。エキソヌクレアーゼ処理後、結合ミックス（１０ｍＭのＴｒ
ｉｓ、３０μｌ、オリゴ結合緩衝液１００μｌ、１００％エタノール４００μｌ）をライ
ゲーション反応物に添加し、混合し、手短に遠心沈殿させた。Ｚｙｍｏ－スピンカラムを
ローディングし、１０，０００×ｇ超で３０秒回転させた。カラムをＤＮＡ洗浄緩衝液７
５０μｌで洗浄し、１４，０００×ｇで１分遠心分離した。１０ｍＭのＴｒｉｓ、１５μ
ｌを用い、１０，０００×ｇ超で３０秒遠心分離することによってＤＮＡを溶出した。
【０２０２】
　ステップ４では、ＤＮＡをランダムプライミングによって増幅した。全ゲノム増幅（Ｗ
ＧＡ）を、Ｒｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ　Ｇｅｎｏｍｉｐｈｉ　Ｖ３　ＤＮＡ　ａｍｐｌｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用いて実施した。精製された
ライゲーション物１０μｌを２×変性緩衝液１０μｌと混合し、９５℃で３分インキュベ
ートし、次いで、氷上で４℃まで冷却した。変性ＤＮＡ２０μｌをＷＧＡプレミックスに
添加し、試料を３０℃で１．５時間インキュベートし、その後、６５℃で１０分不活化し
た。
【０２０３】
　ステップ５では、Ａｇｅｎｃｏｕｒｔ　ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ（１．６×）（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ）を使用して増幅産物を浄化した。１
０ｍＭのＴｒｉｓ、３０μｌおよびＡＭｐｕｒｅビーズ８０μｌをＷＧＡ反応物２０μｌ
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に添加した。混合物を室温で２分インキュベートした。チューブを磁石台に置き、２分イ
ンキュベートした。上清を取り出し、廃棄した。試料をエタノール（８０％）２００μｌ
で２回洗浄し、５分風乾させ、１０ｍＭのＴｒｉｓ、ｐＨ８．０、２００μｌを用いてＤ
ＮＡを溶出した。
【０２０４】
　ステップ６では、ＷＧＡ　ＤＮＡを断片化した。ＷＧＡ産物１３０μｌを、Ｃｏｖａｒ
ｉｓ　Ｓ２２０　ｓｏｎｉｃａｔｏｒを使用して超音波処理して、およそ４００ｂｐの断
片サイズを得た。Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０の設定は以下の通りであった：ピーク入射電
力＝１４０Ｗ、デューティ比＝１０％、バースト当たりのサイクル＝２００、処理時間＝
５５秒。
【０２０５】
　ステップ７では、試料をｑＰＣＲによって数量化した。ライゲーション効率を測定する
ために、ライゲーションインプットの１／１０およびライゲーション産物をｑＰＣＲ反応
のために使用し、３つの反復を伴った。断片化されたＷＧＡ産物１０ｎｇを、参照ｇＤＮ
Ａ（１２８７８細胞株）１０ｎｇと共に、ｑＰＣＲのために使用して、オンターゲット率
を測定した。反応物は、２×マスターミックス（ＴａｑＭａｎ　Ｆａｓｔ　Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　ＰＣＲ　ｍａｓｔｅｒ　ｍｉｘ（２×）、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ
ｓ；Ｅｖａｇｒｅｅｎ　ｄｙｅ、Ｂｉｏｔｉｕｍ）５μｌ、プライマー（５μＭ）０．５
μｌ、Ｈ２Ｏ、１．２μｌ、ＤＮＡ１０μｌを含んだ。以下のプログラムに従って増幅を
進行させた：９５℃で２分；および［９５℃で１０秒；６０℃で２０秒］を４０サイクル
。
【０２０６】
　ステップ８では、配列決定ライブラリーを構築した。超音波処理した増幅されたＤＮＡ
５００～１０００ｎｇから、ＫＡＰＡ　Ｈｙｐｅｒ　Ｐｒｅｐ　Ｋｉｔ（ＫＫ８５００）
またはＫＡＰＡ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ　ｗｉｔｈ　Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　ＰＣＲ　Ｌｉｂｒａｒｙ（ＫＫ８２００）を使用して配列決定ライブラリー
を調製した。アダプターライゲーション（１ｕＭのアダプター最終濃度）を製造業者のプ
ロトコールに従って調製した。ライゲーション産物のアダプターライゲーションした洗浄
物、２０％ＰＥＧ８０００／２．５ＭのＮａＣｌ溶液３０μｌ（０．３×）を再懸濁させ
たライゲーション産物１００μｌに添加した。ビーズをライゲーション産物と徹底的に混
合し、室温で１５分インキュベートした。次いで、液体が透明になるまでビーズを磁石上
に捕捉した。次いで、上清１３０μｌを、Ａｍｐｕｒｅ　ＸＰビーズを使用したサイズ選
択に供した。試料を新しいプレートに移し、その後、Ａｍｐｕｒｅ　ＸＰビーズ（０．５
×）２０μｌを添加した。ライゲーション産物をすぐにビーズに捕捉し、８０％エタノー
ル２００μｌで２回洗浄した。次いで、ライゲーション産物をＥＢ緩衝液２０μｌ中に再
懸濁させ、溶出した。サイズ選択および精製後、ライゲーション産物２０μｌを２×ＫＡ
ＰＡ　ＨｉＦｉ　Ｈｏｔｓｔａｒｔ　ｒｅａｄｙ　ｍｉｘ、２５μｌおよび１０μＭのＰ
５＋Ｐ７プライマー（５’ＣＡＡＧＣＡＧＡＡＧＡＣＧＧＣＡＴＡＣＧＡ３’、５’ＡＣ
ＡＣＴＣＴＴＴＣＣＣＴＡＣＡＣＧＡＣＧＣＴＣＴＴＣＣＧＡＴＣＴ３’）５μｌに添加
し、以下のサイクリングプログラムを使用してライブラリーを増幅した：９８℃で４５秒
；（９８℃で１５秒；６０℃で３０秒；７２℃で３０秒）を５サイクル；７２℃で６０秒
。増幅されたライブラリーを２０×に希釈した後、定量化のために断片分析機器またはバ
イオアナライザー（高感度チップ）にローディングした。ゲルサイズ選択機（Ｓａｇｅ　
ＳｃｉｅｎｃｅからのＢｌｕｅ　Ｐｉｐｐｉｎ　ｐｒｅｐ）によってさらなるサイズ選択
を行った。
【０２０７】
　ステップ９では、配列決定ライブラリーを、ｘＧＥＮ　Ｐａｎ－Ｃａｎｃｅｒ　Ｐａｎ
ｅｌ　ｖ１．５、１２７９０８５９７（ＩＤＴ）からのプローブを使用したプローブ捕捉
富化によって富化した。ステップ１０では、ライブラリーをＨｉＳｅｑ２５００において
、平均深さ１０００×で配列決定した。
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【０２０８】
　ステップ１１では、配列決定データを解析して変異体コールを行った。変異体コールは
、２つの異なるポリヌクレオチド（例えば、異なる接合部によって同定）において生じて
いる配列の差異を変異体として計数することを要求するステップを含んだ。いくつかの体
細胞突然変異が検出され、それらはまた、公共のデータベース（ＣＯＳＭＩＣ（Ｃａｔａ
ｌｏｇ　ｏｆ　Ｓｏｍａｔｉｃ　Ｍｕｔａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｃａｎｃｅｒ））に報告さ
れた。同定された突然変異としては、０．０５％対立遺伝子頻度を有するＢＲＡＦ　Ｖ６
００Ｍがあり、これにより、インプットが少ない場合であってもこのシステムが高感度で
あることが実証される。様々な突然変異の検出の結果を、それらの試料における頻度を含
め、表８に示す。
【表８】

　（実施例１４）
　ＦＦＰＥ試料由来のマルチプレックス参照ＤＮＡからの正確な突然変異の検出
【０２０９】
　試料Ｈｏｒｉｚｏｎ　ＦＦＰＥ－マルチプレックス（ＨＤ２００）から、製造業者のプ
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ロトコール（Ｃｏｖａｒｉｓ　ｔｒｕＸＴＲＡＣ（商標）ＦＦＰＥ　ＤＮＡ　Ｋｉｔ）に
従ってＤＮＡを抽出した。ＦＦＰＥ　ｇＤＮＡ１３０μｌを、Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０
　ｓｏｎｉｃａｔｏｒを使用して超音波処理して、およそ１５０ｂｐの断片サイズを得た
（Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０の設定：ピーク入射電力＝１７５Ｗ、デューティ比＝１０％
、バースト当たりのサイクル＝２００、処理時間＝４３０秒）。１１μｌ体積のＤＮＡ５
０ｎｇを９５℃で３０秒変性させた。Ｈ２Ｏ、１０．５μｌ、リガーゼ緩衝液（ＮＥＢ　
Ｂ０２０２Ｓ）２．５μｌ、およびＴ４　Ｐｏｌｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｋｉｎａｓｅ
（ＮＥＢ　Ｍ０２０１Ｓ）１μｌを添加した。リン酸化のために反応物を３７℃で３０分
インキュベートした。
【０２１０】
　試料をライゲーションし、次いで、Ｏｌｉｇｏ　Ｃｌｅａｎ＆Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏ
ｒ（Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）を用いて精製した。エキソヌクレアーゼ処理後に結合
ミックス（１０ｍＭのＴｒｉｓ、３０μｌ、オリゴ結合緩衝液１００μｌ、１００％エタ
ノール４００μｌ）をライゲーション反応物に添加し、ボルテックスによって混合し、手
短に回転させた。試料をＺｙｍｏ－スピンカラムにローディングし、１０，０００×ｇ超
で３０秒回転させた。カラムをＤＮＡ洗浄緩衝液７５０μｌで洗浄し、１４，０００×ｇ
で１分遠心分離した。１０ｍＭのＴｒｉｓ、１５μｌを用い、１０，０００×ｇ超で３０
秒遠心分離することによってＤＮＡを溶出した。
【０２１１】
　試料を実施例１３におけるステップ５～１１に従ってさらに処理し、分析した。結果を
表９に要約する。Ｈｏｒｉｚｏｎ’ｓ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｍｕｔａｔｉｏｎ　ｓｔａｎ
ｄａｒｄ　ＤＮＡにおける９つの突然変異の表示はこのプロセスによってほぼ保持された
が、ＤＮＡの数量は少なくとも６００倍に増加した。
【表９】

　（実施例１５）
　がん突然変異細胞株ｇＤＮＡ多量体からの低頻度突然変異の検出
【０２１２】
　本実施例では、超音波処理したゲノムＤＮＡをライゲーションして多量体を形成し、次
いで、それを増幅、断片化、および分析に供した。図２５は、このプロセスの例を説明す
る。
【０２１３】
　ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅ突然変異を含有するメラノーマ細胞株ＳＫ－－ｍｅｌ－２８（Ａ
ＴＣＣ）由来のｇＤＮＡを参照ｇＤＮＡ（１２８７８　Ｃｏｒｉｅｌｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕ
ｔｅ）と混合して、１％ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅを実現した。ＤＮＡを実施例１４と同様に
超音波処理して、およそ１５０ｂｐの断片サイズを得た。１１μｌ体積のＤＮＡ１００ｎ
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ｇを９５℃で３０秒変性させ、Ｈ２Ｏ、１０．５μｌ、リガーゼ緩衝液（ＮＥＢ　Ｂ０２
０２Ｓ）２．５μｌ、およびＴ４　Ｐｏｌｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｋｉｎａｓｅ（ＮＥ
Ｂ　Ｍ０２０１Ｓ）１μｌを添加し、その後、３７℃で３０分インキュベートしてＤＮＡ
をリン酸化した。
【０２１４】
　Ｏｌｉｇｏ　Ｃｌｅａｎ＆Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏｒ（Ｚｙｍｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）
を用いて試料を精製した。これは、エキソヌクレアーゼ処理後に結合ミックス（１０ｍＭ
のＴｒｉｓ、２５μｌ、オリゴ結合緩衝液１００μｌ、１００％エタノール４００μｌ）
をライゲーション反応に添加することを含んだ。これをボルテックスによって混合し、手
短に回転させた。Ｚｙｍｏ－スピンカラムをローディングし、１０，０００×ｇ超で３０
秒回転させ、ＤＮＡ洗浄緩衝液７５０μｌで洗浄し、１４，０００×ｇで１分遠心分離し
た。１０ｍＭのＴｒｉｓ、１５μｌを用い、１０，０００×ｇ超で３０秒遠心分離するこ
とによってＤＮＡを溶出した。
【０２１５】
　ライゲーションするために、４μｌ体積のＤＮＡ６ｎｇを１０×末端修復緩衝液（Ｅｎ
ｙｚｙｍａｔｉｃｓ）０．４５μｌ、２５ｍＭのｄＮＴＰ、０．０５μｌ、１０ｍＭのＡ
ＴＰ、０．５μｌ、Ｅｎｄ　ｒｅｐａｉｒ　ｅｎｚｙｍｅ　ｍｉｘ（Ｅｎｙｚｙｍａｔｉ
ｃｓ）、および２０００単位／μｌのＴ４リガーゼと混合した。反応物を２５℃で３０分
、その後、７５℃で２０分インキュベートした。
【０２１６】
　全ゲノム増幅を、Ｒｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ　Ｇｅｎｏｍｉｐｈｉ　Ｖ３　ＤＮＡ　ａｍ
ｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（ＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）を用いて実施した。Ｈ

２Ｏ、８μｌおよび精製されたライゲーション物１０μｌを、２×変性緩衝液１０μｌと
混合した。ＤＮＡを９５℃で３分変性させ、次いで、氷上で４℃まで冷却した。変性ＤＮ
Ａ２０μｌをＷＧＡプレミックスに添加し、３０℃で１．５時間インキュベートし、その
後、６５℃で１０分不活化した。
【０２１７】
　次いで、増幅反応物を、Ａｇｅｎｃｏｕｒｔ　ＡＭＰｕｒｅ　ＸＰ　Ｐｕｒｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ（１．６×）（Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ）を使用して浄化した。１０ｍ
ＭのＴｒｉｓ、３０μｌおよびＡＭｐｕｒｅビーズ８０μｌをＷＧＡ反応物２０μｌに添
加した。これを室温で２分インキュベートした。チューブを磁石台に置き、２分インキュ
ベートした。上清を取り出し、廃棄した。ビーズをエタノール（８０％）２００μｌで２
回洗浄し、次いで、５分風乾させた。１０ｍＭのＴｒｉｓ、ｐＨ８．０、２００μｌを用
いてＤＮＡを溶出した。次いで、ＷＧＡ産物１３０μｌを、Ｃｏｖａｒｉｓ　Ｓ２２０　
ｓｏｎｉｃａｔｏｒを使用して断片化して、およそ４００ｂｐの断片サイズを得た（Ｃｏ
ｖａｒｉｓ　Ｓ２２０の設定：ピーク入射電力＝１４０Ｗ、デューティ比＝１０％、バー
スト当たりのサイクル＝２００、処理時間＝５５秒）。
【０２１８】
　ＢｉｏＲａｄ　Ｐｒｉｍｅ　ＰＣＲ　ｄｄＰＣＲ　ｍｕｔａｔｉｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉ
ｏｎ　ａｓｓａｙを使用したｄｄＰＣＲによって突然変異を検出した。突然変異－検出ｄ
ｄＰＣＲ反応物は、室温でＰＣＲチューブ中に集合させた（増幅されたＤＮＡ８０ｎｇ、
プローブ用の２×ｄｄＰＣＲスーパーミックス１０μｌ、２０×標的（ＢＲＡＦ　Ｖ６０
０Ｅ、ＢｉｏＲａｄ）プライマー（９μＭ）／プローブ（ＦＡＭ；５μＭ）１μｌ、２０
×野生型プライマー（９μＭ）／プローブ（ＨＥＸ；５μＭ）１μｌ、ＤＮＡ試料（５０
ｎｇ）８μｌ。反応物を５回ピペッティングすることによって混合し、次いで、液滴発生
剤カートリッジに移した。ＱＸ２００液滴発生剤を使用して液滴を生じさせ、９６ウェル
のＰＣＲプレートに移し、以下のＰＣＲプログラムを使用して増幅した：９５℃で１０分
；［９４℃で３０秒、５５℃で１分］を４０サイクル；９８℃で１０分。ＰＣＲ反応プレ
ートをＱＸ２００液滴リーダーに移して結果を数量化した。インプットＤＮＡに基づいて
、ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅ突然変異の予測される頻度は１％であった。このライゲーション
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および増幅手順により、この頻度はほぼ維持されたが（ｄｄＰＣＲ分析に従って１．４１
％）、ＤＮＡの数量は約２００倍に増加した。
【０２１９】
　本発明の好ましい実施形態が本明細書において示され、記載されているが、そのような
実施形態が単に例として提供されていることは当業者には明白であろう。当業者は、本発
明から逸脱することなく多数の変形、変化および置換をすぐに思いつくであろう。本明細
書に記載の本発明の実施形態に対する種々の代替を、本発明の実施において使用すること
ができることが理解されるべきである。以下の特許請求の範囲が本発明の範囲を定義する
こと、ならびにこれらの特許請求の範囲に入る方法および構造ならびにそれらの等価物が
それにより包含されることが意図されている。

【図１】 【図２】
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