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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　癌性結腸細胞を検出するための方法であって、該方法は、以下：
　試験結腸細胞から得られたサンプルを、結腸癌において差次的に発現される遺伝子の遺
伝子産物の検出のためのプローブと接触させる工程であって、ここで、該遺伝子が、配列
番号１６の配列を含み、該遺伝子産物と該プローブとの結合のために十分な時間、接触さ
せる、工程；および
　該サンプルと該プローブとの結合のレベルを、コントロール結腸細胞とのプローブ結合
のレベルと比較する工程を包含し、
　ここで、該コントロール結腸細胞における該遺伝子産物の発現レベルと比べて増加した
、該試験サンプルにおける該差示的に発現される該遺伝子産物の発現レベルの検出が、該
試験細胞は、癌性結腸細胞であることを示す、方法。
【請求項２】
　前記プローブが、ポリヌクレオチドプローブであり、そして前記遺伝子産物が、核酸で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記遺伝子産物が、ポリペプチドである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記遺伝子産物が、アレイ上に固定化されている、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記プローブが、アレイ上に固定化されている、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　癌性結腸細胞を同定する方法であって、該方法は、以下の工程：
　少なくとも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程であって、該遺伝子産
物が、試験サンプルにおける配列番号１６の配列を含む遺伝子によってコードされ、該試
験サンプルが、癌性結腸細胞であると疑われる試験細胞に由来する、工程；および
　該検出された差次的に発現される遺伝子産物の発現レベルをコントロール結腸細胞にお
ける該差次的に発現される遺伝子産物の発現レベルと比較する工程
を包含し、
　ここで、該コントロール結腸細胞における該遺伝子産物の発現レベルと比べて増加した
、該試験サンプルにおける該差示的に発現される該遺伝子産物の発現レベルの検出が、該
試験細胞は、癌性結腸細胞であることを示す、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記検出する工程が、参照アレイへの前記試験サンプ
ルのハイブリダイゼーションによってであり、ここで該参照アレイが、配列番号１６の配
列または配列番号１６の相補配列の少なくとも１８個の連続するヌクレオチドを含む、方
法。
【請求項８】
　前記検出される遺伝子産物が、ポリペプチドである、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　癌性結腸細胞を同定する方法であって、該方法は、以下の工程：
　少なくとも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程であって、該遺伝子産
物が、試験サンプルにおける配列番号１６の配列を含む遺伝子によってコードされ、該試
験サンプルが、癌性結腸細胞であると疑われる試験細胞に由来する、工程；および
　該検出された差次的に発現される遺伝子産物の発現レベルを正常結腸細胞における該差
次的に発現される遺伝子産物の該発現レベルと比較する工程を包含し、
　ここで、該正常結腸細胞における該遺伝子産物の発現レベルと比べて増加した、該試験
サンプルにおける該差次的に発現される該遺伝子産物の発現レベルの検出が、該試験細胞
は、癌性結腸細胞であることを示す、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記正常結腸細胞における前記差次的に発現される遺
伝子産物の発現レベルよりも大きい前記試験サンプルにおける該遺伝子産物の発現レベル
の検出は、前記試験細胞が結腸腫瘍細胞であることを示す、方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法であって、前記正常結腸細胞における前記差次的に発現される遺
伝子産物の発現レベルよりも大きい前記試験サンプルにおける該遺伝子産物の発現レベル
の検出は、前記試験細胞が転移性結腸腫瘍細胞であることを示す、方法。
【請求項１２】
　癌性結腸細胞を同定する方法であって、該方法は、以下の工程：
　少なくとも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程であって、該検出が、
試験サンプルにおける配列番号１６の配列または配列番号１６に対応する配列を含むポリ
ヌクレオチドとプローブとのハイブリダイゼーションを検出することによってであり、該
試験サンプルが、癌性結腸細胞であると疑われる試験細胞に由来する、工程；および
　該検出された差次的に発現される遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベルをコント
ロール結腸細胞における該差次的に発現される遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベ
ルと比較する工程を包含し、
　ここで、該コントロール結腸細胞における該遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベ
ルと比べて増加した、該試験サンプルにおける該差次的に発現される遺伝子産物のハイブ
リダイゼーションレベルの検出は、該試験細胞が癌性結腸細胞であることを示す、方法で
あって、ここで、該プローブは、該遺伝子産物に特異的にハイブリダイズする、方法。
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【請求項１３】
　癌性結腸細胞を同定する方法であって、該方法は、以下の工程：
　少なくとも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程であって、ここで、検
出が、試験サンプルにおける配列番号１６の配列を含むポリヌクレオチドとプローブとの
ハイブリダイゼーションを検出することによってであり、該試験サンプルが、癌性結腸細
胞であると疑われる試験細胞に由来する、工程；および
　該検出された差次的に発現した遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベルをコントロ
ール結腸細胞における該差次的に発現される遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベル
と比較する工程を包含し、
　ここで、該コントロール結腸細胞における該遺伝子産物のハイブリダイゼーションレベ
ルと比べて増加した、該試験サンプルにおける該差次的に発現される遺伝子産物のハイブ
リダイゼーションレベルの検出は、該試験細胞が癌性結腸細胞であることを示す、方法で
あって、ここで、該プローブは、該遺伝子産物に特異的にハイブリダイズする、方法。
【請求項１４】
　癌性結腸細胞の癌性表現型を抑制または阻害するための組成物であって、該組成物は、
　配列番号１６の配列を含む遺伝子の発現の阻害のためのアンチセンスポリヌクレオチド
を含み、該遺伝子の発現の阻害は、該細胞における癌性表現型の発生を阻害する、組成物
であって、ここで、該癌性表現型が転移であるか、または、該癌性表現型が正常細胞と比
較した異常な細胞増殖であるか、または、該癌性表現型が細胞増殖の接触阻止の損失であ
る、組成物。
【請求項１５】
　腫瘍増殖を阻害するための組成物であって、該組成物は、配列番号１６の配列を有する
ポリヌクレオチドによってコードされる遺伝子産物の産生の阻害のためのアンチセンスオ
リゴヌクレオチドを含み、該組成物は、配列番号１６の配列を含む遺伝子を発現される腫
瘍を有する被験体に投与され、該オリゴヌクレオチドは、該遺伝子によってコードされる
遺伝子産物の活性を減少し、それによって該被験体において腫瘍増殖を阻害することを特
徴とする、組成物であって、ここで、該腫瘍は、結腸癌細胞を含む、組成物。
【請求項１６】
　癌性結腸細胞において差次的に発現される遺伝子産物の生物学的活性を減少させる薬剤
を同定するための方法であって、該方法は、以下：
　候補薬剤と差次的に発現される遺伝子産物を接触させる工程であって、該遺伝子産物が
、ｍＲＮＡまたはｍＲＮＡ遺伝子産物から調製されたｃＤＮＡであり、そして、配列番号
１６の配列に対応する、工程；および
　該候補薬剤の非存在下における該遺伝子産物の発現レベルと比較した、差次的に発現さ
れる遺伝子産物の発現の減少を検出する工程、
を包含する、方法。
【請求項１７】
　結腸癌の処置のための薬学的組成物であって、配列番号１６の配列を有するポリヌクレ
オチドによってコードされる遺伝子産物の産生の阻害のためのアンチセンスポリヌクレオ
チドを含む、薬学的組成物。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の薬学的組成物であって、前記アンチセンスポリヌクレオチドが、配
列番号１２４および１２６からなる群から選択される配列を含む、薬学的組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２０００年６月１５日に出願された米国仮出願番号６０／２１１，８３５の優
先権を主張し、この出願は、本明細書中で参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
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　本発明は、結腸癌および形成異常症において差次的に発現される遺伝子に関する。より
詳細には、本発明は、結腸癌で差次的に調節されるポリヌクレオチド、およびコードされ
た遺伝子産物に関する。
【０００３】
　（発明の背景）
　結腸癌は、米国における癌関連の死亡の、第二位の原因である。Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃ
ａｎｃｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙは、１９９９年の米国において、約９４７，０００人の結腸
癌の新たな症例が存在し、そして結腸癌が約４７，０００人の死亡の原因であると見積も
っている。結腸は、４つの節：上行結腸、横行結腸、下行結腸およびＳ状結腸を有し、そ
して直腸で終わる。腺腫様ポリープまたは腺腫、癌腫へ進行する一般的な良性病変は、結
腸の４つの節のいずれかまたは直腸において発生し得る。９５％を超える結腸癌が、腺癌
、または結腸の内側を裏打ちする細胞の癌である。結腸癌は、頻繁に、肝臓および肺に転
移する。
【０００４】
　疾患の原因である第一の病因因子として喫煙が同定されている肺癌とは異なり、結腸癌
の下敷きとなる本質的な機構は複雑であり、かつ理解が不完全である。食餌因子（特に高
脂肪摂取）は、発癌を促進すると考えられる。分子レベルでは、多くの変異を含む多段階
のプロセスが、腺腫の結腸腫瘍への進行において疑われる（Ｖｏｇｅｌｓｔｅｉｎら（１
９８８）Ｎ．Ｅｎｇｌ．Ｊ．Ｍｅｄ．３１９：５２５－５３２）。結腸癌の発生および進
行は、以下の３つの遺伝子型における配列変異によって駆動される：癌遺伝子、腫瘍抑制
遺伝子、およびミスマッチ修復遺伝子（これは、他の遺伝子（癌遺伝子および腫瘍抑制遺
伝子を含む）の変異の速度を制御する）。これらの変異は、遺伝的素因（生殖系列変異）
の結果として、または環境的因子（体細胞変異）に応答して生じる。
【０００５】
　結腸癌に関連するいくつかの変異が、同定されている。遺伝性、または家族性の結腸癌
に関連する生殖系列変異としては、腫瘍抑制遺伝子の腺腫様結腸ポリポーシス（ＡＰＣ）
（Ｌｅｎｇａｕｅｒら（１９９１）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５３：６６５－６６９）ならびに
ミスマッチ修復遺伝子のＭｕｔＬおよびＭｕｔＳ（Ｍｏｄｒｉｃｈ（１９９５）Ｐｈｉｌ
．Ｔｒａｎｓ．Ｒ．Ｓｏｃ．Ｌｏｎｄ．Ｂ　３４７：８９－９５；Ｋｏｌｏｄｎｅｒ（１
９９６）Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．１０：１４３３－１４４２）が挙げられる。欠損性ＡＰＣ
は、家族性腺腫様ポリポーシス（ＦＡＰ）に関連し、そしてＭｕｔＬおよびＭｕｔＳは、
遺伝性非ポリポーシス結腸直腸癌（ＨＮＰＣＣ）に関連する。散発性結腸癌に関連すると
同定された体細胞変異としては、結腸癌において欠失された（ＤＣＣ）、および結腸癌に
おいて変異した（ＭＣＣ）、癌遺伝子（Ｋ－ｒａｓ、ｃ－ｍｙｃ）および腫瘍抑制遺伝子
（ｐ５３、ＡＰＣ、神経線維腫症１型ＧＴＰａｓｅ活性化タンパク質（ＮＦ１　ＧＡＰ）
）が挙げられる（Ｍｉｄｇｌｅｙら（１９９９）Ｌａｎｃｅｔ　３５３：３９１－３９９
）。
【０００６】
　結腸癌は、非常に処置可能であり、そしてしばしば初期段階で検出および処置される場
合には、治癒可能である。従来の診断手順としては、侵襲性の手段（例えば、デジタル直
腸検査法、Ｓ状結腸鏡検査法、結腸鏡検査法、およびバリウム浣腸）ならびに非侵襲性の
手段（例えば、便潜血検査および遺伝的スクリーニング）が挙げられる。腫瘍マーカーの
スクリーニングは、遺伝性疾患の同定および再発の診断のために特に示される。例えば、
癌胚性抗原（ｃａｒｃｉｎｏｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　ａｎｔｉｇｅｎ）（ＣＥＡ）のスクリ
ーニングは、無症候性の再発を診断するために使用される。新たな診断方法としては、結
腸壁の上皮表面または結腸壁内の癌性細胞を検出し得るレーザー誘導蛍光画像化技術が挙
げられる（例えば、ｖｏｎ　Ｒｕｅｄｅｎら（１９９３）Ｊ．Ｓｕｒｇ．Ｏｎｃｏｌ．５
３：４３－４６を参照のこと）。
【０００７】
　結腸癌を処置するための従来の治療的アプローチとしては、外科的切除、放射線療法お
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よび化学療法（アジュバント治療を含む）が挙げられる。遺伝子治療アプローチとしては
、ウイルスベクターを使用する（Ｚｗａｃｋａら（１９９８）Ｈｅｍａｔｏｌ．Ｏｎｃｏ
ｌ．Ｃｌｉｎ．Ｎｏｒｔｈ　Ａｍ．１２：５９５－６１５）、サイトカイン遺伝子または
免疫抗原遺伝子の移入、酵素－プロドラッグ系の移入（Ｈｕｂｅｒら（１９９３）Ｃａｎ
ｃｅｒ　Ｒｅｓ．５３：４６１９－ノ４６２６を参照のこと）、および腫瘍抑制遺伝子の
置換（例えば、Ｖｅｎｏｏｋら（１９９８）Ｐｒｏｃ．ＡＳＣＯ　１７：４３１ａを参照
のこと）が挙げられる。
【０００８】
　結腸癌に関連するいくつかの遺伝子が同定されているが、結腸癌の発生（または発生の
阻害）に関連するさらなる遺伝子の同定は、さらなる診断手段および治療標的を提供し得
る。結腸癌において差次的に発現される遺伝子の同定は、薬物発見、診断技術、ならびに
結腸癌の進行および性質の理解の進歩において特に重要である。本発明は、このような差
次的に発現される遺伝子の同定を提供する。
【０００９】
　（発明の要旨）
　本発明は、結腸癌（例えば、腺腫様ポリープ、結腸直腸癌腫、高い転移の可能性のある
結腸腫瘍および転移性結腸癌）において差次的に発現される遺伝子を示すポリヌクレオチ
ドに関する。本発明はまた、このようなポリヌクレオチド、これらの対応する遺伝子また
は遺伝子産物（プローブ、アンチセンスヌクレオチドおよび抗体が挙げられる）を含む診
断剤および治療剤に関する。
【００１０】
　従って、１つの局面において、本発明は、癌性結腸細胞の同定の方法を特徴とし、ここ
で、この方法は、少なくとも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程（ここ
で、この遺伝子産物は、試験サンプル中の配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１
５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９の配列を含む遺伝子によって
コードされ、ここで、この試験サンプルは、癌性結腸細胞であることが疑われる試験細胞
に由来する）、および検出された差次的に発現された遺伝子産物の発現レベルを、コント
ロールサンプルにおいて差次的に発現された遺伝子産物の発現レベルと比較する工程（こ
こで、このコントロールサンプルは、癌性結腸細胞に由来する）を包含する。コントロー
ルサンプル中の遺伝子産物の発現レベルに類似する、試験サンプル中の差次的に発現され
た遺伝子産物の発現レベルの検出は、この試験細胞が癌性結腸細胞であることを示す。１
つの実施形態において、検出は、参照アレイに対する試験サンプルのハイブリダイゼーシ
ョンによって達成され、ここで、この参照アレイは、配列番号１、３、５、７、９、１１
～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９の少なくとも１つ
の同定配列を含む。
【００１１】
　本発明はまた、癌性結腸細胞を同定する方法を特徴とし、ここで、この方法は、少なく
とも１つの差次的に発現される遺伝子産物を検出する工程（ここで、この検出は、試験サ
ンプル中に配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、
２４、２６、２７および２９の配列を含むポリペプチドのハイブリダイゼーションを検出
することにより、ここで、この試験サンプルは、癌性結腸細胞であることが疑われる試験
細胞に由来する）、および検出された差次的に発現された遺伝子産物のハイブリダイゼー
ションレベルを、コントロールサンプル中で差次的に発現された遺伝子産物のハイブリダ
イゼーションレベルと比較する工程（ここで、このコントロールサンプルは、癌性結腸細
胞に由来する）を包含する。コントロールサンプル中の遺伝子産物のハイブリダイゼーシ
ョンレベルに類似する、試験サンプル中の差次的に発現された遺伝子産物のハイブリダイ
ゼーションレベルの検出は、この試験細胞が癌性結腸細胞であることを示す。１つの実施
形態において、検出は、参照アレイに対する試験サンプルのハイブリダイゼーションによ
って達成され、ここで、この参照アレイは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、
１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９の少なくとも１つの同定配
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列を含む。
【００１２】
　本発明はまた、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、
２２、２４、２６、２７および２９の同定配列またはその縮重改変体に対して、少なくと
も９０％の配列同一性の配列を含む、単離されたポリヌクレオチドを特徴とする。関連す
る局面において、本発明は、アレイおよび本発明のポリヌクレオチドを含む組換え宿主細
胞を特徴とする。１つの実施形態において、このポリヌクレオチドは、本明細書中に記載
されるクローンに含まれ、そしてＡＴＣＣに寄託された挿入物のヌクレオチド配列を含む
。
【００１３】
　別の局面において、本発明は、本発明の差次的に発現された遺伝子によってコードされ
る単離されたポリペプチド、およびこのようなポリペプチドを特異的に結合する抗体を特
徴とする。
【００１４】
　別の局面において、本発明は、癌性結腸細胞において差次的に発現される遺伝子の発現
を調節するための活性薬剤を含む治療的組成物を特徴とする。例えば、この治療的組成物
の活性薬剤は、正常細胞に対して癌性細胞で過剰発現される遺伝子によってコードされる
遺伝子産物の生物学的活性の減少をもたらし得るか、または、正常細胞に対して癌性細胞
において過少発現される遺伝子によってコードされる遺伝子産物の生物学的活性の増大を
もたらし得る。
【００１５】
　本発明はまた、差次的に発現された遺伝子のライブラリーを特徴とし、ここで、このラ
イブラリーは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２
２、２４、２６、２７および２９のポリヌクレオチドの少なくとも１つの配列情報を含む
。このライブラリーは、核酸アレイとして、またはコンピューター読み取り可能な形式で
提供され得、そして配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０
、２２、２４、２６、２７および２９のポリヌクレオチドの相対的な量を含み得、ここで
、この相対的な量は、疾患結腸細胞において見出されるポリヌクレオチドの相対的な量を
示す。
【００１６】
　本発明の主な目的は、差次的に発現される遺伝子およびこれらのフラグメントに対応す
るポリヌクレオチド、結腸癌の診断ならびに合理的な薬物設計および治療設計に有用なポ
リヌクレオチドを提供することである。
【００１７】
　本発明の種々の局面および実施形態は、本明細書中に提供される記載を読んだ当業者に
、容易に明らかである。
【００１８】
　（発明の詳細な説明）
　本発明をさらに記載する前に、本発明が、本発明の以下に記載される特定の実施形態に
限定されず、特定の実施形態のバリエーションが、添付の特許請求の範囲内で作製され得
、そしてなお添付の特許請求の範囲内であることが理解されるべきである。また、使用さ
れる専門用語が、特定の実施形態を説明する目的のためであり、そして限定を意図しない
ことが理解されるべきである。代わりに、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によっ
て確立される。
【００１９】
　本明細書および添付の特許請求の範囲において、単数形「１つの」（「ａ」、「ａｎ」
および「ｔｈｅ」）は、文脈が明らかに他を示さない限り、複数形の言及を含む。他に規
定されない限り、本明細書中で使用される全ての専門用語および科学用語は、本発明の属
する分野の当業者が通常理解する意味と同じ意味を有する。
【００２０】
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　本発明は、開示されたヌクレオチド配列を含有するポリヌクレオチドに関し、全長ｃＤ
ＮＡ、ｍＲＮＡゲノム配列、およびこれらの配列に対応する遺伝子ならびにそれらの縮重
改変体に関し、そして本発明のポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドおよ
びポリペプチド改変体に関する。以下の詳細な記載は、本発明によって包含されるポリヌ
クレオチド組成物、全長の遺伝子産物をコードするｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡを得るた
めの方法、これらのポリヌクレオチドおよび遺伝子の発現、ポリヌクレオチドおよび遺伝
子の構造モチーフの同定、本発明のポリヌクレオチドに対応する遺伝子によってコードさ
れる遺伝子産物の機能の同定、提供されるポリヌクレオチドのプローブとしての使用なら
びにマッピングおよび組織プロファイリングにおける使用、抗体を惹起するための対応す
るポリペプチドおよび他の遺伝子産物の使用、そして治療目的および診断目的のためのポ
リヌクレオチドおよびそれらがコードする遺伝子産物の使用を記載する。
【００２１】
　（定義）
　用語「ポリヌクレオチド」および「核酸」は、本明細書中で交換可能に使用され、リボ
ヌクレオチドまたはデオキシリボヌクレオチドのいずれかの、任意の長さのヌクレオチド
のポリマー形態をいう。従って、これらの用語は、さらに、一本鎖、二本鎖もしくは複数
鎖のＤＮＡもしくはＲＮＡ、ゲノムＤＮＡ，ｃＤＮＡ、ＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッド、あ
るいはプリン塩基およびピリミジン塩基、または他の天然の、化学的もしくは生化学的に
改変された、非天然の、または誘導体化されたヌクレオチド塩基を含むポリマーを含むが
、これらに限定されない。これらの用語はさらに、イントロン配列を含むｍＲＮＡまたは
ｃＤＮＡを含むが、これらに限定されない（例えば、Ｎｉｗａら（１９９９）Ｃｅｌｌ　
９９（７）：６９１－７０２を参照のこと）。ポリヌクレオチドの骨格は、（ＲＮＡまた
はＤＮＡにおいて代表的に見出され得るように）糖およびリン酸基を含み得るか、または
改変もしくは置換された糖もしくはリン酸基を含み得る。あるいは、ポリヌクレオチドの
骨格は、合成サブユニット（例えば、ホスホラミダイト）のポリマーを含み得、従って、
オリゴデオキシヌクレオシドホスホラミダイトまたは混合されたホスホラミダイト－ホス
ホジエステルオリゴマーであり得る。Ｐｅｙｒｏｔｔｅｓら（１９９６）Ｎｕｃｌ．Ａｃ
ｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４：１８４１－１８４８；Ｃｈａｔｕｒｖｅｄｉら（１９９６）Ｎｕ
ｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２４：２３１８－２３２３。ポリヌクレオチドは、改変され
たヌクレオチド（例えば、メチル化ヌクレオチドおよびヌクレオチドアナログ、ウラシル
、他の糖、ならびに結合基（例えば、フルオロリボースおよびチオエート））、ならびに
ヌクレオチド分枝を含み得る。ヌクレオチドの配列は、非ヌクレオチド成分によって中断
され得る。ポリヌクレオチドは、ポリマー化の後に、例えば、標識成分との結合体化によ
って、さらに改変され得る。この定義内に含まれる他の型の改変は、キャップ、アナログ
による１以上の天然に存在するヌクレオチドの置換、およびタンパク質、金属イオン、標
識成分、他のポリヌクレオチドまたは固体支持体にポリヌクレオチドを結合させるための
手段の導入である。
【００２２】
　用語「ポリペプチド」および「タンパク質」は、本明細書中で交換可能に使用され、任
意の長さのアミノ酸のポリマー形態をいい、コードアミノ酸および非コードアミノ酸、化
学的もしくは生化学的に改変もしくは誘導体化されたアミノ酸、ならびに改変されたペプ
チド骨格を有するポリペプチドを含み得る。この用語は、異種アミノ酸配列との融合タン
パク質、Ｎ－末端メチオニン残基を有するかもしくは有さない、異種リーダー配列および
同種リーダー配列との融合物；免疫学的にタグ化されたタンパク質などが挙げられるが、
これらに限定されない融合タンパク質を含む。
【００２３】
　「異種」とは、材料が、異なる供給源（例えば、異なる遺伝子、異なる種など）に由来
することを意味する。
【００２４】
　用語「差次的に発現される遺伝子」は、癌性でない同じ細胞型の細胞と比較した場合に
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、癌性結腸細胞で差次的に発現される遺伝子を示すかまたはこのような遺伝子に対応する
ポリヌクレオチドを包含するように意図される。このような差次的に発現される遺伝子は
、遺伝子産物（例えば、ポリペプチド）をコードするオープンリーディングフレーム、な
らびにこのような遺伝子のイントロン、および発現の調節に関与する、隣接５’および隣
接３’の非コードヌクレオチド配列（コード領域を越える約２０ｋｂまでの、しかしいず
れの方向においてもさらに可能である）を含み得る。この遺伝子は、染色体外維持のため
の、または宿主ゲノム内への組込みのための適切なベクターに導入され得る。一般に、少
なくとも約２５％、通常は、少なくとも約５０％～７５％、より通常は、少なくとも約９
０％以上の発現レベルの減少に関連する発現レベルにおける差異は、目的の差次的に発現
される遺伝子、すなわち、コントロールサンプルと比較して、試験サンプルにおいては過
少発現されるか、またはダウンレギュレートされる遺伝子を示す。さらに、少なくとも約
２５％、通常は、少なくとも約５０％～７５％、より通常は、少なくとも約９０％であり
、そしてコントロールサンプルと比較して少なくとも約１　１／２倍、通常は、少なくと
も約２倍～約１０倍であり得、そして約１００倍～約１，０００倍の増加であり得る、発
現の上昇に関連する発現レベルにおける差異は、目的の差次的に発現される遺伝子、すな
わち、過剰発現、またはアップレギュレートされる遺伝子を示す。
【００２５】
　本明細書において使用される場合、「差次的に発現されるポリヌクレオチド」は、差次
的に発現される遺伝子を示す配列を含む核酸分子（ＲＮＡまたはＤＮＡ）を意味し、例え
ば、差次的に発現されるポリヌクレオチドは、サンプル中で差次的に発現されるポリヌク
レオチドの検出が、差次的に発現される遺伝子またはサンプル中の差次的に発現される遺
伝子の遺伝子産物の存在と相関するように、差次的に発現される遺伝子を独自に同定する
配列（例えば、遺伝子産物をコードするオープンリーディングフレーム）を含む。例えば
、差次的に発現されるポリヌクレオチドに（例えば、ストリンジェントな条件下で）ハイ
ブリダイズする、サンプル中のポリヌクレオチドの検出は、サンプル中の対応する差次的
に発現される遺伝子の存在を示す。「差次的に発現されるポリヌクレオチド」はまた、開
示されたポリヌクレオチドのフラグメント（例えば、生物学的活性を有するフラグメント
）、ならびにその開示されたポリヌクレオチドに相同性があるか、実質的に類似するか、
または実質的に同一である（例えば、約９０％の配列同一性を有する）核酸を含むことが
意味される。
【００２６】
　「対応する」または「示す」は、例えば、遺伝子に「対応する」または遺伝子を「示す
」ポリヌクレオチドまたは配列に関して使用される場合、ポリヌクレオチドの配列が、遺
伝子または核酸遺伝子産物（例えば、ｍＲＮＡ）に存在することを意味する。ポリヌクレ
オチドは、遺伝子のゲノム配列の１つのエキソン内に完全に存在し得るか、またはポリヌ
クレオチド配列の異なる部分は、異なるエキソン中に存在し得る（例えば、その結果、連
続ポリヌクレオチド配列は、遺伝子の発現産物であるｍＲＮＡ中に、スプライシング前ま
たはスプライシング後のいずれかに存在する）。いくつかの実施形態において、ポリヌク
レオチドは、正常細胞と比較して癌性細胞において改変されている遺伝子を示すかまたは
対応し得る。例えば、癌性細胞中の遺伝子は、内在性レトロウイルス、転位性エレメント
または他の天然に存在する核酸もしくは天然に存在しない核酸の挿入によって、改変され
得る。このような場合、ポリヌクレオチドは、ネイティブな遺伝子（例えば、異種配列の
ない遺伝子）と、挿入された、非ネイティブ配列の両方の配列を含み得る。
【００２７】
　「遺伝子」は、本明細書中で一般的に使用されて、遺伝子産物をコードするポリヌクレ
オチド（例えば、オープンリーディングフレームを規定する核酸配列）を包含する。
【００２８】
　本明細書中で使用される場合、「遺伝子産物」は、本明細書中に記載されるポリヌクレ
オチドに対応する遺伝子の発現の産物の全てまたは一部（ＲＮＡ分子またはポリペプチド
を含むが、これらに限定されない）を包含することを意味する。
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【００２９】
　本明細書中で使用される場合、「診断」は、一般に、疾患または障害に対する患者の感
受性の決定、被験体が疾患または障害に現在罹患しているか否かに関する決定、および疾
患または障害に罹患した被験体の予後に関する決定を含む。本発明は、結腸癌（例えば、
腺腫様ポリープ、結腸直腸癌腫）、およびこのような癌の任意の段階（例えば、段階Ｉ～
段階ＩＶの重篤度）に関する、被験体の診断を包含する。
【００３０】
　本明細書中で使用される場合、「結腸癌」は、結腸癌および直腸癌の良性形態または悪
性形態；結腸癌の非転移性形態、転移前形態および転移形態；ならびに結腸および直腸の
細胞から生じる任意の特定の癌の型（例えば、腺腫様ポリープ、結腸直腸癌腫など）を包
含することを意味する。
【００３１】
　用語「個体」、「被験体」、「宿主」および「患者」は、本明細書中で交換可能に使用
され、そして診断、処置または治療が所望される任意の哺乳動物被験体、特にヒトをいう
。他の被験体としては、ウシ、イヌ、ネコ、モルモット、ウサギ、ラット、マウス、ウマ
などが挙げられ得る。
【００３２】
　用語「サンプル」または「生物学的サンプル」は、生物から得られ、そして診断または
モニタリングアッセイにおいて使用され得る種々のサンプル型を包含する。この用語は、
血液および生物学的起源の他の液体サンプル、固体組織サンプル（例えば、生検検体また
は組織培養物もしくはこれらに由来する細胞ならびにこれらの子孫）を包含する。この用
語は、その獲得後に任意の方法で（例えば、試薬による処理、可溶化、または特定の成分
の富化によって）操作されたサンプルを包含する。この用語は、臨床的サンプルを包含し
、そしてまた、細胞培養物中の細胞、細胞上清、細胞溶解物、血清、血漿、生物学的液体
および組織サンプルを含む。
【００３３】
　本明細書中で使用される場合、「宿主細胞」は、組換えベクターまたは他の移入ポリヌ
クレオチドのレシピエントとして使用され得るか、あるいは使用されてきた微生物または
真核生物細胞もしくは単細胞実体として培養される細胞株をいい、そして、トランスフェ
クトされた元の細胞の子孫を含む。単一細胞の子孫が、天然の、偶然のまたは意図された
変異に起因して、形態学的に、またはゲノムＤＮＡ相補体または総ＤＮＡ相補体において
、元の親と必ずしも完全に同一ではないかもしれないことが、理解される。
【００３４】
　用語「癌」、「新生物」、「腫瘍」および「癌腫」は、本明細書中で交換可能に使用さ
れ、比較的自律的な増殖を示し、その結果、細胞増殖の制御の有意な喪失によって特徴付
けられる異常な増殖表現型を示す細胞をいう。一般に、本出願における検出または処置の
ための目的の細胞としては、前癌性（例えば、良性）細胞、悪性細胞、転移前細胞、転移
細胞、および非転移細胞が挙げられる。特別な目的は、癌性細胞の検出である。
【００３５】
　「癌性表現型」は、一般に、癌性細胞の特徴である種々の生物学的現象のいずれかをい
い、この現象は、癌の型によって異なり得る。この癌性表現型は、一般に、例えば、細胞
増殖（ｇｒｏｗｔｈ）または増殖（ｐｒｏｌｉｅｒａｔｉｏｎ）における異常（例えば、
制御されない増殖（ｇｒｏｗｔｈ）または増殖（ｐｒｏｌｉｅｒａｔｉｏｎ））、細胞周
期の調節における異常、細胞移動性における異常、または細胞－細胞相互作用における異
常によって同定される。
【００３６】
　「治療標的」は、一般に、遺伝子または遺伝子産物をいい、これらは、（例えば、発現
、生物学的活性などの改変による）その活性の改変の際に、癌性表現型の改変を提供し得
る。
【００３７】
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　全体を通して使用される場合、「改変」は、示された現象の増大または減少をいうよう
に意味される（例えば、生物学的活性の改変は、生物学的活性の増大または生物学的活性
の減少をいう）。
【００３８】
　（発明の概要）
　一般に、本発明は、癌性結腸細胞において差次的に発現される遺伝子を示すポリヌクレ
オチドの発見に基づく。癌に罹患した、結腸細胞における遺伝子の差次的な発現は、例え
ば、癌性結腸細胞において発現される遺伝子を検出し、そして遺伝子発現レベル（例えば
、質的または量的かのいずれか）を、正常結腸細胞（すなわち、結腸癌に罹患していない
結腸細胞）における同じ遺伝子の発現レベルと比較することによって決定される。
【００３９】
　本明細書中に記載される、差次的に発現された遺伝子に対応するポリヌクレオチドは、
正常結腸細胞、初代結腸腫瘍細胞、転移性結腸腫瘍細胞および腺腫様ポリープ細胞に由来
するサンプルのディファレンシャルディスプレイを使用して同定された。本発明の差次的
に発現された遺伝子を示す特定のポリヌクレオチドの配列は、配列番号１、３、５、７、
９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９に示され
る。
【００４０】
　（ポリヌクレオチド組成物）
　ポリヌクレオチド組成物に関する本発明の範囲は、配列番号１、３、５、７、９、１１
～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のうちのいずれか
１つにおいて示される配列を含むポリヌクレオチド；本明細書中に記載される生物学的材
料またはストリンジェントな条件（特に高ストリンジェンシーの条件）下でのハイブリダ
イゼーションによって他の生物学的供給源（特にヒト供給源）から得られるポリヌクレオ
チド；提供されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子；提供されるポリヌクレオチドおよ
びそれらの対応する遺伝子の改変体、特にコードされる遺伝子産物の生物学的活性（例え
ば、タンパク質ファミリーへの遺伝産物の割当ておよび／または遺伝子産物に存在する機
能的ドメインの同定の結果として、提供されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子産物に
帰する生物学的活性）を保持するそれらの改変体を含むが、これらに必ずしも限定されな
い。本発明の範囲により意図され、本発明の範囲内である他の核酸組成物は、本明細書中
での開示が提供される場合、当業者に容易に明らかである。
【００４１】
　組成物の核酸に関して本明細書中で交換可能に使用される場合、「ポリヌクレオチド」
および「核酸」は、特に示されない限り、核酸の長さまたは構造に関して限定されること
を意図されない。さらに、本明細書中に記載されるポリヌクレオチドは、実質的にエキソ
ン配列（例えば、オープンリーディングフレームを規定し、そして遺伝子産物の全てまた
は一部をコードする配列）からなり得る。本明細書中に記載されるポリヌクレオチドに関
して「実質的に～からなる」は、ポリヌクレオチドが、オープンリーディングフレームを
コードする配列からなることを意味し、この配列は、コードされた遺伝子産物の基本的な
特徴に実質的に影響しない任意の種々の配列に隣接し得る。適切な隣接配列としては、プ
ロモーター配列、エンハンサー配列、転写開始部位および／または停止部位、構築物もし
くはベクター配列（例えば、線状分子または環状分子内のポリヌクレオチドの操作を提供
する配列（構築物またはベクターの複製および維持のための配列、選択を提供する遺伝子
産物（例えば、抗生物質耐性または抗生物質感受性、補充を有するかまたは有さない培地
における増殖に影響を与える因子など）をコードする配列、ポリヌクレオチドまたは異種
ポリペプチド（すなわち、作動可能に連結されたポリヌクレオチド以外の供給源に由来す
るポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド）との融合タンパク質の生成を提
供する配列を含むが、これらに必ずしも限定されない）））などが挙げられるが、これら
に必ずしも限定されない。
【００４２】
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　本発明は、ヒト組織、詳細にはヒト結腸組織において発現されるポリヌクレオチドを特
徴とする。特定の目的の本発明の新規な核酸組成物は、配列番号１、３、５、７、９、１
１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のいずれか１つ
において示される配列およびその同定配列を含む。「同定配列（ｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎｇ
　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）」は、ポリヌクレオチド配列を固有に同定する少なくとも約１０ｎ
ｔ長～約２０ｎｔ長、通常少なくとも約５０ｎｔ長～約１００ｎｔ長の残基の連続配列で
あり、例えば、約２０ｎｔを超える任意の連続ヌクレオチド配列に対して、９０％未満の
、通常約８０％～約８５％未満の配列同一性を示す。従って、本発明の核酸組成物は、配
列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、
２７および２９のいずれか１つの連続ヌクレオチドの同定配列を含む全長のｃＤＮＡまた
はｍＲＮＡを含む。
【００４３】
　本発明のポリヌクレオチドはまた、配列類似性または配列同一性を有するポリヌクレオ
チドを含む。配列類似性を有する核酸は、低いストリンジェンシー条件下、例えば、５０
℃および１０×ＳＳＣ（０．９Ｍ生理食塩水／０．０９Ｍクエン酸ナトリウム）でのハイ
ブリダイゼーションによって検出され、そして１×ＳＳＣ中５５℃での洗浄に供される場
合、結合を保持する。配列同一性は、ストリンジェントな条件下、例えば、５０℃以上お
よび０．１×ＳＳＣ（９ｍＭ生理食塩水／０．９ｍＭクエン酸ナトリウム）でのハイブリ
ダイゼーションによって決定され得る。ハイブリダイゼーション方法およびハイブリダイ
ゼーション条件は、当該分野において周知であり、例えば、ＵＳＰＮ　５，７０７，８２
９号を参照のこと。提供されるポリヌクレオチド配列に実質的に同一である核酸、例えば
、対立遺伝子改変体、遺伝子の遺伝的に変化したバージョンなどは、ストリンジェントな
ハイブリダイゼーション条件下で、提供されるポリヌクレオチド配列（配列番号１、３、
５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９
）に結合する。プローブ、特にＤＮＡ配列の標識プローブを使用することによって、相同
な遺伝子または関連の遺伝子を単離し得る。相同な遺伝子の供給源は、任意の種、例えば
、霊長類種、特にヒト：げっ歯類（例えば、ラットおよびマウス）；イヌ、ネコ、ウシ、
ヒツジ、ウマ、酵母、線虫などであり得る。
【００４４】
　一般には、ハイブリダイゼーションは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１
５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のうちの少なくとも１つの少
なくとも１５連続ヌクレオチド（ｎｔ）を使用して行われる。すなわち、開示される配列
番号のうちの１つの少なくとも１５連続ｎｔがプローブとして使用される場合、そのプロ
ーブは相補的な配列を含有する核酸と優先的にハイブリダイズし、選択されたプローブに
固有にハイブリダイズする核酸の同定および回収を可能にする。１つより多い配列番号か
らのプローブは、それらが由来するｃＤＮＡが同じ全長ｍＲＮＡに対応する場合、同じ核
酸とハイブリダイズし得る。１５ｎｔより大きいプローブ、例えば、約１８ｎｔ～約１０
０ｎｔのプローブが使用され得るが、１５ｎｔは固有の同定のために十分な配列を示す。
【００４５】
　本発明のポリヌクレオチドはまた、ヌクレオチド配列の天然に存在する改変体（例えば
、縮重改変体、対立遺伝子改変体など）を含む。本発明のポリヌクレオチドの改変体は、
本明細書中に開示されるヌクレオチド配列と推定の改変体とのハイブリダイゼーションに
よって、好ましくはストリンジェントな条件下でのハイブリダイゼーションによって同定
される。例えば、適切な洗浄条件を使用することによって、本発明のポリヌクレオチドの
改変体は、対立遺伝子改変体が、選択されたポリヌクレオチドプローブに対して多くとも
約２５～３０％の塩基対（ｂｐ）ミスマッチを示す場合に同定され得る。一般に、対立遺
伝子改変体は、１５～２５％ｂｐのミスマッチを含み、そして５～１５％、または２～５
％、または１～２％ｂｐ程度のミスマッチ、ならびに単一ｂｐのミスマッチを含み得る。
【００４６】
　本発明はまた、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、
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２２、２４、２６、２７および２９のポリヌクレオチドに対応するホモログを包含し、こ
こで、相同な遺伝子の供給源は、任意の哺乳動物種、例えば、霊長類種、特にヒト；げっ
歯類（例えば、ラット）；イヌ、ネコ、ウシ、ヒツジ、ウマ、酵母、線虫などであり得る
。哺乳動物種間（例えばヒトとマウス）で、ホモログは一般に、実質的な配列類似性、例
えば、ヌクレオチド配列間に少なくとも７５％、通常少なくとも９０％、より通常少なく
とも９５％の配列同一性を有する。配列類似性は、参照配列に基づいて算定され、参照配
列は保存されたモチーフ、コード領域、隣接領域などのような、より長い配列のサブセッ
トであり得る。参照配列は通常、少なくとも約１８連続ｎｔの長さ、より通常には少なく
とも約３０ｎｔの長さであり、そして比較されている完全な配列に伸長され得る。配列分
析のためアルゴリズムは、当該分野において公知である（例えば、ギャップ化ＢＬＡＳＴ
（Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９９７）２５：３３
８９－３４０２において記載される））。
【００４７】
　一般に、本発明の改変体は、少なくとも約６５％、好ましくは少なくとも約７５％、よ
り好ましくは少なくとも約８５％を越える配列同一性を有し、そしてＭＰＳＲＣＨプログ
ラム（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ）において実行されるようなＳｍｉｔｈ－Ｗａ
ｔｅｒｍａｎ相同性検索アルゴリズムにより決定される場合、少なくとも約９０％以上を
越え得る。本発明の目的のために、同一性パーセントを計算する好ましい方法は、以下を
使用するＳｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリズムである。全体的なＤＮＡ配列同一性
は、以下の検索パラメーター：ギャップオープンペナルティー１２、およびギャップ伸長
ペナルティー１、を用いるアフィンギャップ検索を使用する、ＭＰＳＲＣＨプログラム（
Ｏｘｆｏｒｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ）において実行されるようなＳｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒ
ｍａｎ相同性検索アルゴリズムにより決定される場合、６５％よりも大きくなければなら
ない。
【００４８】
　本発明の核酸は、ｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡ、およびそのフラグメント（特に、生物
学的に活性な遺伝子産物をコードするフラグメントおよび／または本明細書中に開示され
た方法において有用であるフラグメント（例えば、診断において、目的の示差発現された
遺伝子の固有の識別子として、など）であり得る。用語「ｃＤＮＡ」は、本明細書中で使
用する場合、ネイティブの成熟ｍＲＮＡ種において見出される配列エレメントの配置を共
有する全ての核酸を含むことを意図され、ここで配列エレメントは、エキソンならびに３
’非コード領域および５’非コード領域である。通常、ｍＲＮＡ種は、連続するエキソン
を有し、介在するイントロンは、存在する場合、核ＲＮＡスプライシングにより除去され
、本発明のポリペプチドをコードする連続性のオープンリーディングフレームを作成する
。
【００４９】
　目的のゲノム配列は、列挙される配列（天然の染色体に通常存在する全てのイントロン
を含む）において規定されるような、開始コドンと終止コドンとの間に存在する核酸を含
む。これは、成熟ｍＲＮＡにおいて見い出される３’および５’非翻訳領域をさらに含み
得る。これは、特異的転写調節配列および翻訳調節配列（例えば、プロモーター、エンハ
ンサーなど）（約１ｋｂの（しかしそれ以上の可能性もある）転写される領域の５’およ
び３’末端のいずれかの隣接ゲノムＤＮＡを含む）をさらに含み得る。ゲノムＤＮＡは、
１００ｋｂｐ以下のフラグメントとして単離され得；そして実質的には隣接染色体配列が
ない。コード領域に隣接するゲノムＤＮＡ（３’および５’、または時々イントロンに見
い出されるような内部調節配列のいずれか）は、適当な組織、段階特異的発現、または疾
患状態特異的発現のために必要とされる配列を含む。
【００５０】
　本発明の核酸組成物は、本発明のポリペプチドの全てまたは一部分をコードし得る。二
本鎖または一本鎖のフラグメントは、従来の方法に従う化学合成オリゴヌクレオチド、制
限酵素消化、ＰＣＲ増幅などによって、ＤＮＡ配列から得られ得る。本発明の単離された
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ポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチドフラグメントは、配列番号１、３、５、７、９
、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９に示され
るようなポリヌクレオチド配列から選択される少なくとも約１０、約１５、約２０、約３
５、約５０、約１００、約１５０～約２００、約２５０～約３００、または約３５０連続
するヌクレオチドを含む。大部分について、フラグメントは、少なくとも１５ヌクレオチ
ド、通常は少なくとも１８ヌクレオチドまたは２５ヌクレオチドの長さであり、そして少
なくとも約５０連続するヌクレオチドまでまたはそれ以上の長さである。好ましい実施態
様において、ポリヌクレオチド分子は、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５
、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９に示されるポリヌクレオチド
からなる群から選択される少なくとも１２ヌクレオチドの連続する配列を含む。
【００５１】
　本発明のポリヌクレオチドに対して特異的なプローブは、配列番号１、３、５、７、９
、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９に開示さ
れるポリヌクレオチド配列を使用して作製され得る。このプローブは、好ましくは配列番
号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７
、および２９の対応する連続する配列の、少なくとも約１２、１５、１６、１８、２０、
２２、２４、または２５ヌクレオチドフラグメントであり、そして２、１、０．５、０．
１、または０．０５ｋｂ長未満であり得る。このプローブは化学的に合成され得るか、ま
たは制限酵素を使用してより長いポリヌクレオチドから作製され得る。このプローブは、
例えば、放射性タグ、ビオチニル化タグ、または蛍光性タグを用いて標識化され得る。好
ましくは、プローブは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、
２０、２２、２４、２６、２７、および２９の１つのポリヌクレオチドの配列の同定に基
づいて設計される。より好ましくは、プローブは、配列に対する低い複雑性をマスキング
するためのマスキングプログラム（例えば、ＸＢＬＡＳＴ）の適用後にマスキングされな
いままの、本発明のポリヌクレオチドの１つの連続する配列に基づいて設計される。すな
わち、マスキングプログラムによって生成されるマスキングされた配列のポリ－ｎストレ
ッチの外側のポリヌクレオチドによって示されるような、マスキングされていない領域を
選択する。
【００５２】
　本発明のポリヌクレオチドは、実質的に純粋で単離および獲得される（一般的に、イン
タクトな染色体以外として）。通常、ポリヌクレオチド（ＤＮＡまたはＲＮＡのいずれか
として）は、他の天然に生じる核酸配列を実質的に含まずに獲得され（一般的に、少なく
とも約５０％、通常少なくとも約９０％純粋である）、そして、代表的には「組換え型」
であり、例えば天然に存在する染色体には普通付随しない１つ以上のヌクレオチドに隣接
される。
【００５３】
　本発明のポリヌクレオチドは、直鎖状分子としてまたは環状分子内に提供され得、そし
て自己複製分子（ベクター）内または複製配列を有さない分子内に提供され得る。ポリヌ
クレオチドの発現は、それら独自の調節配列または当該分野で公知の他の調節配列によっ
て調節され得る。本発明のポリヌクレオチドは、当該分野において利用可能な種々の技術
（例えば、トランスフェリンポリカチオン媒介ＤＮＡ移入、裸の核酸またはカプセル化さ
れた核酸を用いるトランスフェクション、リポソーム媒介ＤＮＡ移入、ＤＮＡコートラテ
ックスビーズの細胞内輸送、プロトプラスト融合、ウイルス感染、エレクトロポレーショ
ン、遺伝子銃、リン酸カルシウム媒介トランスフェクションなど）を使用して適切な宿主
細胞に導入され得る。
【００５４】
　本発明の核酸組成物は、例えば、ポリペプチドを生成するために、ポリヌクレオチドの
さらなるコピーを生成するための生物学的サンプル（例えば、ヒト細胞の抽出物）におけ
る本発明のｍＲＮＡの検出のためのプローブとして、リボザイムまたはアンチセンスオリ
ゴヌクレオチドを生成するために、および一本鎖ＤＮＡプローブとしてまたは三本鎖形成
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オリゴヌクレオチドとして、使用され得る。本明細書中に記載されるプローブは、例えば
、サンプル中の配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２
２、２４、２６、２７、および２９に示されるようなポリヌクレオチド配列、またはそれ
らの変異体の有無を決定するために使用され得る。これらおよび他の使用法は、以下によ
り詳細に記載される。
【００５５】
　（全長ｃＤＮＡ、遺伝子、およびプロモーター領域を獲得するためのポリヌクレオチド
の使用）
　開示されるポリヌクレオチドを含む全長ｃＤＮＡ分子は、以下のように得られる。配列
番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２
７、および２９のうちの１つの配列を含むか、または少なくとも１２、１５、１８、もし
くは２０ヌクレオチドヌクレオチドを含むこれらの一部を含むポリヌクレオチドは、プロ
ーブ設計方法、クローニング方法、およびクローン選択技術（例えば、米国特許第５，６
５４，１７３号に記載される技術）を使用して、ｃＤＮＡライブラリーのハイブリダイズ
するメンバーを検出するための、ハイブリダイゼーションプローブとして使用される。ｃ
ＤＮＡのライブラリーは、選択された組織（例えば、正常組織または腫瘍組織）または例
えば薬剤で処置された哺乳動物の組織から、作製される。好ましくは、この組織は、本明
細書中に記載されるポリヌクレオチドおよびｃＤＮＡの両方が発現した遺伝子を表わす場
合、本発明のポリヌクレオチドが単離された組織と同じものである。最も好ましくは、こ
のｃＤＮＡライブラリーは、本明細書中の実施例において記載される生物学的材料から、
作製される。ライブラリー構築のための細胞型の選択は、本発明のポリヌクレオチドに対
応する遺伝子によりコードされるタンパク質の同一性を確認した後に、なされ得る。この
ことは、どの組織型および細胞型が関連遺伝子を発現する可能性があるか示し、従って、
ｃＤＮＡを生成するためのｍＲＮＡに適切な供給源を表す。提供されたポリヌクレオチド
がｃＤＮＡライブラリーから単離される場合、このライブラリーは、ヒト結腸細胞、より
好ましくは、ヒト結腸癌細胞のｍＲＮＡから調製され、これらの細胞は、患者組織から獲
得され得るか、または例えば、結腸細胞株Ｋｍ１２Ｌ４－Ａであり得る。
【００５６】
　核酸配列ライブラリーの作製およびプローブ化についての技術は、例えば、Ｓａｍｂｒ
ｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎ
ｕａｌ，第２版，（１９８９）Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹに記載される。配列番号１、３、５、７、９
、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９由来の配
列に基づくプライマーを使用することにより、ｃＤＮＡが調製され得る。１つの実施態様
において、このｃＤＮＡライブラリーは、ポリアデニル化ｍＲＮＡのみから作製され得る
。従って、ポリＴプライマーは、ｍＲＮＡからｃＤＮＡを調製するために使用され得る。
【００５７】
　提供されるポリヌクレオチドより大きいライブラリーのメンバー、および好ましくはネ
イティブメッセージの完全コード配列を含むライブラリーのメンバーが獲得される。ｃＤ
ＮＡの全体が得られたことを確認するために、ＲＮＡ保護実験が以下のように実行される
。ｍＲＮＡに対する全長ｃＤＮＡのハイブリダイゼーションは、ＲＮａｓｅ分解からＲＮ
Ａを保護する。もしｃＤＮＡが全長でないならば、次いでハイブリダイズされないｍＲＮ
Ａの部分は、ＲＮａｓｅ分解に供される。これは、当該分野で公知であるように、ポリア
クリルアミドゲル上での電気泳動の移動度の変化、または放出されるモノリボヌクレオチ
ドの検出によりアッセイされる。Ｓａｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉ
ｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，第２版，（１９８９）Ｃｏｌｄ　Ｓ
ｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｒｅｓｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ
。部分的ｃＤＮＡの末端に対して５’側のさらなる配列を得るため、５’ＲＡＣＥ（ＰＣ
Ｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ：Ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ，（１９９０）Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．）が実行され得
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る。
【００５８】
　全長ｃＤＮＡの単離に類似の様式で提供されるポリヌクレオチドを用いて、ゲノムＤＮ
Ａを単離する。手短には、提供されるポリヌクレオチド、またはその一部分は、ゲノムＤ
ＮＡのライブラリーに対するプローブとして使用される。好ましくは、このライブラリー
は、本発明のポリヌクレオチドを生成するために使用された細胞型から得られる。しかし
、これは必須ではない。最も好ましくは、このゲノムＤＮＡは、本明細書中の実施例に記
載される生物学的材料から得られる。このようなライブラリーは、ゲノムの大きなセグメ
ント（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、９．４－９．３０に詳細に記載されるようなＰ１ま
たはＹＡＣ）を運ぶのに適するベクターに存在し得る。さらに、ゲノム配列は、ヒトＢＡ
Ｃライブラリーから単離され得る。これは、例えば、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｇｅｎｅｔｉｃ
ｓ，Ｉｎｃ．，Ｈｕｎｔｖｉｌｌｅ，Ａｌａｂａｍａ，ＵＳＡより市販されている。さら
なる５’または３’配列を得るために、Ｓａｍｂｒｏｏｋらに記載されるように、染色体
ウォーキングが実行され、その結果、ゲノムＤＮＡの隣接フラグメントおよび重複フラグ
メントが単離される。これらは、当該分野で公知のように、制限消化酵素およびＤＮＡリ
ガーゼを使用して、マッピングおよび互いにつなぎ合わされる。
【００５９】
　本発明のポリヌクレオチド配列を使用して、対応する全長遺伝子が、ｃＤＮＡライブラ
リーを構築およびプローブするための古典的な方法およびＰＣＲ法の両方を使用して単離
され得る。いずれかの方法、好ましくはノーザンブロットを使用して、どの細胞株が最も
高いレベルで目的の遺伝子を発現するのかを決定するために、多くの細胞型に関して実行
される。ｃＤＮＡライブラリーを構築する古典的な方法は、Ｓａｍｂｒｏｏｋら（前出）
に教示される。これらの方法を用いて、ｃＤＮＡは、ｍＲＮＡから作製され得、そしてウ
イルスベクターまたは発現ベクターに挿入され得る。代表的には、ポリ（Ａ）テイルを含
むｍＲＮＡのライブラリーは、ポリ（Ｔ）プライマーを用いて作製され得る。同様に、ｃ
ＤＮＡライブラリーは、プライマーとして本発明の配列を使用して、作製され得る。
【００６０】
　ＰＣＲ法は、所望の挿入物を含むｃＤＮＡライブラリーのメンバーを増幅するために使
用される。この場合、所望の挿入物は、本発明のポリヌクレオチドに対応する全長ｃＤＮ
Ａ由来の配列を含む。このようなＰＣＲ法は、遺伝子トラッピングおよびＲＡＣＥ法を含
む。遺伝子トラッピングは、ｃＤＮＡライブラリーのメンバーをベクターに挿入すること
を必要とする。次いで、このベクターを変性させ、一本鎖分子を生成する。次に、基質結
合プローブ（例えば、ビオチン化オリゴ）を、目的のｃＤＮＡ挿入物をトラップするため
に使用する。ビオチン化プローブを、アビジン結合固体基質に連結し得る。ＰＣＲ法を、
このトラップしたｃＤＮＡを増幅するために使用し得る。全長の遺伝子に対応する配列を
トラップするために、標識化プローブ配列は、本発明のポリヌクレオチド配列に基づく。
ライブラリーベクターに対して特異的なランダムプライマー（単数または複数）をこのト
ラップしたｃＤＮＡを増幅するために使用し得る。このような遺伝子トラッピング技術は
、Ｇｒｕｂｅｒら、ＷＯ　９５／０４７４５およびＧｒｕｂｅｒら、米国特許第５，５０
０，３５６号に記載される。遺伝子トラッピング実験を実施するためのキットは、例えば
、Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，Ｍａｒｙｌａｎｄ
，ＵＳＡから市販されている。
【００６１】
　「ｃＤＮＡ末端の高速増幅」、すなわちＲＡＣＥは、多数の異なるＲＮＡからｃＤＮＡ
を増幅するＰＣＲ法である。このｃＤＮＡを、オリゴヌクレオチドリンカーに連結させ、
そして２つのプライマーを用いてＰＣＲによって増幅する。１つのプライマーは、本発明
のポリヌクレオチド由来の配列に基づく（このために、全長配列が所望される）。そして
第２のプライマーは、ｃＤＮＡを増幅するためのオリゴヌクレオチドリンカーとハイブリ
ダイズする配列を含む。この方法の記載は、ＷＯ　９７／１９１１０に報告される。ＲＡ
ＣＥの優先的な実施態様において、共通のプライマーは、ｃＤＮＡ末端に連結された任意
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のアダプター配列とアニールするよう設計される（ＡｐｔｅおよびＳｉｅｂｅｒｔ，Ｂｉ
ｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ（１９９３）１５：８９０－８９３；Ｅｄｗａｒｄｓら、Ｎｕｃ
．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９９１）：５２２７－５２３２）。単一の遺伝子特異的ＲＡ
ＣＥプライマーが、共通のプライマーと対を形成する場合、単一の遺伝子特異的プライマ
ーと共通のプライマーとの間の配列の好ましい増幅が起こる。ＲＡＣＥにおける使用のた
めに改変された市販のｃＤＮＡプールが、利用可能である。
【００６２】
　別のＰＣＲに基づく方法は、ｃＤＮＡ配列の特定の情報を必要とせず、アンカー末端を
有する全長のｃＤＮＡライブラリーを生成する。この方法は、ロックドッキングプライマ
ー（I－ＩＶ）を使用する。ここで、１つのプライマー、ポリＴＶ（I－ＩＩＩ）は、第１
鎖合成を生じる真核生物ｍＲＮＡのポリＡテイルをロックし、そして第２のプライマー、
ポリＧＨ（ＩＶ－ＶＩ）は、末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ（ＴｄＴ）
により付加されたポリＣテイルをロックする（例えば、ＷＯ９６／４０９９８を参照のこ
と）。
【００６３】
　遺伝子のプロモーター領域は、一般に、ＲＮＡポリメラーゼＩＩのための開始部位に対
して５’に位置する。何百ものプロモーター領域は、「ＴＡＴＡ」ボックス（ＴＡＴＴＡ
またはＴＡＴＡＡのような配列）を含み、これは、変異に対して感受性である。プロモー
ター領域は、遺伝子のコード領域由来のプライマーを使用する５’ＲＡＣＥを実施するこ
とにより獲得され得る。あるいは、ｃＤＮＡは、ゲノム配列についてのプローブとして使
用され得、そしてコード領域に対して５’の領域は「ウォーキングアップ」により同定さ
れる。遺伝子が高度に発現されるか、または示差的に発現される場合、この遺伝子由来の
プロモーターは、異種遺伝子のための調節構築物において有用であり得る。
【００６４】
　一旦、全長ｃＤＮＡまたは遺伝子が獲得されると、改変体をコードするＤＮＡは、部位
特異的変異誘発により調製され得る（Ｓａｍｂｒｏｏｋら、１５．３－１５．６３に詳細
に記載される）。置換されるコドンまたはヌクレオチドの選択は、タンパク質の構造およ
び／または機能の変化を達成するためのアミノ酸における必要に応じた変更についての本
明細書中の開示に基づき得る。
【００６５】
　生物学的材料由来のＤＮＡまたはＲＮＡを得るための代替方法として、本発明の１つ以
上のポリヌクレオチドの配列を有するヌクレオチドを含む核酸が、合成され得る。従って
、本発明は、１つ以上の生物学的操作（核酸分子の複製および発現を含む）に適した１５
ヌクレオチド長（配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、
２２、２４、２６、２７、および２９の１つの少なくとも１５連続するヌクレオチドに対
応する）から最大長までの範囲の核酸分子を含む。本発明は、（ａ）完全遺伝子のサイズ
を有し、かつ配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２
、２４、２６、２７、および２９の少なくとも１つを含む核酸；（ｂ）融合タンパク質の
発現を可能にするために作動可能に連結された、少なくとも１つのさらなる遺伝子もまた
含む（ａ）の核酸；（ｃ）（ａ）または（ｂ）を含む発現ベクター；（ｄ）（ａ）または
（ｂ）を含むプラスミド；および（ｅ）（ａ）または（ｂ）を含む組換えウイルス粒子、
を含むが、これらに限定されない。一旦、本明細書中に開示されるポリヌクレオチドが提
供されれば、（ａ）～（ｅ）の構築および調製は、当業者に周知である。
【００６６】
　配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２
６、２７、および２９の少なくともいずれか１つの、少なくとも１５連続するヌクレオチ
ドを含む核酸配列、好ましくは配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、
１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９の少なくともいずれか１つの全体配列
を含む核酸配列は、限定されず、そして、Ａ、Ｔ、Ｇ、および／またはＣ（ＤＮＡ）なら
びにＡ、Ｕ、Ｇ、および／またはＣ（ＲＮＡ）、あるいはそれらの改変された塩基（イノ



(17) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

シンおよびプソイドウリジンを含む）の任意の配列であり得る。配列の選択は、所望され
る機能に依存し、そして所望されるコード領域、所望されるイントロン様領域、および所
望される調節領域によって指示され得る。配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１
５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９のいずれか１つの全体配列
が核酸内に存在する場合、得られる核酸は、本明細書中において配列番号１、３、５、７
、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９のい
ずれか１つの配列を含むポリヌクレオチドと呼ばれる。
【００６７】
　（全長ｃＤＮＡまたは全長遺伝子によりコードされるポリペプチドの発現）
　提供されるポリヌクレオチド（例えば、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１
５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９のうちの１つの配列を含む
ポリヌクレオチド）、対応するｃＤＮＡ、または全長遺伝子は、部分的または完全な遺伝
子産物を発現させるために用いられる。配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５
、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７、および２９の配列を含むポリヌクレオチ
ドの構築物はまた、合成的に作製される。あるいは、多くのオリゴデオキシリボヌクレオ
チドからの遺伝子およびプラスミド全体の一段階工程アセンブリは、例えば、Ｓｔｅｍｍ
ｅｒら、Ｇｅｎｅ（Ａｍｓｔｅｒｄａｍ）（１９９５）１６４（１）４９－５３により記
載される。この方法において、アセンブリＰＣＲ（多くのオリゴデオキシリボヌクレオチ
ド（オリゴ）からの長いＤＮＡ配列の合成）が記載される。この方法は、ＤＮＡシャッフ
リング（Ｓｔｅｍｍｅｒ、Ｎａｔｕｒｅ（１９９４）３７０、３８９－３９１）に由来し
、そしてアセンブリプロセスの間、徐々により長いＤＮＡフラグメントを構築していくた
めにＤＮＡリガーゼではなく、ＤＮＡポリメラーゼに頼る。
【００６８】
　適切なヌクレオチド構築物は、例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃ
ｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第２版（１９８９）Ｃｏｌｄ
　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、ＮＹに記載され、そしてＵｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　
Ｄｅｐｔ．ｏｆ　ＨＨＳ、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ
（ＮＩＨ）Ｇｉｕｄｅｌｉｎｅｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ　ＤＮＡ　Ｒｅｓａ
ｒｆｈに記載される標準的な組み換えＤＮＡ技術を用いて精製される。本発明のポリヌク
レオチドによりコードされる遺伝子産物は、任意の発現系（例えば、細菌系、酵母系、昆
虫系、両生類系、および哺乳動物系）において発現される。同じような発現を獲得するた
めのベクター、宿主細胞、および方法は、当該分野で周知である。適切なベクターおよび
宿主細胞は、米国特許第５，５６４，１７３号に記載される。
【００６９】
　本明細書に提供されるポリヌクレオチド配列を含むポリヌクレオチド分子は、一般的に
、ベクター中にこの分子を配置することによって増殖される。ウイルスおよび非ウイルス
ベクター（プラスミドを含む）が使用される。プラスミドの選択は、増殖が所望される細
胞のタイプおよび増殖の目的に依存する。特定のベクターが、大量の所望のＤＮＡ配列を
増幅および作製するために有用である。他のベクターは、培養中の細胞における発現に適
切である。さらなる他のベクターは、全動物またはヒトの細胞における転移および発現の
ために適切である。適切なベクターの選択は、十分に当該分野の技術の範囲内である。多
くのこのようなベクターは、市販されている。所望の配列を含むベクターを調製するため
の方法は、当該分野で周知である。
【００７０】
　配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２
６、２７、および２９に示されるポリヌクレオチドまたはそれらの対応する全長ポリヌク
レオチドは、所望の発現特性を得るために適切なように、調節配列に連結される。これら
は、プロモーター（センス鎖の５’末端またはアンチセンス鎖の３’末端のいずれかに取
り付けられる）、エンハンサー、ターミネーター、オペレーター、リプレッサー、および
インデューサーを含み得る。プロモーターは、調節され得るか、または構成性であり得る
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。いくつかの状況では、条件的活性プロモーター（例えば、組織特異的または発生期特異
的プロモーター）を使用することが望ましくあり得る。これらは、ベクターへの連結のた
めに上述の技術を使用して、所望のヌクレオチド配列に連結される。当該分野で公知の任
意の技術が用いられ得る。
【００７１】
　上記の宿主細胞のいずれか、または他の適切な宿主細胞または生物が、本発明のポリヌ
クレオチドまたは核酸を複製し、そして／または発現させるために用いられる場合、得ら
れた複製された核酸、ＲＮＡ、発現されたタンパク質またはポリペプチドは、宿主細胞ま
たは生物の産物として、本発明の範囲内にある。この産物は、当該分野で公知の任意の適
切な手段によって回収される。
【００７２】
　一旦、選択されたポリヌクレオチドに対応する遺伝子が同定されると、その発現は、そ
の遺伝子がネイティブである細胞において調節され得る。例えば、細胞の内因性遺伝子は
、米国特許第５，６４１，６７０号に開示されるように外因性調節配列によって調節され
得る。
【００７３】
　（公的に入手可能なデータベースに対する遺伝子スクリーニングの機能的および構造的
モチーフの同定）
　提供されるポリヌクレオチド、ｃＤＮＡ、または完全遺伝子のヌクレオチド配列の翻訳
が、個々の既知配列と整列され得る。個々の配列との類似性が、本発明のポリヌクレオチ
ドによってコードされるポリペプチドの活性を決定するために使用され得る。また、１つ
より多い個々の配列との類似性を呈示する配列は、個々の配列のいずれかまたは両方に特
徴的な活性を呈示し得る。
【００７４】
　最も近い隣接物（ｎｅｉｇｈｂｏｒ）のポリヌクレオチド配列の全長配列およびフラグ
メントは、提供されるポリヌクレオチドに対応する全長配列を同定および単離するための
プローブおよびプライマーとして使用され得る。最も近い隣接物は、提供されたポリヌク
レオチドに対応する全長配列のためのライブラリーを構築するために使用され得る組織ま
たは細胞型を示し得る。
【００７５】
　代表的には、選択されたポリヌクレオチドは、個々の配列との最良の整列を決定するた
めに、６つ全てのフレームで翻訳される。配列表において本明細書中に開示された配列は
、５’から３’への方向であり、そして３つのフレームでの翻訳は十分であり得る（実施
例に記載のような少数の特定の例外はあるが）。これらのアミノ酸配列を、一般に、「問
い合わせ配列」と称し、これは、個々の配列と整列される。個々の配列を有するデータベ
ースは、「Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇ
ｙ（１９９６）２６６、Ｄｏｏｌｉｔｔｌｅ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．
ａ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｈａｒｃｏｕｒｔ　Ｂｒａｃｅ　＆　Ｃｏ．，Ｓａｎ　Ｄ
ｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ、ＵＳＡに記載されている。データベースとしては、Ｇ
ｅｎｂａｎｋ、ＥＭＢＬ、およびＤＮＡ　Ｄａｔａｂａｓｅ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ（ＤＤＢ
Ｊ）が挙げられる。
【００７６】
　問い合わせ配列および個々の配列は、上記の方法およびコンピュータプログラムを用い
て整列され得、そしてＢＬＡＳＴ２．０（ワールドワイドウェブｈｔｔｐ：／／ｗｗ．ｎ
ｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ＢＬＡＳＴ／において利用可能）を含む。Ａｌｔｓｃ
ｈｕｌら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９９７）２５：３３８９－３４０
２もまた参照のこと。別の整列アルゴリズムは、Ｆａｓｔａ（Ｇｅｎｅｔｉｃｓ Ｃｏｍ
ｐｕｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ（ＧＣＧ）パッケージ、Ｍａｄｉｓｏｎ、Ｗｉｓｃｏｎｓｉｎ
、ＵＳＡ（Ｏｘｆｏｒｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｇｒｏｕｐ、Ｉｎｃ．の完全所有子会社
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）において利用可能）である。整列のための他の技術は、Ｄｏｏｌｉｔｔｌｅ、前出に記
載される。好ましくは、配列中のギャップを可能にする整列プログラムが、配列を整列さ
せるために利用される。Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎは、配列整列中のギャップを可能
にするアルゴリズムの１つの型である。Ｍｅｔｈ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ.（１９９７）７０
：１７３－１８７を参照のこと。また、ＮｅｅｄｌｅｍａｎおよびＷｕｎｓｃｈ整列法を
用いるＧＡＰプログラムが、配列を整列させるために利用され得る。
【００７７】
　代替の検索ストラテジーは、ＭＰＳＲＣＨソフトウェアを使用する。これは、ＭＡＳＰ
ＡＲコンピューターで実行する。ＭＰＳＲＣＨは、大規模なパラレルコンピューターにお
いて配列をスコア付けするためにＳｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎアルゴリズムを使用する
。このアプローチは、遠縁に関連付けられた適合である配列を同定する能力を改善し、そ
して小さなギャップおよびヌクレオチド配列誤差に特に寛容である。提供されるポリヌク
レオチドによってコードされるアミノ酸配列は、タンパク質データベースおよびＤＮＡデ
ータベースの両方を検索するために使用され得る。任意のＤＮＡまたはタンパク質配列デ
ータベース（特許データベース（例えば、ＧｅｎｅＳｅｑを含む）により本出願の出願日
の時点で公開されている全ての配列は、本明細書中で参考として援用される。本出願の出
願日の時点でこれらのデータベースに提出されているが、本出願の出願日の後まで公開さ
れていない配列もまた、参考として援用される。
【００７８】
　個々の配列および問い合わせ配列の整列の結果は、３つのカテゴリー：高類似性、低類
似性、および類似性なし、に分けられ得る。高類似性から低類似性までの範囲の個々の整
列結果は、ポリペプチド活性および／または構造を決定するための基礎を提供する。個々
の結果を分類するためのパラメーターは、以下を含む：最も強い整列が見出される整列領
域長の百分率、配列同一性パーセント、およびｐ値。整列領域長の百分率は、最も強い整
列の領域（例えば、整列した問い合わせ配列の対応する領域の残基と同一である残基の最
も多くの数を含む個々の配列の連続的な領域）において見出される個々の配列の残基の数
を計数することによって算定される。この数を、問い合わせ配列の全残基長で割って、百
分率を算定する。例えば、２０アミノ酸残基の問い合わせ配列を、個々の配列の２０アミ
ノ酸領域と整列し得る。個々の配列は、問い合わせ配列のアミノ酸残基５、９～１５、お
よび１７～１９に同一であり得る。従って、最も強い整列の領域は、残基９～１９に伸長
する領域である１１アミノ酸ストレッチである。整列領域長の百分率は、以下の通りであ
る：１１（最も強い整列の領域の長さ）÷２０（問い合わせ配列の長さ）、すなわち５５
％。
【００７９】
　パーセント配列同一性は、問い合わせ配列と個々の配列との間のアミノ酸適合の数を計
数し、そして適合の総数を最も強い整列の領域において見出される個々の配列の残基の数
で割ることによって算定される。従って、上記の例におけるパーセント同一性は、１０適
合を１１アミノ酸で割ったもの、すなわち約９０．９％である。
【００８０】
　ｐ値は、整列が偶然に生じた確率である。単整列については、ｐ値は、Ｋａｒｌｉｎら
、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．（１９９０）８７：２２６４およびＫａｒｌ
ｉｎら、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．（１９９３）９０に従って算定され得
る。同じ問い合わせ配列を用いる多重整列のｐ値は、Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎａｔ．Ｇｅ
ｎｅｔ．（１９９４）６：１１９に記載の発見的アプローチを用いて算定され得る。ＢＬ
ＡＳＴプログラムのような整列プログラムがｐ値を算定し得る。Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎ
ｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９９７）２５：３３８９－３４０２もまた参照
のこと。
【００８１】
　同一性または類似性を決定することについて考慮する別の要因は、類似性または同一性
の位置である。強い局部的な整列は、たとえ整列の長さが短かったとしても、類似性を示
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し得る。問い合わせ配列の長さ全体にわたって分散された配列の同一性もまた、問い合わ
せ配列とプロフィール配列との間で類似性を示し得る。配列が整列する領域の境界は、Ｄ
ｏｏｌｉｔｔｌｅ、前出；ＢＬＡＳＴ２．０（例えば、Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎｕｃｌｅ
ｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９９７）２５：３３８９－３４０２もまた参照のこと）
もしくはＦＡＳＴプログラムに従って；または配列同一性が最も高い領域を決定すること
によって、決定され得る。
【００８２】
　（高類似性）
　一般に、高類似性であるとみなされる整列結果において、整列領域長のパーセントは、
代表的には、問い合わせ配列の全長の少なくとも約５５％；より代表的には、少なくとも
約５８％；さらにより代表的には、問い合わせ配列の全残基長の少なくとも約６０％であ
る。通常、整列領域の長さのパーセントは、約６２％程度の多さ；より通常には、約６４
％程度の多さ；さらにより通常には、約６６％程度の多さであり得る。さらに、高類似性
について、整列の領域は、代表的には、少なくとも約７５％の配列同一性；より代表的に
は、少なくとも約７８％；さらにより代表的には、少なくとも約８０％の配列同一性を示
す。通常、配列同一性パーセントは、約８２％程度の多さ；より通常には、約８４％程度
の多さ；さらにより通常には、約８６％程度であり得る。
【００８３】
　ｐ値は、これらの方法と併用して使用される。高類似性が見出された場合、ｐ値が約１
０－２以下であり；より通常には、約１０－３以下であり；さらにより通常には、約１０
－４以下であるとき、問い合わせ配列は、プロフィール配列と高い類似性を有するとみな
される。より代表的には、問い合わせ配列が類似性が高いとみなされるには、ｐ値は、約
１０－５を超えず；より代表的には、約１０－１０以下であり；さらにより代表的には、
約１０－１５以下である。
【００８４】
　（低類似性）
　一般に、整列結果が低類似性であるとみなされる場合、整列領域の長さの最少のパーセ
ントも、整列の最少の長さも存在しない。整列の領域が、代表的には、少なくとも約１５
アミノ酸残基長；より代表的には、少なくとも約２０；さらにより代表的には、少なくと
も約２５アミノ酸残基長であるとき、低類似性をより良好に示すとみなされる。通常、整
列領域の長さは、約３０アミノ酸残基程度の多さ；より通常には、約４０程度の多さ；さ
らにより通常には、約６０アミノ酸残基程度の多さであり得る。さらに、低類似性につい
て、整列の領域は、代表的には、少なくとも約３５％の配列同一性；より代表的には、少
なくとも約４０％；さらにより代表的には、少なくとも約４５％の配列同一性を示す。通
常、パーセント配列同一性は、約５０％程度の多さ；より通常には、約５５％程度の多さ
；さらにより通常には、約６０％程度の多さであり得る。
【００８５】
　低類似性が見出された場合、ｐ値が通常約１０－２以下であり；より通常には、約１０
－３以下であり；さらにより通常には、約１０－４以下であるとき、問い合わせ配列は、
プロフィール配列との低類似性を有するとみなされる。より代表的には、問い合わせ配列
が低類似性であるとみなされるには、ｐ値は、約１０－５を超えず；より代表的には、約
１０－１０以下であり；さらにより代表的には、約１０－１５以下である。
【００８６】
　（配列同一性のみにより決定された類似性）
　配列同一性は、単独で、個々の配列に対する問い合わせ配列の類似性を決定するために
使用され得、そして配列の活性を示し得る。このような整列は、好ましくは、配列を整列
するためにギャップを許容する。代表的には、問い合わせ配列は、問い合わせ配列全体に
わたる配列同一性が、少なくとも約１５％；より代表的には、少なくとも約２０％；さら
により代表的には、少なくとも約２５％；さらにより代表的には、少なくとも約５０％で
ある場合、プロフィール配列に関連する。単独での類似性の尺度としての配列同一性は、
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問い合わせ配列が、通常、少なくとも８０残基長；より通常には９０残基；さらにより通
常には、９５アミノ酸残基長であるとき、最も有用である。より代表的には、問い合わせ
配列が、好ましくは１００残基長；より好ましくは１２０残基長；さらにより好ましくは
、１５０アミノ酸残基長であるとき、配列同一性のみに基づいて、類似性が決定され得る
。
【００８７】
　（プロフィールおよび多重整列配列との整列）
　提供されるポリヌクレオチドの翻訳は、タンパク質ファミリーまたは共通モチーフのい
ずれかを規定するアミノ酸プロフィールと整列され得る。また、提供されるポリヌクレオ
チドの翻訳は、タンパク質ファミリーまたはモチーフのメンバーのポリペプチド配列を含
む多重配列整列（ＭＳＡ）に対して整列され得る。プロフィール配列またはＭＳＡとの類
似性または同一性は、提供されるポリヌクレオチドまたは対応するｃＤＮＡもしくは遺伝
子によりコードされる遺伝子産物（例えば、ポリペプチド）の活性を決定するために使用
され得る。例えば、ケモカインプロフィールまたはＭＳＡとの同一性または類似性を示す
配列は、ケモカイン活性を示し得る。
【００８８】
　プロフィールは、（１）ＭＳＡ（このファミリーに属するメンバーのアミノ酸配列の整
列である）を作製し、そして（２）整列の統計的表示を作成することによって、手動で設
計され得る。このような方法は、例えば、Ｂｉｒｎｅｙら、Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄ　Ｒｅｓ
．（１９９６）２４（１４）：２７３０－２７３９において記載される。いくつかのタン
パク質ファミリーおよびモチーフのＭＳＡは、公的に入手可能である。例えば、ｈｔｔｐ
：／／ｇｅｎｏｍｅ．ｗｕｓｔ１．ｅｄｕ／Ｐｆａｍ／は、５４７の異なるファミリーお
よびモチーフのＭＳＡを含む。これらのＭＳＡは、Ｓｏｎｎｈａｍｍｅｒら、Ｐｒｏｔｅ
ｉｎｓ（１９９７）２８：４０５－４２０にも記載される。ワールドワイドウェブ上の他
の供給源として、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｍｂｌ－ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ．ｄｅ／ａｒ
ｇｏｓ／ａｌｉ／ａｌｉ．ｈｔｍ１のサイトが挙げられる；あるいは、メッセージが、情
報のためにＡＬＩ＠ＥＭＢＬ－ＨＥＩＤＥＬＢＥＲＧ．ＤＥに送られ得る。これらのＭＳ
Ａの簡単な説明は、Ｐａｓｃａｒｅｌｌａら、Ｐｒｏｔ．Ｅｎｇ．（１９９６）９（３）
：２４９－２５１に報告されている。ＭＳＡからのプロフィール構築のための技術は、Ｓ
ｏｎｎｈａｍｍｅｒら、前出；Ｂｉｒｎｅｙら、前出；および「Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ」Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ（１９９６）２６６、Ｄｏｏｌｉｔ
ｔｌｅ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．、Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ、Ｃａｌｉｆｏ
ｒｎｉａ、ＵＳＡに記載されている。
【００８９】
　問合せ配列とタンパク質ファミリーもしくはモチーフとの間の類似性は、（ａ）プロフ
ィールに対して問合せ配列を比較することによって、および／または（ｂ）問合せ配列を
ファミリーもしくはモチーフのメンバーと整列することによって、決定され得る。代表的
に、Ｓｅａｒｃｈｗｉｓｅのようなプログラムが、プロフィールとしてもまた知られる複
数の整列の統計学的関係に対して問合せ配列を比較するために使用される（Ｂｉｒｎｅｙ
ら、前出を参照のこと）。配列およびプロフィールを比較するための他の技術は、Ｓｏｎ
ｎｈａｍｍｅｒら、前出およびＤｏｏｌｉｔｔｌｅ、前出に記載される。
【００９０】
　次に、Ｆｅｎｇら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｅｖｏｌ．（１９８７）２５：３５１およびＨｉｇｇ
ｉｎｓら、ＣＡＢＩＯＳ（１９８９）５：１５１によって記載される方法が、問合せ配列
を、ＭＳＡとしてもまた知られるファミリーまたはモチーフのメンバーとを整列するため
に使用され得る。配列整列は、任意の多様なソフトウェアツールを使用して作成され得る
。例としては、ＰｉｌｅＵＰが挙げられ、これは、複数の配列整列を作成し、そしてＦｅ
ｎｇら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｅｖｏｌ．（１９８７）２５：３５１に記載される。別の方法のＧ
ＡＰは、Ｎｅｅｄｌｅｍａｎら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．（１９７０）４８：４４３の整
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列法を使用する。ＧＡＰは、配列の全体の整列に最も良好に適している。第３の方法のＢ
ｅｓｔＦｉｔは、Ｓｍｉｔｈら、Ａｄｖ．Ａｐｐｌ．Ｍａｔｈ．（１９８１）２：４８２
の局所的な（ｌｏｃａｌ）相同性アルゴリズムを使用して一致する数を最大にするように
ギャップを挿入することによって機能する。一般に、問合せ配列とプロフィールまたはＭ
ＳＡとの間に類似性が存在するか否かを決定するために以下の因子が使用される：（１）
問合せ配列において見出される保存された残基の数、（２）問合せ配列において見出され
る保存された残基のパーセント、（３）フレームシフトの数、および（４）保存された残
基間のスペーシング。
【００９１】
　配列の翻訳および整列の両方を行ういくつかの整列プログラムが、最も良好な整列を生
成するようにヌクレオチド配列を翻訳する場合に、任意の数のフレームシフトを作成し得
る。整列を作成するために必要とされるフレームシフトが少ないほど、問合せ配列とプロ
フィールまたはＭＳＡとの間の類似性または同一性は強い。例えば、フレームシフトなし
から生じる弱い類似性は、２つのフレームシフトから生じる強力な類似性よりも、問合せ
配列の活性または構造をよりよく示し得る。好ましくは、３つ以下のフレームシフトが、
整列において見出され；より好ましくは２つ以下のフレームシフト；さらにより好ましく
は、１つ以下のフレームシフト；さらにより好ましくはフレームシフトなしが、問合せ配
列とプロフィールまたはＭＳＡとの整列において見出される。
【００９２】
　保存された残基は、ファミリーまたはモチーフのメンバーの全てまたはいくつかにおい
て特定の位置で見出されるアミノ酸である。あるいは、ある位置が、アミノ酸の特定のク
ラスのみがファミリーメンバーの全てまたはいくつかにおいて特定の位置で見出される場
合、保存されていると考えられる。例えば、Ｎ末端の位置は、リジン、アルギニン、また
はヒスチジンのような正に荷電されたアミノ酸を含み得る。
【００９３】
　代表的に、ポリペプチドの残基は、アミノ酸または単一のアミノ酸のクラスが、全ての
クラスメンバーのうちの少なくとも約４０％；より代表的に、少なくとも約５０％；さら
により代表的に、メンバーのうちの少なくとも約６０％において、特定の位置で見出され
る場合に、保存されている。通常、残基は、クラスまたは単一のアミノ酸がファミリーま
たはモチーフのメンバーのうちの少なくとも約７０％；より通常、少なくとも約８０％；
さらにより通常、少なくとも約９０％；さらにより通常、少なくとも約９５％において見
出される場合に、保存されている。
【００９４】
　残基は、３つの非関連のアミノ酸；より通常、２つの非関連のアミノ酸が、メンバーの
うちのいくつかまたは全てにおいて特定の位置で見出される場合に、保存されていると考
えられる。これらの残基は、非関連のアミノ酸が、全てのクラスのメンバーのうちの少な
くとも約４０％；より代表的に、少なくとも約５０％；さらにより代表的に、メンバーの
うちの少なくとも約６０％において、特定の位置で見出される場合に、保存されている。
通常、残基は、クラスまたは単一のアミノ酸が、ファミリーまたはモチーフのメンバーの
うちの少なくとも約７０％；より通常、少なくとも約８０％；さらにより通常、少なくと
も約９０％；さらにより通常、少なくと約９５％において見出される場合に、保存されて
いる。
【００９５】
　問合せ配列が、プロフィールまたはＭＳＡの保存された残基のうちの少なくとも約２５
％；より通常、少なくとも約３０％；さらにより通常；少なくとも４０％を含む場合に、
この問合せ配列は、プロフィールまたはＭＳＡに対して類似性を有する。代表的に、問合
せ配列が、プロフィールまたはＭＳＡの保存された残基のうちの少なくとも約４５％；よ
り代表的に、少なくとも約５０％；さらにより代表的に；少なくとも約５５％を含む場合
に、この問合せ配列は、プロフィール配列またはＭＳＡにより強い類似性を有する。
【００９６】
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　（分泌ポリペプチドおよび膜結合ポリペプチドの同定）
　本発明の分泌ポリペプチドおよび膜結合ポリペプチドの両方は、特に重要である。例え
ば、分泌ポリペプチドのレベルは、都合のよい体液（例えば、血液、血漿、血清、ならび
に尿、前立腺液および精液のような他の体液）においてアッセイされ得る。膜結合ポリペ
プチドは、ワクチン抗原を構築するためか、または免疫応答を誘発するために有用である
。このような抗原は、膜結合ポリペプチドの細胞外領域の全てまたは部分を含む。分泌ポ
リペプチドおよび膜結合ポリペプチドの両方は、連続する疎水性アミノ酸のフラグメント
を含むので、疎水性を予測するアルゴリズムが、このようなポリペプチドを同定するため
に使用され得る。
【００９７】
　シグナル配列は通常、細胞の表面にポリペプチドを指向させるために、分泌ポリペプチ
ド遺伝子および膜結合ポリペプチド遺伝子の両方によってコードされる。シグナル配列は
、通常、疎水性残基のストレッチを含む。このようなシグナル配列は、らせん構造に折畳
まれ得る。膜結合ポリペプチドは代表的に、膜を横切り得る疎水性アミノ酸のストレッチ
を保有する少なくとも１つの膜貫通領域を含む。いくつかの膜貫通領域はまた、らせん構
造を示す。ポリペプチド内の疎水性フラグメントは、コンピュータアルゴリズムを使用す
ることによって同定され得る。このようなアルゴリズムとしては、ＨｏｐｐおよびＷｏｏ
ｄｓ、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ（１９８１）７８：３８２４－３
８２８；ＫｙｔｅおよびＤｏｏｌｉｔｔｌｅ、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．（１９８２）１５
７：１０５－１３２；およびＲＡＯＡＲアルゴリズム、Ｄｅｇｌｉ　Ｅｓｐｏｓｔｉら、
Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．（１９９０）１９０：２０７－２１９が挙げられる。
【００９８】
　分泌ポリペプチドおよび膜結合ポリペプチドを同定する別の方法は、全部で６フレーム
において本発明のポリヌクレオチドを翻訳し、そして少なくとも８個の連続する疎水性ア
ミノ酸が存在するか否かを決定することである。少なくとも８個の；より代表的には、１
０個の；さらにより代表的には、１２個の連続する疎水性アミノ酸を有するこれらの翻訳
されたポリペプチドは、推定の分泌ポリペプチドまたは膜結合ポリペプチドのいずれかで
あると考えられる。疎水性アミノ酸としては、アラニン、グリシン、ヒスチジン、イソロ
イシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、トレオニン、ト
リプトファン、チロシン、およびバリンが挙げられる。
【００９９】
　（全長遺伝子の発現産物の機能の同定）
　リボザイム、アンチセンス構築物、および優性のネガティブ変異体が、本明細書中で提
供されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の発現産物の機能を決定するために使用され
得、そして本明細書中に記載されるポリペプチドに対応する遺伝子によりコードされる機
能的遺伝子産物の産生阻害にさらに使用され得る。このコードされた遺伝子産物の機能的
特徴において、アンチセンス、リボザイムおよび／または優性のネガティブ変異体の使用
は、提供されるポリヌクレオチドが公知の機能の遺伝子をコードする配列に有意または実
質的な相同性を示さない場合に特に有用である。
【０１００】
　アンチセンス分子およびリボザイムは、合成ポリヌクレオチドから構築され得る。代表
的に、オリゴヌクレオチド合成のホスホルアミダイト法が使用される。Ｂｅａｕｃａｇｅ
ら、Ｔｅｔ．Ｌｅｔｔ．（１９８１）２２：１８５９および米国特許第４，６６８，７７
７号を参照のこと。合成のための自動装置が、この化学を使用してオリゴヌクレオチドを
生成するために利用可能である。このような装置の例としては、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏ
ｓｙｓｔｅｍｓ　ａ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ　Ｃｏｒｐ．
，Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，ＵＳＡによるＢｉｏｓｅａｒｃｈ　
８６００，モデル３９２およびモデル３９４；ならびにＰｅｒｃｅｐｔｉｖｅ　Ｂｉｏｓ
ｙｓｔｅｍｓ、Ｆｒａｍｉｎｇｈａｍ、Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ、ＵＳＡによるＥｘ
ｐｅｄｉｔｅが挙げられる。合成ＲＮＡ、リン酸アナログオリゴヌクレオチド、および化
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学的に誘導体化されたオリゴヌクレオチドもまた生成され得、そして他の分子に共有結合
的に付着され得る。ＲＮＡオリゴヌクレオチドが、例えば、ＲＮＡホスホルアミダイトを
使用して合成され得る。この方法は、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、モデル３
９２およびモデル３９４（Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　ＵＳＡ）の
ような自動合成機において行われ得る。
【０１０１】
　ホスホロチオエートオリゴヌクレオチドもまた、アンチセンス構築のために合成され得
る。硫化試薬（例えば、アセトニトリル中のテトラエチルチウラムジスルフィド（ＴＥＴ
Ｄ）が、室温で１５分間以内でヌクレオチド間のシアノエチル亜リン酸エステルをホスホ
ロチオエートトリエステルに変換するために使用され得る。ＴＥＴＤは、インドール試薬
に置き換わるが、標準的なホスホルアミダイト化学に使用される他の試薬の全ては同じま
まである。このような合成法は、例えば、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、モデ
ル３９２およびモデル３９４を使用して自動化され得る。
【０１０２】
　２００ヌクレオチドまでのオリゴヌクレオチド、より代表的に、１００ヌクレオチドま
でのオリゴヌクレオチド、より代表的に５０ヌクレオチドまでのオリゴヌクレオチド；さ
らにより代表的に３０～４０ヌクレオチドのオリゴヌクレオチドが合成され得る。これら
の合成フラグメントは、より大きなフラグメントを構築するためにアニールされ得、そし
て互いに連結され得る。例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、前出を参照のこと。トランス切断
型触媒ＲＮＡ（リボザイム）は、エンドリボヌクレアーゼ活性を保有するＲＮＡ分子であ
る。リボザイムは、特定の標的に特異的に設計され、そして標的メッセージは特定のヌク
レオチド配列を含まなければならない。これらは、細胞性ＲＮＡのバックグラウンドにお
いて、任意のＲＮＡ種を部位特異的に切断するように操作される。切断事象は、ｍＲＮＡ
を不安定にし、そしてタンパク質発現を妨げる。重要なことに、リボザイムは、インビト
ロまたはインビボの状況におけるその機能を、表現型効果を検出することによって決定す
る目的で、その機能の遺伝子の発現を阻害するために使用され得る。１つの一般に使用さ
れるリボザイムモチーフはハンマーヘッドであり、これについての基質配列要件は極わず
かである。ハンマーヘッドリボザイムの設計、ならびにリボザイムの治療用途は、Ｕｓｍ
ａｎら、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐｉｎ．Ｓｔｒｕｃｔ．Ｂｉｏｌ．（１９９６）６：５２７
に開示される。リボザイム（ヘパリン構造のリボザイムフラグメントを含む）の生成のた
めの方法、リボザイム特異性を増加する方法などは、当該分野において公知である。
【０１０３】
　リボザイムのハイブリダイズ領域は、ＨｏｒｎおよびＵｒｄｅａ、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａ
ｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１９８９）１７：６９５９に記載されるように改変され得るか、ま
たは分枝構造として調製され得る。リボザイムの基本的な構造はまた、当業者によく知ら
れる方法で化学的に変化され得、そして化学的に合成されたリボザイムは、モノマー単位
で修飾される合成オリゴヌクレオチド誘導体として投与され得る。治療学的状況において
、リボザイムのリポソーム媒介送達は、Ｂｉｒｉｋｈら、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．
（１９９７）２４５：１に記載されるように、細胞取込みを改善する。
【０１０４】
　アンチセンス核酸は、ＲＮＡに特異的に結合するように設計され、ＲＮＡ－ＤＮＡまた
はＲＮＡ－ＲＮＡハイブリッドの形成を生じ、ＤＮＡの複製、逆転写、またはメッセンジ
ャーＲＮＡの翻訳の停止を伴う。選択されたポリヌクレオチド配列に基づくアンチセンス
ポリヌクレオチドは、対応する遺伝子の発現を妨げ得る。アンチセンスポリヌクレオチド
は代表的に、転写された鎖としてアンチセンス鎖を含むアンチセンス構築物からの発現に
よって細胞内に産生される。開示されるポリヌクレオチドに基づくアンチセンスポリヌク
レオチドは、アンチセンスポリヌクレオチドに相補的な配列を含むｍＲＮＡを結合し、そ
して／またはその翻訳を妨げる。コントロール細胞およびアンチセンス構築物で処理され
た細胞の発現産物は、そのアンチセンス構築物が基づいているポリヌクレオチドに対応す
る遺伝子のタンパク質産物を検出するために比較される。このタンパク質は、慣用的な生
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化学的方法を使用して単離され、そして同定される。
【０１０５】
　広範な背景文献およびアンチセンス治療における臨床経験を考慮して、当業者は、さら
なる潜在的な治療薬として本発明の選択されたポリヌクレオチドを使用し得る。ポリヌク
レオチドの選択は、癌性結腸細胞のゲノムの「ホットスポット」領域への結合について、
先ずそれらを試験することによって絞られ得る。ポリヌクレオチドが「ホットスポット」
に結合すると同定される場合、対応する結腸癌細胞においてこのポリヌクレオチドをアン
チセンス化合物として試験することが保証される。
【０１０６】
　本明細書中に開示されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の機能を同定するための代
替の方法として、優性のネガティブな変異が、ホモマルチマーとして活性である対応する
タンパク質について容易に作成される。変異体ポリペプチドは、野生型ポリペプチド（他
方の対立遺伝子から作成される）と相互作用し、そして非機能的なマルチマーを形成する
。従って、変異は、基質結合ドメイン、触媒ドメイン、または細胞局在ドメインにおける
変異である。好ましくは、変異体ポリペプチドは過剰産生される。このような効果を有す
る点変異が作成される。さらに、タンパク質の末端に対して種々の長さの異なるポリペプ
チドの融合は、優性のネガティブな変異体を生じ得る。一般的なストラテジーが、優性の
ネガティブな変異体を作成するために利用可能である（例えば、Ｈｅｒｓｋｏｗｉｔｚ、
Ｎａｔｕｒｅ（１９８７）３２９：２１９を参照のこと）。このような技術は、タンパク
質の機能を決定するために有用である機能喪失の変異を作成するために使用され得る。
【０１０７】
　（ポリペプチドおよびそれらの改変体）
　本発明のポリペプチドは、開示されるポリヌクレオチドによってコードされるポリペプ
チド、および遺伝子コードの縮重により、開示されるポリヌクレオチドに対する配列が同
一でない核酸によってコードされるポリペプチドを含む。従って、本発明は、配列番号１
、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７およ
び２９のいずれか１つの配列を含むポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド
またはその改変体を本発明の範囲内に含む。本明細書中に記載されるポリヌクレオチドの
オープンリーディングフレームによってコードされる例示的なポリペプチドは、配列番号
２、４、６、８、１０、１４、１７、１９、２１、２３、２５および２８を含む。
【０１０８】
　一般に、本明細書中で使用される場合、用語「ポリペプチド」は、引用されるポリヌク
レオチドによってコードされる全長のポリペプチド、引用されるポリヌクレオチドによっ
て示される遺伝子によってコードされるポリペプチドの両方、ならびにそれらの部分また
はフラグメントをいう。「ポリペプチド」はまた、天然に存在するタンパク質の改変体を
含み、ここではこのような改変体は、天然に存在するタンパク質に相同であるかまたは実
質的に類似し、そして天然に存在するタンパク質と同じまたは異なる種（例えば、ヒト、
マウス、または引用されるポリペプチドを天然に発現するいくつかの他の種、通常、哺乳
動物種）の起源であり得る。一般に、改変体ポリペプチドは、上記のパラメーターを使用
してＢＬＡＳＴ　２．０によって測定されるように、本発明の差次的に発現されるポリペ
プチドと、少なくとも約８０％、通常少なくとも約９０％、およびより通常少なくとも約
９８％の配列同一性を有する配列を有する。改変体ポリペプチドは、天然にグリコシル化
されるか、または非天然にグリコシル化される（すなわち、ポリペプチドは、対応する天
然に存在するタンパク質において見出されるグリコシル化パターンとは異なるグリコシル
化パターンを有する）。
【０１０９】
　本発明はまた、開示されたポリペプチドのホモログ（またはそれらのフラグメント）を
含み、ここでこのホモログは、他の種（すなわち、他の動物または植物種）から単離され
、このようなホモログは通常、哺乳動物種（例えば、マウス、ラットのようなげっ歯類：
家畜（例えば、ウマ、ウシ、イヌ、ネコ）；およびヒトである。「ホモログ」とは、上述
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で同定されるような特定の差次的に発現されるタンパク質に対して、少なくとも約３５％
、通常少なくとも約４０％、およびより通常少なくとも約６０％のアミノ酸配列同一性を
有するポリペプチドを意味し、ここでは配列同一性は、前出に記載されるパラメーターを
用いるＢＬＡＳＴ　２．０アルゴリズムを使用して決定される。
【０１１０】
　一般に、本発明のポリペプチドは、天然に存在しない環境において提供され、例えば、
それらの天然に存在する環境から分離されている。特定の実施形態において、本発明のタ
ンパク質は、コントロールと比較してそのタンパク質について富化された組成物中に存在
する。それ自体、精製されたポリペプチドが提供され、ここでは精製されたとは、タンパ
ク質が非示差的に発現されたポリペプチドが実質的にない組成物中に存在することを意味
し、ここで「実質的にない」とは、その組成物の９０％未満、通常６０％未満、およびよ
り通常５０％未満が、非示差的に発現されるポリペプチドから構成されることを意味する
。
【０１１１】
　また本発明の範囲内にあるのは、改変体であり；ポリペプチドの改変体は、変異体、フ
ラグメント、および融合物を含む。変異体は、アミノ酸の置換、付加、または欠失を含む
。アミノ酸の置換は、保存的なアミノ酸の置換、または非必須アミノ酸を排除するため（
例えば、グリコシル化部位、リン酸化部位、もしくはアセチル化部位を変化させるため）
か、または機能について必須ではない１つ以上のシステイン残基の置換または欠失によっ
て誤った折畳みを最小にするための置換であり得る。保存的なアミノ酸の置換は、全体的
な電荷、疎水性／親水性、および／または置換されるアミノ酸の立体的なバルクを保存す
る置換である。
【０１１２】
　改変体は、タンパク質の特定の領域（例えば、機能的ドメインおよび／または、ポリペ
プチドがタンパク質ファミリーのメンバーである場合、コンセンサス配列と関連する領域
）の増強された生物学的活性を、保持するかまたは有するように設計され得る。改変体の
生成についてのアミノ酸変化の選択は、アミノ酸の接近可能性（内部対外部）（例えば、
Ｇｏら、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｒｅｓ．（１９８０）１５：２
１１を参照のこと）、改変体ポリペプチドの熱安定性（例えば、Ｑｕｅｒｏｌら、Ｐｒｏ
ｔ．Ｅｎｇ．（１９９６）９：２６５を参照のこと）、所望のグリコシル化部位（例えば
、ＯｌｓｅｎおよびＴｈｏｍｓｅｎ、Ｊ．Ｇｅｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．（１９９１）１
３７：５７９を参照のこと）、所望のジスルフィド架橋（例えば、Ｃｌａｒｋｅら、Ｂｉ
ｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９３）３２：４３２２；およびＷａｋａｒｃｈｕｋら、Ｐｒ
ｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．（１９９４）７：１３７９を参照のこと）、所望の金属結合部位（
例えば、Ｔｏｍａら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９１）３０：９７、およびＨａｅ
ｚｅｒｂｒｏｕｃｋら、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｅｎｇ．（１９９３）６：６４３）、ならびに
プロリンループ内での所望の置換（例えば、Ｍａｓｕｌら、Ａｐｐｌ．Ｅｎｖ．Ｍｉｃｒ
ｏｂｉｏｌ．（１９９４）６０：３５７９）に基づき得る。システイン欠乏させたムテイ
ンは、米国特許第４，９５９，３１４号に記載されるように産生され得る。
【０１１３】
　改変体はまた、本明細書中に開示されるポリペプチドのフラグメント、特に生物学的に
活性なフラグメントおよび／または機能的ドメインに対応するフラグメントを含む。目的
のフラグメントは代表的に、少なくとも約１０アミノ酸長から少なくとも約１５アミノ酸
長、通常少なくとも約５０アミノ酸長であり、そして３００アミノ酸長またはそれよりも
長くあり得るが、通常約１０００アミノ酸長を超えず、ここではフラグメントは、任意の
配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６
、２７および２９の配列を含むポリヌクレオチドまたはそれらのホモログによってコード
されるポリペプチドに同一であるアミノ酸のストレッチを有する。本明細書中に記載され
るタンパク質改変体は、本発明の範囲内であるポリヌクレオチドによってコードされる。
遺伝子コードは、対応する改変体を構築するために適切なコドンを選択するために使用さ
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れ得る。
【０１１４】
　（コンピューターに関連する実施形態）
　一般に、ポリヌクレオチドのライブラリーは、配列情報のコレクションであり、その情
報は、生化学的形態において（例えば、ポリヌクレオチド分子のコレクションとして）、
または電気的形態において（例えば、コンピューター読み出し可能な形態で記憶されてい
るポリヌクレオチド配列のコレクションとして、コンピュータシステムとして、および／
またはコンピュータプログラムの部分として）のいずれかで提供される。ポリヌクレオチ
ドの配列情報は、例えば、遺伝子発見のための資源として、選択された細胞型において発
現される配列の表示として（例えば、細胞型のマーカー）、および／または所与の疾患も
しくは疾患状態のマーカーとして、多様な方法において使用され得る。一般に、疾患マー
カーは、正常細胞（例えば、疾患によって実質的に影響されない同じ型または類似の型の
細胞）に比べて上昇されたレベルまたは減少されたレベルのいずれかで、疾患によって影
響される全ての細胞に存在する遺伝子産物の表示である。例えば、ライブラリーにおける
ポリヌクレオチド配列は、ポリヌクレオチドによってコードされるｍＲＮＡ、ポリペプチ
ド、または他の遺伝子産物を示すポリヌクレオチドであり得、正常な（すなわち、実質的
に疾患のない）結腸細胞に比べて、癌によって影響される結腸細胞において過剰発現され
るかまたは抑制発現されるかのいずれかである。
【０１１５】
　ライブラリーのヌクレオチド配列情報は、任意の適切な形態（例えば、電気的形態また
は生化学的形態）において具体化され得る。例えば、電気的形態において具体化される配
列情報のライブラリーは、例えば、ｉ）癌性結腸細胞と正常結腸細胞との間で；ｉｉ）癌
性結腸細胞と形成異常結腸細胞との間で；ｉｉｉ）癌性結腸細胞と癌以外の疾患もしくは
状態によって影響される細胞との間で；ｉｖ）転移性の癌性結腸細胞と正常結腸細胞およ
び／もしくは非転移性の癌性結腸細胞との間で；ｖ）悪性癌性結腸細胞と非悪性の癌性結
腸細胞（もしくは正常結腸細胞）との間で、ならびに／またはｖｉ）正常結腸細胞に関連
した形成異常結腸細胞で、示差的に発現される（例えば、過剰発現されるまたは抑制発現
される）遺伝子の代表的なヌクレオチド配列を含む、アクセス可能なコンピュータデータ
ファイルを含む（または生化学的形態において、核酸分子のコレクション）。種々の疾患
または疾患の段階によって影響される結腸細胞の他の組み合わせおよび比較は、当業者に
容易に明らかである。ライブラリーの生化学的実施態様は、ライブラリー中に遺伝子の配
列を有する核酸のコレクションを含み、ここで核酸は、以下により詳細に記載されるよう
に、ライブラリー中の遺伝子全体またはそのフラグメントに対応し得る。
【０１１６】
　本発明のポリヌクレオチドライブラリーは、一般に、複数のポリヌクレオチド配列の配
列情報を含み、ここで、少なくとも１つのポリヌクレオチドは、配列番号１、３、５、７
、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のいず
れかの配列を含む。複数とは、少なくとも２つ、通常少なくとも３つを意味し、そして配
列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、
２７および２９の全てまでを含み得る。ライブラリー中のポリヌクレオチドの長さおよび
数は、例えば、ライブラリーがオリゴヌクレオチドアレイ、ｃＤＮＡアレイ、配列情報の
コンピュータデータベースなどであるかどうかで、ライブラリーの性質とともに変化する
。
【０１１７】
　ライブラリーが電子ライブラリーである場合、核酸配列情報は、多様な媒体中に存在し
得る。「媒体」は、本発明の配列情報を含む、単離された核酸分子以外の製造物をいう。
このような製造物は、核酸中に存在するようには配列に直接適用可能でない手段によって
試験され得る形態において、ゲノム配列またはそのサブセットを提供する。例えば、本発
明のヌクレオチド配列（例えば、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６
、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のポリヌクレオチドのいずれかの核酸
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配列）は、コンピューター読み出し可能な媒体（例えば、コンピューターによって直接的
に読み取られてアクセスされ得る任意の媒体）に記録され得る。このような媒体としては
：磁気記憶媒体（例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク記憶媒体、
および磁気テープ）：光記憶媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ）；電子記憶媒体（例えば、Ｒ
ＡＭおよびＲＯＭ）；ならびにこれらのカテゴリーのハイブリッド（例えば、磁気／光記
憶媒体）が挙げられるが、これらに制限されない。
【０１１８】
　当業者は、現在公知の任意のコンピューター読み出し可能などのような媒体が、本発明
の配列情報の記録を含む製造物を作製するために使用され得るかを容易に理解し得る。「
記録される」とは、当該分野において公知であるような任意の方法を使用して、コンピュ
ーター読み出し可能な媒体に情報を記憶するためのプロセスをいう。任意の便利なデータ
記憶構造が、記憶されている情報にアクセスするために使用される手段に基づいて選択さ
れ得る。多様なデータプロセッサープログラムおよびフォーマットが、記憶のために使用
され得る（例えば、ワードプロセッシングテキストファイル、データベースフォーマット
など）。配列情報に加えて、本発明のライブラリーの電子バージョンは、他のコンピュー
ター読み出し可能な情報および／または他の型のコンピューター読み出し可能なファイル
（例えば、検索可能なファイル、実行可能なファイルなど（例えば、検索プログラムソフ
トウェアなどを含むがこれに制限されない））と組み合わせてまたはそれとともに提供さ
れ得る。
【０１１９】
　コンピューター読み出し可能な形態においてヌクレオチド配列を提供することによって
、情報は多様な目的のためにアクセスされ得る。配列情報にアクセスするためのコンピュ
ータソフトウェアは、公的に利用可能である。例えば、Ｓｙｂａｓｅシステムにおけるギ
ャップ化ＢＬＡＳＴ（Ａｌｔｓｃｈｕｌら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．（１
９９７）２５：３３８９－３４０２）検索アルゴリズムおよびＢＬＡＺＥ（Ｂｒｕｔｌａ
ｇら、Ｃｏｍｐ．Ｃｈｅｍ．（１９９３）１７：２０３）検索アルゴリズムが、他の生物
体からのオープンリーディングフレーム（ＯＲＦ）に対する相同性を含むゲノム内にＯＲ
Ｆを同定するために使用され得る。
【０１２０】
　本明細書中で使用される場合、「コンピュータベースのシステム」は本発明のヌクレオ
チド配列情報を分析するために使用されるハードウェア手段、ソフトウェア手段、および
データ記憶手段をいう。本発明のコンピュータベースのシステムの最小のハードウェアは
、中央処理装置（ＣＰＵ）、入力手段、出力手段、およびデータ記憶手段を備える。当業
者は、現在利用可能なコンピュータベースのシステムのいずれか１つが、本発明における
使用に適切であることを容易に理解し得る。データ記憶手段は、上記のような本発明の配
列情報の記録を含む任意の製造物、またはこのような製造物にアクセスし得るメモリアク
セス手段を含み得る。
【０１２１】
　「検索手段」とは、標的配列もしくは標的構造モチーフ、またはサンプル中のポリヌク
レオチドの発現レベルを、記憶されている配列情報と比較するための、コンピュータベー
スのシステムにおいて実行される１つ以上のプログラムをいう。検索手段は、特定の標的
配列または標的モチーフと一致するゲノムのフラグメントまたは領域を同定するために使
用され得る。多様な公知のアルゴリズムが、公的に公知であり、そして市販されている（
例えば、ＭａｃＰａｔｔｅｒｎ（ＥＭＢＬ）、ＢＬＡＳＴＮ、およびＢＬＡＳＴＸ（ＮＣ
ＢＩ））。「標的配列」は、６個以上の連続するヌクレオチドまたは２つ以上のアミノ酸
の任意のポリヌクレオチド配列またはアミノ酸配列、好ましくは約１０～１００個のアミ
ノ酸、または約３０～３００ｎｔであり得る。多様な比較手段を使用して、データ記憶手
段を用いる、サンプルからの配列情報の比較を達成し得る（例えば、標的配列、標的モチ
ーフ、または相対的な発現レベルを分析し得る）。当業者は、公的に利用可能な相同性検
索プログラムのいずれか一つが、標的配列およびモチーフの比較を達成するために、本発
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明のコンピュータベースのシステムについての検索手段として使用され得ることを容易に
認識し得る。サンプル中およびコントロール中の発現レベルを分析するためのコンピュー
タプログラムもまた、当該分野において公知である。
【０１２２】
　「標的構造モチーフ」または「標的モチーフ」は、合理的に選択される任意の配列また
は配列の組み合わせをいい、ここで配列は、標的モチーフの折畳みの際に形成される三次
元立体構造に基づいてか、または調節部位もしくは活性部位のコンセンサス配列に基づい
て選択される。当該分野で公知である多様な標的モチーフが存在する。タンパク質標的モ
チーフは、酵素活性部位およびシグナル配列を含むが、これらに制限されない。核酸標的
モチーフは、ヘアピン構造、プロモーター配列、および転写因子についての結合部位のよ
うな他の発現エレメントを含むが、これらに制限されない。
【０１２３】
　入力手段および出力手段についての多様な構造フォーマットが、本発明のコンピュータ
ベースのシステムにおいて情報を入力および出力するために使用され得る。出力手段につ
いての１つのフォーマットは、異なるポリヌクレオチドの相対的な発現レベルを評価する
。このような提示は、当業者に遺伝子発現プロフィールを決定するための相対的な発現レ
ベルの格付を提供する。
【０１２４】
　上述で考察されるように、本発明の「ライブラリー」はまた、配列番号１、３、５、７
、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９のポリ
ヌクレオチドの生化学的ライブラリー（例えば、提供されるポリヌクレオチドを表す核酸
のコレクション）を含む。生化学的ライブラリーは、種々の形態（例えば、ｃＤＮＡの溶
液、固体支持体の表面と安定に会合されるプローブ核酸のパターン（すなわち、アレイ）
など）を採り得る。特に興味深いのは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５
、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９の１つ以上がアレイにおいて表
される核酸アレイである。アレイとは、基板の表面の１つに少なくとも２つの異なる核酸
標的を有する、少なくとも１つの基板を有する製造物の物品を意味し、ここで、異なる核
酸の数は、かなり高くあり得、代表的に少なくとも１０ｎｔ、通常少なくとも２０ｎｔ、
およびしばしば少なくとも２５ｎｔであり得る。多様な異なるアレイフォーマットが開発
され、そしてそれらは、当業者に公知である。本発明のアレイは、多様な適用（上記に列
挙される例示的な特許文書において開示されるような、遺伝子発現分析、薬物スクリーニ
ング、変異分析などを含む）における使用を見出す。
【０１２５】
　上述の核酸ライブラリーに加えて、ポリペプチドのアナログライブラリーもまた提供さ
れ、ここで、ライブラリーのポリペプチドは、配列番号１、３、５、７、９、１１～１３
、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６、２７および２９によってコードされるポ
リペプチドの少なくとも一部を表す。
【０１２６】
　（有用性）
　ポリヌクレオチドプローブは、一般に、配列表において示されるようなポリヌクレオチ
ドの少なくとも１２の連続するｎｔを含み、多様な目的（例えば、ポリヌクレオチドの染
色体マッピング、および転写レベルの検出）ために使用される。開示されるポリヌクレオ
チド配列の好ましい領域についてのさらなる開示は、実施例において見出される。本明細
書中に開示されるポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズするプローブは、他の非関
連の配列を用いて提供されるバックグラウンドハイブリダイゼーションよりも少なくとも
５倍、１０倍、または２０倍高い検出シグナル伝達を提供するべきである。
【０１２７】
　（発現レベルの検出）
　ヌクレオチドプローブが、提供されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の発現を検出
するために使用される。ノーザンプロットにおいて、ｍＲＮＡは、電気泳動的に分離され



(30) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

、そしてプローブと接触される。プローブは、特定の大きさのｍＲＮＡ種にハイブリダイ
ズする場合に検出される。ハイブリダイゼーションの量は、例えば、特定の条件下での発
現の相対的な量を決定するために定量される。プローブは、発現を検出するために、細胞
に対するインサイチュハイブリダイゼーションに使用される。プローブはまた、ハイブリ
ダイズする配列の診断的検出のために、インビボで使用され得る。プローブは代表的に、
放射性同位体で標識される。検出可能な標識の他の型が使用され得る（例えば、発色団、
蛍光体、および酵素）。ヌクレオチドハイブリダイゼーションアッセイの他の例は、ＷＯ
９２／０２５２６および米国特許第５，１２４，２４６号に記載される。
【０１２８】
　あるいは、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）は、小量の標的核酸を検出するための別の
手段である（例えば、Ｍｕｌｌｉｓら、Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．（１９８７）１５５
：３３５；米国特許第４，６８３，１９５号；および米国特許第４，６８３，２０２号を
参照のこと）。標的核酸とハイブリダイズする２つのプライマーポリヌクレオチドヌクレ
オチドが、反応をプライムするために使用される。このプライマーは、配列表のポリヌク
レオチド内の配列、または配列表のポリヌクレオチドに対して３’側および５’側の配列
から構成され得る。あるいは、プライマーが、これらのポリヌクレオチドに対して３’側
および５’側である場合、これらは、ポリヌクレオチドまたはその相補体にハイブリダイ
ズする必要はない。熱安定性ポリメラーゼでの標的の増幅後、増幅された標的核酸は、当
該分野において公知の方法（例えば、サザンブロット）によって検出され得る。ｍＲＮＡ
またはｃＤＮＡはまた、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：
Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ」（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ、１９８９）において記載される伝統的なブロ
ッティング技術（例えば、サザンブロット、ノーザンブロットなど）（例えば、ＰＣＲ増
幅を伴わない）によって検出され得る。一般に、ｍＲＮＡ、またはポリメラーゼ酵素を使
用してｍＲＮＡから作製されるｃＤＮＡは、ゲル電気泳動を使用して精製および分離され
得、そしてニトロセルロースのような固体支持体に移される。固体支持体は、標識化プロ
ーブに曝露され、洗浄して任意の未ハイブリダイズのプローブが除去され、そして標識化
プローブを含む２重鎖が検出される。
【０１２９】
　（マッピング）
　本発明のポリヌクレオチドは、対応する遺伝子が存在する染色体を同定するために使用
され得る。このようなマッピングは、公知の機能を有する他の遺伝子に対するその近位性
により、ポリヌクレオチド関連遺伝子の機能を同定する際に有用であり得る。機能はまた
、特定の症候群または疾患が同じ染色体上にマッピングされる場合、そのポリヌクレオチ
ド関連遺伝子に割り当てられ得る。例えば、核酸配列異常の同定および定量におけるポリ
ヌクレオチドプローブの使用は、米国特許第５，７８３，３８７号に記載される。例示的
なマッピング方法は、蛍光インサイチュハイブリダイゼーション（ＦＩＳＨ）であり、こ
れは相対的なコピー数のＤＮＡ配列における変化の全体的なゲノム評価を可能にするため
の、比較のゲノムハイブリダイゼーションを容易にする（例えば、Ｖａｌｄｅｓら、Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（１９９７）６８：１を参照の
こと）。ポリヌクレオチドはまた、例えば、放射線ハイブリッドパネルまたは染色体特異
的ハイブリッドパネルを使用して、特定の染色体にマッピングされ得る。Ｌｅａｃｈら、
Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ，（１９９５）３３：６３－９９；Ｗａｌｔ
ｅｒら、Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ（１９９４）７：２２；ＷａｌｔｅｒおよびＧ
ｏｏｄｆｅｌｌｏｗ、Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ（１９９２）９：３５２を
参照のこと。放射線ハイブリッドマッピングについてのパネルは、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｇ
ｅｎｅｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．，Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅ，Ａｌａｂａｍａ，ＵＳＡから入手可
能である。種々のパネルを使用するマーカーのデータベースは、ｈｔｔｐ：／Ｆ／ｓｈｇ
ｃ－ｗｗｗ．ｓｔａｎｆｏｒｄ．ｅｄｕ；およびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ－ｇｅｎｏｍｅ．
ｗｉ．ｍｉｔ．ｅｄｕ／ｃｇｉ－ｂｉｎ／ｃｏｎｔｉｇ／ｒｈｍａｐｐｅｒ．ｐｌにてワ
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ールドワイドウェブを介して利用可能である。統計学的プログラムＲＨＭＡＰは、ある順
序に対する別の順序の相対的な尤度の測定を用いて、放射線ハイブリダイゼーションから
のデータに基づいてマップを構築するために使用され得る。ＲＨＭＡＰは、ｈｔｔｐ／／
ｗｗｗ．ｓｐｈ．ｕｍｉｃｈ．ｅｄｕ／ｇｒｏｕｐ／ｓｔａｔｇｅｎ／ｓｏｆｔｗａｒｅ
にてワールドワイドウェブを介して入手可能である。さらに、癌のような疾患に一般に関
連する染色体の領域を同定するための市販のプログラムが利用可能である。
【０１３０】
　（組織タイピングまたはプロフィーリング）
　提供されたポリヌクレオチドに対応する特異的なｍＲＮＡの発現は、異なる細胞型にお
いて変化し得、そして組織特異的であり得る。異なる細胞型におけるｍＲＮＡレベルのこ
の変化は、組織型を決定するための核酸プローブアッセイを用いて活用され得る。例えば
、配列表において列挙されるポリヌクレオチドに実質的に同一かまたは相補的な核酸プロ
ーブを利用する、ＰＣＲ、分枝型（ｂｒａｎｃｈｅｄ）ＤＮＡプローブアッセイ、または
ブロッティング技術は、対応するｃＤＮＡまたはｍＲＮＡの存在または非存在を決定し得
る。
【０１３１】
　組織タイピングは、転移性病変の発生的な器官供給源または組織供給源を、その器官ま
たは組織の特定のマーカーの発現を同定することによって、同定するために使用され得る
。ポリヌクレオチドが、特異的な組織型においてのみ発現される場合、および転移性病変
がそのポリヌクレオチドを発現することが見出される場合、次いで、病変の発生的な供給
源が同定される。特定のポリヌクレオチドの発現は、対応するｍＲＮＡまたはタンパク質
産物のいずれかの検出によってアッセイされ得る。任意の法医学者に容易に明らかである
ように、本明細書中に開示される配列は、非ヒト組織からヒト組織を区別する際に有用で
ある。特に、これらの配列は、例えば、鳥類、爬虫類、および両生類の組織からヒト組織
を区別するために有用である。
【０１３２】
　（多型の使用）
　本発明のポリヌクレオチドは、法医学的分析、遺伝子分析、マッピング、および診断的
適用において使用され得、ここで、遺伝子の対応する領域は、ヒト集団において多型であ
る。遺伝子における多型を検出するための任意の手段が使用され得、これらとしては、タ
ンパク質多型改変体の電気泳動、制限酵素切断に対する示差的な感受性、および対立遺伝
子特異的プローブへのハイブリダイゼーションが挙げられるが、これらに制限されない。
【０１３３】
　（抗体産生）
　本発明のポリヌクレオチド、および対応するｍＲＮＡ、ｃＤＮＡ、または完全な遺伝子
の発現産物が調製され得、そして実験的な目的、診断的な目的、および治療学的な目的の
ために抗体を惹起するために使用され得る。対応する遺伝子が割り当てられていないポリ
ヌクレオチドについて、これは対応する遺伝子を同定するためのさらなる方法を提供する
。ポリヌクレオチドまたは関連のｃＤＮＡは上記のように発現され、そして抗体が調製さ
れる。これらの抗体は、ポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド上のエピト
ープに特異的であり、そして細胞もしくは組織調製物において、またはインビトロ発現系
の無細胞抽出物において、対応するネイティブなタンパク質を沈澱させ得るか、またはこ
れに結合し得る。
【０１３４】
　選択された抗原を特異的に結合する抗体の産生のための方法は、当該分野において周知
である。抗体を惹起するための免疫原は、本発明のポリヌクレオチドによってコードされ
るポリペプチドをアジュバントともに混合することによって、および／またはより大きな
免疫原性タンパク質との融合タンパク質を作製することによって調製され得る。ポリペプ
チドはまた、他のより大きな免疫原性タンパク質（例えば、キーホールリンペットヘモシ
アニン）に共有結合的に連結され得る。免疫原は典型的に、抗体を生成するために、皮内
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、皮下、または筋肉内で、実験動物（例えば、ウサギ、ヒツジ、およびマウス）に投与さ
れる。モノクローナル抗体は、脾細胞を単離し、そして骨髄腫細胞を融合してハイブリド
ーマを形成することによって作製され得る。あるいは、選択されたポリヌクレオチドが、
例えば、筋肉内注射によって直接的に投与され、そしてインビボで発現される。発現され
るタンパク質は、種々のタンパク質特異的免疫応答（抗体の産生を含む）を生じ、これは
、タンパク質の投与に匹敵する。
【０１３５】
　選択されたポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドに特異的なポリクロー
ナル抗体およびモノクローナル抗体の調製は、当該分野において公知の標準的な方法を使
用して作製される。抗体は、配列表において開示されるポリヌクレオチドによってコード
されるポリペプチドに存在するエピトープに特異的に結合する。典型的に、少なくとも６
、８、１０、または１２の連続するアミノ酸がエピトープを形成するために必要とされる
。連続しないアミノ酸を含むエピトープは、より長いポリペプチド（例えば、少なくとも
１５、２５、または５０アミノ酸）を必要とし得る。提供されるポリペプチドによってコ
ードされるヒトポリペプチドに特異的に結合する抗体は、ウエスタンブロットまたは他の
免疫化学的アッセイにおいて使用される場合、他のタンパク質を用いて提供される検出シ
グナルよりも少なくとも５、１０、または２０倍高い検出シグナルを提供するべきである
。好ましくは、本発明のポリペプチドを特異的に結合する抗体は、免疫化学アッセイにお
いて、検出可能なレベルで他のタンパク質に結合せず、そして特定のポリペプチドを溶液
から免疫沈降し得る。
【０１３６】
　本発明はまた、本発明のポリペプチドに特異的な天然に存在する抗体を企図する。例え
ば、ヒト集団における本発明のポリペプチドに対する血清抗体は、当該分野で周知の方法
、例えば、対応する選択されたポリペプチドまたは融合タンパク質が結合するカラムに抗
血清を通過させることによって、精製され得る。次に、結合した抗体は、例えば、高塩濃
度の緩衝液を使用して、カラムから溶出され得る。
【０１３７】
　上記抗体に加えて、本発明はまた、当該分野で周知の方法によって、遺伝子的に操作さ
れた抗体、抗体誘導体（例えば、単鎖抗体、抗体フラグメント（例えば、Ｆａｂなど））
を企図する。
【０１３８】
　（差次的に発現された遺伝子産物の検出を包含する診断方法および他の方法）
　本発明は、本明細書中に記載されたポリヌクレオチドを使用する方法を提供する。特定
の非限定的な実施形態において、この方法は、結腸癌細胞を検出するため、被験体におけ
る癌および癌の重篤度（例えば、腫瘍の分類、腫瘍負荷など）の診断を容易にするため、
被験体の予後診断の決定を容易にするために、そして被験体の治療に対する応答性を（例
えば、化学治療レジメンの間または化学治療レジメンの後の腫瘍負荷を評価することによ
って治療効果の測定を提供することによって）評価するために有用な方法である。検出は
、結腸癌細胞で差次的に発現されるポリヌクレオチドの検出、および／または結腸癌細胞
で差次的に発現されるポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチド（「結腸癌に
関連するポリペプチド」）の検出に基づき得る。本発明の検出方法は、単離された細胞、
または全組織もしくは体液（例えば、血液、血漿、血清、尿など）中で、インビトロまた
はインビボで実施され得る。
【０１３９】
　一般的に、遺伝子産物（例えば、ｍＲＮＡ、このようなｍＲＮＡから生成されたｃＤＮ
Ａ、およびポリペプチド）の検出を包含する本発明の方法は、サンプルと目的の遺伝子産
物に特異的なプロープを接触させる工程を包含する。本明細書中のこのような方法で使用
される「プロープ」は、目的の遺伝子産物に特異的に結合する（例えば、このプロープは
標的遺伝子と結合し、非特異的な非標的（バックグラウンド）分子への結合を上回って標
的分子への結合を区別するのに十分な特異性を有する）分子をいうことを意味する。「プ
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ロープ」として、核酸プロープ（例えば、ＤＮＡ、ＲＮＡ、改変された核酸など）、抗体
（例えば、抗体、標的エピトープへの結合性を保持する抗体フラグメント、単鎖抗体など
）、または他のポリペプチド、ペプチド、もしくは目的の標的遺伝子産物に特異的に結合
する分子（例えば、レセプターリガンド）が挙げられるが、これらに限定される必要はな
い。
【０１４０】
　このプロープおよび目的の遺伝子産物を有することが疑われるサンプルを、このプロー
プの遺伝子産物への結合に適切な条件下で、接触させる。例えば、接触は、一般的にプロ
ーブの遺伝子産物への結合を可能にするのに十分な時間（例えば、数分～数時間）、プロ
ーブのバックグラウンド結合と十分に区別可能なレベルでこのプローブの遺伝子産物への
結合を提供する温度および浸透圧などの条件下（例えば、非特異的結合を最小にする条件
下）での接触である。プローブ－標的遺伝子産物結合のために適切な条件は、コントロー
ルおよび当業者に利用可能でありかつ公知の他の技術を使用して容易に決定され得る。
【０１４１】
　この実施形態において、このプローブは、抗体または他のポリペプチド、ペプチド、も
しくは目的の標的ポリペプチドに特異的に結合する分子（例えば、レセプターリガンド）
であり得る。
【０１４２】
　検出方法は、キットの一部として提供され得る。従って、本発明はさらに、結腸癌細胞
で差次的に発現されるポリヌクレオチドおよび／もしくはこのポリヌクレオチドによって
コードされるポリペプチドの存在ならびに／またはレベルを（例えば、差次的に発現され
る目的の遺伝子によってコードされるｍＲＮＡの検出によって）、生物学的サンプル中で
検出するためのキットを提供する。これらのキットを使用する手順は、臨床的研究室、実
験的研究室、医師、または個人によって実施され得る。結腸癌細胞中で差次的に発現され
るポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドを検出するための本発明のキット
は、ポリペプチド（これは、特定の抗体であり得る）に特異的に結合する部分を含む。結
腸癌細胞中で差次的に発現されるポリヌクレオチドを検出するための本発明のキットは、
このようなポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする部分を含む。このキットは、
この手順で有用なさらなる成分（緩衝液、現像試薬、標識、反応表面、検出手段、コント
ロールサンプル、標準、説明書、および説明のための情報が挙げられるが、これらに限定
されない）を必要に応じて提供し得る。
【０１４３】
　（結腸癌細胞中で差次的に発現されるポリヌクレオチドによって、コードされるポリペ
プチドの検出）
　いくつかの実施形態において、結腸癌細胞中で差次的に発現される遺伝子によってコー
ドされるポリペプチドを細胞中で検出することによる方法が、結腸癌について提供される
。種々の公知の方法のいずれかが、検出（コードされるポリペプチドに特異的な抗体を使
用する（例えば、酵素結合免疫吸着アッセイ（ＥＬＩＳＡ）、放射免疫アッセイ（ＲＩＡ
）などによる）免疫アッセイおよびコードされるポリペプチドについての機能的（例えば
、結合活性または酵素活性）アッセイが挙げられるが、これらに限定されない）のために
使用され得る。
【０１４４】
　例えば、免疫蛍光アッセイは、コードされたポリペプチドを最初に単離することなく、
細胞で容易に実施され得る。細胞は、最初に固体支持体（例えば、顕微鏡用スライドガラ
スまたはマイクロタイターウェル）上に固定化される。この固定化工程は、細胞膜を透過
化し得る。細胞膜の透過化は、ポリペプチド特異的プローブ（例えば、抗体）の結合を可
能にする。あるいは、ポリペプチドが分泌されるか、もしくは膜結合するか、または別の
様式で細胞表面（例えば、レセプター）で接近可能であり、そして他の分子が細胞の外膜
に安定に結合されるか、もしくは別の様式で細胞膜に安定に結合される場合、このような
透過化は必要でないかもしれない。
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【０１４５】
　次に、固定化された細胞は、コードされたポリペプチドに特異的な抗体に曝露される。
アッセイの感度を増加するために、固定化された細胞は、第二の抗体（これは、標識され
、そしてコードされるポリペプチドに特異的な第一の抗体に結合する）にさらに曝露され
得る。代表的には、第二の抗体は、例えば、蛍光マーカーで検出可能に標識される。コー
ドされるポリペプチドを発現する細胞は、蛍光標識され、そして顕微鏡下で容易に可視化
される。例えば、Ｈａｓｈｉｄｏら（１９９２）Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｒｅ
ｓ．Ｃｏｍｍ．１８７：１２４１～１２４８を参照のこと。
【０１４６】
　本明細書を読む際に当業者には容易に明らかであるように、本明細書中に記載の検出方
法および他の方法は、容易に変化され得る。このようなバリエーションは、本発明の意図
された範囲内である。例えば、上記検出スキームにおいて、検出に使用するためのプロー
ブは、固体支持体上に固定化され、試験サンプルと固定化プローブとを接触させ得る。次
いで、試験サンプルのプローブへの結合は、種々の方法で（例えば、試験サンプル－固定
化プローブ複合体の検出を容易にするために試験サンプルに結合させた検出可能な標識を
検出することによって）検出され得る。
【０１４７】
　本発明はさらに、生物学的サンプル中のポリペプチド（このポリペプチドは、癌細胞、
特に結腸癌細胞において差次的に発現される遺伝子を代表するポリヌクレオチドによって
コードされる）の存在および／またはこのポリペプチドのレベルを、このコードされたポ
リペプチドに特異的なプローブを使用して検出／測定するための方法を提供する。この実
施形態において、このプローブは、抗体、もしくは他のポリペプチド、ペプチド、または
目的の標的ポリペプチドに特異的に結合する分子（例えば、レセプターリガンド）であり
得る。
【０１４８】
　本方法は、一般的に、ａ）試験細胞中で差次的に発現されるポリペプチドに特異的な抗
体とサンプルとを接触させる工程；ｂ）抗体とサンプル中の分子間の結合を検出する工程
を包含する。抗体結合のレベル（定性的または定量的）は、細胞の癌性状態を示す。例え
ば、差次的に発現される遺伝子が、癌性細胞中で増加した場合、正常細胞に結合する抗体
結合レベルに対して試験サンプルに結合する抗体の増加したレベルの検出は、試験細胞が
癌性であることを示す。
【０１４９】
　適切なコントロールとして、コードされるポリペプチドを含まないことが既知のサンプ
ル、およびコードされたポリペプチドに特異的ではない抗体（例えば、抗イディオタイプ
抗体）と接触させたサンプルが挙げられる。特定の抗体－抗原相互作用を検出するための
種々の方法が当該分野で公知であり、そして標準的免疫組織学的方法、免疫沈降法、酵素
免疫アッセイ、および放射免疫アッセイが挙げられるが、これらに限定されない方法に使
用され得る。
【０１５０】
　一般的に、特定の抗体は、直接的にかまたは間接的にかのいずれかで検出可能に標識さ
れる。直接的な標識として、放射性同位元素；その生成物が検出可能な酵素（例えば、ル
シフェラーゼ、β－ガラクトシダーゼなど）；蛍光標識（例えば、フルオレセインイソチ
オシアネート、ローダミン、フィコエリトリンなど）；蛍光発光金属（例えば、ＥＤＴＡ
のような金属キレート化基を介して抗体に結合する１５２Ｅｕ、または他のランタニド系
列など）；化学発光化合物（例えば、ルミノール、イソルミノール、アクリジニウム塩な
ど）；生物発光化合物（例えば、ルシフェリン、エクオリン（緑色蛍光タンパク質））な
どが挙げられる。
【０１５１】
　この抗体は、不溶性の支持体（例えば、ポリスチレンプレートまたはビーズ）に付着（
結合）させ得る。間接的標識は、コードされたポリペプチドに特異的な抗体（「第一の特
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異的抗体」）に特異的な第二の抗体（ここで第二の抗体は、上記のように標識される）、
および特定の結合（例えば、ビオチン－アビジンなど）対メンバーを含む。生物学的サン
プルは、細胞、細胞粒子、または可溶性タンパク質を固定化し得るニトロセルロースのよ
うな固体支持体またはキャリアに接触させられ、そして固定化され得る。次に、固体支持
体は、適切な緩衝液で洗浄され得、続いて検出可能に標識された第一の特異的抗体に接触
させ得る。検出方法は、当該分野で公知であり、そして検出可能な標識によって出される
シグナルに適切であるように選択される。検出は、一般的に適切なコントロール、および
適切な標準との比較によって達成される。
【０１５２】
　いくつかの実施形態において、この方法は、例えば、インビボで結腸癌細胞が存在する
部位の位置を決定するか、またはそのような部位を同定するための使用に適応される。こ
れらの実施形態において、結腸癌関連ポリペプチドに特異的な検出可能に標識された部分
（例えば、抗体）は、個体に（例えば、注入によって）投与され、そして標識された細胞
は、標準的な画像化技術を使用して位置を決定される。標準的な画像化技術として、磁気
共鳴画像法、コンピューター断層撮影スキャニングなどが挙げられるがこれらに限定され
ない。この様式において、結腸癌細胞は、区別して標識される。
【０１５３】
　（結腸癌で差次的に発現される遺伝子に相当するポリヌクレオチドの検出）
　いくつかの実施形態において、細胞での転写物の発現、すなわち、結腸癌細胞で差次的
に発現される転写物を検出することによって、結腸癌細胞を検出するための方法を提供す
る。種々の公知の方法のいずれかが、検出に使用され得、この方法として、結腸癌細胞で
差次的に発現されるポリヌクレオチドにハイブリダイズするポリヌクレオチドとのハイブ
リダイゼーションによる転写物の検出；特定のオリゴヌクレオチドプライマーを使用する
ポリメラーゼ連鎖反応による転写物の検出；結腸癌細胞で差次的に発現される遺伝子にハ
イブリダイズするポリヌクレオチドをプローブとして使用する細胞のインサイチュハイブ
リダイゼーション、が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１５４】
　この方法を使用して、結腸癌細胞で差次的に発現される遺伝子のｍＲＮＡレベルを検出
および／または測定し得る。いくつかの実施形態において、この方法は、以下の工程を包
含する：ａ）サンプルと本明細書中に記載される差次的に発現される遺伝子に対応するポ
リヌクレオチドとを、ハイブリダイゼーション可能な条件下で接触させる工程；およびｂ
）ハイブリダイゼーション（存在する場合）を検出する工程。適切なコントロールと比較
した場合、差次的なハイブリダイゼーションの検出は、結腸癌細胞で差次的に発現される
ポリヌクレオチドのサンプル中での存在の指標である。適切なコントロールとしては、例
えば、結腸癌細胞で差次的に発現されるポリヌクレオチドを含まないことが既知のサンプ
ル、および結腸癌で差次的に発現されるポリヌクレオチドと同一「センス」の標識された
ポリヌクレオチドを使用することが挙げられる。ハイブリダイゼーションを可能にする条
件は、当該分野で公知であり、そして上記により詳細に記載されている。
【０１５５】
　検出はまた、以下に挙げられるが、限定ではない、任意の公知の方法によって達成され
得る：インサイチュハイブリダイゼーション、ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）、ＲＴ－
ＰＣＲ（逆転写－ＰＣＲ）、および「ノーザン」ブロッティングもしくはＲＮＡブロッテ
ィング、または適切に標識されたポリヌクレオチドを使用するこのような技術の組み合わ
せ。ポリヌクレオチドについての種々の標識および標識方法が当該分野で公知であり、本
発明のアッセイ方法に使用され得る。特定のハイブリダイゼーションは、適切なコントロ
ールと比較することによって、決定され得る。
【０１５６】
　配列表に示されるような、本明細書中で提供されるポリヌクレオチドまたは配列表のポ
リヌクレオチドに対応する遺伝子配列の少なくとも１２連続するｎｔを一般的に含むポリ
ヌクレオチドが、種々の目的（例えば、結腸癌細胞で差次的に発現されるポリヌクレオチ



(36) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

ドの検出および／または転写レベルの測定のためのプローブ）に使用される。開示される
ポリヌクレオチド配列の好ましい領域についてのさらなる開示は、実施例において見出さ
れる。本明細書中で開示されるポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズするプローブ
は、他の無関係の配列で提供されるバックグラウンドハイブリダイゼーションよりも少な
くとも５倍、１０倍、または２０倍高い検出シグナルを提供すべきである。核酸検出の状
況で使用される「プローブ」は、試験サンプル中で差次的に発現される遺伝子産物を検出
するために使用されるポリヌクレオチド配列をいうことが意味されるということに注目す
べきである。当業者によって容易に理解されるように、プローブは、検出可能に標識され
得、そして、例えば、試験サンプルから得られた固定化ポリヌクレオチド（例えば、ｍＲ
ＮＡ）を含むアレイと接触させ得る。あるいは、このプローブは、アレイに固定化され得
、そして検出可能に標識され得る。本発明の方法のこれらのバリエーションおよび他のバ
リエーションは、十分に当該分野の技術範囲であり、そして本発明の範囲内である。
【０１５７】
　ヌクレオチドプローブを使用して、提供されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の発
現を検出する。ノザンブロッティングにおいて、ｍＲＮＡは、電気泳動により分離され、
そしてプローブと接触される。プローブは、特定の大きさのｍＲＮＡ種へのハイブリダイ
ゼーションによって検出される。ハイブリダイゼーションの量は、例えば、特定の条件下
で、発現の相対量を決定するために定量され得る。プローブは、発現を検出するための細
胞へのインサイチュハイブリダイゼーションに使用される。プローブはまた、ハイブリダ
イズする配列の診断的検出のためにインビボで使用され得る。代表的に、プローブは放射
性同位元素によって標識される。検出可能な標識の他の型（例えば、発色団、発蛍光団、
および酵素）が使用され得る。ヌクレオチドハイブリダイゼーションアッセイの他の例は
、ＷＯ９２／０２５２６およびＵＳＰＮ５，１２４，２４６に記載される。
【０１５８】
　ＰＣＲは微量な標的核酸を検出するための別の手段である（例えば、Ｍｕｌｌｉｓら、
Ｍｅｔｈ．Ｅｎｚｙｍｏｌ．（１９８７）１５５：３３５；ＵＳＰＮ４，６８３，１９５
；およびＵＳＰＮ４，６８３，２０２を参照のこと）。標的核酸とハイブリダイズする２
つのプライマーポリヌクレオチドを使用して反応をプライムする。プライマーは、配列表
のポリヌクレオチド内の配列または配列表のポリヌクレオチドの３’側および５’側から
構成され得る。あるいは、これらのプライマーがこれらのポリヌクレオチドの３’側およ
び５’側である場合、プライマーは、これらのポリヌクレオチドまたは相補体にハイブリ
ダイズする必要はない。熱安定なポリメラーゼを用いて標的を増幅した後、増幅された標
的核酸は、当該分野で公知の方法（例えば、サザンブロッティング）によって検出され得
る。ｍＲＮＡまたはｃＤＮＡはまた、伝統的なブロッティング技術（例えば、サザンブロ
ッティング、ノザンブロッティングなど）（Ｓａｍｂｒｏｏｋら、「Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ」（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｃ
ｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ、１９８９）に記載されて
いる）（例えば、ＰＣＲ増幅なしの技術）によって検出され得る。一般的に、ポリメラー
ゼ酵素を使用してｍＲＮＡから作製されるｍＲＮＡまたはｃＤＮＡは精製され得、そして
ゲル電気泳動を使用して分離され、そしてニトロセルロースのような固体支持体に移され
得る。固体支持体は、標識されたプローブに曝露され、洗浄されハイブリダイズしていな
い任意のプローブが除去され、そして標識されたプローブを含む二重鎖が検出される。
【０１５９】
　ＰＣＲ増幅を使用する方法は、単一の細胞由来のＤＮＡで実施され得るが、少なくとも
１０５個の細胞の使用が簡便である。ポリメラーゼ連鎖反応の使用は、Ｓａｉｋｉら（１
９５８）Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３９：４８７に記載され、そして現在の技術の総説は、Ｓａ
ｍｂｒｏｏｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍ
ａｎｕａｌ、ＣＳＨ　Ｐｒｅｓｓ　１９８９、１４．２～１４．３３頁に見出され得る。
検出可能な標識は、増幅反応に含まれ得る。適切な検出可能な標識として、蛍光色素（例
えば、フルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）、ローダミン、テキサスレッド、
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フィコエリスリン、アロフィコシアニン、６－カルボキシフルオレセイン（６－ＦＡＭ）
、２’，７’－ジメトキシ－４’，５’－ジクロロ－６－カルボキシフルオレセイン、６
－カルボキシ－Ｘ－ローダミン（ＲＯＸ）、６－カルボキシ－２’，４’，７’，４，７
－ヘキサクロロフルオレセイン（ＨＥＸ）、５－カルボキシフルオレセイン（５－ＦＡＭ
）またはＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－６－カルボキシローダミン（ＴＡＭＲＡ）
）、放射性標識（例えば、３２Ｐ、３５Ｓ、３Ｈなど）などが挙げられる。標識は、２段
階システムであり得、ここでポリヌクレオチドは、高親和性の結合パートナー（例えば、
アビジン、特異的抗体など）を有するビオチン、ハプテンなどと結合体化され、ここで、
結合パートナーは、検出可能な標識と結合体化される。標識は、プライマーの１つまたは
両方と結合体化され得る。あるいは、増幅で使用されるヌクレオチドのプールは、増幅産
物に標識を組み込むように標識される。
【０１６０】
　（アレイ）
　ポリヌクレオチドアレイは、サンプル中の多数のポリヌクレオチドまたはポリペプチド
をアッセイし得る、高いスループット技術を提供する。この技術は、差次的発現に関する
試験のためのツールとして使用され得る。
【０１６１】
　アレイを作製する種々の方法、およびこれらの方法の変形は、当該分野で公知であって
、そして本発明における使用のために意図される。例えば、アレイは、基材（例えば、ガ
ラス、ニトロセルロースなど）上へとポリヌクレオチドプローブをスポットすることによ
って、結合プローブを有する二次元マトリックスまたはアレイに作製し得る。このプロー
ブは、共有結合または非特異的相互作用（例えば、疎水性相互作用）のいずれかによって
、基材に結合し得る。
【０１６２】
　ポリヌクレオチドのサンプルは、（例えば、放射活性標識または蛍光標識を用いて）検
出可能に標識され得、次いで、プローブにハイブリダイズされ得る。二本鎖ポリヌクレオ
チド（プローブポリヌクレオチドに結合される、標識されたサンプルポリヌクレオチドを
含む）は、一旦、サンプルの結合されていない部分が洗い流されると、検出され得る。あ
るいは、試験サンプルのポリヌクレオチドは、アレイ上に固定され得、そして、プローブ
は、検出可能に標識され得る。アレイを構築するための方法およびこれらのアレイを用い
る方法は、例えば、Ｓｃｈｅｎａら、（１９９６）Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃ
ｉ　ＵＳＡ．９３（２０）：１０６１４－９；Ｓｃｈｅｎａら、（１９９５）Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ　２７０（５２３５）：４６７－７０；Ｓｈａｌｏｎら、（１９９６）Ｇｅｎｏｍｅ
　Ｒｅｓ．６（７）：６３９－４５、ＵＳＰＮ５，８０７，５２２、ＥＰ７９９８９７；
ＷＯ９７／２９２１２；ＷＯ９７／２７３１７；ＥＰ７８５２８０；ＷＯ９７／０２３５
７；ＵＳＰＮ５，５９３，８３９：ＵＳＰＮ５，５７８，８３２；ＥＰ７２８５２０；Ｕ
ＳＰＮ５，５９９，６９５；ＥＰ７２１０１６；ＵＳＰＮ５，５５６，７５２；ＷＯ９５
／２２０５８；およびＵＳＰＮ５，６３１，７３４中で記載されている。
【０１６３】
　アレイを、例えば、遺伝子の差次的発現を試験するために使用し得、そして、遺伝子の
機能を決定するために使用し得る。例えば、アレイを、本明細書中で記載されるポリヌク
レオチドに対応する遺伝子の差次的発現を検出するために使用し得る。ここで、発現は、
試験細胞とコントロール細胞（例えば、癌細胞と正常細胞）とで比較される。例えば、対
応する正常細胞中では観測されない、癌細胞中の特定のメッセージの高い発現は、癌に特
異的な遺伝子産物を表し得る。アレイの模範的な使用は、さらに、例えば、Ｐａｐｐａｌ
ａｒａｄｏら、Ｓｅｍ．Ｒａｄｉａｔｉｏｎ　Ｏｎｃｏｌ．（１９９８）８：２１７；お
よびＲａｍｓａｙ　Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．（１９９８）１６：４０中に
記載される。さらに、アレイを用いる検出法の多くの変形は、十分に当該分野の技術内で
あって、本発明の範囲内である。例えば、プローブを固体支持体に対して固定する以外に
、試験サンプルが、固体支持体上に固定され得、これが次にプローブと接触される。
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【０１６４】
　（癌の評価の診断、予後、治療（治療測定学（ｔｈｅｒａｍｅｔｒｉｃｓ））、評価お
よび管理）
　本明細書中で記載されるポリヌクレオチド、および、それらの遺伝子産物ならびに対応
する遺伝子および遺伝子産物は、発癌経路に沿う初期変化を検出し、そして／または種々
の治療および予防的介入の効力をモニターする遺伝的マーカーまたは生化学的マーカー（
例えば、血液中または組織中で）として、特に興味がある。
【０１６５】
　例えば、特定のポリヌクレオチドの発現のレベルは、より弱い予測を暗示し得、そして
、そのために、患者に対して、より積極的な化学治療または放射線治療を正当化し、その
逆の場合も同様である。新規の代用の腫瘍特異性の特徴と処置に対する応答との相関関係
、および患者における結果は、腫瘍の分子的プロフィールに基づく、患者に合わせた治療
の設計を可能にする、予測的な指標を規定しうる。これらの治療は、抗体標的化、アンタ
ゴニスト（例えば、低分子）、および遺伝子治療を含む。
【０１６６】
　特定のポリヌクレオチドの発現の決定、および正常組織中の既知の発現を用いた患者の
プロフィールの比較、および疾患の変形は、患者にとって、処置の特異性という点、およ
び患者の満足レベルという点での、最も有力な処置の決定えお可能にする。代用腫瘍マー
カー（例えば、ポリヌクレオチド発現）はまた、癌の異なる形態および疾患状態のより良
い分類のために使用し得、従って、これらの診断および処置に使用し得る。本明細書中で
記載されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の発現レベルの同定から利益を得ることが
できる、腫瘍学において広く使用される２つの分類は、癌性障害の病期分類、および癌性
組織の性質の悪性度分類である。
【０１６７】
　差次的に発現された遺伝子に対応するポリヌクレオチド、およびそれらのコードされた
遺伝子産物は、癌を有するかまたは有する疑いのある患者をモニターして、癌が巨視的な
形態学的レベルで検出可能になる前に、分子レベルで潜在的な悪性事象を検出するために
有用であり得る。さらに、本明細書中で記載されるポリヌクレオチド、およびこのような
ポリヌクレオチドに対応する遺伝子は、治療測定学に対して、例えば、ポリヌクレオチド
またはそれらのコードされた遺伝子産物を用いることによる治療の有効性を評価するため
に、例えば、治療前、治療中、治療後に患者における全身腫瘍組織量を評価するために、
有用であり得る。
【０１６８】
　さらに、癌の１つの型において、差次的発現され、従ってこの型のために重要である遺
伝子に対応するものとして同定されるポリヌクレオチドはまた、例えば、ポリヌクレオチ
ドが、種々の癌型に対して差次的に発現される遺伝子を表す場合、癌の他の型の進行また
は進行のおそれに対する密接な関係を有し得る。従って、例えば、転移性結腸癌に対して
臨床的に密接な関係を有する遺伝子に対応するポリヌクレオチドの発現はまた、乳癌また
は卵巣癌に対する密接な関係を有し得る。
【０１６９】
　（病期分類）
　病期分類は、患者内で癌の状態がどれぼど進行しているかを述べるために、医師によっ
て使用されるプロセスである。病期分類は、予後を決定して、処置を計画して、そしてこ
のような処置の結果を評価することにおいて、医師を補助する。病期分類システムは、癌
の型によって変動するが、一般的に、以下の「ＴＮＭ」システムを含む：Ｔで示される腫
瘍の型；Ｎで示される、癌が近くのリンパ節まで転移しているかどうか；および、Ｍで示
される、癌が身体のより離れた部分まで転移しているかどうか。一般的に、癌が、いずれ
のリンパ節にも広がっておらず、一次病巣の範囲のみで検出可能である場合、Ｉ期と呼ば
れる。癌が、最も近接したリンパ節までしか広がっていない場合、ＩＩ期と呼ばれる。Ｉ
Ｉ期において、癌は、一般的に一次病巣の範囲に非常に近いリンパ節まで広がっている。
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身体の離れた部分（例えば、肝臓、骨、脳または他の部位）まで広がっている癌は、ＩＶ
期であり、もっとも進行した段階である。
【０１７０】
　本明細書中で記載されるポリヌクレオチドならびに対応する遺伝子および遺伝子産物は
、癌の攻撃性（例えば、転移能力、および身体の異なる領域での存在）に関するマーカー
を同定することによって、病期分類プロセスの微調整を容易にし得る。従って、高い転移
能力の癌を表すポリヌクレオチドを有するＩＩ期の癌は、ＩＩ期の腫瘍とＩＩＩ期の腫瘍
のボーダーラインを変更して、より攻撃的な治療を正当化するために使用し得る。逆に、
より低い転移能力を表すポリヌクレオチドの存在は、腫瘍のより慎重な病期分類を可能に
する。
【０１７１】
　（癌の悪性度分類）
　悪性度分類は、腫瘍がその同じ型の正常組織とどれほどよく似ているかを記載するため
に使用される用語である。腫瘍の微細な外観は、細胞形態学、細胞組織のようなパラメー
ター、および分化の他のマーカーに基づいて、腫瘍の分類を同定するために使用される。
一般的な法則として、腫瘍の分類は、その増殖または攻撃の速度に対応し、分化していな
い腫瘍または高い分類の腫瘍は、一般的に、十分に分化した腫瘍または低い分類の腫瘍よ
りも、より攻撃的である。以下のガイドラインは、一般的に腫瘍の悪性度分類のために使
用される：１）ＧＸ分類は、評価し得ない；２）Ｇ１は、十分に分化している；Ｇ２は、
中程度によく分化している；３）Ｇ３は、不十分に分化している；４）Ｇ４は、分化して
いない。「配列列挙」のポリヌクレオチド、ならびにこれらの対応する遺伝子および遺伝
子産物は、腫瘍の分類を決定することにおいて特別に価値があり得る。なぜならば腫瘍の
細胞の分化状態を決定することにおいて補助し得るだけではなく、腫瘍の攻撃性（例えば
、転移能力）を決定するととにおいて価値がある、分化以外の因子を同定し得るからであ
る。
【０１７２】
　（結腸癌の検出）
　適切な発現パターンを示す遺伝子に対応するポリヌクレオチドを、被検体中の結腸癌を
検出するために使用し得る。結腸直腸癌は、ヒトにおける最も一般的な新生物の１つであ
り、そしておそらく遺伝性新生物の最も頻繁な形態である。予防および初期の検出は、結
腸直腸癌の制御および治癒における重要な因子である。結腸直腸癌は、ポリープ（結腸の
内膜（ｉｎｎｅｒ　ｌｉｎｉｎｇ）に形成される、結腸の細胞の小さな良性増殖）として
始まる。数年間にわたって、これらのポリープのいくつかは、さらなる変異を蓄積して、
そして癌性になる。複数の家族性結腸直腸癌障害は、同定され、以下のようにまとめられ
る：１）家族性大腸腺腫症（ＦＡＰ）；２）ガードナー症候群；３）　遺伝性非腺腫性大
腸癌（ＨＮＰＣＣ）；および４）Ａｓｈｋｅｎａｚｉ　Ｊｅｗｓの家族性結腸直腸癌。
【０１７３】
　適切なポリヌクレオチドの発現は、結腸直腸癌の診断、予後および管理において使用さ
れ得る。結腸癌の検出は、任意のこれらの配列のみの発現レベルかまたは発現のレベルを
組み合わせて使用して決定され得る。結腸癌の攻撃性の性質および／または転移能力の決
定は、本明細書中で記載されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子の１つ以上の遺伝子産
物のレベルを比較することによって、そして癌性組織において変動することが公知の別の
配列（例えば、ｐ５３、ＤＣＣ、ｒａｓ、ＦＡＰの発現）の全体のレベルを比較すること
によって決定され得る（例えば、Ｆｅａｒｏｎ　ＥＲら、Ｃｅｌｌ（１９９０）６１（５
）：７５９；Ｈａｍｉｌｔｏｎ　ＳＲら、Ｃａｎｃｅｒ（１９９３）７２：９５７；Ｂｏ
ｄｍｅｒ　Ｗら、Ｎａｔ　Ｇｅｎｅｔ．（１９９４）４（３）：２１７；Ｆｅａｒｏｎ　
ＥＲ，Ａｎｎ　ＮＹ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ．（１９９５）７６８：１０１を参照のこと。
【０１７４】
　例えば、結腸癌の進行は、本明細書中に記載されるポリヌクレオチドに対応する遺伝子
の発現レベルを、オンコジーンのレベル（例えば、ｒａｓ）または腫瘍抑制遺伝子（例え
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ば、ＦＡＰまたはｐ５３）に対して、検査することによって検出され得る。従って、特定
のマーカーポリヌクレオチドの発現は、正常な結腸組織と癌性の結腸組織とを識別するた
め、起源の細胞が異なる結腸癌を識別するため、異なる潜在的な転移速度を有する結腸癌
を識別するためなどに使用され得る例えば、癌のマーカーの総説については、Ｈａｎａｈ
ａｎら、（２０００）Ｃｅｌｌ　１００：５７－７０を参照のこと。
【０１７５】
　（結腸癌の処置）
　本発明はさらに、直腸癌細胞の増殖を低減するための方法を提供する。この方法は、結
腸癌細胞中で差次的に発現される遺伝子の発現を減少させるため、あるいは結腸癌に関連
するポリペプチドのレベルおよび／または活性を減少させるために提供する。一般的に、
この方法は、（１）結腸癌中に差次的に発現される遺伝子の発現；または（２）結腸癌関
連ポリペプチドのレベルおよび／または活性、を調節する物質、結腸癌細胞に接触させる
ことを含む。
【０１７６】
　「結腸癌細胞の増殖（ｇｒｏｗｔｈ）を減少させる」こととしては、以下が挙げられる
が、これらに限定されない：結腸癌細胞の増殖（ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ）を減少さ
せること、および癌性結腸細胞になる非癌性結腸細胞の発生を減少させること。結腸癌細
胞の増殖における減少が達成されるかどうかは、以下に挙げられるが、これらに限定され
ない任意の公知のアッセイを用いて容易に決定され得る：［３Ｈ］－チミジン組込み；一
定時間にわたる細胞数のカウント；結腸癌に関連するマーカー（例えば、ＣＥＡ、ＣＡ１
９－９、およびＬＡＳＡ）を検出することおよび／または測定すること。
【０１７７】
　本発明は、結腸癌細胞増殖を低減する物質を、結腸癌の処置を必要とする個体に、結腸
癌細胞増殖の低減および結腸癌の処置のために十分な量で投与することを一般的に含む、
方法を提供する。物質かまたは特定量の物質が、結腸癌を処置するのに効果的であるかど
うかは、任意の種々の公知の結腸癌に関する診断用アッセイを用いて評価され得る。この
診断用アッセイとしては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：Ｓ状結腸鏡検査
法、結腸鏡検査法、直腸検査、生検を用いる結腸内視術、造影剤によるＸ線検査研究、Ｃ
ＡＴスキャン、血管造影法、および個体の血液中の結腸癌に関する腫瘍マーカーの検出。
その物質は、全身にかまたは局所的に投与され得る。従って、いくつかの実施形態におい
て、この物質は、局所的に投与され、そして結腸癌の増殖は、投与部位で低減する。局所
投与は、例えば、固体腫瘍を処置するのに有用であり得る。
【０１７８】
　結腸癌細胞の増殖を低減する物質は、結腸癌細胞を標的とし得る。従って、いくつかの
実施形態において、本発明は、被検体に対して薬物－抗体複合物を投与することを含む、
結腸癌細胞に薬物を送達する方法を提供し、この方法において、抗体は、結腸癌関連のポ
リペプチドに対して特異的であり、そしてこの薬物は、結腸癌細胞の増殖を低減する薬物
であり、これら種々の薬物が、当該分野で公知である。標的化は、結腸癌関連のポリペプ
チドに対して特異的な抗体への薬物のカップリング（例えば、直接かまたはリンカー分子
を介し、共有結合的または非共有結合的のいずれかの、薬物－抗体複合体を形成するよう
な連結）によって達成され得る。薬物を抗体にカップリングする方法は、当該分野で周知
であり、そして本明細書中で詳細に述べる必要はない。
【０１７９】
　（治療用標的および抗癌治療用薬剤の同定）
　本発明はまた、差次的に発現された遺伝子産物の活性を調節する能力を有する薬剤の同
定のための方法、および癌、特に結腸癌の処置のための治療用標的としての差次的に発現
された遺伝子産物を同定するための方法を含む。
【０１８０】
　（候補の薬剤）
　差次的に発現された遺伝子産物の活性を調節する化合物の同定は、任意の種々の薬物ス
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クリーニング技術を用いて達成され得る。このような薬剤は、癌治療の開発のための候補
である。特に関心があるのは、正常な非癌性ヒト細胞に対する許容できる毒性を有する薬
剤に関するスクリーニングアッセイである。本発明のスクリーニングアッセイは、一般的
に、差次的に発現された遺伝子産物の活性を調節し、そして／または癌に関連する現象（
例えば、細胞増殖、コロニー形成、細胞周期停止、転移など）を阻害するかまたは抑制す
る薬剤の能力に基づく。
【０１８１】
　本明細書中で使用される用語「薬剤」は、任意の分子、例えば、差次的に発現された遺
伝子産物の生物学的活性を調節する能力を有するタンパク質または薬学的分子を記載する
。一般的に、複数のアッセイ混合物は、異なる薬剤濃度を有して並行して行われ、種々の
濃度に対して異なる応答を得る。典型的に、これらの濃度の１つは、陰性コントロール、
すなわち、濃度０かまたは検出レベルより下として得られる。
【０１８２】
　候補薬剤は、多くの化学的クラスを含むが、典型的には、これらは有機分子であり、好
ましくは、５０ダルトンを超えて約２，５００ダルトン未満の分子量を有する小さな有機
化合物である。候補薬剤は、タンパク質と構造的な相互作用、詳細には水素結合のために
必要とされる官能基を含み、そして典型的には、アミン基、カルボニル基、ヒドロキシル
基またはカルボキシル基を少なくとも１つ含み、好ましくは、官能的な化学基を少なくと
も２つ含む。候補薬剤は、しばしば、１つ以上の上記の官能基で置換された、環状炭素ま
たは複素環構造および／または芳香族構造または多環式芳香族（ｐｏｌｙａｒｏｍａｔｉ
ｃ）構造を含む。候補薬剤はまた、以下が挙げられるが、これらに限定されない生体分子
の中に見いだされる：ペプチド、糖類、脂肪酸、ステロイド、プリン、ピリミジン、これ
らの誘導体、構造的アナログまたは組み合わせ。
【０１８３】
　候補薬剤は、合成化合物または天然化合物のライブラリーを含む、広範囲の原料から得
られる。例えば、ランダム化されたオリゴヌクレオチドおよびオリゴペプチドの発現を含
む、多くの手段が、広範囲の有機化合物および生体分子のランダム合成および直接合成に
利用可能である。あるいは、細菌、真菌、植物および動物の抽出物の形態（差次的に発現
された遺伝子産物に影響を与える内在性因子を同定するためのヒト組織からの抽出物を含
む）の天然化合物のライブラリーは、利用可能であるかまたは容易に生成される。さらに
、天然もしくは合成的に生成されたライブラリーおよび化合物は、従来の化学的、物理的
および生化学的手法を通じて容易に修飾され、そして、コンビナトリアルライブラリーを
生成するために使用され得る。公知の薬学的薬剤は、構造的アナログを生成するためのア
シル化、アルキル化、エステル化、アミド化などのような直接化学修飾またはランダム化
学修飾を受け得る。
【０１８４】
　特定の目的の候補薬剤の例としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ア
ンチセンスポリヌクレオチド、および抗体、可溶性レセプターなど。抗体および可溶性レ
セプターは、差次的に発現された標的遺伝子産物が、細胞表面に分泌されるかまたは利用
可能である（例えば、レセプターおよび外側の細胞膜に関連する安定な他の分子）場合に
、候補薬剤として特に目的のものである。
【０１８５】
　（候補薬剤のスクリーニング）
　スクリーングアッセイは、当業者に容易に利用可能かつ公知の種々の任意の技術に基づ
き得る。一般に、スクリーニングアッセイは、癌細胞（好ましくは結腸癌細胞）を候補試
薬と接触させる工程、および差次的に発現した遺伝子産物の生物学的活性に対する影響を
評価する工程を包含する。生物学的活性に対する影響は、例えば、差次的に発現された遺
伝子の遺伝子産物の発現の検出によって検出され得る（例えば、ｍＲＮＡまたはポリペプ
チドレベルの減少が、順に遺伝子産物の生物学的活性の減少を引き起こす）。あるいは、
またはさらに、候補薬剤の影響は、機能アッセイにおける候補薬剤の影響を試験すること
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によって評価され得る。例えば、この差次的に発現した遺伝子産物が酵素である場合、生
物学的活性に対する影響は、差次的に発現した遺伝子産物に関連する酵素活性レベルを検
出することによって、評価され得る。この機能アッセイは、差次的に発現した遺伝子産物
によって選択され得る。一般に、差次的に発現した遺伝子が、癌細胞での発現において増
加される場合、目的の薬剤は、差次的に発現した遺伝子産物の活性を減少させる薬剤であ
る。
【０１８６】
　下に記載のアッセイは、本発明のスクリーニングアッセイの実施形態に、容易に適応さ
れ得る。候補試薬のスクリーニングに有益な例示的アッセイとしては、ハイブリダイゼー
ションベースのアッセイ（例えば、発現レベルを評価するための核酸プローブまたはプラ
イマーの使用）、抗体ベースのアッセイ（例えば、ポリペプチド遺伝子産物レベルの評価
のため）、結合アッセイ（例えば、候補薬剤と差次的に発現したポリペプチドとの相互作
用の検出のため、ここで、そのポリペプチドに対する天然または合成のリガンドが入手可
能な場合、このアッセイは競合的アッセイであり得る）などが挙げられるが、これらに限
定されない。さらなる例示的アッセイとしては、細胞増殖アッセイ、アンチセンスノック
アウトアッセイ、細胞周期の阻害を検出するアッセイ、細胞死／アポトーシス誘導のアッ
セイなどが挙げられるが、これらに限定される必要はない。一般的にこのようなアッセイ
はインビトロで実施されるが、多くのアッセイは、インビボ分析（例えば、癌の動物モデ
ル）に適応され得る。
【０１８７】
　（治療標的の同定）
　別の実施形態において、本発明は、治療標的としての差次的に発現した遺伝子および遺
伝子産物の同定を意図する。いくつかの局面において、これは、差次的に発現した遺伝子
産物の活性の調節（例えば、減少または増強）において活性を有する薬剤の同定について
の上に記載のアッセイの逆である。
【０１８８】
　この実施形態において、治療標的は癌の表現型を調節すること（例えば、癌の表現型の
発達を阻害または抑制するか、あるいは予防する）が証明され得るか、または証明されて
いる薬剤の影響を試験することによって同定される。このような薬剤を、通常、本明細書
中では「抗癌剤」といい、この薬剤は化学療法剤を含む。例えば、この薬剤は、選択した
遺伝子転写物に特異的なアンチセンスオリゴヌクレオチドであり得る。例えば、このアン
チセンスオリゴヌクレオチドは、本明細書中に記載の差次的に発現された遺伝子の配列に
対応する配列（例えば、配列番号１～３０９のうちの１つの配列）を有し得る。
【０１８９】
　治療薬剤の同定のアッセイは、当業者に周知の方法を用いる種々の方法で実施され得る
。例えば、差次的に発現された遺伝子を発現するか、または過剰発現する試験癌細胞は、
抗癌剤と接触され、癌の表現型に対する影響および候補遺伝子産物の生物学的活性が評価
される。候補遺伝子産物の生物学的活性は、例えば、候補遺伝子産物をコードする遺伝子
の発現の調節（例えば、転写物レベルまたはポリペプチドレベルの増加または減少によっ
て検出されるように）、あるいは遺伝子産物の酵素活性または他の活性の調節を試験する
ことによって評価され得る。この癌の表現型は、例えば、細胞増殖、増殖の接触阻害の欠
損（例えば、コロニー形成）、腫瘍増殖（インビトロまたはインビボ）などであり得る。
あるいは、またはさらに、細胞死／アポトーシスまたは細胞周期調節に対する候補標的遺
伝子の生物学的活性の調節の影響が、評価され得る。
【０１９０】
　候補遺伝子産物の生物学的活性の調節の結果としての、癌の表現型の阻害または抑制、
あるいは細胞死／アポトーシスの増加は、候補遺伝子産物が、癌治療にとって適切な標的
であることを示す。下に記載のアッセイは、治療標的の同定のためのアッセイに容易に適
応され得る。一般に、このようなアッセイは、インビトロで実施されるが、多くのアッセ
イはインビボ分析（例えば、当該分野で認められた適切な癌の動物モデル）に適応され得
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る。
【０１９１】
　（ペプチドアナログおよびアンタゴニストの同定）
　本明細書中で同定された差次的に発現される遺伝子によってコードされるポリペプチド
は、コードされるポリペプチドの中からレセプターのような結合パートナーを同定するた
めに、ペプチドライブラリーをスクリーニングするために使用され得る。ペプチドライブ
ラリーは、当該分野において公知の方法に従って合成され得る（例えば、米国特許第５，
０１０，１７５号およびＷＯ９１／１７８２３を参照のこと）。
【０１９２】
　本発明のポリペプチドのアゴニストまたはアンタゴニストは、シグナル伝達、抗体結合
、レセプター結合、分裂促進アッセイ、走化性アッセイなどのような当該分野において公
知の任意の利用可能な方法を用いてスクリーニングされ得る。このアッセイ条件は理想的
には、ネイティブな活性がインビボで示される条件、すなわち、生理学的ｐＨ、温度、お
よびイオン強度下の条件に類似するべきである。適切なアゴニストまたはアンタゴニスト
は、被験体において毒性の副作用を引き起こさない濃度で、ネイティブな活性の強力な阻
害または増強を示す。ネイティブなポリペプチドへの結合に関して競合するアゴニストま
たはアンタゴニストは、ネイティブな濃度に等しいかまたはこれよりも大きい濃度を必要
とし得るが、ポリペプチドに不可逆的に結合し得るインヒビターは、ネイティブな濃度の
大きさに類似する濃度において添加され得る。
【０１９３】
　このようなスクリーニングおよび実験は、本明細書中に記載のポリヌクレオチドに対応
する遺伝子またはｃＤＮＡによってコードされる、レセプターのようなポリペプチド結合
パートナー、および結合パートナーの少なくとも１つのペプチドアゴニストまたはアンタ
ゴニストの同定を導き得る。このようなアゴニストおよびアンタゴニストは、レセプター
がネイティブである細胞、または遺伝子操作の結果としてレセプターを保有する細胞にお
いて、レセプター機能を調節、増強、または阻害するために使用され得る。さらに、この
レセプターが公知のレセプターと生物学的に重要な特徴を共有する場合、アゴニスト／ア
ンタゴニスト結合についての情報は、公知のレセプターの改善されたアゴニスト／アンタ
ゴニストの開発を容易にし得る。
【０１９４】
　（薬学的組成物および治療用途）
　本発明の薬学的組成物は、治療有効量において、本願発明のポリペプチド、抗体、また
はポリヌクレオチド（アンチセンスヌクレオチドおよびリボザイムを含む）を含み得る。
本明細書中で使用されるように用語「治療有効量」は、所望の疾患もしくは状態を処置、
改善、または予防するための、または検出可能な治療学的または予防的効果を示すための
、治療薬剤の量をいう。効果は、例えば、化学マーカーまたは抗原レベルによって検出さ
れ得る。治療効果はまた、体温の低下のような身体的症状の減少を含む。被験体について
の正確な有効量は、被験体の大きさおよび健康状態、状態の性質および程度、ならびに投
与のために選択される治療薬または治療薬の組合せに依存する。従って、正確な有効量を
予め特定することは有用でない。しかし、所定の状態についての有効量は、慣用的な実験
法によって決定され、および臨床医の判断の範囲内である。本発明の目的のために、有効
用量は、一般に、これが投与される個体において、約０．０１ｍｇ／ｋｇ～５０ｍｇ／ｋ
ｇ、または０．０５ｍｇ／ｋｇ～約１０ｍｇ／ｋｇのＤＮＡ構築物である。
【０１９５】
　薬学的組成物はまた、薬学的に受容可能なキャリアを含み得る。用語「薬学的に受容可
能なキャリア」は、抗体またはポリペプチドのような治療薬剤、遺伝子、および他の治療
薬剤の投与のためのキャリアをいう。この用語は、組成物を受ける個体に有害な抗体の生
成をそれ自身誘導せず、および過度の毒性を伴わずに投与され得る任意の薬学的キャリア
をいう。適切なキャリアは、タンパク質、多糖、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリマー
アミノ酸、アミノ酸コポリマー、および不活性なウイルス粒子のような大きな、ゆっくり



(44) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

と代謝される高分子であり得る。このようなキャリアは当業者に周知である。治療組成物
における薬学的に受容可能なキャリアは、水、生理食塩水、グリセロール、およびエタノ
ールのような液体を含み得る。湿潤化剤または乳化剤、ｐＨ緩衝化剤などのような補助物
質もまた、このようなビヒクルに存在し得る。
【０１９６】
　代表的に、治療組成物は、注射可能な、液体溶液または懸濁液のいずれかとして調製さ
れ；注射の前に液体ビヒクルにおける溶液または懸濁液に適切な固体形態もまた、調製さ
れ得る。リポソームは、薬学的に受容可能なキャリアの規定内に含まれる。薬学的に受容
可能な塩もまた、薬学的組成物中に存在し得る（例えば、塩化水素塩、臭化水素塩、リン
酸塩、硫酸塩などのような無機酸塩；および酢酸塩、プロピオン酸塩、マロン酸塩、安息
香酸塩などのような有機酸の塩）。薬学的に受容される腑形剤の徹底的な考察は、Ｒｅｍ
ｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｍａｃｋ　Ｐｕ
ｂ．　Ｃｏ．，Ｎ．Ｊ．　１９９１）において入手可能である。
【０１９７】
　（送達方法）
　一旦処方されると、本発明の組成物は、（１）被験体に直接的に投与され得る（例えば
、ポリヌクレオチドまたはポリペプチドとして）か；または（２）被験体から誘導される
細胞にエキソビボで送達され得る（例えば、エクスビボ遺伝子治療におけるように）。組
成物の直接的な送達は一般に、非経口注射（例えば、皮下、腹腔内、静脈内もしくは筋肉
内、腫瘍内、または組織の間質腔への）によって達成される。投与の他の態様としては、
経口投与および肺投与、坐剤、および経皮適用、針、および遺伝子銃またはハイポスプレ
イが挙げられる。投薬処置は、単回用量スケジュールまたは複数用量スケジュールであり
得る。
【０１９８】
　エキソビボ送達および被験体への形質転換された細胞の再移植のための方法は、当該分
野において公知であり、そして例えば、国際公開第ＷＯ９３／１４７７８号において記載
される。エキソビボ適用において有用な細胞の例としては、例えば、幹細胞、特に造血幹
細胞、リンパ細胞、マクロファージ、樹状細胞、または腫瘍細胞が挙げられる。一般に、
エキソビボおよびインビトロ適用のための核酸の送達は、例えば、デキストラン媒介性の
トランスフェクション、リン酸カルシウム沈澱、ポリブレン媒介性のトランスフェクショ
ン、プロトプラスト融合、エレクトロポレーション、リポソーム中のポリヌクレオチドの
カプセル化、および核へのＤＮＡの直接的なマイクロインジェクションによって達成され
得、全て当該分野において周知である。
【０１９９】
　一旦、本発明のポリヌクレオチドに対応する遺伝子が、新生物、形成異常、および過形
成のような、増殖障害と相関することが見出されると、障害は、提供されるポリヌクレオ
チド、対応するポリペプチド、または他の対応する分子（例えば、アンチセンス、リボザ
イムなど）に基づく治療薬剤の投与による処置に影響を受けやすい。
【０２００】
　本発明の薬学的組成物の投与の用量および手段は、治療組成物の特定の質、患者の状態
、年齢、および体重、疾患の進行、ならびに他の関連の因子に基づいて決定される。例え
ば、本発明のポリヌクレオチド治療組成物薬剤の投与は、局所投与または全身投与を含み
、注射、経口投与、パーティクルガン、またはカテーテル法による投与、および局所的な
投与が挙げられる。好ましくは、治療ポリヌクレオチド組成物は、本明細書中に開示され
るポリヌクレオチドの少なくとも１２、２２、２５、３０、または３５の連続したｎｔの
ポリヌクレオチドに作動可能に連結されるプロモーターを含有する発現構築物を含む。
【０２０１】
　種々の方法が、治療組成物を身体の特定の部位に直接的に投与するために使用され得る
。例えば、小さな転移性病変が位置づけられ、そして治療組成物は、腫瘍の本体内のいく
つかの異なる位置において数回注射される。あるいは、腫瘍を養う動脈が同定され、そし
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て治療組成物は、組成物を腫瘍に直接的に送達するために、このような動脈に注射される
。壊死中心を有する腫瘍は吸引され、そして組成物は、腫瘍のいまや空の中心に直接的に
注射される。アンチセンス組成物は、例えば、組成物の局所的な適用によって腫瘍の表面
に直接的に投与される。Ｘ線画像化は、特定の上述の送達法を補助するために使用される
。
【０２０２】
　アンチセンスポリヌクレオチド、サブゲノムポリヌクレオチド、または特定の組織に対
する抗体を含有する治療組成物のレセプター媒介性の標的化送達がまた、使用され得る。
レセプター媒介性のＤＮＡ送達技術は、例えば、Ｆｉｎｄｅｉｓら、Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉ
ｏｔｅｃｈｎｏｌ．（１９９３）１１：２０２；Ｃｈｉｏｕら、Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐ
ｅｕｔｉｃｓ：Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｏｆ　Ｄｉｒｅｃ
ｔ　Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ（Ｊ．Ａ．Ｗｏｌｆｆ編）（１９９４）；Ｗｕら、Ｊ．
　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．（１９８８）２６３：６２１；Ｗｕら、Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃ
ｈｅｍ．（１９９４）２６９：５４２；Ｚｅｎｋｅら、Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａ
ｄ．　Ｓｃｉ．（ＵＳＡ）（１９９０）８７：３６５５；Ｗｕら、Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃ
ｈｅｍ．（１９９１）２６６：３３８において記載される。ポリヌクレオチドを含有する
治療組成物は、遺伝子治療プロトコルにおける局所投与について、約１００ｎｇ～約２０
０ｍｇのＤＮＡの範囲において投与される。約５００ｎｇから約５０ｍｇ、約１μｇ～約
２ｍｇ、約５μｇ～約５００μｇ、および約２０μｇ～約１００μｇのＤＮＡの濃度範囲
はまた、遺伝子治療プロトコルの間に使用され得る。作用の（例えば、コードされる遺伝
子産物のレベルを増強するまたは阻害するための）方法、ならびに形質転換および発現の
効率のような因子は、アンチセンスサブゲノムポリヌクレオチドの最大の効力のために必
要とされる投薬量に影響する考慮事柄である。組織のより大きな領域にわたってより優れ
た発現が所望される場合、アンチセンスサブゲノムポリヌクレオチドのより多くの量、ま
たは投与の継続的なプロトコルにおいて再投与される同じ量、あるいは例えば、腫瘍部位
の異なる近接のまたは近い組織部分への数回の投与が、ポジティブな治療結果を達成する
ために必要とされ得る。全ての場合において、臨床試験における慣用的な実験法は、至適
な治療効果についての特定の範囲を決定する。抗炎症活性を有するポリペプチドまたはタ
ンパク質をコードするポリヌクレオチド関連性の遺伝子についての、適切な使用、用量、
および投与は、米国特許第５，６５４，１７３号において記載される。
【０２０３】
　本発明の治療ポリヌクレオチドおよびポリペプチドは、遺伝子送達ビヒクルを使用して
送達され得る。遺伝子送達ビヒクルは、ウイルス起源または非ウイルス起源であり得る（
概して、Ｊｏｌｌｙ、Ｃａｎｃｅｒ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ（１９９４）１：５１；
Ｋｉｍｕｒａ、Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ（１９９４）５：８４５；Ｃｏｎ
ｎｅｌｌｙ、Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ（１９９５）１：８１５；およびＫ
ａｐｌｉｔｔ、Ｎａｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ（１９９４）６：１４８を参照のこと）
。このようなコード配列の発現は、内因性の哺乳動物プロモーターまたは異種プロモータ
ーを使用して誘導され得る。コード配列の発現は、構成的または調節性のいずれかであり
得る。
【０２０４】
　所望のポリヌクレオチドの送達のためのウイルスベースのベクター、および所望の細胞
における発現は、当該分野において周知である。例示的なウイルスベースのビヒクルとし
ては、組換え体レトロウイルス（例えば、ＷＯ９０／０７９３６；ＷＯ９４／０３６２２
；ＷＯ９３／２５６９８；ＷＯ９３／２５２３４；米国特許第５，２１９，７４０号；Ｗ
Ｏ９３／１１２３０；ＷＯ９３／１０２１８；米国特許第４，７７７，１２７号；英国特
許第２，２００，６５１号；ＥＰ　０　３４５　２４２；およびＷＯ９１／０２８０５を
参照のこと）、αウイルスベースのベクター（例えば、シンドビスウイルスベクター、セ
ムリキ森林ウイルス（ＡＴＣＣ　ＶＲ－６７；ＡＴＣＣ　ＶＲ－１２４７）、ロスリバー
ウイルス（ＡＴＣＣ　ＶＲ－３７３；ＡＴＣＣ　ＶＲ－１２４６）、およびベネズエラウ
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マ脳炎ウイルス（ＡＴＣＣ　ＶＲ－９２３；ＡＴＣＣ　ＶＲ－１２５０；ＡＴＣＣ　ＶＲ
　１２４９；ＡＴＣＣ　ＶＲ－５３２）、およびアデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）ベクター
（例えば、ＷＯ９４／１２６４９、ＷＯ９３／０３７６９；ＷＯ９３／１９１９１；ＷＯ
９４／２８９３８；ＷＯ９５／１１９８４、およびＷＯ９５／００６５５を参照のこと）
が挙げられるが、これらに制限されない。Ｃｕｒｉｅｌ．　Ｈｕｍ．　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅ
ｒ．（１９９２）３：１４７において記載されるような殺傷されたアデノウイルスに連結
されるＤＮＡの投与もまた、用いられ得る。
【０２０５】
　非ウイルス送達ビヒクルおよび方法がまた、用いられ得、これらの方法としては、殺傷
されたアデノウイルス単独に連結されるかまたは連結されないポリカチオン性の濃縮され
たＤＮＡ（例えば、Ｃｕｒｉｅｌ，Ｈｕｍ．　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒ．（１９９２）３：１
４７を参照のこと）；リガンド連結化ＤＮＡ（例えば、Ｗｕ、Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅ
ｍ．（１９８９）２６４：１６９８５を参照のこと）；真核生物細胞送達ビヒクル細胞（
例えば、米国特許第５，８１４，４８２号；ＷＯ９５／０７９９４；ＷＯ９６／１７０７
２；ＷＯ９５／３０７６３；およびＷＯ９７／４２３３８を参照のこと）、ならびに核電
荷中和、または細胞膜との融合が挙げられるがこれらに制限されない。裸のＤＮＡもまた
、用いられ得る。例示的な裸のＤＮＡの導入方法は、ＷＯ９０／１１０９２および米国特
許第５，５８０，８５９号において記載される。遺伝子送達ビヒクルとして作用し得るリ
ポソームは、米国特許第５，４２２，１２０号；ＷＯ９５／１３７９６号；ＷＯ９４／２
３６９７；ＷＯ９１／１４４４５；およびＥＰ　０５２４９６８において記載される。さ
らなるアプローチは、Ｐｈｉｌｉｐ、Ｍｏｌ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．（１９９４）１
４：２４１１、およびＷｏｆｆｅｎｄｉｎ、Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃ
ｉ．（１９９４）９１：１５８１において記載される。
【０２０６】
　使用のために適切なさらなる非ウイルス送達は、Ｗｏｆｆｅｎｄｉｎら、Ｐｒｏｃ．　
Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ（１９９４）９１（２４）：１１５８１にお
いて記載されるアプローチのような機械的送達系を含む。さらに、コード配列およびこの
ような配列の発現の産物は、光重合化ヒドロゲル材料の沈着または電離放射線の使用を介
して送達され得る（例えば、米国特許第５，２０６，１５２号およびＷＯ９２／１１０３
３を参照のこと）。コード配列の送達のために使用され得る遺伝子送達のための他の従来
の方法としては、例えば、手持ちの遺伝子移入パーティクルガン（例えば、米国特許第５
，１４９，６５５号を参照のこと）の使用；移入された遺伝子の活性化のための電離放射
線の使用（例えば、米国特許第５，２０６，１５２号およびＷＯ９２／１１０３３を参照
のこと）が挙げられる。
【０２０７】
　本発明は、特に有利な実施態様を記載する以下の実施例を参照することによって、今、
説明され得る。しかし、これらの実施態様は説明であって、本発明を制限するとしては決
して解釈されないことに、留意されるべきである。
【０２０８】
　（実施例）
　以下の実施例は、例示の目的のために主に提供される。本発明の処方物、投与量、投与
の方法および他のパラメーターが、本発明の精神および範囲より逸脱せずに、種々の方法
においてさらに改変され得るか、もしくは置換され得るということは、当業者に容易に明
らかである。
【０２０９】
　（実施例１：生物学的材料の供給源および生物学的材料によって発現されるポリヌクレ
オチドの概要）
　結腸癌において差次的に発現される遺伝子を同定するために、ｃＤＮＡライブラリーを
いくつかの異なった細胞株および組織源から調製した。表１は、これらのライブラリーの
概要を提供し、省略したライブラリー名（本明細書において以後使用）、ｃＤＮＡライブ



(47) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

ラリーを調製するのに用いたｍＲＮＡ供給源、以下の表で用いられるライブラリーの「ニ
ックネーム」（引用符で囲んで）、およびライブラリーにおけるおよそのクローン数が含
まれる。ｃＤＮＡライブラリーは、当該分野で周知の方法によって調製され、そしてｃＤ
ＮＡ挿入物の配列を周知の方法を用いて決定した。
【０２１０】
【表１】

　ＫＭ１２Ｌ４－Ａ細胞株は、ＫＭ１２Ｃ細胞株から誘導される（Ｍｏｒｉｋａｗａら、
Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（１９８８）４８：６８６３）。ＫＭ１２Ｃ細胞株は、
あまり転移性でなく（低い転移性）、Ｄｕｋｅｓ’ｓｔａｇｅ　Ｂ２の外科的標本からの
培養において樹立された（Ｍｏｒｉｋａｗａら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．（１９８８）４
８：６８６３）。ＫＭＬ４－Ａは、ＫＭ１２Ｃから誘導された非常に転移性の亜株である
（Ｙｅａｔｍａｎら、Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ．Ｒｅｓ．（１９９５）２３：４００７；Ｂ
ａｏ－Ｌｉｎｇら、Ｐｒｏｃ．Ａｎｎｕ．Ｍｅｅｔ．Ａｍ．Ａｓｓｏｃ．Ｃａｎｃｅｒ．
Ｒｅｓ．（１９９５）２１：３２６９）。ＫＭ１２ＣおよびＫＭ１２Ｃ由来の細胞株（例
えば、ＫＭ１２Ｌ４、ＫＭ１２Ｌ４－Ａなど）は、結腸癌の研究についてのモデル細胞株
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として当該分野において十分に認識される（例えば、Ｍｏｒｉａｋａｗａら、前出；Ｒａ
ｄｉｎｓｋｙら、Ｃｌｉｎ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．（１９９５）１：１９；Ｙｅａｔｍ
ａｎら（１９９５）前出；Ｙｅａｔｍａｎら、Ｃｌｉｎ．Ｅｘｐ．Ｍｅｔａｓｔａｓｉｓ
（１９９６）１４：２４６を参照のこと）。
【０２１１】
　ＭＤＡ－ＭＢ－２３１細胞株は、元来胸水から単離され（Ｃａｉｌｌｅａｕ、Ｊ．Ｎａ
ｔｌ．Ｃａｎｃｅｒ．Ｉｎｓｔ．（１９７４）５３：６６１）、高い転移可能性であり、
そして乳癌と一致してヌードマウスにおいてあまり分化しない腺癌病期（ｇｒａｄｅ）Ｉ
Ｉを形成する。ＭＣＦ７細胞株は、乳腺癌の胸水から誘導され、そして非転移性である。
これらの細胞株は、ヒト乳癌および肺癌の研究のためのモデルとして当該分野において十
分に認識される（例えば、Ｃｈａｎｄｒａｓｅｋａｒａｎら、Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．（
１９７９）３９：８７０；Ｇａｓｔｐａｒら、Ｊ　Ｍｅｄ　Ｃｈｅｍ（１９９８）４１：
４９６５；Ｒａｎｓｏｎら、Ｂｒ　Ｊ　Ｃａｎｃｅｒ（１９９８）７７：１５８６；Ｋｕ
ａｎｇら、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ（１９９８）２６：１１１６を参照のこ
と）。ライブラリー１５～２０のサンプルは、２人の異なる患者（ＵＣ＃２およびＵＣ＃
３）から誘導される。ＧＲＲｐｚおよびＷＯｃａ細胞株は、Ｄｏｎｎａ　Ｍ．Ｐｅｅｈｌ
博士、Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ、Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅ
ｒｓｉｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅによって提供された。ＧＲＲｐｚは
、正常な前立腺上皮から誘導された。ＷＯｃａ細胞株は、Ｇｌｅａｓｏｎ病期４細胞株で
ある。
【０２１２】
　それぞれのライブラリーは、示されるｍＲＮＡ供給源において発現されるｍＲＮＡを順
に表すｃＤＮＡクローンのコレクションから構成される。各ライブラリーにおける数百万
の配列の分析を容易にするために、配列をクラスターに割当てた。「クローンのクラスタ
ー」の概念は、約３００個の７ｂｐオリゴヌクレオチドプローブのパネルへのそれらのハ
イブリダイゼーションパターンに基づくｃＤＮＡクローンの選別／グループ化に由来する
（Ｄｒｍａｎａｃら、Ｇｅｎｏｍｉｃｓ（１９９６）３７（１）：２９を参照のこと）。
組織ライブラリーからのランダムなｃＤＮＡクローンを、３００個の７ｂｐオリゴヌクレ
オチドに中程度のストリンジェンシーでハイブリダイズさせる。各オリゴヌクレオチドは
、その特定のクローンへの特異的なハイブリダイゼーションのいくつかの尺度を有する。
３００個のプローブについてのハイブリダイゼーションのこれらの尺度の３００個の組合
わせは、特定のクローンについての「ハイブリダイゼーション特徴」に等しい。類似の配
列を有するクローンは、類似のハイブリダイゼーション特徴を有する。これらの特徴を分
析するための選別／グループ化アルゴリズムを開発することによって、ライブラリーにお
けるクローンの群が同定され得、そしてコンピューターで集められ得る。クローンのこれ
らの群は「クラスター」と呼ばれる。
【０２１３】
　アルゴリズムにおける選択のストリンジェンシー（古典的なライブラリーｃＤＮＡスク
リーニングプロトコルにおけるハイブリダイゼーションのストリンジェンシーに類似する
）に依存して、各クラスターの「純度」が制御され得る。例えば、ちょうど人為的結果が
、最も高いストリンジェンシーであってでも、４００ｂｐ　ｃＤＮＡフラグメントを有す
るｃＤＮＡライブラリーの「ｗｅｔ－ｌａｂ」スクリーニングにおいて生じ得るように、
クラスター形成の人為的結果は、コンピューターによるクラスター形成において生じ得る
。本明細書中のクラスターの実行において使用されるストリンジェンシーは、一般に同じ
ｃＤＮＡまたは密接に関連するｃＤＮＡ由来であるクローンの群を提供する。密接に関連
するクローンは、同じｃＤＮＡの異なる長さのクローン、高度に関連した遺伝子ファミリ
ー由来の密接に関連したクローン、または同じｃＤＮＡのスプライス改変体の結果であり
得る。
【０２１４】
　選択したクラスターについての差次的な発現は、先ず第１のライブラリーにおいて選択
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そして第２のライブラリーにおいて選択したクラスターに対応するｃＤＮＡクローン（２
回目におけるクローン）の数を決定することによって、評価された。第２のライブラリー
に比較して第１のライブラリーにおいて選択したクラスターの差次的な発現は、２つのラ
イブラリー間の発現パーセントの「比率」として表される。一般に、「比率」は：１）第
１のライブラリーにおいて選択したクラスターに対応するクローンの数を、第１のライブ
ラリーからの分析したクローンの総数で除算することによって、第１のライブラリーにお
いて選択したクラスターの発現パーセントを算定し；２）第２のライブラリーにおいて選
択したクラスターに対応するクローンの数を、第２のライブラリーからの分析したクロー
ンの総数で除算することによって、第２のライブラリーにおいて選択したクラスターの発
現パーセントを算定し；３）第１のライブラリーからの算定した発現パーセントを、第２
のライブラリーからの算定した発現パーセントで除算することによって、算定される。ラ
イブラリーにおける選択されるクラスターに対応する「クローンの数」が、ゼロである場
合、算定を補助するために値は１に設定される。比率を算定する際に使用される式は、比
較されるそれぞれのライブラリーの「深さ」、すなわち、各ライブラリーにおいて分析し
たクローンの総数を考慮する。
【０２１５】
　このライブラリー比較の結果として、１７のポリヌクレオチド（添付の配列表において
配列番号１、３、５、７、９、１１～１３、１５、１６、１８、２０、２２、２４、２６
、２７および２９として列挙され、においてまとめられる）を、結腸癌患者の組織におい
て差次的に発現された遺伝子に対応すると同定した。表２は以下を提供する：１）本明細
書での使用のために各配列に割り当てられる配列識別番号（「ポリヌクレオチドの配列番
号」）；２）クラスター識別番号（「クラスター」）；３）候補識別番号；４）ｔｈｔｈ
ｅ　ＣＨＩＲ番号（これは、以下に議論されるアンチセンスオリゴの相互参照として提供
される）、例えば、ＣＨＩＲ７は、対応するオリゴＣＨＩＲ７－２ＡＳ（アンチセンス）
およびＣＨＩＲ７－ＲＣ（逆コントロール）を有する；５）配列の内部識別子として使用
される配列名（「配列名」）；６）配列が単離されたクローンに割り当てられた名前（「
クローン識別番号」）；７）同定されたオープンリーディングフレームの開始コドンおよ
び終止コドンの最初のヌクレオチド（「ＯＲＦ開始」および「ＯＲＦ終止」）；ならびに
８）必要に応じてコードポリペプチドに割り当てられる配列識別番号（「コードポリペプ
チドの配列番号」）。提供されるポリヌクレオチドが部分的なｍＲＮＡ転写物を示すので
、本発明の２つ以上のポリヌクレオチドは、同じｍＲＮＡ転写物および同じ遺伝子の異な
る領域を示し得る。従って、２つ以上の配列が同じクローンに属するとして同定される場
合、いずれかの配列は、全長ｍＲＮＡまたは全長遺伝子を得るために使用され得る。
【０２１６】
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【表２】

　表３は、１名の患者由来の結腸組織において差次的に発現した遺伝子に対応するポリヌ
クレオチドをまとめる。
【０２１７】



(51) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

【表３】

　（実施例２：本発明のポリヌクレオチドの分析および特徴付け）
　提供されたポリヌクレオチドのいくつかは、遺伝子産物をコードする１つ以上の推定の
オープンリーディングフレーム（ＯＲＦ）を含む。これらのＯＲＦについての開始部位お
よび終止部位を、表２に列挙する。
【０２１８】
　配列番号１５は３つのＯＲＦを含む。第１のＯＲＦは、ヌクレオチド１８１～ヌクレオ
チド３６１まで伸びる。第２のＯＲＦは、ヌクレオチド３６３～ヌクレオチド５４２まで
伸びる。第３のＯＲＦは、ヌクレオチド７３１～ヌクレオチド９１１まで伸びる。
【０２１９】
　配列番号２６は、３９ヌクレオチドの挿入配列（ヌクレオチド２６９～ヌクレオチド３
０７まで）および２つのＯＲＦを含む。第１のＯＲＦは、ヌクレオチド３３～ヌクレオチ
ド１８３まで伸びる。第２のＯＲＦは、ヌクレオチド４２０～ヌクレオチド６１５まで伸
びる。
【０２２０】
　配列番号２９は、５’－ＲＡＣＥの結果による電子配列であり、２つのＯＲＦを含む。
第１のＯＲＦは、ヌクレオチド４０～ヌクレオチド１９０まで伸びる。第２のＯＲＦは、
ヌクレオチド３８８～ヌクレオチド５８３まで伸びる。
【０２２１】
　（実施例３：タンパク質ファミリーのメンバー）
　提供されるポリヌクレオチドの翻訳物は、タンパク質ファミリーまたは共通のモチーフ
のいずれかを規定するアミノ酸プロフィールを用いて整列され得る。本発明のポリヌクレ
オチドのいくつかは、公知のタンパク質ファミリーに属するポリペプチドの特徴を有し（
従って、これらのタンパク質ファミリーの新たなメンバーを示す）、および／または公知
の機能的なドメインを含む、ポリペプチドをコードすることが見出された。問合せ配列と
タンパク質ファミリーまたはモチーフとの間の類似性を、（ａ）プロフィールに対して問
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合せ配列を比較することによって、および／あるいは（ｂ）ファミリーまたはモチーフの
メンバーと問合せ配列とを整列することによって、決定した。
【０２２２】
　それぞれのプロフィールヒットは、以下により詳細に記載される。表４は、プロフィー
ル配列に対して類似性または同一性を有する遺伝子産物をコードする、提供されたポリヌ
クレオチドの対応配列番号を提供する。類似性（強いかまたは弱い）はまた、表４に記載
される。プロフィールについての略語（カッコ内に提供される）は、Ｐｆａｍデータベー
スおよびＰｒｏｓｉｔｅデータベースにおけるプロフィールを同定するために使用された
略語である。Ｐｆａｍデータベースは、以下の任意のＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｐｆａｍ．
ｗｕｓｔｌ．ｅｄｕ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ；ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎｇｅｒ．ａ
ｃ．ｕｋ／Ｓｏｆｔｗａｒｅ／Ｐｆａｍ／；およびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｇｒ．ｋｉ
．ｓｅ／Ｐｆａｍ／のいずれかを介してアクセスされ得る。Ｐｒｏｓｉｔｅデータベース
は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘｐａｓｙ．ｃｈ／ｐｒｏｓｉｔｅ／にてアクセスされ得
る。種々のプロフィールに関してＰｆａｍデータベースおよびＰｒｏｓｉｔｅデータベー
スにおいて利用可能な公的な情報は、種々のタンパク質ファミリーおよびタンパク質ドメ
インの活性、機能、およびコンセンサス配列を含むがこれらに制限されず、本明細書中に
参考として援用される。
【０２２３】
【表４】

　（グリコシルヒドロラーゼファミリー５（ＧＬＹＣＯＳＹＬ＿ＨＹＤＲＯＬ＿Ｆ５：Ｐ
ｆａｍ登録番号ＰＳ００６５９；ＰＤＯＣ００５６５）。）
　配列番号１は、グリコシルヒドロラーゼファミリー５のポリペプチドに対して相同性を
有するポリペプチドをコードする遺伝子に対応する（Ｈｅｎｒｉｓｓａｔ　Ｂｉｏｃｈｅ
ｍ．Ｊ（１９９１）２８０：３０９－３１６）（セルラーゼファミリーＡとしてもまた公
知（ＨｅｎｒｉｓｓａｔらＧｅｎｅ（１９８９）８１：８３－９５））。このファミリー
のメンバーは、セルロースおよびキシランの分解に関与し、そして一般に、細菌、真菌、
および酵母において見出される。このファミリーのメンバーに対するコンセンサスパター
ンは、以下である：［ＬＩＶ］－［ＬＩＶＭＦＹＷＧＡ］（２）－［ＤＮＥＱＧ］－［Ｌ
ＩＶＭＧＳＴ］－ｘ－Ｎ－Ｅ－［ＰＶ］－［ＲＨＤＮＳＴＬＩＶＦＹ］（ここでＥは、推
定の活性部位残基である）。
【０２２４】
　配列番号１は、グリコシルヒドロラーゼのファミリーの１つのメンバーをコードする遺
伝子に対応する（Ｈｅｎｒｉｓｓａｔら、Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．（１９９３）２９３：７
８１－７８８）。これらの酵素は、少なくとも１つの保存されたグルタミン酸残基（また
はアスパラギン酸残基）を含み、これは、求核性試薬として作用することによって、グリ
コシド結合の切断に直接関与することが示されている。
【０２２５】
　（Ａｎｋ反復（ＡＮＫ：Ｐｈａｍ登録番号ＰＦ００２３））
　配列番号３は、Ａｎｋ反復含有タンパク質をコードする遺伝子に対応する。アンキリン
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モチーフは、２４個のタンデムな３３アミノ酸モチーフを有するタンパク質アンキリンに
ちなんで名付けられた３３アミノ酸の配列である。Ａｎｋ反復は、もともと細胞周期制御
タンパク質ｃｄｃ１０において同定された（Ｂｒｅｅｄｅｎら，Ｎａｔｕｒｅ（１９８７
）３２９：６５１）。アンキリン反復を含有するタンパク質としては、アンキリン、ミオ
トロピン（ｍｙｏｔｒｏｐｉｎ）、Ｉ－κＢタンパク質、細胞周期タンパク質ｃｄｃ１０
、Ｎｏｔｃｈレセプター（Ｍａｔｓｕｎｏら，Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（１９９７）１２
４（２１）：４２６５）；主要組織適合遺伝子複合体のクラスＩＩＩ領域のＧ９ａ（また
はＢＡＴ８）（Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｊ．２９０：８１１－８１８，１９９３）、ＦＡＢＰ、
ＧＡＢＰ、５３ＢＰ２、Ｌｉｎ１２、ｇｌｐ－１、ＳＷ１４、およびＳＷ１６が挙げられ
る。アンキリン反復の機能は、タンパク質間相互作用における役割と適合する（Ｂｏｒｋ
，Ｐｒｏｔｅｉｎｓ（１９９３）１７（４）：３６３；ＬａｍｂｅｒｔおよびＢｅｎｎｅ
ｔ、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．（１９９３）２１１：１；Ｋｅｒｒら，Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　Ｏｐ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．（１９９２）４：４９６；Ｂｅｎｎｅｔら，Ｊ．Ｂｉｏ
ｌ．Ｃｈｅｍ．（１９８０）２５５：６４２４）。
【０２２６】
　（７回膜貫通型内在性膜タンパク質－－ロドプシンファミリー（７ｔｍ＿１；Ｐｆａｍ
登録番号ＰＦ００００１））
　配列番号３は、７回膜貫通型（７ｔｍ）レセプターロドプシンファミリーのメンバーで
あるポリペプチドをコードする遺伝子に対応する。（７ｔｍ）ロドプシンファミリーのＧ
－タンパク質共役レセプター（Ｒ７Ｇともまた呼ばれる）としては、ホルモン、神経伝達
物質、およびグアニンヌクレオチド結合（Ｇ）タンパク質との相互作用によって細胞外シ
グナルを導入する光レセプターが挙げられる（Ｓｔｒｏｓｂｅｒｇ　Ａ．Ｄ．Ｅｕｒ．Ｊ
．Ｂｉｏｃｈｅｍ．（１９９１）１９６：１、Ｋｅｒｌａｖａｇｅ　Ａ．Ｒ．Ｃｕｒｒ．
Ｏｐｉｎ．Ｓｔｒｕｃｔ．Ｂｉｏｌ．（１９９１）１：３９４、Ｐｒｏｂｓｔら、ＤＮＡ
　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．（１９９２）１１：１、Ｓａｖａｒｅｓｅら、Ｂｉｏｃｈｅｍ．
Ｊ．（１９９２）２８３：１、ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｇｃｒｄｂ．ｕｔｈｓｃｓａ．ｅｄ
ｕ／、ｈｔｔｐ：／／ｓｗｉｆｔ．ｅｍｂｌ－ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ．ｄｅ／７ｔｍ／）
。保存されたトリプレットを含みかつまた第３の膜貫通ヘリックスの主要な部分に及ぶコ
ンセンサスパターンは、この広範なファミリーのタンパク質を検出するために使用される
：［ＧＳＴＡＬＩＶＭＦＹＷＣ］－［ＧＳＴＡＮＣＰＤＥ］－｛ＥＤＰＫＲＨ｝－ｘ（２
）－［ＬＩＶＭＮＱＧＡ］－ｘ（２）－［ＬＩＶＭＦＴ］－［ＧＳＴＡＮＣ］－［ＬＩＶ
ＭＦＹＷＳＴＡＣ］－［ＤＥＮＨ］－Ｒ－［ＦＹＷＣＳＨ］－ｘ（２）－［ＬＩＶＭ］。
【０２２７】
　（ＥＦハンド（ＥＦｈａｎｄ；Ｐｆａｍ登録番号ＰＦ０００３６））
　配列番号１１および１２は、ＥＦ－ハンドタンパク質のファミリーのタンパク質をコー
ドする遺伝子に対応する。多くのカルシウム結合タンパク質は、同じ進化的なファミリー
に属し、そしてＥＦハンドとして公知の型のカルシウム結合タンパク質を共有する（Ｋａ
ｗａｓａｋｉら、Ｐｒｏｔｅｉｎ．Ｐｒｏｆ．（１９９５）２：３０５－４９０）。この
型のドメインは、両側で１２残基のαヘリックスドメインに隣接する１２残基ループから
なる。ＥＦハンドループにおいて、カルシウムイオンは、５角形の２錐体立体配座で配位
される。結合に関与する６残基は、１位、３位、５位、７位、９位および１２位にあり；
これらの残基は、Ｘ、Ｙ、Ｚ、－Ｙ、－Ｘおよび－Ｚによって示される。１２位での不変
（ｉｎｖａｒｉａｎｔ）なＧｌｕまたはＡｓｐは、Ｃａを連結するための２つの酸素を提
供する（二座のリガンド）。コンセンサスパターンは、完全なＥＦハンドループ、ならび
にループに続きかつ常に疎水性であるようである最初の残基を含む：Ｄ－ｘ－［ＤＮＳ］
－｛ＩＬＶＦＹＷ｝－［ＤＥＮＳＴＧ］－［ＤＮＱＧＨＲＫ］－｛ＧＰ｝－［ＬＩＶＭＣ
］－［ＤＥＮＱＳＴＡＧＣ］－ｘ（２）－［ＤＥ］－［ＬＩＶＭＦＹＷ］。
【０２２８】
　（内因性レトロウイルスプロテアーゼ／インテグラーゼ）
　配列番号１５は、レトロウイルスｐｏｌタンパク質のヒト内因性レトロウイルスプロテ
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ドする遺伝子に対応する。
【０２２９】
　（ＲＮＡ認識モチーフ（ｒｒｍ；Ｐｆａｍ登録番号ＰＦ０００７６））
　配列番号１６は、ＲＮＡ認識モチーフ（またＲＲＭ、ＲＢＤ、またはＲＮＰドメインと
しても公知）をコードする遺伝子に対応する。このドメインは、約９０アミノ酸長であり
、一本鎖ＲＮＡを結合する真核生物タンパク質に含まれる（Ｂａｎｄｚｉｕｌｉｓら、Ｇ
ｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．（１９８９）３；４３１－４３７；Ｄｒｅｙｆｕｓｓら、Ｔｒｅｎｄ
ｓ　Ｂｉｏｃｈｅｍ　Ｓｃｉ．（１９８８）１３：８６－９１）。ＲＮＡ結合ドメイン内
の２つの領域は高度に保存される：第１は、６残基の疎水性セグメント（これはＲＮＰ－
２モチーフと呼ばれる）であり、第２は、８ペプチドモチーフ（これはＲＮＰ－１または
ＲＮＰ－ＣＳと呼ばれる）である。コンセンサスパターンは：［ＲＫ］－Ｇ－｛ＥＤＲＫ
ＨＰＣＧ｝－［ＡＧＳＣＩ］－［ＦＹ］－［ＬＩＶＡ］－ｘ－［ＦＹＬＭ］である。
【０２３０】
　（実施例４：本発明のポリヌクレオチドの検出および定量）
　本発明のポリヌクレオチドを、患者の組織サンプル内において、逆転写酵素ＰＣＲ（Ｒ
Ｔ－ＰＣＲ）によって検出および定量した。総ＲＮＡ増幅を、ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒＴ

Ｍサーマルサイクリングシステム（Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ）を使用して、
提供されるプライマーおよびｄｓＤＮＡ結合色素ＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　Ｉを含む標準的
なＰＣＲ反応において実施した。ＰＣＲ増幅を、蛍光色素ＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　Ｉによ
ってモニタリングした。この色素は、二本鎖ＤＮＡに結合した場合にのみ蛍光を発する。
産物の特異性を、融解曲線分析によって確認した。
【０２３１】
　（標準的な調製）
　１μｇのヒト胎盤総ＲＮＡ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ，Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，ＣＡ）を、４２
℃で１時間逆転写し、次いで、２０μｌの全反応容量で９４℃で５分間加熱した（１ｓｔ
－ＳｔｒａｎｄＴＭ　ｃＤＮＡ合成キット、Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）。この反応混合物を、１
×のテンプレート標準として使用した。次いで、１×テンプレート標準からの以下の系列
希釈物を調製した：１０－１×テンプレート標準、１０－２×テンプレート標準、１０－

３×テンプレート標準、１０－４×テンプレート標準、１０－５×テンプレート標準、１
０－６×テンプレート標準。
【０２３２】
　（総ＲＮＡサンプル調製）
　患者の組織サンプルを、凍結したＴＲＩＺＯＬ試薬中で移送した。これらのサンプルを
、ＴＲＩＺＯＬ試薬中でホモジナイズした。次いで、単離ＲＮＡにクロロホルムを添加し
、続いてイソプロパノールでＲＮＡを沈澱させた。このＲＮＡ沈殿物を７５％エタノール
で洗浄し、風乾し、次いで無ＲＮａｓｅ蒸留水中に溶解した。逆転写の前に、ＲＮＡサン
プルをＤＮａｓｅ　Ｉ（無ＲＮａｓｅ）（２Ｕ／μｌ、Ａｍｂｉｏｎ，Ａｕｓｔｉｎ，Ｔ
Ｘ）で処理し、そしてＲＮｅａｓｙ　Ｍｉｎｉ　Ｋｉｔ（Ｑｉａｇｅｎ，Ｓａｎｔａ　Ｃ
ｌａｒｉｔａ，ＣＡ）を使用して清浄化した。
【０２３３】
　（ＲＴ－ＰＣＲ）
　総ＲＮＡサンプルを、オリゴ－ｄＴ１８プライマー（１ｓｔ－ＳｔｒａｎｄＴＭ　ｃＤ
ＮＡ合成キット、Ｃｌｏｎｔｅｃｈ）を用いて逆転写した。ＰＣＲを、以下の遺伝子特異
的プライマーを使用して実施した：
【０２３４】
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【表５】

　β－アクチンおよびＧＡＰＤＨを、陽性コントロールとして使用した。全てのＰＣＲ産
物は、１５０～２５０ｂｐである。各ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒＴＭキャピラリー中の２０
μｌのＰＣＲ反応混合物は、２μｌの１０×ＰＣＲ緩衝液ＩＩ、３ｍＭ　ＭｇＣｌ２（Ｐ
ｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ，Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，ＣＡ）、１４０μＭ　ｄＮＴＰ、１
：５００００のＳＹＢＲ　Ｇｒｅｅｎ　Ｉ、０．２５ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、１ユニットの
Ｔａｑポリメラーゼ（Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｍａｎｎｈｅｉｍ，Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌ
ｉｓ，ＩＮ）、０．１７５μＭの各プライマー、２μｌのＲＴ反応混合物を含んだ。ＰＣ
Ｒ増幅を、９５℃での２０秒間の変性で開始し、続いて４５サイクルの９５℃で５秒間の
変性、６０℃で１秒間のアニーリング、および７２℃で３０秒間の伸長を行った。最後の
サイクルの終了時に、ＰＣＲ産物を６０℃で５秒間アニーリングし、次いで、０．２℃／
秒で９５℃までゆっくりと加熱して、特異的ＰＣＲ産物の融解曲線を測定した。全ての実
験を、二連で実施した。
【０２３５】
　データ分析を、定量および融解曲線オプションを用いて、ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒＴＭ

ソフトウェア（Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ）を使用して実施した。蛍光を、陽
性コントロールおよび陰性コントロールに対して標準化する。
【０２３６】
　（結腸癌患者の組織全体における遺伝子の過剰発現）
　以下の表に提供される結果は、直接採取され、顕微解剖されておらず（すなわち、組織
全体の）、そして示されるプライマーを使用して増幅した、結腸組織サンプルから単離し



(56) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

たポリヌクレオチドに対する蛍光データを含む。正常な細胞型、原発性腫瘍細胞型、およ
び転移性細胞型を、それぞれＮ、ＰＴおよびＭｅｔで表す。過剰発現を、転移性細胞また
は原発性腫瘍細胞のいずれか、あるいは両方を、正常細胞と比較することによって、決定
した。各患者サンプルにおける示されるクラスターに対応する各遺伝子に対する結果を、
以下の表に要約する。全ての値は、β－アクチンコントロールに対するレベルに調整され
ている。
【０２３７】
【表６】
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　結腸癌患者の上皮における遺伝子の過剰発現。以下の表に示される結果は、脂質なしで
９７％より高純度の上皮を得るために上皮振り落とし（ｓｈａｋｅｏｆｆ）法によって調
製した、結腸上皮細胞から単離したポリヌクレオチドに対する蛍光データを含む。正常な
細胞型、前癌（腺腫様ポリープ）細胞株、および原発性腫瘍細胞型を、それぞれＮ、ｐｏ



(59) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

ｌｙｐおよびＰＴで表す。過剰発現を、原発性腫瘍細胞または前癌細胞のいずれか、ある
いはその両方を、正常細胞と比較することによって、決定した。全ての値は、β－アクチ
ンコントロールに対するレベルに調整されている。
【０２３８】
【表７】

　（実施例５：ノーザンブロット分析）
　癌性結腸細胞における差次的遺伝子発現を、ノーザンブロット分析のような他の技術に
よって、さらに確認し得る。ノーザン分析は、当該分野において周知の方法によって達成
され得る。簡単に言えば、５ｍｇ／ｍｌの変性一本鎖精子ＤＮＡを含むラピッド－Ｈｙｂ
緩衝液（ｒａｐｉｄ－Ｈｙｂ　ｂｕｆｆｅｒ）（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ，Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｈａｌｆｏｎｔ，Ｅｎｇｌａｎｄ）を、６５℃に予熱し、そし
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てヒト結腸腫瘍総ＲＮＡブロット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ，Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ）を
、緩衝液中で振盪しながら、６５℃で３０秒間予備ハイブリダイズする。［α－３２Ｐ］
ｄＣＴＰ（３０００Ｃｉ／ｍｍｏｌ，Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｐｈａｒｍａｃｉａ　Ｂｉｏｔ
ｅｃｈ　Ｉｎｃ．，Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，ＮＪ）（Ｐｒｉｍｅ－Ｉｔ　ＲｍＴ　Ｋｉｔ
，Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ，Ｌａ　Ｊｏｌｌａ，ＣＡ）で標識し、そしてＰｒｏｂｅＱｕａ
ｎｔＴＭ　Ｇ－５０　Ｍｉｃｒｏ　Ｃｏｌｕｍｎｓ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｐｈａｒｍａｃ
ｉａ　Ｂｉｏｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．）で精製した、遺伝子特異的ＤＮＡプローブ（１つの反
応あたり５０ｎｇ）を添加し、そして振盪しながら６５℃で一晩、このブロットとハイブ
リダイズさせる。このブロットを、２×ＳＳＣ、０．１％（ｗ／ｖ）ＳＤＳで室温で２０
分間、１×ＳＳＣ、０．１％（ｗ／ｖ）ＳＤＳで６５℃で１５分間２回洗浄し、次いでＨ
ｙｐｅｒｆｉｌｍｓ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）に露出する。
【０２３９】
　（実施例６：結腸直腸癌腫における、ＳＫ２に対応する遺伝子（クラスター９０８３（
ｃ９０８３））（配列番号３）の発現の分析）
　ＳＫ２の配列を含む遺伝子（これはクラスター番号９０８３にクラスター化する）の発
現を、いくつかの癌細胞株（多数の結腸直腸癌腫細胞株を含む）において、定量的ＰＣＲ
によって試験した。発現を試験した細胞を、以下に要約する。
【０２４０】
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【表８】

　定量的リアルタイムＰＣＲを、製造業者の指示に従ってＲｏｃｈｅ　ＲＮＡ単離キット
を使用して、ＲＮＡを細胞からまず単離することによって、実施した。１マイクログラム
のＲＮＡを使用し、ＭＭＬＶ逆転写酵素（Ａｍｂｉｏｎ）を使用し、製造業者の緩衝液な
らびに推奨される濃度のオリゴｄＴ、ヌクレオチドおよびＲｎａｓｉｎを使用して、第一
鎖ｃＤＮＡを合成した。この第一鎖ｃＤＮＡは、機械の説明書において推奨されるように
、Ｒｏｃｈｅライトサイクラーを使用する定量的リアルタイムＰＣＲのためのテンプレー
トとして働いた。ＳＫ２（Ｃ９０８３）（配列番号３）に対応する遺伝子を、順方向プラ
イマー５’－ｃｇｃｔｇａｃｃｔｃａａｃｃａｇ－３’（配列番号６０）および逆方向プ
ライマー５’－ｃｔｇｔｔｔｇｃｃｃｇｔｔｃｔｔａｔｔａｃ－３’（配列番号６１）を
用いて増幅した。産物を、増幅が内部鎖と比較して増幅の直線段階に入るサイクルに基づ
いて、そして製造業者によって供給されるソフトウェアを使用して、定量した。第一鎖ｃ
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ＤＮＡ反応における、量または全テンプレートにおける小さな差異を、順方向プライマー
５’－ＣＧＧＧＡＡＡＴＣＧＴＧＣＧＴＧＡＣＡＴＴＡＡＧ－３’（配列番号５６）およ
び逆方向プライマー５’－ＴＧＡＴＣＴＣＣＴＴＣＴＧＣＡＴＣＣＴＧＴＣＧＧ－３’（
配列番号５７）を使用する別の定量的ＰＣＲ反応において増幅したアクチンの量に対して
標準化することによって、排除した。これらの結果を図１に示す。
【０２４１】
　（実施例７：ＳＫ２に対応する遺伝子（ｃ９０８３）（配列番号３）の機能的分析）
　ＳＫ２（ｃ９０８３）（配列番号３）に対応する遺伝子の役割をさらに評価するために
、この配列に対応する遺伝子に関する機能的情報を、アンチセンスノックアウト技術を使
用して得た。手短に言えば、試験されるべき細胞型（ｃ９０８３に対応する遺伝子によっ
てコードされるポリペプチドを発現するＳＷ６２０細胞またはＨＴ１０８０細胞）を、お
よそ６０～８０％のコンフルエンシーで、６ウェルのディッシュ、または増殖アッセイに
ついては９６ウェルのディッシュにプレートした。アンチセンスまたは逆コントロールオ
リゴヌクレオチドを、オプチメム（ｏｐｔｉｍｅｍ）中２μＭに希釈し、そして送達ビヒ
クル（ＳＷ６２０細胞の場合にはリピトイド（ｌｉｐｉｔｏｉｄ）１１６－６、またはＨ
Ｔ１０８０細胞の場合には１：１のリピトイド１：コレステロイド（ｃｈｏｌｅｓｔｅｒ
ｏｉｄ）１）を希釈したオプチメムに添加した。次いで、このオリゴ／送達ビヒクル混合
物を、細胞上の血清を含む培地中にさらに希釈した。全ての実験に対するオリゴヌクレオ
チドの最終濃度は３００ｎＭであり、そして全ての実験に対するオリゴ対送達ビヒクルの
最終的な比は、１．５ｎｍｏｌリピトイド／μｇオリゴヌクレオチドであった。細胞を３
７℃で一晩トランスフェクトし、そしてこのトランスフェクション混合物を、翌朝新しい
培地と交換した。
【０２４２】
　以下のアンチセンスオリゴヌクレオチドを、ｃ９０８３（配列番号３）ＲＮＡを消耗す
る能力に関して試験した：
【０２４３】
【表９】

　細胞に対するこのオリゴヌクレオチドの影響を、上記のようなＰＣＲレベルの定量と、
Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＱｕａｎｔｏｓＴＭキットで定量されるようなＤＮＡ量を使用す
る増殖アッセイとの両方によって評価して、細胞数を決定した。
【０２４４】
　ｍＲＮＡレベルの定量の結果を、図２に示す。４日間にわたる増殖に対するオリゴヌク
レオチドの影響を、図３および４に示す。オリゴヌクレオチド処理なしの細胞（ＷＴ）は
、コントロールとして働いた。オリゴＣＨＩＲ－８－４ＡＳが、９０８３ｃに対応する遺
伝子に対するｍＲＮＡを減少させる際に最も効果的であった。これらのオリゴの、ＳＷ６
２０細胞へのトランスフェクションは、整合した逆コントロールオリゴに対して減少した
速度の増殖を生じ、ＣＨＩＲ－８－４の方が、ＣＨＩＲ－８－５よりいくらか効果的であ
った（図３）。重要なことに、同じアンチセンスオリゴヌクレオチドは、線維肉腫細胞株
（ＨＴ１０８０）の増殖に影響を有さなかった（図４）。このことは、ｃ９０８３に対応
する遺伝子の機能的役割が組織特異的であること、さらに、ｃ９０８３に対応する遺伝子
が増殖に対して特異的影響を有することを示す。
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【０２４５】
　次に、これらのオリゴを、それらの軟質寒天アッセイにおけるコロニー形成に対する影
響に関して試験した。軟質寒天アッセイを、新たにプレートした培地中で細胞上への層形
成の数時間以内に、２ｍｌの０．６％寒天の底部層をまず確立することによって、実施し
た。０．０５％トリプシンを使用してプレートから上記のようにトランスフェクトした細
胞（陽性コントロールとしてのいずれかのアンチセンスｋ－Ｒａｓオリゴ）（ＣＨＩＲ－
８－４、ＣＨＩＲ－８－５、ＣＨＩＲ－８－４ＲＣ、またはＣＨＩＲ－８－５ＲＣ）を除
去し、そして培地中で２回洗浄することによって、細胞層をこの底部層上に形成した。こ
れらの細胞をＣｏｕｌｔｅｒ計数器で計数し、そして培地中１ｍｌあたり１０６で再懸濁
させた。１０μｌのアリコートを、培地と共に９６ウェルプレートにプレートし（ＷＳＴ
１を用いた計数を確認するため）、または軟質寒天アッセイのためにさらに希釈した。２
０００の細胞を、二連のウェル中で０．６％寒天底部層の上に８００μｌの０．４％寒天
にプレートした。細胞層の寒天が固化した後に、２ｍｌの培地を頂部に滴下し、そしてア
ンチセンスまたは逆コントロールオリゴを、送達ビヒクルなしで添加する。新しい培地お
よびオリゴを、３～４日ごとに添加する。コロニーが、１０日間～３週間で形成される。
コロニーの領域を目視により計数した。ＷＳＴ－１代謝値を使用して、開始細胞数の小さ
な差異を補償し得る。より大きな領域を、差異の目視による記録のために走査し得る。
【０２４６】
　ＣＨＩＲ－８－４アンチセンスオリゴとＣＨＩＲ－８－５アンチセンスオリゴとの両方
が、コントロールのＣＨＩＲ－８－４ＲＣオリゴおよびＣＨＩＲ－８－５ＲＣオリゴと比
較して減少したコロニーの大きさおよび数を導いた。これらの結果は、ｃ９０８３（配列
番号３）に対応する遺伝子を、治療的介在のための標的としてさらに確認する。
【０２４７】
　（実施例８：標的遺伝子へのメッセージレベルに対するアンチセンスオリゴヌクレオチ
ドの影響）
　本明細書中に記載の配列およびクラスターに対応する遺伝子へのメッセージレベルに対
する、アンチセンスオリゴヌクレオチドの影響を、上記実施例においてｃ９０８３に関し
て記載したようなアンチセンスノックアウト技術を使用して、分析した。具体的には、ｃ
７１９、ｃ１６６５、ｃ３３７６、ｃ１１５７６２、ｃ４５４００１、ｃ３７８８８０５
、およびｃ７７６６８２の各々に対応する遺伝子に関するアンチセンスオリゴを、上記の
ように調製した。一旦、合成および定量したら、これらのオリゴマーを、癌細胞株のパネ
ルにおける転写ノックアウトの効率に関してスクリーニングした。ノックアウトの効率を
、ライトサイクラー定量を使用してｍＲＮＡレベルを分析することによって決定した。最
高レベルの転写ノックアウトを生じ、そのレベルが少なくとも約５０％、好ましくは約８
０～９０％、９５％まで、またはそれより高く検出不可能なメッセージであったオリゴマ
ーを、細胞に基づく増殖アッセイ、足場非依存性増殖アッセイ、およびアポトーシスアッ
セイにおける使用のために選択した。
【０２４８】
　ＳＷ６２０細胞（これは、分析されるべき対応する遺伝子によってコードされるポリペ
プチドを発現する）を、およそ６０～８０％のコンフルエンシーで、６ウェルのディッシ
ュ、または増殖アッセイについては、９６ウェルのディッシュにプレートした。各転写混
合物に対して、キャリア分子（好ましくは、ｌｉｐｏｔｏｉｄまたはコレステロイド）を
、水中０．５ｍＭの作用濃度で調製し、超音波処理して均一な溶液を得、そして０．４５
μｍのＰＶＤＦ膜を通して濾過した。次いで、アンチセンスまたはコントロールオリゴヌ
クレオチドを、滅菌Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ水中１００μＭの作用濃度で調製した。このオリ
ゴヌクレオチドをＯｐｔｉＭＥＭＴＭ（Ｇｉｂｃｏ／ＢＲＬ）中に、微量遠心チューブ中
で、２０μＭ、すなわち約２０μｇオリゴ／ｍｌ　ＯｐｔｉＭＥＭＴＭにさらに希釈した
。別の微量遠心チューブ中で、リピトイドまたはコレステロイドを、代表的には約１．５
～２ｎｍｏｌのリピトイド／μｇアンチセンスオリゴヌクレオチドの量で、オリゴヌクレ
オチドを希釈するために使用したと同容量のＯｐｔｉＭＥＭＴＭに希釈した。この希釈し
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たアンチセンスオリゴヌクレオチドを即座に、希釈リピトイドに添加し、そして上下にピ
ペッティングすることによって混合した。オリゴヌクレオチドを細胞に添加し、３０ｎＭ
の最終濃度とした。
【０２４９】
　目的の標的遺伝子に対応する標的ｍＲＮＡの、トランスフェクトされた細胞におけるレ
ベルを、癌細胞株において、Ｒｏｃｈｅ　ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒＴＭリアルタイムＰＣ
Ｒ機を使用して定量した。標的ｍＲＮＡに関する値を、内部コントロール（例えば、β－
アクチン）に対して標準化した。各２０μｌの反応に対して、抽出したＲＮＡ（一般に合
計０．２～１μｇ）を、０．５ｍｌまたは１．５ｍｌの滅菌した微量遠心チューブに入れ
、そして総容量１２．５μｌまで水を添加した。各チューブに、７．５μｌの緩衝液／酵
素混合物を添加した。この混合物は、（列挙される順に）２．５μｌ　Ｈ２Ｏ、２．０μ
ｌ　１０×反応緩衝液、１０μｌ　オリゴｄＴ（２０ｐｍｏｌ）、１．０μｌ　ｄＮＴＰ
混合物（各１０　ｍＭ）、０．５μｌ　ＲＮＡｓｉｎ（登録商標）（２０ｕ）（Ａｍｂｉ
ｏｎ，Ｉｎｃ．，Ｈｉａｌｅａｈ，ＦＬ）、および０．５μｌ　ＭＭＬＶ逆転写酵素（５
０ｕ）（Ａｍｂｉｏｎ，Ｉｎｃ．）を混合することによって、調製された。これらの内容
物を、上下にピペッティングすることによって混合し、そしてこの反応混合物を、４２℃
で１時間インキュベートした。各チューブの内容物を遠心分離し、その後、増幅した。
【０２５０】
　増幅混合物を、以下の順で混合することによって調製した：１×ＰＣＲ緩衝液ＩＩ、３
ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１４０μＭの各ｄＮＴＰ、０．１７５ｐｍｏｌの各オリゴ、１：５０
，０００希釈のＳＹＢＲ（登録商標）Ｇｒｅｅｎ、０．２５ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、１ユニ
ットのＴａｑポリメラーゼ、および２０μｌまでのＨ２Ｏ。（ＰＣＲ緩衝液ＩＩは、１０
倍の濃度で、Ｐｅｒｋｉｎ－Ｅｌｍｅｒ，Ｎｏｒｗａｌｋ，ＣＴから入手可能である）。
１倍の濃度において、この緩衝液は、１０ｍＭのＴｒｉｓ（ｐＨ８．３）および５０ｍＭ
　ＫＣｌを含む。ＳＹＢＲ（登録商標）Ｇｒｅｅｎ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ
，Ｅｕｇｅｎｅ，ＯＲ）は、二本鎖ＤＮＡに結合した場合に蛍光を発する色素である。増
幅の間に二本鎖ＰＣＲ産物が産生するにつれて、ＳＹＢＲ（登録商標）Ｇｒｅｅｎからの
蛍光が増加する。増幅混合物の各２０μｌのアリコートに、２μｌのテンプレートＲＴを
添加し、そして増幅を、標準的なプロトコルに従って実施した。
【０２５１】
　以下のアンチセンスオリゴヌクレオチドを、示されるクラスターに対応する遺伝子のメ
ッセージレベルを消耗する能力に関して試験した。標的遺伝子：オリゴ位置は、標的遺伝
子が割り当てられるクラスターの名称および使用されたオリゴの名称を提供する。ＡＳは
アンチセンスを示す；ＲＣは逆コントロールを示す。ｃ９０８３に対応する遺伝子につい
てのデータを、比較のために提供する。
【０２５２】
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　細胞に対するオリゴヌクレオチドの影響を、ＰＣＲレベルの定量によって評価した。こ
のｍＲＮＡレベルの定量の結果を、すぐ上の表に要約する。
【０２５３】
　上記各遺伝子に対するメッセージの損失の影響を、上記実施例７に記載のように、細胞
に基づくアッセイにおいて評価し得る。配列番号１０８によって記載されるアンチセンス
オリゴヌクレオチドのこのような１つの使用は、実施例７におけるトランスフェクション
プロトコルおよび増殖アッセイプロトコルに記載のように使用される場合に、ＳＷ６２０
細胞の増殖の阻害を生じた（図５）。
【０２５４】
　（実施例９：ｃ３３７６および４０２３８０に対応する遺伝子の発現の、増殖に対する
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影響）
　ｃ３３７６に対応する遺伝子（配列番号１３に対応する遺伝子）および４０２３８０に
対応する遺伝子（配列番号１６に対応する遺伝子）の発現の、細胞増殖の阻害に対する影
響を、結腸の結腸直腸癌腫細胞ＳＷ６２０において評価した。
【０２５５】
　細胞を、およそ６０～８０％のコンフルエンシーで、９６ウェルのディッシュにプレー
トした。アンチセンスまたは逆コントロールオリゴヌクレオチドを、ＯｐｔｉＭＥＭＴＭ

中２μＭに希釈し、そして送達ビヒクル（ＳＷ６２０細胞の場合にはリピトイド１１６－
６、またはＭＤＡ－ＭＢ－２３１細胞の場合には１：１のリピトイド１：コレステロイド
１）を希釈したＯｐｔｉＭＥＭＴＭに添加した。次いで、このオリゴ／送達ビヒクル混合
物を、細胞上の血清を含む培地にさらに希釈した。全ての実験に対するオリゴヌクレオチ
ドの最終濃度は、３００ｎＭであり、そして全ての実験に対するオリゴ対送達ビヒクルの
最終的な比は、１．５ｎｍｏｌリピトイド／μｇオリゴヌクレオチドであった。
【０２５６】
　アンチセンスオリゴヌクレオチドを、上記のように調製した。細胞を、３７℃で一晩ト
ランスフェクトし、そしてこのトランスフェクション混合物を、翌朝新しい培地と交換し
た。トランスフェクションを、上記実施例８に記載のように実施した。増殖を、当該分野
において周知の方法に従って、比色試薬ＷＳＴ－１を使用して測定した。これらのアンチ
センス実験の結果を、図６～９に示す。Ｙ軸上の値は、相対蛍光単位を表す。Ｋ－Ｒａｓ
に対するアンチセンスおよび逆コントロールオリゴは、このアッセイが予測どおりに実施
されたことを実証するためのコントロールとして働いた（図６）。
【０２５７】
　（実施例１０：軟寒天中のコロニー形成に対する遺伝子発現の効果）
　ＳＷ６２０細胞のコロニー形成に対する４０２３８０に対応する遺伝子（配列番号１６
に対応する遺伝子）の発現の効果を、軟寒天アッセイ中で試験した。軟寒天アッセイを、
細胞上での数時間の層形成中に新たにプレートした培地中で、２ｍｌの０．６％寒天の底
面層を最初に確立することによって、行なった。細胞層を、０．０５％トリプシンを使用
してプレートから上記のようにトランスフェクトした細胞を取り除き、そして培地中で２
回洗浄することによって底面層上に形成した。細胞を、Ｃｏｕｌｔｅｒカウンター中で計
数し、そして培地中で１ｍ当り１０６に再懸濁した。１０μｌのアリコートを、９６ウェ
ルプレート中の培地と交換するか（ＷＳＴ－１での計数をチェックするために）、または
軟寒天アッセイのためにさらに希釈した。２０００の細胞を、０．６％寒天底面層上に二
連で、８００μｌの０．４％寒天中にプレートした。細胞層寒天が凝固した後、２ｍｌの
培地を最上層に滴下し、そしてアンチセンスまたは逆コントロールオリゴ（上記のように
生成された）を、送達ビヒクルなしで添加した。新しい培地およびオリゴを、３～４日毎
に添加した。コロニーは、１０日～３週間で形成した。コロニーの領域を、眼で計数した
。Ｗｓｔ－１代謝値を使用して、開始細胞数における小さな差異を補正した。より大きい
領域を、差異の視覚的記録のために走査した。
【０２５８】
　結果を、図９に示す。ｙ軸は規定された領域あたりの細胞数を表し、ＷＳＴ－１を使用
して細胞計数を容易にし、そしてコントロールに対して正規化する。Ｋ－Ｒａｓ（ｋＲＡ
Ｓ　２５７６－ａｓおよびｋＲＡＳ　２５７６－ｒｃ）に対するアンチセンスおよび逆コ
ントロールオリゴは、コントロールとして機能し、アッセイが予測したように働くことを
実証した。
【０２５９】
　（実施例１１：細胞死に対する遺伝子発現の効果）
　乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）細胞毒性アッセイにおける細胞死に対する、クラスタ
ー７１９（配列番号１に対応する遺伝子、ＣＨＩＲ－７）；クラスター９０８３（配列番
号３に対応する遺伝子、ＣＨＩＲ－８）；クラスター１６６５（配列番号７および９に対
応する遺伝子、ＣＨＩＲ－９）；クラスター３３７６（配列番号１３に対応する遺伝子、
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ＣＨＩＲ－１１）；クラスター１１５７６２（配列番号５に対応する遺伝子、ＣＨＩＲ－
１６）；およびクラスター４０２３８０（配列番号１６に対応する遺伝子、ＣＨＩＲ－３
３）に対応する遺伝子の発現の効果を、ＨＴ１０８０細胞（ヒト線維肉腫細胞株）、ＳＷ
６２０細胞、および転移性乳癌細胞株（ＭＤＡ－ＭＢ－２３１（「２３１」））細胞中で
試験した。乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）細胞毒性アッセイは、基本的に以下の通りで
ある：
　乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）細胞毒性アッセイは、基本的に以下のようにして行な
った：
　１日目：細胞を、代表的に５０００細胞／ウェルで、４つの別々の９６ウェルプレート
中に播種し、そして３７℃および５％ＣＯ２でインキュベートした。
【０２６０】
　２日目：細胞を、実施例４において基本的に使用されるように、アンチセンスおよび逆
相補体コントロールでトランスフェクトした。１つのプレート（０日目）を、播種コント
ロールとしてトランスフェクトしないままとした。
【０２６１】
　トランスフェクションを、ＷＯ０１／１６３０６（その全体が本明細書中で参考として
援用される）において記載されるように、送達のための液体ビヒクルを使用して行なった
。簡単にいうと、トランスフェクションは、例えば、米国番号６０／０２３，８６７、同
６０／０５４，７４３、および同０９／１３２，８０８に基づく、ＰＣＴ公開ＷＯ０１／
１６３０６、ＷＯ９８／０６４３７およびＷＯ９９／０８７１１（これらはまた、本明細
書中で参考として援用される）において記載される「リピトイド（ｌｉｐｉｔｏｉｄ）」
および「コレステロイド（ｃｈｏｌｅｓｔｅｒｏｉｄ）」として公知の薬剤を使用した。
これらの脂質－陽イオン性ペプトイド結合体は、インビトロでの細胞へのプラスミドＤＮ
Ａの送達のための効果的な試薬であることが、これらの参考文献中に示されている。上記
の出願において記載されるキャリアのいずれかは、本明細書中に記載のオリゴヌクレオチ
ドのトランスフェクションにおける使用に適切である。
【０２６２】
　これらの化合物は、従来の溶液または固相合成によって調製し得る。１つのこのような
手順において、上に引用される、ＷＯ９９／０８７１１において記載されるように、樹脂
結合ペプトイドのＮ末端は、Ｆｍｏｃアミノヘキサン酸またはＦｍｏｃ－３－アラニンの
ようなスペーサーでアシル化されている。Ｆｍｏｃ基の除去後、第一級アミノ基は、コレ
ステロールクロロギ酸エステルと反応し、カルバメート結合を形成する。次いで、この生
成物を、トリフルオロ酢酸で樹脂から切断し、そして逆相ＨＰＬＣによって精製する。脂
肪酸由来脂質部分（例えば、リン脂質）を、ステロイド部分の代わりに使用し得る。ステ
ロイドまたは他の脂質部分をまた、当業者に容易に利用可能な、任意の効果的な長さの他
の連結によって、ペプトイド部分に連結し得る。
【０２６３】
　細胞型に依存して、異なる脂質ビヒクルを、異なる長さの時間のトランスフェクション
のために使用する。しかし、トランスフェクション時間は、２４時間を超えなかった。ト
ランスフェクションを、完全培地で行ない、そして最終アンチセンス濃度は、１ウェル当
り３００ｎＭであった。薬物を含むウェル中で、薬物を、トランスフェクションの始めに
培養物に添加した。
【０２６４】
　３日目で開始：１日当り１プレートで細胞を取り除き、そして上清へのＬＤＨの放出な
らびにインタクトな細胞中のＬＤＨを、製造業者の推奨に従ってＲｏｃｈｅからのキット
を使用して測定した（Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｂａｓｅｌ，Ｓｗｉｔｚｅ
ｒｌａｎｄ）（データを１日目、２日目、３日目と標識した）。
【０２６５】
　各サンプルについて、総ＬＤＨと比較した放出されたＬＤＨの相対的レベルを調査する
ことによって分析し、ここで、総ＬＤＨの部分としての増加は、増加した細胞死（培地中
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の放出されたＬＤＨのより高い比率に起因する）を示す。データを、未処理のコントロー
ル（オリゴなし）との比較によって定量的に評価した。このアッセイは、特定の遺伝子に
ついてのメッセージのアンチセンス誘導性減少が、単独で使用された場合に細胞死を引き
起こすか否か、またはメッセージのこの減少が、薬物の効果に対して細胞を感作するか否
かに関する決定を可能にする。
【０２６６】
　結果を、直ぐ下の表に示す。
【０２６７】
【表１１】

　（実施例１２；アレイを使用する差次的発現の検出）
　患者から得られた癌性および正常な結腸組織のサンプルから単離したｍＲＮＡを分析し
て、癌性細胞および正常細胞において差次的に発現される遺伝子を同定した。凍結保存さ
れた患者組織から回収された正常細胞および癌性細胞を、レーザー捕捉顕微解剖（ＬＣＭ
）技術を使用して単離した。これらの技術は当該分野で周知である（例えば、Ｏｈｙａｍ
ａら（２０００）Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　２９：５３０－６；Ｃｕｒｒａｎら（２
０００）Ｍｏｌ．Ｐａｔｈｏｌ．５３：６４－８；Ｓｕａｒｅｚ－Ｑｕｉａｎら（１９９
９）Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　２６：３２８－３５；Ｓｉｍｏｎｅら（１９９８）Ｔ
ｒｅｎｄｓ　Ｇｅｎｅｔ　１４：２７２－６；Ｃｏｎｉａら（１９９７）Ｊ．Ｃｌｉｎ．
Ｌａｂ．Ａｎａｌ．１１：２８－３８；Ｅｍｍｅｒｔ－Ｂｕｃｋら（１９９６）Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ　２７４：９９８－１００１を参照のこと）。
【０２６８】
　表５（図面の簡単な説明の前に挿入されている）は、サンプルが単離された各患者につ
いての情報を提供し、これらは、以下を含む：「患者ＩＤ」および「症状報告ＩＤ」（こ
れらは、患者に割り当てられた番号および識別目的のための症状報告である）；「群」（
患者が割り当てられる）；腫瘍の解剖位置（「解剖位置」）；「原発性腫瘍サイズ」；「
原発性腫瘍等級」；組織病理学的等級の識別（「組織病理学的等級」）；腫瘍が浸潤した
局所的部位の説明（「局所的浸潤」）；リンパ節転移の存在（「リンパ節転移」）；リン
パ節転移の発生率（調査されたリンパ節の数に対する転移について陽性のリンパ節の数と
して提供される）（「リンパ節転移の発生率」）；「局地的リンパ節等級」；腫瘍および
これらの位置に対して離れた部位への転移の同定または検出（「遠隔転移＆位置」）；遠
隔転移の説明（「遠隔転移の説明」）；遠隔転移の等級（「遠隔転移等級」）；および患
者または腫瘍についての一般的なコメント（「コメント」）。線腫は、患者のいずれにも
記載されていない；線腫異形成（病理学者によって過形成として記載される）は、患者Ｉ
Ｄ番号６９５において記載されている。結節外伸展が、２人の患者（患者ＩＤ番号７８４
および７９１）において記載された。リンパ管浸潤は、７人の患者（患者ＩＤ番号１２８
、２７８、５１７、５３４，７８４、７８６、および７９１）において記載された。クロ
ーン病様浸潤が、７人の患者（患者ＩＤ番号５２、２６４、２６８、３９２、３９３、７
８４および７９１）において記載された。
【０２６９】
　（差次的に発現された遺伝子の同定）
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　ｃＤＮＡプローブを、上記の患者細胞から単離した総ＲＮＡから調製した。ＬＣＭは、
実質的に同質の細胞サンプルを提供するために特定の細胞型の単離を提供するので、これ
は、同様に純粋なＲＮＡサンプルについて提供した。
【０２７０】
　総ＲＮＡを、まずＴ７ＲＮＡポリメラーゼプロモーターを含むプライマーを使用してｃ
ＤＮＡに逆転写し、第２鎖ＤＮＡ合成を行なった。次いで、ｃＤＮＡを、インビトロで転
写して、Ｔ７プロモーター媒介発現を使用してアンチセンスＲＮＡを生成し（例えば、Ｌ
ｕｏら（１９９９）Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄ　５：１１７－１２２）、次いでアンチセンス
ＲＮＡを、ｃＤＮＡに変換した。第２のセットのｃＤＮＡを、Ｔ７プロモーターを使用し
て再びインビトロ転写して、アンチセンスＲＮＡを提供する。必要に応じて、ＲＮＡを、
再びｃＤＮＡに変換し、３回目までのＴ７媒介増幅を可能にし、さらにアンチセンスＲＮ
Ａを生成する。従って、この手順は、２回または３回のインビトロ転写を提供し、蛍光標
識のために使用される最終ＲＮＡを生成する。
【０２７１】
　蛍光プローブを、まずコントロールＲＮＡをアンチセンスＲＮＡミックスに添加し、そ
してＲＮＡ開始材料から蛍光標識したｃＤＮＡを生成することによって作製した。腫瘍Ｒ
ＮＡサンプルから調製した蛍光標識したｃＤＮＡを、正常細胞ＲＮＡサンプルから調製し
た蛍光標識したｃＤＮＡと比較した。例えば、正常細胞由来のｃＤＮＡプローブを、Ｃｙ
３蛍光色素（緑色）で標識し、そして腫瘍細胞から調製したｃＤＮＡプローブを、Ｃｙ５
蛍光色素（赤色）で標識した（逆もまた同様）。
【０２７２】
　使用した各アレイは、同一の空間レイアウトおよびコントロールスポットセットを有し
た。各マイクロアレイを２つの領域に分け、各領域は、各半面に、１２のグループの３２
×１２スポットを有するアレイ（各アレイあたり合計約９，２１６スポット）を有した。
１つのアレイ当り各クローンの少なくとも２つの複製物を提供する２つの領域を、同一に
スポットした。
【０２７３】
　アレイ上での使用のために本明細書中で記載される差次的に発現される遺伝子に対応す
るポリヌクレオチドを、公に利用可能な供給源、ならびに選択した細胞株および患者組織
から作製したｃＤＮＡライブラリーの両方から得た。これらの供給源から増幅された約０
．５ｋｂ～２．０ｋｂのＰＣＲ産物を、製造業者の推奨に従って、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ＧｅｎＩＩＩ　ｓｐｏｔｔｅｒを使用して、アレイにスポットした。
アレイ上の２４領域の各々の第１列は、４つのネガティブコントロールスポットおよび８
つの試験ポリヌクレオチドを含む、約３２のコントロールスポットを有した。試験ポリペ
プチドを、２～６００ｐｇ／スライドの濃度範囲および１：１の比での標識反応の前に、
各サンプルにスパイクした。各アレイ設計について、２つのスライドを、標識反応におい
て逆標識した試験サンプルとハイブリダイズした。これは、各クローンについて約４連測
定（各サンプルについてある色のものを２つ、他の色のものを２つ）を提供する。
【０２７４】
　差次的な発現アッセイを、同じ患者の腫瘍細胞および正常細胞由来の同じ量のプローブ
を混合することによって、行なった。このアレイを、５×ＳＳＣ／０．２％ＳＤＳ／１ｍ
Ｍ　ＥＤＴＡ中、６０℃で約２時間のインキュベーションすることによってプレハイブリ
ダイズし、次いで、水中で３回そしてイソプロパノール中で２回洗浄した。アレイのプレ
ハイブリダイゼーション後、プローブ混合物を、高ストリンジェンシーの条件下（５０％
ホルムアミド、５×ＳＳＣ、および０．２％ＳＤＳ中４２℃で一晩）でアレイにハイブリ
ダイズした。ハイブリダイゼーション後、アレイを、５５℃で３回、以下のようにして洗
浄した：１）１×ＳＳＣ／０．２％ＳＤＳ中の第１の洗浄；２）０．１×ＳＳＣ／０．２
％ＳＤＳ中の第２の洗浄；および３）０．１×ＳＳＣ中の第３の洗浄。
【０２７５】
　次いで、アレイを、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＩ
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ＩＩ　ｄｕａｌ　ｃｏｌｏｒ　ｌａｓｅｒ－ｓｃａｎｎｅｒ／ｄｅｔｅｃｔｏｒを使用し
て緑色および赤色蛍光についてスキャンした。画像を、ＢｉｏＤｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ａｕ
ｔｏｇｅｎｅソフトウェアを使用して処理し、そして各スキャンセットからのデータを正
規化して、正常と比較した発現の比を提供した。マイクロアレイ実験からのデータを、Ｅ
．Ｊ．Ｍｏｌｅｒ，Ｍ．Ａ．ＢｏｙｌｅおよびＦ．Ｍ．Ｒａｎｄａｚｚｏによる表題「Ｐ
ｒｅｃｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　ａｃｃｕｒａｃｙ　ｉｎ　ｃＤＮＡ　ｍｉｃｒｏａｒｒａｙ
　ｄａｔａ」の米国特許出願番号６０／２５２，３５８（２０００年１１月２０日出願、
この出願は、参考として本明細書中に詳細に援用される）において記載されるアルゴリズ
ムに従って分析した。
【０２７６】
　この実験を繰り返し、今回は、両方の「色の方向」でアッセイを行なうために、反対の
色で２つのプローブを標識する。各実験を、時々２つ以上のスライドで繰り返した（各色
の方向で１つ）。アレイ上の各配列についての蛍光レベルを、４つのアレイ由来の８つの
複製スポット／遺伝子、または２つのアレイもしくは他の順列由来の４つの複製スポット
／遺伝子の相乗平均の比として表した。データを、各複製領域に存在するスパイクされた
ポジティブコントロールを使用して正規化し、そしてこの正規化の精度は、各示差の有意
性の最終決定に含まれた。各スポットの蛍光強度をまた、各複製領域におけるネガティブ
コントロールと比較して、どのスポットが、各サンプルにおいて有意な発現レベルを検出
したかを決定した。
【０２７７】
　蛍光強度の統計学的分析を複製スポットの各セットに適用し、各差次的測定の精度およ
び有意性を評価し、各患者の腫瘍細胞と正常細胞との間の発現レベルにおいて差異が存在
しないという帰無仮説を試験するｐ値を得た。マイクロアレイの最初の分析の間、ｐ＞１
０－３の場合、仮説は受け入れられ、そして差次的な比は、これらのスポットについて１
．０００に設定された。他の全てのスポットは、腫瘍サンプルと正常サンプルとの間で有
意な差異を有する。腫瘍サンプルが検出可能な発現を有し、そして正常サンプルが有さな
い場合、正常サンプルに対する発現の値は０となるので、比は、１０００で切り捨てられ
、そして比は、数学的に有用な値ではない（例えば、無限大）。正常サンプルが検出可能
な発現を有し、そして腫瘍サンプルが有さない場合、腫瘍サンプルにおける発現について
の値は０であり、そして比は数学的に有用な値ではないので、比は、０．００１で切り捨
てられる。これらの後者の２つの状況は、本明細書中で「オン／オフ」としていわれる。
データベース表を、９５％信頼レベル（ｐ＞０．０５）を使用して、集団化した。
【０２７８】
　結果を、以下の表６に提供する。この表は、以下を含む：１）配列番号；２）サンプル
識別（サンプルＩＤ）；３）スポット識別番号（「スポットＩＤ」）；および４）遺伝子
の発現レベルが適合した正常組織におけるよりも癌性組織において少なくとも２倍を超え
る、試験された患者の割合（「補正した結腸患者のｐ値９５＿＞＝２ｘ」）。差次的発現
の比は、正常なプローブを用いる正規化されたハイブリダイゼーションシグナルによって
除算された、腫瘍プローブと結合する正規化されたハイブリダイゼーションシグナルとし
て表される。従って、１を超える比は、遺伝子産物が、正常な細胞と比較して癌性細胞に
おける発現において増加することを示すが、１未満の比は、反対を示す。
【０２７９】
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【表１２】

　これらのデータは、示された配列を有するポリヌクレオチドによって示される遺伝子が
結腸癌において差次的に発現される証拠を提供する。
【０２８０】
　当業者は、せいぜい慣用的である実験を使用して、本明細書中に記載される本発明の特
定の実施態様に対する多くの等価物を認識するか、または確認し得る。このような特定の
実施態様および等価物は、前記の特許請求の範囲により包含されることが意図される。
【０２８１】
　本明細書中に引用される全ての刊行物および特許出願は、各々個々の刊行物または特許
出願が参考として援用されるように明確かつ個々に示されるのと同様に、本明細書におい
て参考として援用される。任意の刊行物の引用は、出願日より前のその開示に対してであ
り、そして本発明が、先行する発明に基づいてこのような刊行物に先立つように権利を与
えられないという承認として解釈されるべきではない。
【０２８２】
　上述の発明は、理解の明瞭化の目的のために図および実施例によって幾分詳細に記載さ
れたが、これは、特定の変更および改変が、添付の特許請求の範囲の精神または範囲を逸
脱することなくそれに対してなされ得ることが、本発明の教示に鑑みて、当業者に容易に
明らかである。
【０２８３】
　（寄託情報）
　以下のウイルスの生物学的に純粋な培養物の寄託は、本願の出願日またはそれ以前に、
ブタペスト条約の規定の下で、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌ
ｅｃｔｉｏｎ，１０８０１　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｂｌｖｄ．，Ｍａｎａｓｓａ，ＶＡ
　２０１１０－２２０９で行なわれた。示された登録番号は、首尾良い生存度試験の後に
割り当てられ、そして必要な料金が支払われた。上記培養物へのアクセスは、３７　Ｃ．
Ｆ．Ｒ．§１．１４および３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１２２の下で権利付与される委員によって
決定された者に対して、特許出願の係属の間、利用可能である。公への上記培養物の利用
可能性に対する全ての制限は、出願に基づく特許の譲渡の際に、取り消し不能に取り除か
れる。さらに、示された寄託物は、寄託の日付から３０年間、または寄託についての最後
の要求後５年間；または米国特許の効力のある間（これらのうちのより長い期間）、維持
される。培養物が生存可能でなくなるか、または不注意に破棄されるか、プラスミド含有
株の場合にそのプラスミドを失う場合、これは、同じ分類学的説明の生存可能な培養物と
交換される。
【０２８４】
　これらの寄託物は、当業者に対する利便性のために提供され、そして寄託物が要求され
る承認ではない。これらのプラスミドの核酸配列、およびそれによってコードされるポリ
ペプチドのアミノ酸配列は、本明細書中の記載とのいずれの衝突の事象をも制御する。寄
託された材料を作製、使用、販売するためには、許可が必要であり得、そしてこのような



(73) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

許可は、本明細書によって認可されない。
【０２８５】
　さらに、選択されたクローンのプール、ならびに特定のクローンを含むライブラリーは
、「ＥＳ」番号（内部参照）を割り当てられ、そしてＡＴＣＣに受託された。以下の表７
は、ＥＳ寄託物のＡＴＣＣ受託番号を提供する。これらの全ては、本願の出願日またはそ
れ以前に寄託された。
【０２８６】
【表１３】

　ＣＭＣＣは、出願人の内部参照番号をいう。
【０２８７】
　（プールされたクローンの寄託物からの個々のクローンの回収）
　ＡＴＣＣ寄託物がｃＤＮＡのクローンのプールまたはｃＤＮＡクローンのライブラリー
から構成される場合、この寄託物を、各クローンを別々の細菌細胞にまずトランスフェク
トすることによって調製した。次いで、プールまたはライブラリー中のクローンを、複合
性（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）の寄託物中の等価な混合物のプールとして寄託した。特定のク
ローンを、当該分野で周知の方法を使用して複合性の寄託物から獲得し得る。例えば、特
定のクローンを含む細菌細胞を、単一のコロニーを単離することにより、およびクローン
インサートの配列に特異的にハイブリダイズするように設計されたオリゴヌクレオチドプ
ローブまたはプローブ（例えば、示された配列番号を有するコードされたポリヌクレオチ
ドのマスクされていない配列に基づくプローブ）を使用して、標準的なコロニーハイブリ
ダイゼーション技術によって特定のクローンを含むコロニーを同定することにより、同定
し得る。このプローブは、約８０℃（ＡまたはＴの各々について２℃、およびＧまたはＣ
の各々について４℃を仮定する）のＴｍを有するように設計されるべきである。次いで、
陽性コロニーを採集し得、培養中で増殖させ、そして組換えクローンを単離した。あるい
は、この様式において設計されたプローブをＰＣＲに使用して、当該分野で周知の方法（
例えば、寄託された培養プールからｃＤＮＡを精製することによって、および対応する所
望のポリヌクレオチド配列を有する増幅産物を生成するためのＰＣＲ反応においてこのプ
ローブを使用して）に従ってプールされたクローンから核酸分子を単離し得る。
【０２８８】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、示された細胞株中の、ＳＫ２（ｃ９０８３、配列番号３）に対応する
遺伝子のメッセージレベルを示すグラフである。
【図２】　図２は、ＳＫ２（配列番号３）に対応する遺伝子のメッセージレベルに対する
ＳＫ２（９０８３）アンチセンスオリゴヌクレオチドの効果を示すグラフである。
【図３】　図３は、ＳＷ６２０細胞の増殖に対するＳＫ２（９０８３）アンチセンスオリ
ゴヌクレオチドの効果を示すグラフである。
【図４】　図４は、非結腸細胞株であるＨＴ１０８０の増殖に対するＳＫ２（９０８３）
アンチセンスオリゴヌクレオチドの効果を示すグラフである。
【図５】　図５は、ＳＷ６２０細胞の増殖に際しての、クラスター３７８８０５に対応す
る遺伝子に対するアンチセンスオリゴヌクレオチドの効果を示すグラフである（３１－４
ａｓ：アンチセンス、３１－４ｒｃ：逆コントロール、ＷＴ：野生型コントロール（オリ
ゴなし））。
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【図６】　図６は、Ｋ－Ｒａｓ（コントロール）の発現の効果を試験するために、ＳＷ６
２０アッセイを用いる増殖アッセイの結果を示すグラフである。
【図７】　図７は、ｃ３３７６に対応する遺伝子（ＣＨＩＲ１１－４）の発現の効果を試
験するために、ＳＷ６２０アッセイを用いる増殖アッセイの結果を示すグラフである。
【図８】　図８は、４０２３８０に対応する遺伝子（ＣＨＩＲ３３－４）の発現の効果を
試験するために、ＳＷ６２０アッセイを用いる増殖アッセイの結果を示すグラフである。
【図９】　図９は、軟寒天におけるＳＷ６２０細胞の結腸形成に対する、Ｋ－Ｒａｓに対
応する遺伝子（コントロール）および４０２３８０に対応する遺伝子（ＣＨＩＲ３３－４
）の発現の効果を示すグラフである（値は、ＷＳＴ１に対して正規化される）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(82) JP 5363695 B2 2013.12.11

【配列表】
0005363695000001.xml



(83) JP 5363695 B2 2013.12.11

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)           Ｇ０１Ｎ  37/00    １０２　          　　　　　
   Ａ６１Ｋ  48/00     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  31/7088  　　　　          　　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  45/00    　　　　          　　　　　
   Ｃ０７Ｋ  14/82     (2006.01)           Ａ６１Ｋ  48/00    　　　　          　　　　　
   Ｃ０７Ｋ  16/32     (2006.01)           Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　          　　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/15     (2006.01)           Ｃ０７Ｋ  14/82    　　　　          　　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/19     (2006.01)           Ｃ０７Ｋ  16/32    　　　　          　　　　　
   Ｃ１２Ｎ   1/21     (2006.01)           Ｃ１２Ｎ   1/15    　　　　          　　　　　
   Ｃ１２Ｎ   5/10     (2006.01)           Ｃ１２Ｎ   1/19    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ１２Ｎ   1/21    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ１２Ｎ   5/00    １０１　          　　　　　

(72)発明者  ケネディー，　ジュリア　シー．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４１１６，　サン　フランシスコ，　カステナダ　アベニュ
            ー　３６０
(72)発明者  カン，　サンマオ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４８０６，　リッチモンド，　サウスハンプトン　コート　
            ３１３２，　ナンバー２５
(72)発明者  レインハード，　クリストフ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４５０１，　アラメダ，　クリントン　アベニュー　１６３
            ３
(72)発明者  ジェファーソン，　アン　ベネット
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４６１０，　オークランド，　ノーウッド　アベニュー　１
            ０２１

    審査官  高山　敏充

(56)参考文献  国際公開第９９／０３８９７２（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許第０６００７９９１（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５９８１２７９（ＵＳ，Ａ）　　　
              国際公開第００／０２２１３０（ＷＯ，Ａ１）　　
              Clin. Cancer Res.，１９９５年，Vol. 1, No. 1，pp.19-31
              Genomics，２０００年　１月，Vol. 63，pp.145-148

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１２Ｑ　　　１／００－３／００　　　　
              Ｃ１２Ｎ　　１５／００－１５／９０　　　　
              ＰｕｂＭｅｄ
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＷＰＩＤＳ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
              ＧｅｎＢａｎｋ／ＥＭＢＬ／ＤＤＢＪ／ＧｅｎｅＳｅｑ
              ＵｎｉＰｒｏｔ／ＧｅｎｅＳｅｑ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	reference-file-article
	overflow

