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(57)【要約】
【課題】テロメラーゼ阻害のための改変オリゴヌクレオチドを提供すること。
【解決手段】脂質部分と共有結合するオリゴヌクレオチド部分を含む化合物が、開示され
る。上記オリゴヌクレオチド部分は、ヒトテロメラーゼのＲＮＡ成分に相補的な配列を含
む。上記化合物は、細胞において高い効力でテロメラーゼ活性を阻害し、そして優れた細
胞取り込み特性を有する。このことは、上記非改変形態と比較して、より少ない量の結合
オリゴヌクレオチドの使用で、同等の生物学的効果を獲得し得ることを意味する。本発明
の組成物および方法は、オリゴヌクレオチドおよび少なくとも１つの共有結合した脂質基
を含む、テロメラーゼ阻害化合物に関する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
明細書中に記載の発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、テロメラーゼの阻害のために有用な化合物に関する。より具体的には、本発
明は、改変オリゴヌクレオチドを提供し、それはテロメラーゼのＲＮＡ成分を標的とし、
そして増強された細胞取り込み特性を有する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　（治療用適用のためのオリゴヌクレオチドの開発）
　核酸の医療用の使用には、大きな関心がある。例えば、アンチセンス、リボザイム、ア
プタマー、およびＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）技術はすべて、潜在的な治療用適用のために開
発されてきた。インビボ送達のための核酸（特にオリゴヌクレオチド）の設計は、結合強
度、標的特異性、血清安定性、ヌクレアーゼに対する耐性、および細胞取り込みを含む種
々の因子の考慮を必要とする。インビボ使用に適切な特性を有するオリゴヌクレオチドを
製造するために、多くのアプローチ（例えば、改変骨格化学、送達ビヒクルにおける調合
、および多くの他の部分への結合）が提唱された。全身送達に適した特性を有する治療用
オリゴヌクレオチドは、特に有益である。
【０００３】
　改変された化学的骨格を持つオリゴヌクレオチドは、Ｍｉｃｋｌｅｆｉｅｌｄ、Ｂａｃ
ｋｂｏｎｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａｃｉｄｓ：　ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｓ，ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ，Ｃｕｒｒ．Ｍｅｄ．Ｃｈｅｍ．、８（１０）：１１５７－７９、２００１、
およびＬｙｅｒら、Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ－－ｓｙｎｔ
ｈｅｓｉｓ，ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｃｕｒｒ．Ｏ
ｐｉｎ．Ｍｏｌ．Ｔｈｅｒ．、１（３）：３４４－３５８、１９９９において概説される
。
【０００４】
　改変骨格化学の例としては：
　・ペプチド核酸（ＰＮＡ）（Ｎｉｅｌｓｅｎ、Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．、
２０８：３－２６、２００２を参照のこと）、
　・ロックド（ｌｏｃｋｅｄ）核酸（ＬＮＡ）（Ｐｅｔｅｒｓｏｎ　＆　Ｗｅｎｇｅｌ、
Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．、２１（２）：７４－８１、２００３を参照のこ
と）、
　・ホスホロチオネート（Ｅｃｋｓｔｅｉｎ、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａ
ｃｉｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ．、１０（２）：１１７－２１、２０００を参照）、
　・メチルホスホネート（Ｔｈｉｖｉｙａｎａｔｈａｎら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、
４１（３）：８２７－３８、２００２を参照のこと）、
　・ホスホラミデート（Ｇｒｙａｚｎｏｖら、Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔ
ａ、１４８９（１）：１３１－４０、１９９９；Ｐｒｕｚａｎら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃ
ｉｄｓ　Ｒｅｓ．、３０（２）：５５９－６８、２００２を参照のこと）および、
　・チオホスホラミデート（Ｇｒｙａｚｎｏｖら、Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ　Ｎｕｃｌｅ
ｏｔｉｄｅｓ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ、２０（４－７）：４０１－１０、２００１
；Ｈｅｒｂｅｒｔら、Ｏｎｃｏｇｅｎｅ、２１（４）：６３８－４２、２００２を参照の
こと）
が挙げられる。
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【０００５】
　オリゴヌクレオチドのこれらの型の各々について、利点および不都合な点が報告されて
いる。例えば、ペプチド核酸（ＰＮＡ）は、試験培養において、優れたヌクレアーゼ耐性
および優れた結合強度を示すが、細胞取り込みを減少させ；ホスホロチオネートは、優れ
たヌクレアーゼ耐性および優れた溶解度を示すが、それらはＰ－キラル混合物として典型
的に合成され、そしていくらかの配列非特異的な生物学的効果を表し；メチルホスホネー
トは、優れたヌクレアーゼ耐性および優れた細胞取り込みを示すが、それらもまたＰ－キ
ラル混合物として典型的に合成され、そして二重鎖の安定性を減少させる。Ｎ３’→Ｐ５
’ホスホラミデートのヌクレオシド間結合は、有利な結合特性、有利なヌクレアーゼ耐性
、および有利な溶解度を示すと報告されている（ＧｒｙａｚｎｏｖおよびＬｅｔｓｉｎｇ
ｅｒ、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、２０：３４０３－３４０９、１
９９２；Ｃｈｅｎら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、２３：２６６１
－２６６８、１９９５；Ｇｒｙａｚｎｏｖら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．
、９２：５７９８－５８０２、１９９５；Ｓｋｏｒｓｋｉら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃ
ａｄ．Ｓｃｉ．、９４：３９６６－３９７１、１９９７）。しかしながら、Ｎ３’→Ｐ５
’ホスホラミデートのヌクレオシド間結合はまた天然のホスホジエステル対応物と比較し
、増加した酸不安定性を示す（Ｇｒｙａｚｎｏｖら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ、２４：１５０８－１５１４、１９９６）。オリゴヌクレオチドの酸安定性
は、オリゴヌクレオチド剤を経口治療剤として使用する望みを考慮に入れると、重要な性
質である。Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミデートオリゴヌクレオチドにおける骨格への硫
黄原子の付加は、増強された酸安定性を与える。
【０００６】
　多くの他の治療用化合物と同様に、オリゴヌクレオチドのポリアニオン性質は、化合物
の脂質膜を通過する能力を低下させ、細胞取り込みの効率を制限する。治療剤の細胞取り
込みを増加させるために、種々の解決策が提唱されている（リポソームでの処方（概説と
して、Ｐｅｄｒｏｓｏ　ｄｅ　Ｌｉｍａら、Ｃｕｒｒ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ、１０（１４）
：１２２１－１２３１、２００３およびＭｉｌｌｅｒ、Ｃｕｒｒ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ．、
１０（１４）：１１９５－２１１、２００３を参照のこと）、および親油性部分との結合
を含む）。上記親油性部分との結合の手法の例としては：米国特許第５，４１１，９４７
号（Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　ａ　ｄｒｕｇ　ｔｏ　ａｎ　ｏｒａｌ
ｌｙ　ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｆｏｒｍ　ｂｙ　ｃｏｖａｌｅｎｔｌｙ　ｂｏｎｄｉｎｇ　
ａ　ｌｉｐｉｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｄｒｕｇ）；米国特許第６，４４８，３９２号（Ｌｉｐ
ｉｄ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　ｏｆ　ａｎｔｉｖｉｒａｌ　ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ：
ｌｉｐｏｓｏｍａｌ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｕｓ
ｅ）；米国特許第５，４２０，３３０号（Ｌｉｐｏ－ｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄｉｔｅｓ
）；米国特許第５，７６３，２０８号（Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　ｔ
ｈｅｉｒ　ａｎａｌｏｇｓ　ｃａｐａｂｌｅ　ｏｆ　ｐａｓｓｉｖｅ　ｃｅｌｌ　ｍｅｍ
ｂｒａｎｅ　ｐｅｒｍｅａｔｉｏｎ）；Ｇｒｙａｚｎｏｖ　＆　Ｌｌｏｙｄ、Ｎｕｃｌｅ
ｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、２１：５９０９－５９１５、１９９３（Ｃｈｏｌ
ｅｓｔｅｒｏｌ－ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ）；米国特
許第５，４１６，２０３号（Ｓｔｅｒｏｉｄ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅ
ｏｔｉｄｅｓ）；ＷＯ　９０／１０４４８（Ｃｏｖａｌｅｎｔ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ　
ｏｆ　ｌｉｐｉｄ　ａｎｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ）；Ｇｅｒｓｔｅｒら、Ａ
ｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、２６２：１７７－１８４（１９９８）
（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ａｎｔｉｓ
ｅｎｓｅ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｆｌｕｉ
ｄｓ　ｕｓｉｎｇ　ｃａｔｉｏｎｉｃ　ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｆｏｒ　ｓｏｌｉ
ｄ－ｐｈａｓｅ　ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ）；Ｂｅｎｎｅｔら、Ｍｏｌ．Ｐｈａｒｍａｃｏ
ｌ．、４１：１０２３－１０３３（１９９２）（Ｃａｔｉｏｎｉｃ　ｌｉｐｉｄｓ　ｅｎ
ｈａｎｃｅ　ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｕｐｔａｋｅ　ａｎｄ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ｐｈ
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ｏｓｐｈｏｒｏｔｈｉｏａｔｅ　ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ
ｓ）；Ｍａｎｏｈａｒａｎら、Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ａｎｄ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ
　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｖ．、１２：１０３－１２８（２００２）（Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅ　ｃｏｎｊｕｇａｔｅｓ　ａｓ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ｄｒ
ｕｇｓ　ｗｉｔｈ　ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｕｐｔａｋｅ，ｂｉｏｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ
，ｔａｒｇｅｔｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ａｎｄ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　ａｃｔｉ
ｏｎ）；およびＦｉｅｄｌｅｒら、Ｌａｎｇｅｎｂｅｃｋ’ｓ　Ａｒｃｈ．Ｓｕｒｇ．、
３８３：２６９－２７５（１９９８）（Ｇｒｏｗｔｈ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐ
ａｎｃｒｅａｔｉｃ　ｔｕｍｏｒ　ｃｅｌｌｓ　ｂｙ　ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ａｎｔｉｓｅ
ｎｓｅ　ｏｌｉｇｏｄｅｏｘｙｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ）が、挙げられる。
【０００７】
　（治療標的としてのテロメラーゼ）
　テロメラーゼは、染色体末端へのテロメア反復配列の付加を触媒するリボ核タンパク質
である（Ｂｌａｃｋｂｕｒｎ、１９９２、Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．、６１：１
１３－１２９を参照のこと）。テロメア、テロメラーゼ、細胞老化および癌の間の関連を
記載する刊行物の広範な本文が存在する（一般的概説として、Ｏｎｃｏｇｅｎｅ、第２１
巻、２００２年１月、（テロメラーゼに焦点を当てる学術誌の発行全体）を参照のこと）
。したがって、テロメラーゼは、癌治療剤のための優れた標的として同定されている（Ｌ
ｉｃｈｓｔｅｉｎｅｒら、Ａｎｎａｌｓ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．、８８
６：１－１１、１９９９を参照のこと）。
【０００８】
　ヒトテロメラーゼのタンパク質およびヒトテロメラーゼのＲＮＡ成分の両方をコードす
る遺伝子は、クローニングおよび配列決定されており（それぞれ米国特許第６，２６１，
８３６号および米国特許第５，５８３，０１６号のそれぞれを参照のこと）、そしてテロ
メラーゼインヒビターの探索において多大な努力が費やされた。今日までに同定されたテ
ロメラーゼインヒビターとしては、低分子化合物およびオリゴヌクレオチドが挙げられる
。種々の刊行物は、テロメラーゼタンパク質成分をコードするｍＲＮＡ（そのヒトでの形
態は、ヒトテロメラーゼ逆転写酵素もしくはｈＴＥＲＴとして公知）、またはテロメラー
ゼホロ酵素のＲＮＡ成分（そのヒトでの形態は、ヒトテロメラーゼＲＮＡもしくはｈＴＲ
として公知）のいずれかを標的とする、テロメラーゼを阻害するためのオリゴヌクレオチ
ドの使用を記載する。上記ｈＴＥＲＴ　ｍＲＮＡを標的とするオリゴヌクレオチドは、一
般に、それらが上記ｍＲＮＡに結合し、そのｍＲＮＡの破壊を生じ、それゆえ、ｈＴＥＲ
Ｔタンパク質の生成を妨げる、という点で従来のアンチセンス薬物として作用すると考え
られている（例えば、米国特許第６，４４４，６５０号を参照のこと）。ｈＴＲを標的と
するあるオリゴヌクレオチドは、テロメラーゼホロ酵素内に存在するｈＴＲ分子に結合す
るように設計され、それゆえ、酵素機能を崩壊させる（例えば、米国特許第６，５４８，
２９８号を参照のこと）。テロメラーゼ活性を低減もしくは除去するように設計された、
種々のオリゴヌクレオチドを記載する出版物の例としては、以下が挙げられる：
　米国特許第６，４４４，６５０号（Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　
ｆｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｎｇ　ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　
ｒｅｖｅｒｓｅ　ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔａｓｅ）；
　米国特許第６，３３１，３９９号（Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ　ｏｆ
　ｔｅｒｔ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）；
　米国特許第６，５４８，２９８号（Ｍａｍｍａｌｉａｎ　ｔｅｒｏｍｅｒａｓｅ）；
　Ｖａｎ　Ｊａｎｔａ－Ｌｉｐｉｎｓｋｉら、Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ　Ｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅｓ、１８（６－７）：１７１９－２０、１９９９（Ｐｒｏｔｅｉｎ　ａｎｄ　ＲＮ
Ａ　ｏｆ　ｈｕｍａｎ　ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　ａｓ　ｔａｒｇｅｔｓ　ｆｏｒ　ｍｏｄ
ｉｆｉｅｄ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ）；
　Ｇｒｙａｚｎｏｖら、Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ　Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　Ｎｕｃｌｅ
ｉｃ　Ａｃｉｄｓ、２０：４０１－４１０、２００１（Ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　ｉｎｈｉ
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ｂｉｔｏｒｓ－ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄａｔｅｓ　
ａｓ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｇｅｎｔｓ）；
　Ｈｅｒｂｅｒｔら、Ｏｎｃｏｇｅｎｅ、２１（４）：６３８－４２、２００２（Ｏｌｉ
ｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｎ３’→Ｐ５’　ｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄａｔｅｓ　ａｓ
　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ）；
　Ｐｒｕｚａｎら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、３０（２）：５５
９－５６８、２００２（Ａｌｌｏｓｔｅｒｉｃ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ　ｏｆ　ｔｅｌｏ
ｍｅｒａｓｅ：　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｎ３’－Ｐ５’　ｐｈｏｓｐｈｏｒ
ａｍｉｄａｔｅｓ）；
　ＰＣＴ公開　ＷＯ　０１／１８０１５（Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｎ３’－Ｐ
５’　ｔｈｉｏｐｈｏｓｐｈｏｒａｍｉｄａｔｅｓ：　ｔｈｅｉｒ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ
　ａｎｄ　ｕｓｅ）；および
　Ａｓａｉら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、６３：３９３１－３９３９、２００３
（Ａ　ｎｏｖｅｌ　ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　ｔｅｍｐｌａｔｅ　ａｎｔａｇｏｎｉｓｔ（
ＧＲＮ１６３）ａｓ　ａ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ａｎｔｉｃａｎｃｅｒ　ａｇｅｎｔ）。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（発明の要旨）
　本発明の組成物および方法は、オリゴヌクレオチドおよび少なくとも１つの共有結合し
た脂質基を含む、テロメラーゼ阻害化合物に関する。本発明の化合物は、非改変オリゴヌ
クレオチドと比較して、優れた細胞取り込み特性を有する。これは、上記非改変形態と比
較して、より少ない量の結合オリゴヌクレオチドの使用で、同等の生物学的効果を獲得し
得ることを意味する。ヒトの治療用の設定に適用される場合、このことは毒性危険性の低
減、および費用節約に言い換えられ得る。本発明の化合物は、細胞（癌細胞を含む）にお
いてテロメラーゼを阻害し、それによる効果は、上記細胞の増殖を阻害することである。
したがって、本発明の化合物の第一の適用は、癌治療としての適用であり、そして本発明
は、このように利用し得る上記化合物の薬学的な処方を提供する。
　本発明は例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
以下の構造：
　　Ｏ－（ｘ－Ｌ）ｎ

を含む化合物であって、
　Ｏは、ヒトテロメラーゼＲＮＡ配列（配列番号１）に対して相補的な、少なくとも５塩
基を含む、オリゴヌクレオチドであり；
　ｘは、任意のリンカーであり；
　Ｌは、脂質部分であり；
　そしてｎは、１～５の整数であり、ｎ＞１である場合、各々の（ｘ－Ｌ）成分は独立し
て選択される、化合物。
（項目２）
項目１に記載の化合物であって、Ｏは、ヒトテロメラーゼＲＮＡ配列（配列番号１）に対
して相補的な、少なくとも１０塩基を含む、化合物。
（項目３）
項目２に記載の化合物であって、Ｌは、置換脂肪酸、非置換脂肪酸およびステロールから
なる群より選択される脂質を含む、化合物。
（項目４）
項目３に記載の化合物であって、Ｌは、フッ素で置換された脂肪酸である、化合物。
（項目５）
項目２に記載の化合物であって、Ｌは、置換炭化水素もしくは非置換炭化水素である、化
合物。
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（項目６）
項目５に記載の化合物であって、Ｌは、フッ素で置換された炭化水素である、化合物。
（項目７）
項目１に記載の化合物であって、ｎ＝１であり、そして前記ｘ－Ｌ成分は、前記オリゴヌ
クレオチドＯの５’末端に対して共有結合する、化合物。
（項目８）
項目１に記載の化合物であって、ｎ＝１であり、そして前記（ｘ－Ｌ）成分は、前記オリ
ゴヌクレオチドＯの３’末端に対して共有結合する、化合物。
（項目９）
項目１に記載の化合物であって、ｎ＝２であり、１つの独立して選択された（ｘ－Ｌ）成
分は前記５’末端に共有結合し、そして１つの独立して選択された（ｘ－Ｌ）成分は前記
３’末端に共有結合する、化合物。
（項目１０）
項目１に記載の化合物であって、ｎ＝１であり、そして前記（ｘ－Ｌ）成分は前記オリゴ
ヌクレオチドＯの核酸塩基に共有結合する、化合物。
（項目１１）
項目１に記載の化合物であって、前記オリゴヌクレオチドＯのヌクレオシド間の結合は、
Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミデート結合である、化合物。
（項目１２）
項目１に記載の化合物であって、前記オリゴヌクレオチドＯのヌクレオシド間の結合は、
Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミデート結合である、化合物。
（項目１３）
項目１に記載の化合物であって、オリゴヌクレオチドＯは、ヒトテロメラーゼＲＮＡ配列
（配列番号１）に対して相補的な、少なくとも１０塩基を含む、化合物。
（項目１４）
項目１に記載の化合物であって：
　前記オリゴヌクレオチドＯのヌクレオシド間の結合は、Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミ
デート結合であり；
　Ｏの配列は、ヒトテロメラーゼＲＮＡ配列（配列番号１）に対して相補的な、少なくと
も１２塩基を含み；
　ｎ＝１であり；
　（ｘ－Ｌ）は、Ｏの５’末端もしくは３’末端に共有結合し；そして、
　Ｌは、脂肪酸である、化合物。
（項目１５）
項目１４に記載の化合物であって、ｘは、グリセロールリンカーもしくはアミノグリセロ
ールリンカーである、化合物。
（項目１６）
項目１５に記載の化合物であって、該化合物の構造は、以下：
【化１】

である、化合物。
（項目１７）
項目１４に記載の化合物であって、Ｌは、アミド結合を通じて前記オリゴヌクレオチドＬ
の３’末端に直接的に結合する、化合物。
（項目１８）
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項目１７に記載の化合物であって、該化合物の構造は、以下：
【化２】

である、化合物。
（項目１９）
テロメラーゼ酵素の活性を阻害する方法であって、該方法は、該テロメラーゼ酵素と項目
１に記載の化合物とを接触させる工程を包含する、方法。
（項目２０）
細胞内においてテロメラーゼ酵素の活性を阻害する方法であって、該方法は、該細胞と項
目１に記載の化合物とを接触させる工程を包含する、方法。
（項目２１）
項目２０に記載の方法であって、前記細胞は、癌細胞である、方法。
（項目２２）
癌細胞の増殖を阻害する方法であって、該方法は、該細胞と項目１に記載の化合物とを接
触させる工程を包含する、方法。
（項目２３）
薬学的に受容可能な賦形剤で処方される、項目１に記載の化合物を含む、薬学的組成物。
（項目２４）
医療における、項目１に記載の化合物の使用。
（項目２５）
癌を処置するための、項目１に記載の化合物の使用。
【００１０】
　本発明の化合物は、以下の式：
　　Ｏ－（ｘ－Ｌ）ｎ

により表され得、Ｏはオリゴヌクレオチドを表し、ｘは任意のリンカー基であり、Ｌは脂
質部分を表し、そしてｎは１～５の整数である。代表的には、ｎ＝１もしくはｎ＝２であ
るが、ｎ＞１である場合、それぞれの脂質部分Ｌは独立して選択される。上記脂質部分は
、代表的には、３’末端および５’末端のうちの１つ（もしくはｎ＝２の場合、それぞれ
）においてオリゴヌクレオチドに共有結合するが、他の部位（１つもしくはそれ以上の塩
基を含む）にも結合し得る。
【００１１】
　上記脂質基Ｌは、代表的には、脂肪族炭化水素もしくは脂肪酸（炭化水素および脂肪酸
の誘導体を含む）であり、例えば、１４個～２０個の炭素を有する飽和直鎖化合物（例え
ば、ミリスチン酸（Ｃ１４、テトラデカン酸としても公知）、パルミチン酸（Ｃ１６、ヘ
キサデカン酸として公知）、およびステアリン酸（Ｃ１８、オクタデカン酸として公知）
）であり、およびそれらの脂肪族炭化水素形態の相当物、テトラデカン、ヘキサデカンお
よびオクタデカンに加えて、誘導体（アミンおよびアミド誘導体）である。使用され得る
他の適切な脂質基の例は、ステロール（例えば、コレステロール）、および置換脂肪酸お
よび置換炭化水素であり、特に、これらの基のポリフッ化形態である。オリゴヌクレオチ
ド成分Ｏは、リボ核酸またはデオキシリボ核酸、あるいはそれらの改変形態であり、そし
て核酸塩基を連結する結合は、任意の適合する化学的作用（例えば、以下のものが挙げら
れるが、これらに限定されない：ホスホジエステル結合；ホスホトリエステル結合；メチ
ルホスホネート結合；Ｐ３’→Ｎ５’ホスホラミデート結合；Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミ
デート結合；Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミデート結合；およびホスホロチオエート結合
）によりなされ得る。Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミデート化学およびＮ３’→Ｐ５’チオホ
スホラミデート化学が、好ましい。上記オリゴヌクレオチド成分Ｏの配列は、テロメラー
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ゼＲＮＡ成分の配列の選択された「標的」領域に対して相補的（好ましくは、正確に相補
的）である、少なくとも１つの配列領域を含む。特定の実施形態において、上記オリゴヌ
クレオチド成分Ｏの配列は、ヒトテロメラーゼＲＮＡ成分の以下の領域：ｈＴＲ（この配
列は、配列番号１において提供される）４６～５６、１３７～１９６、２９０～３１９、
および３５０～３８０の、１つの領域内の配列に相補的である、配列領域を含む。ｈＴＲ
のある領域に対して正確に相補的であるＯ成分内の配列の長さは、好ましくは少なくとも
５塩基であり、より好ましくは少なくとも８塩基であり、さらにより好ましくは少なくと
も１０塩基である。さらなる配列領域が、ｈＴＲに対して必ずしも相補的ではないＯ成分
に付加され得るが、これらはさらなる有利な機能を提供し得る。
【００１２】
　本発明の例示的な化合物としては、以下の構造で示される化合物が挙げられ、Ｏ成分は
Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミデートのヌクレオシド間結合を有し、そしてｈＴＲ（配列
番号１）の第４２塩基～第５４塩基と正確に相補的である。第１の例示的な構造：
【００１３】

【化３】

において、脂質部分であるＬは、パルミトイルアミド（パルミチン酸に由来する）であり
、アミノグリセロールリンカーを通じて、オリゴヌクレオチドＯの５’チオリン酸基に結
合する。第２の例示的な構造：
【００１４】
【化４】

において、Ｌは、オリゴヌクレオチドの３’アミノ基を通じて、パルミトイルアミドに結
合する。
【００１５】
　本発明の化合物（これらの例示的な化合物を含む）は、対応する非改変オリゴヌクレオ
チドと比較して、優れた細胞取り込み特性を有し、それゆえ、細胞のテロメラーゼ活性の
より効果的なインヒビターであることが示される。これらの特性の結果として、本発明の
化合物は、癌細胞増殖の極めて効果的なインヒビターである。
【００１６】
　本発明の化合物は、テロメラーゼ酵素の活性を阻害するための方法において使用され得
る。このような方法は、テロメラーゼ酵素と本発明の化合物とを接触させる工程を包含す
る。本発明の化合物は、テロメラーゼを発現する細胞においてテロメラーゼを阻害し、そ
れにより、そのような細胞の増殖を阻害するためにも使用され得る。このような方法は、
テロメラーゼ活性を有する細胞と本発明の化合物とを接触させる工程を包含する。このよ
うに処理された細胞は、インビトロでの細胞であってもインビボでの細胞であっても、一
般にテロメラーゼ短縮を起こし、そして増殖を中止する。癌細胞は長期間の増殖のために
テロメラーゼ活性を必要とするので、本発明の化合物は、癌細胞の増殖を阻害するのに特
に有用であり、そして癌を処置するための治療用適用で使用され得る。
【００１７】
　したがって、本発明の局面は、医療での使用のため（そして特に癌の処置における使用
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のため）に本明細書中に記載されるような化合物を含む。
【００１８】
　本明細書中ではまた、薬学的組成物を提供し、それは、薬学的に受容可能な賦形剤で処
方される本発明によるオリゴヌクレオチド結合体を含む。
　（配列表）
　添付の配列表の配列番号１は、ヒトテロメラーゼＲＮＡ成分（ｈＴＲ）（Ｆｅｎｇら、
Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６９（５２２８）：１２３６－１２４１、１９９５、およびＧｅｎＢ
ａｎｋ、登録番号Ｕ８６０４６、もまた参照のこと）を提供する。種々のオリゴヌクレオ
チド（それらの配列は、配列番号１の中に含まれる領域に相補的である）は、それらが相
補的である配列番号１の中の配列の位置を参照することにより、本開示全体にわたって参
照される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１－１】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－２】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－３】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－４】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－５】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－６】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－７】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図１－８】図１は、本発明の化合物中のオリゴヌクレオチドに対する、種々の脂質Ｌ基
の結合の例を示す。
【図２－１】図２は、本発明の化合物のための例示的な合成手順の図式を示す。図２Ａ、
図２Ｂおよび図２Ｃは、脂質部分がオリゴヌクレオチドの３’末端に結合する化合物の生
成のために使用され得る、合成手順を示す。図２Ｃに示されるスキームは、脂質アルデヒ
ドで開始する還元的アミノ化の開始を示し；これは脂質基とオリゴヌクレオチドとの間に
アミン結合を生成し（上の図式Ｂを参照のこと）、出発物質が脂肪酸のカルボン酸、酸無
水物または酸塩化物形態である図２Ａに示されるスキームとは対照的に、結果アミド結合
の形成を生じる（上の図式Ａを参照のこと）。図２Ｂは、３’チオホスホラミデート結合
を生成するのに適切なスキームを示す。この例において、アミノグリセロールリンカー配
列（Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－ＮＨＣ（Ｏ））－が示されるが、この合成が、このような
リンカーを用いずに、または代替のリンカー配列を用いて、利用され得ることが、理解さ
れる。図２Ｄは、脂質部分がリン酸基（または、Ｘ＝Ｓである場合はチオリン酸）を通じ
てオリゴヌクレオチドの５’末端に結合する化合物の生成のために使用され得る、合成手
順を示す。これらの図式において、オリゴヌクレオチドの３’末端はアミノ基として示さ
れ、チオホスホラミデート（Ｘ＝Ｓ）化学およびホスホラミデート（Ｘ＝Ｏ）化学の好ま
しいオリゴヌクレオチド結合と一致する。図２Ｅは、脂質基で改変された例示的な保護塩
基（この場合は、テトラデシルに結合することにより改変されたグアノシン）を示し、そ
れは１つ以上の脂質基が１つ以上の核酸塩基に共有結合するオリゴヌクレオチドの調製の
ための、標準的なオリゴヌクレオチド合成手順において使用され得る。図２において、以
下の略語を適用する：　ｉ＝Ｃｌ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／（ｉ－Ｐｒ）２ＮＥｔ、またはＨ
Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／Ｃ．Ａ、または［Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’］２Ｏ／（ｉ－Ｐｒ）２ＮＥ
ｔ　ｉｉ＝ＤＭＴＯ－ＣＨ２ＣＨＯ（ＣＥＯ－Ｐ［Ｎ（ｉ－Ｐｒ）２］）－ＣＨ２－ＮＨ
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Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／Ｔｅｔｒ　ｉｉｉ＝オリゴヌクレオチド鎖伸長　ｉｖ＝Ｒ’’－ＨＣ
＝Ｏ＋［Ｈ］　Ｒ＝５’－ＣＰＧ－支持Ｐ，Ｎ－保護オリゴヌクレオチド　Ｒ’＝脱保護
ＮＰ－またはＮＰＳ－オリゴヌクレオチド　Ｒ’’＝脂質部分Ｌ（望ましい場合、リンカ
ーは結合され得る（結合アミノグリセロールリンカーの例としてＲ’’’を参照のこと）
）　Ｒ’’’＝－Ｏ－ＣＨ２（ＣＨＯＨ）ＣＨ２－ＮＨＣ（Ｏ）－Ｒ’’　Ｘ＝Ｏ、Ｓ；
Ｙ＝Ｈ、またはＣ（Ｏ）－Ｒ’’、Ｚ＝ＯまたはＮＨ。
【図２－２】図２は、本発明の化合物のための例示的な合成手順の図式を示す。図２Ａ、
図２Ｂおよび図２Ｃは、脂質部分がオリゴヌクレオチドの３’末端に結合する化合物の生
成のために使用され得る、合成手順を示す。図２Ｃに示されるスキームは、脂質アルデヒ
ドで開始する還元的アミノ化の開始を示し；これは脂質基とオリゴヌクレオチドとの間に
アミン結合を生成し（上の図式Ｂを参照のこと）、出発物質が脂肪酸のカルボン酸、酸無
水物または酸塩化物形態である図２Ａに示されるスキームとは対照的に、結果アミド結合
の形成を生じる（上の図式Ａを参照のこと）。図２Ｂは、３’チオホスホラミデート結合
を生成するのに適切なスキームを示す。この例において、アミノグリセロールリンカー配
列（Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－ＮＨＣ（Ｏ））－が示されるが、この合成が、このような
リンカーを用いずに、または代替のリンカー配列を用いて、利用され得ることが、理解さ
れる。図２Ｄは、脂質部分がリン酸基（または、Ｘ＝Ｓである場合はチオリン酸）を通じ
てオリゴヌクレオチドの５’末端に結合する化合物の生成のために使用され得る、合成手
順を示す。これらの図式において、オリゴヌクレオチドの３’末端はアミノ基として示さ
れ、チオホスホラミデート（Ｘ＝Ｓ）化学およびホスホラミデート（Ｘ＝Ｏ）化学の好ま
しいオリゴヌクレオチド結合と一致する。図２Ｅは、脂質基で改変された例示的な保護塩
基（この場合は、テトラデシルに結合することにより改変されたグアノシン）を示し、そ
れは１つ以上の脂質基が１つ以上の核酸塩基に共有結合するオリゴヌクレオチドの調製の
ための、標準的なオリゴヌクレオチド合成手順において使用され得る。図２において、以
下の力後が適用する：　ｉ＝Ｃｌ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／（ｉ－Ｐｒ）２ＮＥｔ、またはＨ
Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／Ｃ．Ａ、または［Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’］２Ｏ／（ｉ－Ｐｒ）２ＮＥ
ｔ　ｉｉ＝ＤＭＴＯ－ＣＨ２ＣＨＯ（ＣＥＯ－Ｐ［Ｎ（ｉ－Ｐｒ）２］）－ＣＨ２－ＮＨ
Ｃ（Ｏ）－Ｒ’’／Ｔｅｔｒ　ｉｉｉ＝オリゴヌクレオチド鎖伸長　ｉｖ＝Ｒ’’－ＨＣ
＝Ｏ＋［Ｈ］　Ｒ＝５’－ＣＰＧ－支持Ｐ，Ｎ－保護オリゴヌクレオチド　Ｒ’＝脱保護
ＮＰ－またはＮＰＳ－オリゴヌクレオチド　Ｒ’’＝脂質部分Ｌ（望ましい場合、リンカ
ーは結合され得る（結合アミノグリセロールリンカーの例としてＲ’’’を参照のこと）
）　Ｒ’’’＝－Ｏ－ＣＨ２（ＣＨＯＨ）ＣＨ２－ＮＨＣ（Ｏ）－Ｒ’’　Ｘ＝Ｏ、Ｓ；
Ｙ＝Ｈ、またはＣ（Ｏ）－Ｒ’’、Ｚ＝ＯまたはＮＨの略語を適用する。
【図３】図３および図４は、それぞれ、Ｕ２５１細胞およびＤＵ１４５細胞における、本
発明の化合物のテロメラーゼ活性を阻害する能力を示すグラフである（実施例３の全記載
を参照のこと）。これらおよび上記図Ａ、ＢおよびＣは、実施例３で記載され、そして図
９に示される化合物である。
【図４】図３および図４は、それぞれＵ２５１細胞およびＤＵ１４５細胞における、本発
明の化合物のテロメラーゼ活性を阻害する能力を示したグラフ（実施例３の全記載を参照
のこと）。これら図および以下の図Ａ、ＢおよびＣは、実施例３において記載され、そし
て図９に示される化合物である。
【図５】図５は、本発明の化合物を用いてかまたは用いずに処置した後、ヒト腫瘍異種移
植されたマウスのモデルから切り取られるヒト腫瘍細胞で実施されるＴＲＡＰアッセイの
結果を示すゲルのイメージである。
【図６】図６は、本発明の化合物を用いてかまたは用いずに処置した後、ヒト骨髄腫異種
移植片を有するマウスにおける骨髄腫タンパク質の血漿レベルを示すグラフである（実施
例５の全記載を参照のこと）。
【図７】図７および図８は、ヒト骨髄腫異種移植片を有するマウスにおける、腫瘍体積、
テロメラーゼ活性およびテロメラーゼ長への効果を示すグラフである（実施例６の全記載
を参照のこと）。
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【図８】図７および図８は、ヒト腫瘍異種移植を有し本発明の化合物を投与または投与し
なかったマウスにおける、腫瘍体積、テロメラーゼ活性およびテロメラーゼの長さに対す
る効果を示したグラフである（実施例６の全記載を参照のこと）。
【図９】図９は、実施例３～実施例７で使用された、オリゴヌクレオチド成分がチオホス
ホラミデート結合を有する、化合物Ａ、化合物Ｂおよび化合物Ｃの構造を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（詳細な説明）
　（Ａ．定義）
　「アルキル基」とは、１個～２０個の炭素原子を有するアルキル基もしくは置換アルキ
ル基（例えば、メチル、エチル、プロピルなど）をいう。低級アルキルとは、代表的には
Ｃ１～Ｃ５をいう。中級アルキル（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ａｌｋｙｌ）は、代表的
にはＣ６～Ｃ１０をいう。「アシル基」とは、ＲＣＯの構造を有する基をいい、ここでＲ
はアルキルである。低級アシルは、Ｒが低級アルキルである、アシルである。
【００２１】
　「アルキルアミン」基とは、窒素の結合したアルキル基（例えば、１－メチル１－ブチ
ルアミン（ＣＨ３ＣＨＮＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３））をいう。
【００２２】
　「アリール基」とは、５個～２０個の炭素原子を有する芳香族環基（例えば、フェニル
、ナフチル、アンスリル（ａｎｔｈｒｙｌ））をいう。または置換アリール基（例えば、
トリル、エチルフェニル、ビフェニリル、などのようなアルキル置換体もしくはアリール
置換体基）である。環の中に１個以上の窒素原子、酸素原子、もしくは硫黄原子を有する
複素環式芳香環基もまた、含まれる。
【００２３】
　「オリゴヌクレオチド」とは、約２個と約２００個との間の連続したサブユニットを有
する、リボースおよび／またはデオキシリボースヌクレオシドサブユニットポリマーをい
う。上記ヌクレオシドサブユニットは、種々のサブユニット間結合（例えば、ホスホジエ
ステル結合、ホスホトリエステル結合、メチルホスホネート結合、Ｐ３’→Ｎ５’ホスホ
ラミデート結合、Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミデート結合、Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミ
デート結合、およびホスホロチオエート結合が挙げられるが、これらに限定されない）に
よって結合され得る。さらに、「オリゴヌクレオチド」は、当業者に公知である、糖への
改変（例えば、２’置換）、塩基への改変（以下の「ヌクレオシド」の定義を参照のこと
）、ならびに３’末端および５’末端への改変を含む。オリゴヌクレオチド部分が複数の
サブユニット間結合を含むオリゴヌクレオチド部分における実施形態では、各々の結合が
同じ化学を用いて形成され得るか、または混合された結合化学が用いられ得る。本明細書
中で用いられる場合、用語「ポリヌクレオチドは」は、「オリゴヌクレオチド」と同様の
意味を有し、そして「オリゴヌクレオチド」と交換可能に使用される。
【００２４】
　オリゴヌクレオチドが文字の配列（例えば、「ＡＴＧＵＣＣＴＧ」）によって表される
場合は常に、ヌクレオチドが左から右に５’→３’の順であると理解される。このような
オリゴヌクレオチドの塩基配列の表現は、オリゴヌクレオチドにおけるヌクレオシド間サ
ブユニットのいかなる特定の型の使用も示さない。
【００２５】
　本明細書で使用される場合、「ヌクレオシド」は、天然のヌクレオシド（２’－デオキ
シ形態および２’－ヒドロキシル形態（例えば、ＫｏｍｂｅｒｇおよびＢａｋｅｒ、ＤＮ
Ａ　Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ、第２版（Ｆｒｅｅｍａｎ、Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ、
１９９２）に記載）が挙げられる）、および類似体を含む。ヌクレオシドに関して、「類
似体」は、改変された核酸塩基部分（以下の「核酸塩基」の定義を参照のこと）を有する
合成ヌクレオシド、および／または改変された糖部分を有するヌクレオシド（例えば、Ｓ
ｃｈｅｉｔ、Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ａｎａｌｏｇｓ（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ、Ｎｅｗ　
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Ｙｏｒｋ、１９８０）によりおおむね記載される）を含む。このような類似体は、結合特
性（例えば、安定性、特異性、または同様のもの（例えば、ＵｈｌｍａｎｎおよびＰｅｙ
ｍａｎ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ、９０：５４３－５８４、１９９０）によっ
て開示されるもの）を増強するように設計された合成ヌクレオシドを含む。
【００２６】
　用語「脂質」は、有機溶媒に可溶であるが、仮にそうであるとしても水にはわずかに溶
ける物質を包含するように、本明細書中で広く使用される。用語脂質としては、炭化水素
、油、脂肪（例えば、脂肪酸、グリセリド）、ステロール、ステロイド、およびこれらの
化合物の誘導体の形態が挙げられるが、それらに限定されない。好ましい脂質は、脂肪酸
およびそれらの誘導体、炭化水素およびそれらの誘導体、ならびにステロール（例えば、
コレステロール）である。本明細書中で使用される場合、用語脂質はまた、脂質部分およ
び親水性部分の両方を持つ、両親媒性化合物を含む。
【００２７】
　脂肪酸は、通常、直鎖に偶数個の炭素原子を含み（一般に、１２個～２４個の炭素）、
そして飽和でも不飽和でもあり得、種々の置換基を含み得るか、または置換基を含むよう
に改変される。単純にするために、用語「脂肪酸」はまた、脂肪酸の誘導体（例えば、図
２Ａ（例えば、図１Ａ～図１Ｅに示される化合物を参照のこと）で示される合成スキーム
により生成される脂肪族アミド）を包含する。
【００２８】
　本明細書中で使用される場合、用語「炭化水素」は、共有結合で結びついた水素および
炭素のみから成る化合物を包含する。用語「炭化水素」は、鎖式（脂肪族）炭化水素（直
鎖炭化水素および分枝鎖炭化水素を含む）、および飽和炭化水素ならびにモノ不飽和炭化
水素およびポリ不飽和炭化水素を包含する。この用語はまた、１個以上の芳香環を含む炭
化水素も、包含する。
【００２９】
　用語「置換（置換された）」とは、１つの原子が別の原子と交換されることによって改
変されている化合物をいう。特に、この用語「置換」は、とりわけ１個以上の水素原子が
フッ素で置換されるハロゲン化炭化水素およびハロゲン化脂肪酸に関連して用いられる。
【００３０】
　本明細書中で使用される場合、「核酸塩基」は、（ｉ）代表的なＤＮＡおよびＲＮＡ核
酸塩基（ウラシル、チミン、アデニン、グアニン、およびシトシン）、（ｉｉ）改変され
た核酸塩基または核酸塩基類似体（例えば、５－メチル－シトシン、５－ブロモウラシル
、またはイノシン）、および（ｉｉｉ）核酸塩基類似体を含む。核酸塩基類似体は化学物
質であり、その分子構造は、代表的なＤＮＡ塩基またはＲＮＡ塩基の分子構造を模倣して
いる。
【００３１】
　本明細書中で使用される場合、「ピリミジン」は、天然のヌクレオシド中に存在するピ
リミジン（シトシン、チミン、およびウラシルを含む）、およびそれらの類似体（例えば
、オキシ、メチル、プロピニル、メトキシ、ヒドロキシル、アミノ、チオ、ハロ、および
置換基を含むもの）を意味する。本明細書中で使用される場合、この用語は、保護基と結
合したピリミジン（例えば、Ｎ４－ベンゾイルシトシン）を、さらに含む。さらなるピリ
ミジン保護基は、ＢｅａｕｃａｇｅおよびＩｙｅｒ（Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　４８：２
２３－２３１１、１９９２）によって開示される。
【００３２】
　本明細書中で使用される場合、「プリン」は、天然のヌクレオシド中に存在するプリン
（アデニン、グアニン、およびヒポキサンチンが挙げられる）、およびそれらの類似体（
例えば、オキシ、メチル、プロピニル、メトキシ、ヒドロキシル、アミノ、チオ、ハロ、
および置換基を含むもの）を意味する。本明細書中で使用される場合、この用語は保護基
と結合したプリン（例えば、Ｎ２－ベンゾイルグアニン、Ｎ２－イソブチリルグアニン、
Ｎ６－ベンゾイルアデニンなど）を、さらに含む。さらなるプリン保護基は、Ｂｅａｕｃ
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ａｇｅおよびＩｙｅｒによって開示されている（上で引用）。
【００３３】
　本明細書中で使用される場合、化学名の成分としての用語「保護」とは、化合物の特定
の部分として技術的に認識（ａｒｔ－ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ）される保護基をいい、例え
ば、ヌクレオシドに関連して「５’－保護－ヒドロキシル」としては、トリフェニルメチ
ル（すなわち、トリチル）、ｐ－アニシルジフェニルメチル（すなわち、モノメトキシト
リチルもしくはＭＭＴ）、ジ－ｐ－アニシルフェニルメチル（すなわち、ジメトキシトリ
チルもしくはＤＭＴ）、などが挙げられる。技術的に認識される保護基としては、以下の
参考文献において記載されるものが挙げられる：Ｇａｉｔ編、Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔ
ｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ：　Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ（ＩＲＬ　
Ｐｒｅｓｓ、Ｏｘｆｏｒｄ、１９８４）；ＡｍａｒｎａｔｈおよびＢｒｏｏｍ、Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ、７７：１８３－２１７、１９７７；Ｐｏｎら、Ｂｉｏｔｅｃ
ｈｎｉｑｕｅｓ、６：７６８－７７５、１９８８；Ｏｈｔｓｕｋａら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　
Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、１０：６５５３－６５７０、１９８２；Ｅｃｋｓｔｅｉ
ｎ編、Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅｓ：　Ａ　Ｐｒａ
ｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ（ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ、Ｏｘｆｏｒｄ、１９９１）；Ｇ
ｒｅｅｎｅおよびＷｕｔｓ、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ、第２版、（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ、１９９１）；Ｎａｒａｎｇ編、Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎｓ　ｏｆ　ＤＮＡ　ａｎｄ　ＲＮＡ（Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙ
ｏｒｋ、１９８７）；ＢｅａｕｃａｇｅおよびＩｙｅｒ（上で引用）、などの参考文献。
【００３４】
　用語「ハロゲン」または「ハロ」は、その慣用的な意味において、クロロ置換基、ブロ
モ置換基、フルオロ置換基、またはヨード置換基をいうように使用される。本明細書中で
記載および特許請求される化合物において、ハロゲン置換基は、一般に、フルオロ、ブロ
モ、またはクロロであり、好ましくは、フルオロまたはクロロである。
【００３５】
　（Ｂ．発明化合物の設計）
　本発明の化合物は、以下の式：
　　Ｏ－（ｘ－Ｌ）ｎ

により表され得、Ｏはオリゴヌクレオチドを表し、ｘは任意のリンカー基であり、Ｌは脂
質部分を表し、そしてｎは１～５の整数である。
【００３６】
　したがって、上記化合物の設計は、２つの実体、ＯおよびＬの選択、そしてそれらの実
体の間の構造的結合の決定を必要とし、それらは任意のリンカー基ｘに関わり得る。
【００３７】
　（Ｏの選択）
　オリゴヌクレオチド成分Ｏは、テロメラーゼのＲＮＡ成分に結合することによりテロメ
ラーゼ酵素の阻害に影響するものがこの成分である、という点で、化合物の「エフェクタ
ー」成分として考えられ得る。したがって、Ｏの配列は、テロメラーゼＲＮＡの配列（こ
れは、配列番号１に示される）に対して相補的である領域を含むように選択される。テロ
メラーゼＲＮＡ成分に対して相補的な領域は、理論上は上記テロメラーゼＲＮＡの任意の
部分を標的とし得るが、上記テロメラーゼＲＮＡの特定の領域が、阻害性オリゴヌクレオ
チドのための好ましい標的である。１つの好ましい標的領域は、配列番号１のヌクレオチ
ド３０～６７にわたる領域であり、これは「テンプレート領域」（配列番号１のヌクレオ
チド４６～５６にわたる配列５’－ＣＵＡＡＣＣＣＵＡＡＣ－３’の１１ヌクレオチド領
域）を含む。上記テンプレート領域は、テロメラーゼが染色体末端へ付加するテロメア反
復配列を特定するように機能し、テロメラーゼ酵素の活性に不可欠である作用をする（Ｃ
ｈｅｎら、Ｃｅｌｌ、１００：５０３－５１４、２０００；　Ｋｉｍら、Ｐｒｏｃ．Ｎａ
ｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．、ＵＳＡ　９８（１４）：７９８２－７９８７、２００１を参
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を含むオリゴヌクレオチド部分を含む本発明の化合物が、特に好ましい。別の好ましい標
的領域は、ｈＴＲ（Ｐｒｕｚａｎら、Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、３０：
５５９－５６８、２００２を参照のこと）のヌクレオチド１３７～１７９にわたる領域で
ある。この領域内では、１４１～１５３にわたる配列が、好ましい標的である。ＰＣＴ公
開　ＷＯ　９８／２８４４２において、テロメラーゼを阻害するための、長さが少なくと
も７ヌクレオチドのオリゴヌクレオチドの使用が記載されており、そのオリゴヌクレオチ
ドは、テンプレート領域の外側のｈＴＲ配列のアクセス可能な部分（ｈＴＲのヌクレオチ
ド１３７～１９６、２９０～３１９、および３５０～３８０が挙げられる）に対して相補
的であるように設計される。
【００３８】
　ｈＴＲ配列を標的とするＯの領域は、好ましくは対応するｈＴＲ配列に対して正確に相
補的である。特定の事例ではミスマッチが許容され得るが、ミスマッチは結果として生じ
るオリゴヌクレオチド結合体の、特異性および活性を減少させると予期される。したがっ
て、特定の実施形態において、オリゴヌクレオチドＯの塩基配列は、テロメラーゼＲＮＡ
に対して正確に相補的である少なくとも５ヌクレオチドの配列を含むように選択され、そ
して、テロメラーゼＲＮＡに対して正確に相補的な、少なくとも８ヌクレオチド、少なく
とも１０ヌクレオチド、少なくとも１２ヌクレオチド、少なくとも１３ヌクレオチド、ま
たは少なくとも１５ヌクレオチドのような、増加した長さの相補配列使用される場合、増
強されたテロメラーゼ阻害が得られ得る。他の実施形態において、オリゴヌクレオチドの
配列は、テロメラーゼＲＮＡ配列に対して正確に相補的な、少なくとも５～２０ヌクレオ
チド、少なくとも８～２０ヌクレオチド、少なくとも１０～２０ヌクレオチド、または少
なくとも１０～１５ヌクレオチドを含む。最適なテロメラーゼ阻害活性は、オリゴヌクレ
オチドＯの全長がテロメラーゼＲＮＡに対して相補的であるように選択された場合に、得
られ得る。しかしながら、オリゴヌクレオチド成分の全長が標的領域に対して必ずしも正
確である必要はなく、そしてオリゴヌクレオチド配列は標的領域に対して相補的でない配
列を含み得る。このような領域は、例えば、化合物に他の特性を付与するために付加され
得る；例えば、精製を容易にする配列である。オリゴヌクレオチド成分Ｏが標的領域に対
して相補的でない配列を含む場合、このような領域は、代表的には、５’末端または３’
末端の一方もしくは両方に位置づけられる。例えば、正確な相補性の領域がテンプレート
領域を標的する事例では、テロメラーゼ様（Ｇに富む）配列がその５’末端に結合される
、正確に相補的な短い（５～８ヌクレオチド）領域で、効果的なテロメラーゼ阻害が達成
され得る。
【００３９】
　ヒトテロメラーゼＲＮＡに対して相補的であり、その配列がオリゴヌクレオチド成分Ｏ
の一部として含まれ得るか、またはオリゴヌクレオチド成分Ｏ全体として使用され得る例
示的な配列は、以下が挙げられる：
【００４０】
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【表１】

。
【００４１】
　上記Ｏ成分の合成で使用されるヌクレオシド間結合の型の選択は、利用可能な化学（例
えば、以下のものが挙げられるが、これらに限定されない：ホスホジエステル結合；ホス
ホトリエステル結合；メチルホスホネート結合；Ｐ３’→Ｎ５’ホスホラミデート結合；
Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミデート結合；Ｎ３’→Ｐ５’チオホスホラミデート結合；およ
びホスホロチオエート結合）のうちのいずれかからなされる。
【００４２】
　好ましい実施形態では、上記オリゴヌクレオチド成分Ｏは、少なくとも１つのＮ３’→
Ｐ５’ホスホラミデート結合またはＮ３’→Ｐ５’チオホスホラミデート結合を有し、こ
れらの結合は、以下の構造：
　　３’－［－ＮＨ－Ｐ（＝Ｏ）（－ＸＲ）－Ｏ－］－５’
およびそれらの薬学的に受容可能な塩により表され得、ここでＸは、ＯまたはＳであり、
Ｒは、水素、アルキル、およびアリールからなる群より選択される。
【００４３】
　一般的に、しかし必然的ではなく、オリゴヌクレオチドＯ内のすべてのヌクレオシド間
結合は同様の型となり得るが、オリゴヌクレオチド成分は、異なる結合の混合を使用して
合成され得る。脂質部分が上記オリゴヌクレオチドの３’末端に結合される場合、その結
合の合成は、オリゴヌクレオチド上の３’アミノ基により、大いに促進される。それゆえ
、たとえ好ましい化学のうちの１つが選択されない場合でも、３’アミノ基の付加は有利
である。
【００４４】
　（Ｌの選択）
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　本発明の化合物は、脂質成分と結合していない対応するオリゴヌクレオチドよりも、細
胞内でテロメラーゼ阻害を生じるのに有効である。脂質成分Ｌは、とりわけ細胞膜を通じ
る通過を促進することにおいて、化合物の細胞取り込みを増強するように機能すると考え
られる。このことが生じる機構は、完全には解明されていないが、１つの可能性は、脂質
成分が、単分子形態もしくは凝集（ミセル）形態のいずれかとしてその後の内在化を使っ
て、化合物が細胞膜に結合するのを容易にさせ得る。しかしながら、正確な機構の理解は
、本発明が使用されるのには必要とされない。
【００４５】
　脂質成分は、非改変オリゴヌクレオチドと比較して、増強された細胞取り込みを提供す
る任意の脂質または脂質誘導体であり得る。好ましい脂質は、炭化水素、脂肪（例えば、
グリセリド、脂肪酸、および脂肪酸誘導体（例えば、脂肪アミド））、ならびにステロー
ルである。脂質成分が炭化水素である場合、Ｌ成分は、置換もしくは非置換の環状炭化水
素または脂肪族直鎖もしくは分枝炭化水素であり、これらは飽和もしくは不飽和であり得
る。好ましい例は、直鎖非分枝炭化水素であり、それは完全に飽和もしくはポリ不飽和で
ある。炭化水素鎖の長さは、Ｃ２～Ｃ３０で変わり得るが、炭素鎖がＣ８～Ｃ２２で、最
適なテロメラーゼ阻害が得られ得る。飽和炭化水素（アルカン）の好ましい例は、以下：
【００４６】
【表２】

に列挙される。
【００４７】
　炭化水素のモノ不飽和形態およびポリ不飽和形態（アルケンおよびポリエン（例えば、
アルカジエンおよびアルカトリエン））もまた選択され、１個～３個の二重結合を有する
化合物が好ましいが、より多くの二重結合を有する化合物も用いられ得る。アルキン（１
個以上の三重結合を含むもの）およびアルケニン（三重結合および二重結合）もまた、利
用され得る。利用され得る一般的なモノ不飽和炭化水素およびポリ不飽和炭化水素の例と
しては、図１Ｍ、図１Ｌおよび図１Ｏで示されるものが挙げられる。
【００４８】
　炭化水素の置換形態が、本発明の化合物で用いられ得、インビボおよびインビトロで不
活性な置換基を伴うことが、好ましい。特に好ましい置換基は、フッ素である。ポリフッ
素化炭化水素の例示的な一般構造としては、以下：
　ＣＦ３（ＣＦ２）ｎ－（ＣＨ２）ｍ－（ここで、ｍは少なくとも１、好ましくは少なく
とも２であり、そしてｎ＝１～３０（（例えば、フロオロトリデカン：ＣＦ３（ＣＦ２）

９（ＣＨ２）３））；および
　ＣＨ３（ＣＨ２）ａ（ＣＦ２）ｂ（ＣＨ２）ｃ－（ここで、ａ、ｂ、およびｃは、独立
して１～３０である）
が挙げられる。
【００４９】
　図１Ｗは、オリゴヌクレオチドの５’末端に結合した、ポリフッ素化炭化水素の例を示
す。
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【００５０】
　他の適切な脂質成分としては、脂肪酸および脂肪酸誘導体、グリセリドならびにステロ
ール（例えば、コレステロール）のような、より複雑な脂質が挙げられる。脂肪酸および
それらの誘導体は、完全に飽和しているか、もしくはモノ不飽和またはポリ不飽和であり
得る。炭素鎖の長さは、Ｃ２～Ｃ３０で変わり得るが、Ｃ８～Ｃ２２の炭素鎖で、最適な
テロメラーゼ阻害が得られ得る。飽和脂肪酸の好ましい例は、以下：
【００５１】
【表３】

に、列挙される。
【００５２】
　脂肪酸のモノ不飽和形態もしくはポリ不飽和形態もまた用いられ得、１個～３個の二重
結合を有する化合物が好ましいが、より多くの二重結合を有する化合物も用いられ得る。
利用され得る一般的なモノ不飽和脂肪酸およびポリ不飽和脂肪酸の例としては、以下：
【００５３】

【表４】

が、挙げられる。
【００５４】
　炭素鎖内に１個以上の三重結合のある脂肪酸および（分枝した脂肪酸も同様）もまた、
本発明の化合物において用いられ得る。脂肪酸の置換形態が、本発明の化合物で用いられ
得る。炭化水素基と同様に、インビボおよびインビトロで不活性な置換基が好ましく、フ
ッ素は特に好ましい。ポリフッ素化誘導体の例示的な一般構造は、以下：
　ＣＦ３（ＣＦ２）ｎ－（ＣＨ２）ｍＣＯ－；および
　ＣＨ３（ＣＨ２）ａ（ＣＦ２）ｂ（ＣＨ２）ｃＣＯ－
が挙げられ、ここで、
　ｍは少なくとも１、好ましくは少なくとも２であり、そしてｎ＝１～３０であり、
　ａ、ｂ、およびｃは、独立して、１～３０
である。
【００５５】
　脂肪酸のポリフッ素化誘導体を有する本発明の化合物の例は、図１Ｕおよび図１Ｖに示
される。
【００５６】
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　代表的に、１～５の間のＬ成分（ｎ＝１～５）は、必要に応じてリンカーを介してＯ成
分に共有結合する。より一般的には、１つまたは２つのＬ成分が、利用される（ｎ＝１ま
たは２）。１つより多いＬ成分がＯ成分に結合する場合、各々のＬ成分は独立して選択さ
れる。
【００５７】
　Ｌ部分として特定の炭化水素を有すると記載される本発明の化合物と、特定の脂肪酸（
特定の炭化水素と同じ数の炭素原子を含む）を有すると記載される化合物とは、密接に関
係し、そして構造においてＬ部分がオリゴヌクレオチドに結合する結合の性質のみが異な
る（これは、言い換えると、その化合物を生成するために使用する合成手順である）と理
解される。例えば、以下により詳細に記載されるように、オリゴヌクレオチド（ホスホラ
ミデートもしくはチオホスホラミデートのヌクレオシド間結合を有する）の３’アミノ末
端に結合するＬ部分を有する化合物が合成される場合、出発物質としての脂肪酸のアルデ
ヒド形態（脂肪アルデヒド）の使用は、脂質鎖とオリゴヌクレオチドの間でアミン結合の
形成を生じ、その結果、脂質基は炭化水素として現れる。対照的に、同様の脂肪酸のカル
ボン酸形態、酸無水物形態もしくは酸塩化物形態の使用は、アミド結合の形成を生じ、そ
の結果、脂質基は脂肪酸誘導体、特にこの例においては脂肪アミド（上述の定義の節に記
載されるように、簡略化のために、用語「脂肪酸」は、結合したＬ基を記載する場合、脂
肪アミドを含む脂肪酸誘導体を含むように、本明細書中で広く使用される）として現れる
。これは、以下の図式（および図２Ａならびに図２Ｃ）：
【００５８】
【化５】

で図示され、これはＣ１４脂質成分に結合するホスホラミデートオリゴヌクレオチドの３
’アミノ末端を示す。図式Ａにおいて、Ｌはテトラデカン酸（ミリスチン酸）であり、Ｌ
基とＯ基との間の結合は、アミドである。図式Ｂにおいて、Ｌはテトラデカンであり、そ
してＬ基とＯ基との間の結合は、アミンである。
【００５９】
　（Ｏ成分とＬ成分との結合）
　Ｏ成分とＬ成分との間の結合は、直接的な結合であるか、または任意のリンカー部分ｘ
を介した結合であり得る。リンカー基は、化合物の化学合成を容易にするのに役立ち得る
（以下の合成の節で議論される）。リンカー基がＯ成分とＬ成分との結合を仲介しなくて
も、オリゴヌクレオチド成分Ｏ上に、Ｌ成分が共有結合し得る複数の部位がある。適切な
結合点としては、５’末端および３’末端、１個以上の糖環（ｓｕｇａｒ　ｒｉｎｇ）、
ヌクレオシド骨格、およびオリゴヌクレオチドの核酸塩基が挙げられる。代表的には、Ｌ
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【００６０】
　Ｌ成分が３’末端に結合する場合、その結合は、３’置換基に対して直接的であり得、
この３’置換基は好ましいホスホラミデートおよびチオホスホラミデートオリゴヌクレオ
チドの場合では、３’アミノ基（例は、図１Ａ～図１Ｃに示される）であり、そして他の
場合（例は、従来のホスホジエステルオリゴヌクレオチド）では、３－ヒドロキシ基であ
る。あるいは、Ｌ部分は３’結合リン酸基を介して結合し得る（例は、図１Ｚに示され、
その例では、ヘキサデカン炭化水素は、Ｏ－アルキルリンカーを通じて、チオホスホラミ
デートオリゴヌクレオチドの３’リン酸に結合する）。Ｌ部分が５’末端に結合する場合
、Ｌ部分は、代表的には５’結合リン酸基を通じて結合する（図１Ｆ（アミノグリセロー
ルリンカーの使用を示す）、および図１Ｇ（ビス－アミノグリセロールリンカーの使用を
示す）を参照のこと）。Ｏ部分の塩基への結合は、任意の適切な原子（例えば、グアノシ
ンのＮ２アミノ基（図１Ｑ～図１Ｒを参照のこと））を通してであり得る。ｎ＞１のとき
、複数の脂質部分がＯ成分に結合し、独立して選択されるＬ成分が、任意の適切な部位に
結合し得る。例えば、１つのＬ基が各末端に結合しても、種々のＬ基が塩基に結合しても
、２つ以上のＬ基が一方の末端で結合してもよい（図１Ｅ、図１Ｊ、図１Ｋを参照のこと
）。
【００６１】
　任意のリンカー成分ｘは、化合物のＯ成分とＬ成分とを結合させるために、使用され得
る。リンカーが用いられる場合、それは図２に対する説明文に記載されるように、合成手
順に組み込まれる。適切なリンカー基の例としては、アミノグリセロール型リンカーおよ
びＯ－アルキルグリセロール型リンカーが挙げられ、これらは、それぞれ、以下の一般式
：
【００６２】
【化６】

によって、示され得る：
　ここで、Ｒ’＝Ｈ、ＯＨ、ＮＨ２またはＳＨであり；Ｙ＝Ｏ、ＳまたはＮＲであり；Ｒ
＝Ｈまたはアルキルであり；そしてｎおよびｍは１～１８の間の独立した整数である。
【００６３】
　適切なリンカーの具体的な例は、アミノグリセロールリンカー、ビス－アミノグリセロ
ールリンカー、およびＯ－アルキルグリセロールリンカーであり、アミノグリセロールリ
ンカーについては、Ｒ’＝ＯＨであり、Ｙ＝Ｏであり、そしてｍおよびｎは、それぞれ１
であり：
【００６４】
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【化７】

　ビス－アミノグリセロールリンカーについては、Ｒ’＝ＯＨであり、Ｙ＝ＮＨであり、
そしてｍおよびｎはそれぞれ１であり：
【００６５】
【化８】

　Ｏ－アルキルグリセロールリンカーについては、Ｒ＝Ｈである：
【００６６】
【化９】

【００６７】
　（Ｃ．本発明の化合物の例）
　本発明の化合物の例は、図１に示される。簡単にするために、オリゴヌクレオチドＯの
１塩基のみ示され、それとともに一般的な塩基Ｂで示され、そしてＲはオリゴヌクレオチ
ドの残りの部分に対する結合点を示す。３’末端に結合する化合物は、３’窒素とともに
示され、この３’窒素は、好ましいチオホスホラミデートおよびホスホラミデート化学と
一致する。図１Ａ～図１Ｌは、５’末端もしくは３’末端に結合した飽和脂質基を有する
化合物を示す。図１Ｍ～図１Ｐは、モノ不飽和脂質基またはポリ不飽和脂質基を有する化
合物を示す。図１Ｑ～図１Ｒは、塩基を通じてオリゴヌクレオチド（この場合、グアノシ
ン）と結合した脂質基を有する化合物を示す。図１Ｓおよび図１ＣＣは、それぞれ、３’
結合コレステロール脂質部分および５’結合コレステロール脂質部分を示す。図１Ｕおよ
び図１Ｖは、５’結合ポリフッ素化置換脂肪酸誘導体を示し、そして図１Ｗは、５’結合
ポリフッ素化炭化水素を示す。図１Ｘ～図１Ｚは、酸素を含む、５’脂質部分を示す。示
される脂質基の各々について、本明細書で使用される命名法は、以下：
　図１Ａ：　３’－ミリストイルアミド
　図１Ｂ：　３’－パルミトイルアミド
　図１Ｃ：　３’－ステアロイルアミド
　図１Ｄ：　３’－パルミトイルアミド－プロピル－チオホスフェート
　図１Ｅ：　３’－リシル－ビス－ステアロイルアミド
　図１Ｆ：　５’－パルミトイルアミド－アミノグリセロール－チオホスフェート
　図１Ｇ：　５’－パルミトイルアミド－ビス－アミノグリセロール－チオホスフェート
　図１Ｈ：　５’－ステアロイルアミド－アミノグリセロール－チオホスフェート
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　図１Ｉ：　３’－ドデシル
　図１Ｊ：　３’－ビス－ドデシル
　図１Ｋ：　３’－ビス－デシル
　図１Ｌ：　３’－エイコサノイルアミド
　図１Ｍ：　３’－オレイニルアミド
　図１Ｎ：　３’－リノレニルアミド
　図１Ｏ：　３’－リノレイルアミド
　図１Ｐ：　３’－トリチル
　図１Ｑ：　Ｎ２－テトラデシルグアノシン
　図１Ｒ：　Ｎ２－オクタデシルグアノシン
　図１Ｓ：　３’－コレステリルアミド－アミノグリセロール－チオホスフェート
　図１Ｔ：　５’－（１２－ＯＨ）－ステアロイル－チオホスフェート
　図１Ｕ：　５’－Ｃ１１－テフロン（登録商標）－チオホスフェート
　図１Ｖ：　５’－Ｃ１３－テフロン（登録商標）－チオホスフェート
　図１Ｗ：　５’－ＯＨ－Ｃ１０－テフロン（登録商標）－チオホスフェート
　図１Ｘ：　５’－ＯＨ－パルミチル－チオホスフェート
　図１Ｙ：　５’－バチル－チオホスフェート
　図１Ｚ：　３’－バチル－チオホスフェート
　図１ＡＡ：　３’－パルミトイルアミド－アミノグリセロール－チオホスフェート
　図１ＢＢ：　３’－チオクチルアミド
　図１ＣＣ：　５’－コレステリルアミド－アミノグリセロール－チオホスフェート
　図１ＤＤ：　５’－（２－ＯＨ）－ヘキサデカノール－チオホスフェート
である。
【００６８】
　（Ｄ．本発明の化合物の合成）
　本発明の化合物のオリゴヌクレオチド成分は、選択される化学の型についての標準的な
プロトコルを使用して、合成され得る。好ましいＮ３’→Ｐ５’ホスホラミデート化学お
よびＮ３’→Ｐ５’チオホスホラミデート化学を有するオリゴヌクレオチドの合成法は、
それぞれ、ＭｃＣｕｒｄｙら、（１９９７）Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、
３８：２０７－２１０、およびＰｏｎｇｒａｃｚ　＆　Ｇｒｙａｚｎｏｖ、（１９９９）
Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、４９：７６６１－７６６４に記載される。
【００６９】
　種々の合成アプローチが、選択される結合の性質に依存して脂質部分Ｌをオリゴヌクレ
オチドに結合させるように使用され得る。そのアプローチとしては、Ｍｉｓｈｒａら、（
１９９５）Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａ　ｅｔ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａ　Ａｃｔａ、１２６４：
２２９－２３７、Ｓｈｅａら、（１９９０）Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．１８
：３７７７－３７８３、およびＲｕｍｐら、（１９９８）Ｂｉｏｃｏｎｊ．Ｃｈｅｍ．９
：３４１－３４９に記載されるアプローチが挙げられる。本発明の化合物の合成（脂質部
分がオリゴヌクレオチドの５’末端もしくは３’末端に結合する）は、適切な末端（もっ
とも代表的にはアミノ基）において適切な官能基の使用を通じて達成され得、その官能基
はカルボン酸、酸塩化物、酸無水物、および活性エステルと反応され得る。チオール基も
また、官能基として適切である（Ｋｕｐｉｈａｒら、（２００１）Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ
　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　９：１２４１－１２４７を参照の
こと）。異なる鎖長のアミノ改変物質およびチオール改変物質の両方が、オリゴヌクレオ
チドの合成のために市販されている。Ｎ３’→Ｐ５’ホスホラミデート結合およびＮ３’
→Ｐ５’チオホスホラミデート結合を有するオリゴヌクレオチドは、（もっとも慣用的な
オリゴヌクレオチド化学で見出される３’ヒドロキシ基ではなく）３’アミン基を含み、
そしてそれゆえ、これらのオリゴヌクレオチドは、上記オリゴヌクレオチドの３’末端へ
脂質基を結合するための、独特の機会を提供する。
【００７０】
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　脂質基を、好ましいＮ３’→Ｐ５’ホスホラミデート化学およびＮ３’→Ｐ５’チオホ
スホラミデート化学を用いてオリゴヌクレオチドの末端に結合させるために、種々のアプ
ローチが使用され得る。本発明の結合化合物を生成するための合成スキームの例は、図２
に示される。３’末端への結合のために、結合化合物は、完全に保護された固体支持体に
結合されたオリゴヌクレオチドの遊離の３’アミノ基と、対応する酸無水物とを反応させ
、その後アンモニアで脱保護し、精製することによって合成され得る。あるいは、支持体
固定されたオリゴヌクレオチドの遊離の３’アミノ基への、カップリング剤（例えば、カ
ルボジイミド、ＨＢＴＵまたはヨウ化２－クロロ－１－メチルピリジニウム）を使用した
脂質のカルボン酸のカップリングが、脂質基を結合させるために、使用され得る。これら
の２つの方法により、脂質とオリゴヌクレオチドとの間にアミド結合が形成される。脂質
はまた、鎖伸長の間にオリゴヌクレオチドに結合した脂質のホスホラミダイト誘導体を使
用して、オリゴヌクレオチド鎖へ結合され得る。このアプローチは、脂質とオリゴヌクレ
オチドとを接続する、ホスホラミデート結合もしくはチオホスホラミデート結合を生じる
（プロピル－パルミトイル化合物および２－ヒドロキシ－プロピル－パルミトイル化合物
により例証される）。さらに別のアプローチは、完全に保護された支持体に結合されたオ
リゴヌクレオチドの遊離の３’アミノ基と、適切な脂質アルデヒドとの反応に、続いてア
ミン結合を生成する水酸化シアノホウ素ナトリウムによる還元を含む。
【００７１】
　５’末端への結合のために、オリゴヌクレオチドは改変された脂質を含む固体支持体を
使用して合成され得、続いて５から３’方向でオリゴヌクレオチドが合成される（Ｐｏｎ
ｇｒａｃｚ　＆　Ｇｒｙａｚｎｏｖ（１９９９）に記載される）。上記改変された支持体
の例は、以下の図式Ｃ：
【００７２】
【化１０】

において提供される。この例において、ｎ＝１４の場合、脂肪酸はパルミチン酸である：
３－アミノ－１，２－プロパンジオールと塩化パルミトイルとの反応に続いて、ジメトキ
シトリチル化およびスクシニル化により、固体支持体に結合するために使用される中間体
が提供される。Ｒは、長鎖アルキルアミン微細孔性ガラスである。
【００７３】
　（Ｅ．テロメラーゼ阻害アッセイ）
　本発明の結合体は、テロメラーゼ酵素活性および／またはテロメラーゼ活性を有する細
胞の増殖を、阻害もしくは低下せるために使用され得る。これらに関連して、酵素活性も
しくは細胞増殖の阻害または低下とは、酵素または細胞が結合体で処理されていない対照
実験と比較して、測定された活性がより低いレベルであることをいう。特定の実施形態に
おいて、測定された活性の阻害もしくは低下は、少なくとも１０％の低下もしくは阻害で
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ある。当業者は、少なくとも２０％、５０％、７５％、９０％または１００％の測定され
た活性の低下または阻害が、特定の適用に対して好ましくあり得ることを理解する。本発
明の化合物のテロメラーゼを阻害する能力は、無細胞アッセイ（生化学的アッセイとして
言及される）および細胞中で決定し得る。
【００７４】
　テロメラーゼ活性を測定するための方法、および化合物のテロメラーゼを阻害する活性
を決定するためのこのような方法の使用は、周知である。例えば、ＴＲＡＰアッセイは、
細胞抽出物系においてテロメラーゼ活性を測定するための標準的なアッセイ方法であり、
そしてそれは、テロメラーゼを阻害する化合物の探索において広く用いられている（Ｋｉ
ｍら、Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６６：２０１１、１９９７；Ｗｅｉｎｒｉｃｈら、Ｎａｔｕｒ
ｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　１７：４９８、１９７７）。ＴＲＡＰアッセイは、テロメラーゼ
基質またはプライマーへのヌクレオチド付加によって形成される伸長産物（ポリヌクレオ
チド）へ取り込まれた、放射活性ヌクレオチドの量を測定する。取り込まれた放射能は、
放射活性産物が分離されるゲルに曝した検出スクリーン（例えば、ホスホリマガー（Ｐｈ
ｏｓｐｈｏｒｉｍａｇｅｒ）スクリーン）におけるバンドの強度として、測定され得る。
ＴＲＡＰアッセイは、米国特許第５，６２９，１５４号、同第５，８３７，４５３号、お
よび同第５，８６３，７２６号においても詳細に記載されており、そしてテロメラーゼ阻
害化合物の活性の試験における使用は、ＷＯ　０１／１８０１５を含む種々の刊行物に記
載されている。加えて、以下のキットは、テロメラーゼ活性を測定するための研究目的用
に市販されている：ＴＲＡＰｅｚｅ（登録商標）ＸＫ　Ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　Ｄｅｔｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（カタログ　ｓ７７０７；Ｉｎｔｅｒｇｅｎ　Ｃｏ．、Ｐｕｒｃｈａ
ｓｅ　ＮＹ）；およびＴｅｌｏ　ＴＡＧＧＧ　Ｔｅｌｏｍｅｒａｓｅ　ＰＣＲ　ＥＬＩＳ
Ａ　ｐｌｕｓ（カタログ　２，０１３，８９；Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ、Ｉ
ｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ　ＩＮ）。
【００７５】
　生化学的アッセイにおいて、化合物がテロメラーゼを阻害する能力を測定するために好
ましいプロトコルは、「フラッシュプレートアッセイ（Ｆｌａｓｈｐｌａｔｅ　ａｓｓａ
ｙ）」と称される、直接的な（非ＰＣＲベースの）無細胞テロメラーゼアッセイであり、
Ａｓａｉら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、６３：３９３１－３９３９（２００３）
に記載される。
【００７６】
　本発明の化合物が細胞中でテロメラーゼを阻害する能力は、限定された時間の間、上記
化合物をテロメラーゼを発現する細胞とともにインキュベートし、次いで細胞質抽出物に
おけるテロメラーゼ活性を決定することにより決定され得る。細胞ベースのアッセイのた
めに好ましいプロトコルは、Ａｓａｉら（２００３）において記載される、細胞ベースの
テロメラーゼアッセイである。このようなアッセイに適切な、テロメラーゼを発現する腫
瘍細胞株としては、ＨＭＥ５０－５Ｅ　ヒト乳房上皮細胞（Ｄｒ．Ｊｅｒｒｙ　Ｓｈａｙ
（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｔｅｘａｓ　Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔｅｒｎ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｃｅｎｔｅｒ）により提供される）、卵巣腫瘍細胞株　ＯＶＣＡＲ－５（ＭＩＩＳＢ
、Ｍｉｌａｎ）ならびにＳＫ－ＯＶ－３（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ
　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ、ＡＴＣＣ）、ヒト腎臓癌　Ｃａｋｉ－１細胞（Ｊａｐａｎｅｓ
ｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｂｉｏｓｏｕｒｃｅｓ、ＪＣＲＢ
）、ヒト肺癌　１５４９細胞（ＡＴＣＣ）、ヒト類表皮癌　Ａ４３１細胞（ＪＣＲＢ）、
およびヒト前立腺癌　ＤＵ１４５細胞（ＡＴＣＣ）が挙げられる。
【００７７】
　（Ｆ．細胞増殖アッセイ）
　本発明の化合物の重要な治療用適用は、テロメラーゼを発現する細胞、特に腫瘍細胞の
増殖の阻害である。細胞内でテロメラーゼ活性を阻害する本発明の化合物は、他の公知の
テロメラーゼ阻害化合物のように（テロメラーゼ陽性細胞株の危機を誘発し）、細胞増殖
の中止および死をもたらす。しかしながら、重要であるのは、テロメラーゼを発現しない
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正常なヒト細胞（例えば、繊維芽細胞起源のＢＪ細胞）において、本発明の化合物で処理
することにより、危機も他の毒性も誘発されないことである。化合物が腫瘍細胞の増殖を
特異的に阻害する能力は、インビトロで腫瘍細胞株を使用してか、またはインビボでの異
種移植動物モデルにおいて、アッセイされ得る。
【００７８】
　このような増殖曲線アッセイのために好ましいプロトコルは、Ａｓａｉら（２００３）
に記載される、短期間の細胞生存性アッセイ（ｃｅｌｌ　ｖｉａｂｉｌｉｔｙ　ａｓｓａ
ｙ）である。治療用適用のために本発明の化合物を選択することにおいて、化合物がテロ
メラーゼを発現しない正常な細胞において、約１０μＭ未満の濃度で有意な細胞毒性効果
を生じないことが好ましい。
【００７９】
　本発明の化合物がインビボで腫瘍細胞の増殖を阻害する能力は、確立されたヒト腫瘍の
異種移植モデルを使用して確認され得、このモデルでは、その試験化合物が腫瘍部位へ直
接投与されるかまたは全身投与され、そしてその後、腫瘍の増殖が、続いて物理的に測定
される。本発明の化合物で処置した動物は、平均して、腫瘍塊が最初の投薬後の一定期間
の間増大し得るが、処置を続けるとともに、塊が縮小し始めることが予期される。対照的
に、処置されない対照マウスは、腫瘍塊が増殖し続けることが予期される。適切なインビ
ボ腫瘍異種移植アッセイの好ましい例は、Ａｓａｉら（２００３）に記載される。他の例
は、Ｓｃｏｒｓｋｉら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、９４：３９６
６－３９７１（１９９７）およびＤａｍｍら、ＥＭＢＯ　Ｊ．、２０：６９５８－６９６
８（２００１）に記載される。
【００８０】
　（Ｇ．本発明の化合物の処方）
　本発明は、テロメラーゼ活性を特異的および強力に阻害する化合物を提供し、それゆえ
、それはテロメラーゼ陽性細胞（例えば、腫瘍細胞）の増殖を阻害するために使用され得
る。極めて多種多様な癌細胞（皮膚、結合組織、脂肪、乳房、肺、胃、膵臓、卵巣、子宮
頚部、子宮、腎臓、膀胱、結腸、前立腺、中枢神経系（ＣＮＳ）、網膜および血液原生腫
瘍（例えば、骨髄腫、白血病およびリンパ腫）の癌由来の細胞が挙げられる）が、テロメ
ラーゼ陽性であることが示されている。
【００８１】
　したがって、本明細書で提供される化合物は、広範囲の悪性腫瘍を処置するのに広く有
用である。さらに重要なことに、本発明の化合物は、悪性腫瘍と正常な細胞とを高度に区
別し、分裂細胞を無差別に殺す薬剤に頼るもっとも最近の化学療法レジメンに伴って存在
する、多くの有害な副作用を回避する、処置提供するのに有効であり得る。さらに、本発
明の化合物は、同等のしていないオリゴヌクレオチドよりもより強力であり、それは本発
明の化合物がより低い用量で投与され得、高められた安全性および処置の費用における有
意な減少を提供することを意味する。したがって、本発明の１つの局面は、患者における
癌の処置方法であり、上記患者に治療有効量の本発明の化合物を投与する工程を包含する
。テロメラーゼインヒビター（本発明の化合物を含む）は、他の癌の処置のアプローチ（
原発腫瘍の外科的切除、化学療法剤および放射線処置を含む）と併用して用いられ得る。
【００８２】
　治療用適用のために、本発明の化合物は、薬学的に受容可能なキャリアを用いて治療有
効量で処方される。１つ以上の本発明の化合物（例えば、異なるＬ成分もしくはＯ成分を
有する）が、任意の所定の処方物に含まれ得る。薬学的なキャリアは、固形もしくは液状
であり得る。液状キャリアは、液剤、乳剤、懸濁剤および加圧組成物の調製物において使
用され得る。上記化合物は、薬学的に受容可能な液状の賦形剤中に、溶解もしくは懸濁さ
れる。オリゴヌクレオチド調製物の非経口投与のための液状キャリアの適切な例としては
、水（これは添加物（例えば、セルロース誘導体、好ましくはカルボキシメチルナトリウ
ムセルロース溶液）を含み得る）、リン酸緩衝化生理食塩水（ＰＢＳ）、アルコール（一
価アルコールおよび多価アルコール（例えば、グリコール））ならびにそれらの誘導体、
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および油状物（例えば、分画したヤシ油およびラッカセイ油）が挙げられる。上記液状キ
ャリアは、以下に挙げられる他の適切な薬学的添加物を含み得るが、これらに限定されな
い：可溶化剤、懸濁化剤、乳化剤、緩衝剤、増粘剤、顔料、粘性調節因子、防腐剤、安定
剤、および浸透圧調節因子。
【００８３】
　化合物の非経口投与のために、上記キャリアはまた、油状のエステル（例えば、オレイ
ン酸エチルおよびイソプロピルミリステート）であり得る。滅菌したキャリアは、非経口
投与用の滅菌した液状形態組成物において有用である。
【００８４】
　滅菌した液状の薬学的な組成物、溶液もしくは懸濁液は、例えば、腹腔内注射、皮下注
射、静脈内注射、もしくは局所注射によって利用され得る。オリゴヌクレオチドもまた、
脈管内に、もしくは脈管ステントを介して、投与され得る。
【００８５】
　加圧組成物のための液状キャリアは、ハロゲン化炭化水素もしくは他の薬学的に受容可
能な噴霧剤であり得る。このような加圧組成物は、吸入による送達のために脂質被包性で
あり得る。鼻腔内もしくは気管支内への吸入またはガス注入による投与のために、オリゴ
ヌクレオチドは、水溶液もしくは部分的に水溶性の溶液に配合され、それは結果としてエ
ーロゾルの形態で利用され得る。
【００８６】
　化合物は、活性化合物を含む薬学的に受容可能なビヒクルを用いて配合することにより
、液剤、クリーム、またはローション剤として局所投与され得る。
【００８７】
　本発明の薬学的組成物は、任意の受容可能な用量（カプセル剤、錠剤、粉剤、もしくは
顆粒剤中の処方物、および水または非水性媒体中の懸濁剤もしくは液剤が挙げられるが、
これらに限定されない）で経口投与され得る。本発明のオリゴヌクレオチドを含む、薬学
的組成物および／または処方物は、キャリア、潤滑剤、希釈剤、増粘剤、香料添加剤、乳
化剤、分散剤または結合剤を含み得る。経口使用のための錠剤の場合は、一般に使用され
るキャリアはラクトースおよびコーンスターチを含む。潤滑剤（例えば、ステアリン酸マ
グネシウム）もまた、一般に添加される。カプセル形態での経口投与について、有用な賦
形剤としては、ラクトースおよび乾燥させたコーンスターチが挙げられる。経口の使用の
ために水性懸濁液が必要とされる場合、活性成分は、乳化剤および懸濁剤と組み合わされ
る。望ましい場合、特定の甘味剤、香料添加剤、または着色剤もまた、添加され得る。
【００８８】
　本発明の化合物は細胞浸透および組織浸透について優れた特性を有するが、それらはさ
らに大きな利益を提供するように（例えば、リポソームキャリアにおいて）処方され得る
。細胞取り込みを促進させるためのリポソームの使用は、例えば、米国特許第４，８９７
，３５５号および同第４，３９４，４４８号に記載される。多数の刊行物において、リポ
ソームの処方物および調製物が記載されている。化合物はまた、付加的な浸透エンハンサ
ー（例えば、上述の脂質部分の非結合形態、脂肪酸およびそれらの誘導体を含む）と混合
されることにより、処方され得る。例としては、オレイン酸、ラウリン酸、カプリン酸、
ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノレン酸、ジカプリン酸塩、トリカプリ
ン酸塩、レチノール酸塩（ｒｅｃｉｎｌｅａｔｅ）、モノオレイン（別称　１－モノオレ
オイル－ｒａｃ－グリセロール）、ジラウリン、カプリル酸、アリキドン酸（ａｒｉｃｈ
ｉｄｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）、グリセリル　１－モノカプリン酸塩、１－ドデシルアザシク
ロヘプタン－２－オン、アシルカルニチン、アシルコリン、モノグリセリド、ジグリセリ
ドおよびそれらの生理学的に受容可能な塩（例えば、オレイン酸塩、ラウリン酸塩、カプ
リン酸塩、ミリスチン酸塩、パルミチン酸塩、ステアリン酸塩、リノレン酸塩、など）が
挙げられる。
【００８９】
　１つ以上の浸透増強剤を含む複合処方物が、使用され得る。例えば、胆汁酸塩は、複合
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処方物をなすために脂肪酸と組み合わせて使用され得る。例示的な組み合わせとしては、
ケノデオキシコール酸（ＣＤＣＡ）（一般的には、約０．５％～２％の濃度で使用される
）と、カプリン酸ナトリウムもしくはラウリル酸ナトリウム、（一般的に、約０．５％～
５％の濃度で使用される）との組み合わせが挙げられる。
【００９０】
　本発明のオリゴヌクレオチドを含む薬学的組成物および／または処方物はまた、キレー
ト剤、界面活性剤および非界面活性剤を含み得る。キレート剤としては、以下のものが挙
げられるが、これらに限定されない：エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）二ナトリウム
、クエン酸、サリチル酸塩（例えば、サリチル酸ナトリウム、５－メトキシサリチル酸塩
およびホモバニリン酸塩）、コラーゲンのＮ－アシル誘導体、ラウレス－９（ｌａｕｒｅ
ｔｈ－９）およびβ－ジケトンのＮ－アミノアシル誘導体（エナミン）。界面活性剤とし
ては、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン－９－ラウリルエーテルお
よびポリオキシエチレン－２０－セチルエーテル；および過フルオロ化合物の乳剤（例え
ば、ＦＣ－４３）が挙げられる。非界面活性剤としては、例えば、不飽和環状尿素、１－
アルキルアザシクロ－アルカノン誘導体、１－アルケニルアザシクロ－アルカノン誘導体
、および非ステロイド系抗炎症剤（例えば、ジクロフェナクナトリウム、インドメタシン
およびフェニルブタゾン）が挙げられる。
【００９１】
　したがって、本発明の別の局面において、薬学的組成物を処方する方法が提供され、そ
の方法は、本明細書中に記載されるような化合物を提供する工程、およびその化合物と薬
学的に受容可能な賦形剤とを組み合わせる工程を包含する。好ましくは、化合物は、以下
に定義されるように、薬学的純度で提供される。上記方法は、さらに、上記化合物に（賦
形剤の添加前もしくは添加後のいずれかに）、浸透増強剤を添加する工程を包含する。
【００９２】
　上記薬学的組成物は、一般的に薬学的純度の基準に従う。薬学的調製物における活性成
分として使用するために、本発明の化合物は、一般的に、それらが調製される混合物中に
存在する他の反応性または潜在性の免疫原性成分と分けて精製される。代表的に、核酸ベ
ースの化合物が活性成分である場合に薬学的純度を達成するために、その活性成分は、機
能アッセイ、クロマトグラフィ、またはゲル電気泳動により決定されるように、少なくと
も約５０％の同質性で提供され、そしてより好ましくは、６０％、７０％、８０％または
９０％の同質性で提供される。次いで、上記活性成分は薬学的調製物の調製のために一般
に認められた手順に従ってで、医薬中に配合される。したがって、本発明において、化合
物を薬学的純度で提供する工程は、その化合物が少なくとも約５０％の同質性、より好ま
しくは少なくとも８０％もしくは９０％の同質性で提供されることを必要とする。
【００９３】
　上記薬学的組成物はまた、代表的には一定量に分けられ、そして単回用量もしくは複数
回用量のいずれかで包装される。オリゴヌクレオチド化合物で処置するための投薬用件は
、使用される特定の組成物、投与の経路、示される症状の重篤度、化合物の形態および処
置される特定の被験体によって変化する。
【００９４】
　本発明の薬学的組成物は、処方物で、臨床的に望ましい結果を達成するのに有効な量で
、被験体に投与され得る。癌の処置について、望ましい結果としては、腫瘍塊の縮小（触
診法または画像化法；例えば、Ｘ線撮影法、放射性ヌクレオチドスキャン、ＣＡＴスキャ
ン、またはＭＲＩにより決定されるもの）、腫瘍増殖の速度の低下、転移形成の速度の低
下（例えば、生検標本の組織学的解析によって決定される）、生化学的マーカーの減少（
一般的なマーカー（例えば、ＥＳＲを含む）、および腫瘍特異的マーカー（例えば、血清
ＰＳＡ）を含む）、ならびに生活の質の改善（臨床的評価（例えば、Ｋａｍｏｆｓｋｙス
コア）によって決定される）、進行に要する時間の増加、疾患のない生存、および全体的
な生存が挙げられる。
【００９５】
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　このような効果を達成するために必要とされる、一用量あたりの化合物の量および投与
回数は、多くの因子（疾患の適応、処置されている患者の特徴、および投与の様式が挙げ
られる）に依存して変化する。代表的には、処方物および投与の経路は、疾患部位におい
て、１μＭと１ｎＭとの間の化合物の局所濃度を提供する。
【００９６】
　通常、化合物は、任意の有害な（ｈａｒｍｆｕｌ）または有害な（ｄｅｌｅｔｅｒｉｏ
ｕｓ）副作用を引き起こさずに、有効な結果を与える濃度で投与される。このような濃度
は、単一用量での投与か、または１日を通じて適切な間隔において都合よいサブユニット
に分割した用量の投与のいずれかによって、達成され得る。
【実施例】
【００９７】
　（実施例）
　以下の実施例は、本発明の化合物の合成および活性を示し、オリゴヌクレオチド成分Ｏ
が好ましいチオホスホラミデート化学もしくはホスホラミデート化学を使用して合成され
る。特定の実施例において、脂質部分は、リンカーとともにかまたはリンカーを伴わない
かのいずれかで、３’末端もしくは５’末端または両方に結合する。これらの化合物の一
般構造は、以下：
【００９８】
【化１１】

のように表され得、ここで、Ｒ１およびＲ２は独立してＨまたは脂質部分（Ｌ）のいずれ
かであり、ＹはＯ（ホスホラミデートオリゴヌクレオチド）またはＳ（チオホスホラミデ
ートオリゴヌクレオチド）であり、ｎは代表的には４と４９との間の整数であり、そして
Ｂは塩基（それぞれのヌクレオシドサブユニットに対して独立して選択される）を表す。
任意のリンカーは、本構造においては示されない。
【００９９】
　（実施例１　化合物の合成）
　（Ａ．一般的な方法）
　オリゴヌクレオチドＮ３’→Ｐ５’ホスホラミデート（ＮＰ）およびチオホスホラミデ
ート（ＮＰＳ）を、ＡＢＩ３９４合成機でアミダイト転移反応（ａｍｉｄｉｔｅ　ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）を使用し、それぞれ、ＭｃＣｕｒｄｙら、（１９９７）
Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、３８：２０７－２１０およびＰｏｎｇｒａｃ
ｚ　＆　Ｇｒｙａｚｎｏｖ、（１９９９）Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　４
９：７６６１－７６６４に記載される手順に従って、１μモルのスケールで合成した。完
全に保護された単量体構成単位は、３’－アミノトリチル－ヌクレオシド－５’－（２－
シアノエチル－Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルアミノ）ヌクレオシドホスホラミダイト、具体的
には、３’－デオキシ－チミジン、２’，３’－ジデオキシ－Ｎ２－イソブチリル－グア
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ノシン、２’，３’－ジデオキシ－Ｎ６－ベンゾイル－アデノシン、および２’，３’－
ジデオキシ－Ｎ４－ベンゾイル－シチジンであり、Ｔｒａｎｓｇｅｎｏｍｉｃ，Ｉｎｃ．
（Ｏｍａｈａ、Ｎｅｂｒａｓｋａ）より購入した。３’－アミノトリチル－５’－スクシ
ニル－ヌクレオシドを、長鎖微細孔性ガラス（ＬＣＡＡ－ＣＰＧ）を含むアミノ基と結合
させ、そして固体支持体として使用した。合成は、５’から３’の方向で実施した。ＮＰ
骨格を有するオリゴヌクレオチドを、ヨウ素／Ｈ２Ｏ酸化段階を含む、標準的な１μＭ（
ＡＢＩ　Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）手順を使用して合成し、ＮＰＳ骨格を有するオリゴ
ヌクレオチドを、アセトニトリル：２，６－ルチジンの１：１混合物中の二硫化フェニル
アセチル（ＰＡＤＳ）の０．１Ｍ溶液を硫化剤として使用する、硫黄プロトコルを使用し
て調製した。結合時間は、両方の型の骨格の調製に対して２５秒であった。ＴＨＦ：イソ
酪酸無水物：２，６－ルチジンの１８：１：１の混合物を、キャップ形成剤として使用し
た。３つの方法を使用して、脂質部分をオリゴヌクレオチドに結合させた：方法（ｉ）３
’末端に脂質部分を導入するために、合成機でホスホラミダイト試薬を使用する結合；方
法（ｉｉ）５’結合の生成のための伸長合成の開始前に脂質基を結合させる、改変された
固体支持体（前述の図式Ｃにおいて例示される）の使用；および方法（ｉｉｉ）固体支持
体上にある状態での遊離の３’アミノ基の反応、その後の脱保護。これらの方法のさらな
る詳細を、以下に提供する。オリゴヌクレオチドを、３’末端または核酸塩基に結合した
脂質基に対しては濃アンモニアで、または５’末端に結合した脂質基に対しては、エタノ
ール：濃アンモニアの１：１の混合物で、５５℃にて６時間～８時間脱保護した。この粗
生成物を、Ｐｈａｒｍａｓｉａ　ＮＡＰ－２５ゲル濾過カラムで脱塩するか、またはエタ
ノールで１Ｍ塩化ナトリウムから沈殿させ、次いで真空中で凍結乾燥した。
【０１００】
　上記オリゴヌクレオチド生成物を、引き続いてＢｅｃｋｍａｎ　Ｕｌｔｒａｓｐｈｅｒ
ｅ　Ｃ１８（５μ）２５０×１０ｍｍカラムを使用して逆相ＨＰＬＣによって精製した。
その生成物を、２ｍｌ／分の流速で５０ｍＭの酢酸トリエチルアンモニウム中のアセトニ
トリルの線形勾配で溶出し、１Ｍ塩化ナトリウムからニート（ｎｅａｔ）な冷エタノール
での沈殿状態でナトリウム塩へ変換した。その化合物の純度を、前述の溶媒系を使用する
分析用ＲＰ　ＨＰＬＣおよびＰＡＧＥにより評価した。１Ｈおよび３１Ｐ　ＮＭＲスペク
トルを、ＶＡＲＩＡＮ　Ｕｎｉｔｙ　Ｐｌｕｓ　４００　ＭＨｚ装置で記録し、そしてエ
レクトロスプレーイオン化質量スペクトル（ＥＳＩ　ＭＳ）を、ＷＡＴＥＲＳ　Ｍｉｃｒ
ｏｍａｓｓ　ＺＭＤ質量分析計を使用して得た。
【０１０１】
　（Ｂ．脂質基のオリゴヌクレオチドへの結合）
　上で述べたように、脂質基をオリゴヌクレオチドへ結合させるために、種々の方法が用
いられ得る。特定の方法の詳細は、以下のとおりである：
　（方法（ｉ））この方法では、結合した脂質基を含むホスホラミダイト試薬を、オリゴ
ヌクレオチド合成プロセスの間に３’ヌクレオシドとして付加し、結果として脂質基がそ
のオリゴヌクレオチドの３’末端に結合させる。２つの脂肪酸を含むホスホラミダイトの
合成およびそれに続く結合は、このアプローチを例示する。
【０１０２】
　（ｉ／ａ）３－パルミトイルアミノ－プロパン－１－Ｏ－（２－シアノエチル－Ｎ，Ｎ
－ジイソプロピルホスホラミダイト）の合成および結合
　アセトニトリル－塩化メチレンの１：４混合物（４００ｍｌ）に溶解させた１．０ｇ（
１３．３ミリモル）の３－アミノ－プロパノールに、１０ｍｌのジイソプロピルエチルア
ミンおよび４．０６ｍｌ（１３．３ミリモル）の塩化パルミトイルを加えた。その反応物
を一晩攪拌した後、追加の塩化メチレンを加え、そして反応物を次に、飽和炭酸水素ナト
リウム、ブライン、および水で順に洗浄した。その有機相を硫酸ナトリウムで乾燥させ、
そしてエバポレートして乾燥させた。得られた５００ｍｇ（１．６ミリモル）の白色固体
を、乾燥アセトニトリルで共蒸発（ｃｏｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）させることにより共沸
させ、５０ｍｌの塩化メチレンに溶解させた。１．１ｍｌのジイソプロピルエチルアミン



(29) JP 2016-74736 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

（４当量）を加えた後、３９０μｌ（１．７ミリモル）の２－シアノエチルジイソプロピ
ルクロロホスホラミダイトを滴下した。その反応混合物を１時間攪拌して、透明な溶液を
得た。その反応混合物を、飽和炭酸水素ナトリウムおよびブラインで順に洗浄し、硫酸ナ
トリウムで乾燥させ、そしてエバポレートして乾燥させた。その生成物を、酢酸エチル：
塩化メチレン：トリエチルアミンの４５：４５：１０　ｖ／ｖ溶媒系を使用して、シリカ
ゲルクロマトグラフィーにより精製した。０．７ｇ（９０％）のワックス様の固形物を、
ＤＮＡ合成機で使用する前に、Ｐ２Ｏ５でデシケーター中で乾燥させた。３１Ｐ　ＮＭＲ
（ＣＤＣｌ３）１４８．４５ｐｐｍ、ＥＳ　ＭＳ（ＭＨ＋）５１４。ＤＮＡ合成機におい
て結合させるために、無水アセトニトリル－塩化メチレンの９：１混合物中で、０．１Ｍ
溶液を調製した。この合成により、図１Ｄに示される結合オリゴヌクレオチドの生成のた
めに使用した試薬が得られる。
【０１０３】
　（ｉ／ｂ）３－パルミトイルアミノ－１－ヒドロキシ－プロパン－２－Ｏ－（２－シア
ノエチル－Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルホスホラミダイト）の合成および結合
　１ｇ（１０．９７ミリモル）の３－アミノ－プロパンジオールを１０ｍｌのピリジン中
に懸濁し、２ｍｌのＤＭＦ中の３．０１７ｇ（１０．９７ミリモル）の塩化パルミトイル
を、激しく攪拌しながら滴下した。１５分間の攪拌の後、そのゲルを濾過し、風乾させた
。その固体を温エタノールおよび温２－プロパノールで、白色粉末物として再結晶させた
。その白色固形物をピリジンで共蒸発させ、次いで３０ｍｌの乾燥ピリジンに溶解した。
２．８９ｇ（８．５５ミリモル）の塩化ＤＭＴを加え、そしてその反応混合物を、反応を
ＴＬＣで追跡しながら３０分間攪拌した。メタノールでクエンチした後、ピリジンはエバ
ポレートし、そしてその反応を炭酸水素ナトリウムで飽和した塩化メチレンからワークア
ップした。得られた油状物を、溶解液として４：１のヘキサン／酢酸エチルを使用してシ
リカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製した。得られた２．４ｇ（３．６４ミリモ
ル）の黄色油状物をピリジンで共沸し、１００ｍｌの塩化メチレンおよび４当量のジイソ
プロピルエチルアミン（２．５ｍｌ）に溶解した。攪拌したその溶液に、９２０μｌ（４
ミリモル）の２－シアノエチルジイソプロピルクロロホスホラミダイトを滴下した。その
反応をＴＬＣで追跡し、そして２時間後に完了したことを見出し、上記のようにワークア
ップした。その生成物を、酢酸エチル：塩化メチレン：トリエチルアミンの４５：４５：
１０溶媒系を使用して、シリカゲルクロマトグラフィーにより精製した。得られた固体を
、ＤＮＡ合成機で使用する（アセトニトリル中の０．１Ｍ溶液）前に、デシケーターの中
で乾燥させた。３１Ｐ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）１４９．９、１５０．２ｐｐｍ、ＥＳ　Ｍ
Ｓ（ＭＮａ＋）８５４．５７。この合成物により、図１ＡＡに示される結合オリゴヌクレ
オチドの生成のために使用した試薬が得られる。
【０１０４】
　（方法（ｉｉ））この方法では、脂質部分に結合した改変された固体支持体をオリゴヌ
クレオチドの５’から３’への合成のための開始点として使用し、５’結合を得る。２つ
の改変された固体支持体の合成および使用は、このアプローチを例示する。
【０１０５】
　（ｉｉ／ａ）３－パルミトイルアミノ－１－ジメトキシトリチルオキシ－２－スクシニ
ルオキシ－プロパンの合成
　１ｇ（１０．９７ミリモル）の３－アミノ－１，２－プロパンジオールを１０ｍｌのピ
リジンに懸濁した。２ｍｌのＤＭＦ中の３．０１７ｇ（１０．９７ミリモル）の塩化パル
ミトイルを、激しく攪拌しながら滴下した。１５分間の攪拌の後、そのゲルを濾過し、風
乾させた。その固体を温エタノールおよび温２－プロパノールで、白色粉末物として再結
晶させた。その白色固形物をピリジンで共蒸発させ、次いで３０ｍｌの乾燥ピリジンに溶
解した。３．２ｇ（９．４６ミリモル）の塩化ＤＭＴを加え、そしてその反応混合物を、
反応をＴＬＣで追跡しながら３０分間攪拌した。メタノールでクエンチした後、ピリジン
をエバポレートし、そしてその反応を炭酸水素ナトリウムで飽和した塩化メチレンからワ
ークアップした。得られた油状物を、４：１のヘキサン／酢酸エチルを使用したシリカゲ
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ルクロマトグラフィーにより精製した。得られた２．５ｇ（３．９５ミリモル）の黄色油
状物を３０ｍｌの塩化メチレンに溶解し、そして次いで４７５ｍｇの無水コハク酸および
４８３ｍｇのジメチルアミノピリジンを加え、そしてその反応混合物を１時間攪拌した。
その反応をＴＣＬによりモニタリングし、そして必要な場合にはさらに無水コハク酸を加
えた。その塩化メチレン溶液を冷クエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ＝４）で洗浄し、そし
てその有機相を硫酸ナトリウムで乾燥させ、次いでエバポレートして乾燥させた。得られ
た最終生成物は、２．０ｇ（２４．９％）であった。
【０１０６】
　（ｉｉ／ｂ）３－ステアロイルアミノ－１－ジメトキシトリチルオキシ－２－スクシニ
ルオキシ－プロパンの合成
　１ｇ（１０．９７ミリモル）の３－アミノ－プロパンジオールを、１０ｍｌのピリジン
に懸濁した。１０ｍｌのＤＭＦ中の３．３２ｇ（１０．９７ミリモル）の塩化ステアロイ
ルを、激しく懸濁しながら滴下した。１５分間の攪拌の後、そのゲルを濾過し、風乾させ
た。その固形物を温エタノールおよび温２－プロパノールで、白色粉末として再結晶させ
た。その白色固体をピリジンで共蒸発させ、次いで３０ｍｌの乾燥ピリジンに溶解した。
２．８９ｇ（８．５５ミリモル）の塩化ＤＭＴを加え、そしてその反応混合物を、反応を
ＴＬＣで追跡しながら３０分間攪拌した。メタノールでクエンチした後、ピリジンをエバ
ポレートさせ、そしてその反応を炭酸水素ナトリウムで飽和した塩化メチレンでワークア
ップした。得られた油状物を、溶解液として４：１のヘキサン／酢酸エチルを使用してシ
リカゲルクロマトグラフィーにより精製した。得られた２．４ｇ（３．６４ミリモル）の
黄色油状物を３０ｍｌの塩化メチレンに溶解し、そして次いで４３７ｍｇの無水コハク酸
および４４４ｍｇのジメチルアミノピリジンを加え、そしてその反応混合物を１時間攪拌
した。その反応物をＴＬＣによりモニタリングし、そして必要な場合にはさらに無水コハ
ク酸を加えた。その塩化メチレン溶液を冷クエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ＝４）で洗浄
し、そしてその有機相を硫酸ナトリウム乾燥させで、次いでエバポレートさせ乾燥させた
。得られた最終生成物は、１．２ｇ（１４．４％）であった。
【０１０７】
　（ｉｉ／ａ）および（ｉｉ／ｂ）において合成された生成物を、次いで、以下のように
、長鎖アミノ微細孔ガラス（ＬＣＡＡ－ＣＰＧ）に結合させて、改変された固体支持体を
生成した：
　１００ｍｌのペプチド合成容器において、２０ｇのＬＣＡＡ－ＣＰＧ（Ｔｒａｎｓｇｅ
ｎｏｍｉｃ，Ｉｎｃ．、約２００ミリモル／ｇ　－ＮＨ２ローディング）を乾燥ジメチル
ホルムアミドで洗浄した。別々のフラスコ中で、５．５５ミリモルの前述の上記（ｉｉ／
ａ）または（ｉｉ／ｂ）で記載した生成物を、４０ｍｌのクロロホルムに溶解し、３ｍｌ
のジイソプロピルエチルアミンおよび２．１３ｇ（８．３ミリモル）のヨウ化２－クロロ
－１－メチルピリジニウムを加えた。この懸濁液をペプチド合成容器（栓を開いた状態）
の中の乾燥ＣＰＧへ、その溶液がそのＣＰＧを通って約半分浸漬するまで注いだ。次いで
、栓と上蓋を閉じ、そして上記溶液が上記ＣＰＧを完全に覆うまで、振盪した。（必要な
場合は、さらにクロロホルムが加えられ得るが、その体積は最小限にとどめるようにすべ
きである。）この容器を次いで、振盪器に配置し、そして反応を室温で一晩進行させた。
ＣＰＧを濾過し、そして次いで塩化メチレン、メタノール、およびアセトニトリルで洗浄
した。未反応のアミノ基を、ＴＨＦ－２，６－ルチジン－イソ酪酸無水物の１８：１：１
およびＣａｐ　Ｂ（Ｎ－メチルイミダゾール／ＴＨＦ）の１：１の溶液を使用して振盪器
で室温にて１時間、キャップした。さらなる濾過の後、そのビーズをメタノール、塩化メ
チレンおよびアセトニトリルで洗浄した。そのローディングを、メタノール過塩素酸を使
用して非ブロック化したサンプルの、４９８ｎｍでのジメトキシトリチルカチオンの吸光
度を、標準的な方法によって決定し、そしてそれが５０～６０μモル／ｇであると見出し
た。
【０１０８】
　一旦改変された固体支持体が生成されると、前述したようなオリゴヌクレオチド合成に
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おいて、それらが使用される。このように生成されたオリゴヌクレオチド結合の例は、図
１Ｆ、図１Ｇおよび図１Ｈに示される。
【０１０９】
　（方法（ｉｉｉ））この方法では、オリゴヌクレオチドの合成が完了し、そしてそれが
完全に保護され、かつ固体支持体に結合したままで、その３’末端を、以下のように、脂
質基の無水物（ｉｉｉ／ａ）、無水物（ｉｉｉ／ｂ）、酸（ｉｉｉ／ｃ）またはアルデヒ
ド（ｉｉｉ／ｄ）形態と反応させる。
【０１１０】
　（ｉｉｉ／ａ）遊離の３’アミノ基（４μモル）を含む完全に保護されたオリゴヌクレ
オチドに結合した固体支持体を真空中で乾燥させ、そして３ｍｌの無水クロロホルムに懸
濁した。１４０μｌ（０．８ミリモル）のジイソプロピルエチルアミンおよび０．４ミリ
モルの適切な酸塩化物（例えば、１２２μｌの塩化パルミトイル）を加えた後、その混合
物を２分間振盪し、そして素早く濾過し、次いでクロロホルム、メタノールおよびアセト
ニトリルで洗浄した。その乾燥ビーズを１ｍｌ～２ｍｌの濃水酸化アンモニウムに懸濁し
、５５℃で５時間加熱した。冷却した水酸化アンモニウム溶液濾過し、そしてエバポレー
トした。脂質結合生成物を、ＨＰＬＣによって単離した。前述の条件を使用して、生成物
をおよそ４０分間溶出した。エバポレート後、この生成物を、１Ｍの塩化ナトリウムおよ
びエタノールから沈殿させて、ナトリウム塩を得た。
【０１１１】
　（ｉｉｉ／ｂ）完全に保護されたオリゴヌクレオチド（１μモル）に結合した乾燥固体
支持体に、０．１ミリモルの適切な無水物および２ｍｌのクロロホルム中に溶解した１７
０μｌのジイソプロピルエチルアミンを加え、その混合物を含むバイアルを一晩振盪器に
置いた。濾過後、そのビーズをクロロホルム、メタノールおよびアセトニトリルで洗浄し
、そして前述のように結合オリゴヌクレオチドを非ブロック化および精製した。
【０１１２】
　（ｉｉｉ／ｃ）１μモルの完全に保護されたオリゴヌクレオチドに結合した固体支持体
を、２ｍｌのクロロホルム中の、０．１ミリモルの適切な酸、２５ｍｇのヨウ化２－クロ
ロ－１－メチルピリジニウム（０．１ミリモル）、および１７０μｌのジイソプロピルエ
チルアミン（ｄｉｓｏｐｒｏｐｙｌｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ）の溶液とともに振盪器で一晩
反応させた。上記のように、洗浄、非ブロック化および精製を実施した。
【０１１３】
　（ｉｉｉ／ｄ）２ｍｌのテトラヒドロフラン中の、０．３ミリモルの望ましいアルデヒ
ド溶液、３１．５ｍｇのシアノホウ化水素ナトリウム、および１００μｌの０．５Ｍ酢酸
ナトリウムを、１μモルの完全に保護されたオリゴヌクレオチドに結合した固体支持体に
加え、３０分間振盪器に置いた。上記のように、洗浄、非ブロック化および精製を実施し
た。
【０１１４】
　（方法（ｉｖ））この方法では、脂質基を、オリゴヌクレオチドの末端ではなく、鎖上
の核酸塩基（例えば、グアノシン）に結合させる。これらの化合物は、上記のように、従
来のオリゴヌクレオチド鎖伸長プロトコルを使用して合成されるが、共有結合した脂質基
で改変された塩基（例えば、図２Ｅに示される）の組み込みも使用した。このような脂質
基が核酸塩基に結合した化合物の例は、図１Ｑおよび図１Ｒに示される。
【０１１５】
　（実施例２　生化学アッセイおよび細胞ベースアッセイにおける化合物の活性）
　本明細書中で記載されるように結合オリゴヌクレオチドを、上記およびＡｓａｉら（２
００３）に記載されるように、生化学的Ｆｌａｓｈｐｌａｔｅアッセイおよび細胞ベース
アッセイにおいて、それらのテロメラーゼを阻害する能力について試験した。その結果を
、以下の表に示す。この表において、以下の略語を使用する：
　オリゴヌクレオチド配列：
　１＝ＴＡＧＧＧＴＴＡＧＡＣＡＡ、ｈＴＲ（配列番号１）の４２～５４塩基に対して相
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補的
　２＝ＣＡＧＴＴＡＧＧＧＴＴＡＧ、ｈＴＲ（配列番号１）の３８～５０塩基に対して相
補的
　化学：
　ＮＰは、オリゴヌクレオチドがホスホラミデートのヌクレオシド間結合を有することを
示す
　ＮＰＳは、オリゴヌクレオチドがチオホスホラミデートのヌクレオシド間結合を有する
ことを示す
　結合：
　５’は、脂質部分がオリゴヌクレオチドの５’末端に結合することを示す
　３’は、脂質部分がオリゴヌクレオチドの３’末端に結合することを示す
　ヒト癌細胞型（すべてＡＴＣＣより入手可能）：
　ＨＴ－３およびＡ４３１：子宮頚部癌
　Ｕ－２５１：多形性グリア芽腫
　ＤＵ１４５およびＬＮＣａＰ：前立腺癌
　Ｃａｋｉ：腎臓明細胞癌
　ＮＣＩＨ５２２：肺腺癌
　Ｏｖｃａｒ－５：卵巣癌
　Ｈｅｐ３Ｂ：肝細胞癌
。
【０１１６】
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【表５】

【０１１７】
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【表６】

【０１１８】
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【表７】

。
【０１１９】
　（実施例３　比較効力およびバイオアベイラビリティー研究）
　非結合オリゴヌクレオチドとともに本発明の２系統の化合物を、個々の詳細な研究のた
めに選択した。選択した化合物（図９に示される）は、以下のとおりであった：
　化合物Ａ（非結合）：配列ＴＡＧＧＧＴＴＡＧＡＣＡＡ（この配列は、ｈＴＲ（配列番
号１）の４２～５４塩基に対して相補的である）のチオホスホラミデートオリゴヌクレオ
チド（図９Ａ）
　化合物Ｂ：３’パルミトイルアミドに結合した化合物Ａのオリゴヌクレオチド（図９Ｂ
）
　化合物Ｃ：５’－パルミトイルアミド－グリセロール－チオホスフェートに結合した化
合物Ａのオリゴヌクレオチド（図９Ｃ）。
これらの化合物の研究を、本実施例および以下の実施例で報告する。
【０１２０】
　以下の表は、マッチするＲＮＡと結合した場合の、これら３つの化合物それぞれの融解
温度（標準的な方法を使用して決定した）、生化学的アッセイを使用して決定したテロメ
ラーゼ阻害のＩＣ５０値、そして前述の（ＨＴ－３細胞を用いる）細胞ベースアッセイを
使用して決定したテロメラーゼ阻害のＩＣ５０値を示す。
【０１２１】
【表８】

　上記表で示されるように、上記非結合オリゴヌクレオチドＡは、その標的に対して、７
０℃の融解温度、および生化学アッセイにおける０．１５ｎＭのテロメラーゼ阻害のＩＣ

５０値（ここでは、細胞取り込みは問題ではない）を伴って、非常に高い親和性結合を示
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した。化合物Ａは、複数の異なる腫瘍細胞株においてテロメラーゼ阻害に対する低いマイ
クロモルのＩＣ５０を伴って（本実験では、ＨＴ－３細胞において１．６μＭ）、無傷細
胞への良好な取り込み性を有するが、これは生化学的な効力と比較して、無傷細胞におい
て約１０，０００倍の効力の損失を示す。オリゴヌクレオチド（それぞれ、化合物Ｃおよ
び化合物Ｂ）の５’末端または３’末端のいずれかへの脂質基の付加は、Ｔｍを緩やかに
低下させ（依然として、６５．５℃～６６．５℃で、非常に高いままである）、そして上
記非結合化合物Ａと比較して生化学的効力を６分の１～１１分の１低下させた。しかしな
がら、非常に重要なことは、無傷細胞における脂質結合化合物Ｂおよび脂質結合化合物Ｃ
の効力は、これら化合物の生化学的効力と比較して、わずか約１００分の１しか低下して
いないことである。より多くの細胞取り込みの結果として、化合物Ｂおよび化合物Ｃは、
ＨＴ－３細胞において、上記非結合オリゴヌクレオチド（化合物Ａ）と比較して、少なく
とも１０倍高い効力を示した。
【０１２２】
　同様の結果が、ヒト癌細胞の他の型を用いて観察された。図３および図４は、それぞれ
、無傷のＵ２５１（ヒト多形性グリア芽腫）細胞およびＤＵ１４５（ヒト前立腺癌）細胞
における化合物Ａ、化合物Ｂおよび化合物Ｃで得られたデータを示した。化合物Ｃ（５’
脂質化（ｌｉｐｉｄａｔｅｄ）形態）のＩＣ５０値は、Ｕ２５１細胞における化合物Ａの
ＩＣ５０値よりも約１０分の１低く、ＤＵ１４５細胞においては約３８分の１低く、化合
物Ｃでの処置の増大した効力が確認された。
【０１２３】
　（実施例４　動物モデルにおけるヒト腫瘍中のテロメラーゼ活性の阻害）
　非結合オリゴヌクレオチド化合物Ａおよび脂質結合オリゴヌクレオチド化合物Ｃの、動
物中において増殖する腫瘍中のテロメラーゼを阻害する能力を、以下の実験において比較
した。ＤＵ－１４５腫瘍細胞を、胸腺欠損（ｎｕ／ｎｕ）マウスの両方の側腹部に接種し
た。その腫瘍（２腫瘍／マウス）が５０ｍｍ３～１００ｍｍ３の大きさに達したとき、こ
のマウスにＰＢＳ、ＦＩＴＣ標識した化合物Ａ、またはＦＩＴＣ標識した化合物Ｃ（両方
の化合物を、４０ｍｇ／ｋｇで投与した）の単回尾静脈注射した。静脈注射の２４時間後
、マウスを屠殺し；一方の腫瘍を蛍光画像化用に収集し、他方の腫瘍をＴＲＡＰアッセイ
によるテロメラーゼ活性用に分析した。
【０１２４】
　蛍光のレベルを、両方の処理群において比較した。しかしながら、図５に示されるよう
に、化合物Ｃは、化合物Ａで行ったものより、結果としてより大きなテロメラーゼ活性の
阻害を生じた。０．７５ｇの腫瘍溶解産物に相当するレーン中の垂直の矢印は、これらの
サンプルが比較可能なレベルの内部標準（水平の矢印により示される）を含むことを示す
。血液は、ゲルの左のレーンにおいて内部標準の損失により示されるように、ヘモグロビ
ンおよび他の非特異的ｔａｑポリメラーゼインヒビター（テロメラーゼ生成物のＰＣＲ増
幅において使用される）を含む。しかしながら、これらの非特異的なインヒビターは、連
続希釈により完全に希釈された（反応混合物中の腫瘍溶解物の量が減少する）。もっとも
低い濃度の腫瘍溶解物（右側の３レーン）において、内部標準は全ての３つの処置条件で
比較でき、化合物Ｃｇ、比較可能な用量の化合物Ａで処置したものよりもテロメラーゼ活
性をより大きく阻害することが明らかである。。
【０１２５】
　（実施例５　動物モデルにおける骨髄腫タンパク質レベルの減少）
　骨髄腫を有する患者の血漿は、癌細胞によって産生される、特徴的な高いレベル（「骨
髄腫スパイク」またはＭタンパク質として検出される）の抗体を含む。Ｍタンパク質レベ
ルの減少は、疾患の寛解と相関する。本実験では、非結合オリゴヌクレオチド化合物Ａお
よび脂質結合オリゴヌクレオチド化合物Ｃの、骨髄腫細胞を注入した動物におけるＭタン
パク質のレベルを減少させる能力を比較した。照射ＮＯＤ／ＳＣＩＤマウスに１０６個の
ＣＡＧ骨髄腫細胞を注入し、そして次いで、ＰＢＳ、ＰＢＳ中の化合物Ａ、またはＰＢＳ
中の化合物Ｃの腹腔内（ＩＰ）注射で処置した。化合物Ａを、２５ｍｇ／ｋｇ／日（１７
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５ｍｇ／ｋｇ／週×５週間）で投与し；化合物Ｃを、最初の２週間は２５ｍｇ／ｋｇ／日
で投与し、３週目はそのままでおき、そして次いで最後の２週間は１週間に３日間２５ｍ
ｇ／ｋｇ／日で投与した（５週間にわたって１００ｍｇ／ｋｇ／週の平均投与量）。処置
の終了時（接種の３５日後）、そのマウスを屠殺し、そして骨髄腫タンパク質の決定のた
め、各々の群（４～５匹のマウス／群）内で血漿をプールした。図６に示されるように、
化合物Ｃの４０％低い投与量にもかかわらず、化合物Ｃ群は低いレベルの骨髄腫タンパク
質を示した（マウス１匹あたりに正規化した値）。
【０１２６】
　（実施例６　動物モデルにおけるヒト腫瘍増殖の阻害）
　以下の実験では、非結合オリゴヌクレオチド化合物Ａおよび脂質結合オリゴヌクレオチ
ド化合物Ｃの、動物におけるヒト腫瘍の増殖を阻害する能力を比較した。ＮＯＤ／ＳＣＩ
ＤマウスにＣＡＧ骨髄腫細胞を皮下接種し、そして腫瘍増殖の１４日後、ＰＢＳ、化合物
Ａ（２５ｍｇ／ｋｇ／日　Ｍ－Ｆ、または１２５ｍｇ／ｋｇ／週）、または化合物Ｃ（２
５ｍｇ／ｋｇ　ＭＷＦ、または７５ｍｇ／ｋｇ／週）のＩＰ注射で処置した。図７に示さ
れるように、４０％低い投与量にもかかわらず、化合物Ｃは化合物Ａよりもより大きな抗
腫瘍効力を示した。（この研究において、化合物Ａを、このモデルにおいて抗腫瘍効力に
関連する以前の投与量（１７５ｍｇ／ｋｇ／週）よりも３０％低い投与量で投与した）。
【０１２７】
　本研究の一部として、側腹部のＣＡＧ骨髄腫腫瘍を屠殺後に切除し、そしてテロメラー
ゼ活性（ＴＲＡＰアッセイによる）およびサザンブロットによるＴＲＦの長さを分析した
。図８に示されるように、４０％低い用量で投与したにもかかわらず、化合物Ｃは、実質
的により大きなテロメラーゼ活性の阻害（８３％の減少）、および腫瘍細胞におけるテロ
メラーゼ短縮の誘導（平均値ＴＲＦ　２．８５Ｋｂ）を示した。より高い用量の化合物Ａ
は、より小さなテロメラーゼ阻害（４１％）を生じ、そして本研究の時間経過にわたり、
有意なテロメラーゼ短縮を生じなかった。
【０１２８】
　本開示で提供される内容は、本発明の精神、または添付の特許請求の範囲の範囲から逸
脱することなく、日常的な最適化の問題として改変され得る。
［配列表］
【表９】
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