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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１２－２５連結ヌクレオシドから成るギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド
であって、
デオキシギャップ領域、
デオキシギャップ領域の５’末端に位置する５’ウイング領域、及び
デオキシギャップ領域の３’末端に位置する３’ウイング領域を含み、
ここで、デオキシギャップ領域のヌクレオシドは修飾されていず、ウイング領域のヌクレ
オシドは修飾されており、
　ウイング領域の少なくとも一方の少なくとも１つのヌクレオシドが糖の４’位と２’位
との間に架橋を含むヌクレオシドであり、残りのウイング・ヌクレオシドの少なくとも１
つが非二環式２’-修飾ヌクレオシドであり、
　糖の４’位と２’位との間に架橋が、ＬＮＡ（４’－（ＣＨ２）－Ｏ－２’架橋）、Ｅ
ＮＡ（４’－（ＣＨ２）２－Ｏ－２’架橋）、及びｃＥｔ（４’－（ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ
－２’架橋）から選択され、
　非二環式２’-修飾ヌクレオシドが、２’位置において置換若しくは非置換－Ｏ－Ｃ１

－６アルキル又は置換若しくは非置換－Ｏ－（２－アセチルアミド）によって置換されて
おり、
　－Ｏ－Ｃ１－６アルキル及び－Ｏ－（２－アセチルアミド）の置換基は、独立的に、Ｃ

１－６アルコキシ、及びＣ１－６アルキルから選択され、
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　デオキシギャップ領域は、７、８、９または１０ヌクレオシド長さである、
ギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項２】
　非二環式２’-修飾ヌクレオシドが、２’－ＯＣＨ３、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＯＣＨ３

、又は２’－ＯＣＨ２Ｃ（Ｏ）－ＮＲ１Ｒ２を含み、この場合、Ｒ１とＲ２は独立的に水
素又はＣ１－６アルキルである、請求項１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌク
レオチド。
【請求項３】
　非二環式２’-修飾ヌクレオシドが、２’位置において置換若しくは非置換－Ｏ－Ｃ１

－６アルキルによって置換されている、請求項１記載のギャップマー・アンチセンスオリ
ゴヌクレオチド。
【請求項４】
　非二環式２’-修飾ヌクレオシドが２’－Ｏ－メチルヌクレオシドである、請求項３記
載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項５】
　非二環式２’-修飾ヌクレオシドが２’－Ｏ－メトキシエチルヌクレオシドである、請
求項１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項６】
　糖の４’位と２’位との間に架橋が、メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’架橋）
又はエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）架橋である、請求項１に記載のギ
ャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項７】
　糖の４’位と２’位との間に架橋が、メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）架橋
である、請求項１、４及び５のいずれか１項に記載のギャップマー・アンチセンスオリゴ
ヌクレオチド。
【請求項８】
　非二環式２’－修飾ヌクレオシドが２’－メトキシヌクレオシドではない、請求項１記
載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項９】
　該ウイング領域が約１～約７ヌクレオシド長さである、請求項１記載のギャップマー・
アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１０】
　該ウイング領域が約１～約３ヌクレオシド長さである、請求項１記載のギャップマー・
アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１１】
　該３’ウイングが糖の４’位と２’位との間に架橋を含む少なくとも１つのヌクレオシ
ドを含む、請求項１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１２】
　該５’ウイングが少なくとも１つの非二環式２’－修飾ヌクレオシドを含む、請求項１
１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１３】
　糖の４’位と２’位との間に架橋が、メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）架橋
又はエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）架橋である、請求項１１記載のギ
ャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１４】
　２’位置の置換が２’－ＯＣＨ３、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＯＣＨ３、又は２’－ＯＣＨ

２Ｃ（Ｏ）－ＮＲ１Ｒ２であり、この場合、Ｒ１とＲ２は独立的に水素又はＣ１－６アル
キルである、請求項１１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１５】
　該５’ウイングが、糖の４’位と２’位との間に架橋を含む少なくとも１つのヌクレオ
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シドを有する、請求項１記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１６】
　該３’ウイングが、少なくとも１つの非二環式２’－修飾ヌクレオシドを有する、請求
項１５記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１７】
　糖の４’位と２’位との間に架橋が、メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’架橋）
又はエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）架橋である、請求項１６に記載の
ギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１８】
　２’位置の置換が２’－ＯＣＨ３、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＯＣＨ３、又は２’－ＯＣＨ

２Ｃ（Ｏ）－ＮＲ１Ｒ２であり、この場合、Ｒ１とＲ２は独立的に水素又はＣ１－６アル
キルである、請求項１６記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項１９】
　少なくとも１つの修飾ヌクレオシド間結合を有する、請求項１～１８のいずれか１項に
記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項２０】
　該修飾ヌクレオシド間結合がホスホロチオエートである、請求項１９記載のギャップマ
ー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項２１】
　複数個のホスホロチオエート・ヌクレオシド間結合を有する、請求項２０記載のギャッ
プマー・アンチセンスオリゴヌクレオチド。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチ
ドを含む医薬組成物。
【請求項２３】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載のギャップマー・アンチセンスオリゴヌクレオチ
ドを含む、動物における標的ＲＮＡの発現を減少させるための医薬組成物であって、該ア
ンチセンス・オリゴヌクレオチドの配列が該標的ＲＮＡに相補的である医薬組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　配列表
　本出願は、電子フォーマットでの配列表と共に出願されている。配列表は、８Ｋｂサイ
ズである、２００７年１０月１８日に作製され、CORE0070WOSEQ.txtと名づけられたファ
イルとして提供される。該配列表の電子フォーマット中の情報は、その全体で、本明細書
に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　標的の病原性遺伝子配列は、ほぼ４０年前に最初に提案され(Belikova et al., Tet.Le
tt., 1967, 37, 3557-3562)、１０年後に、アンチセンス活性が細胞培養で実証された(Za
mecnik et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 1978, 75, 280-284)。病原性遺伝子に
由来する疾患又は状態の治療におけるアンチセンス・テクノロジーの１つの利点は、特定
の病原性遺伝子の発現をモジュレートする能力を有するのが直接の遺伝子学的アプローチ
であるということである。他の利点は、アンチセンス化合物を用いる、標的の確認が、治
療剤の直接で、迅速な発見をもたらすことである。
【０００３】
　一般に、アンチセンス・テクノロジーの背後にある原理は、アンチセンス化合物が標的
核酸にハイブリダイズして、例えば、転写、翻訳又はスプライシングのような、遺伝子発
現活性又は機能をモジュレートすることである。遺伝子発現のモジュレーションは、例え
ば、標的分解又は占有に基づく阻害によって達成することができる。分解によるＲＮＡ標
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的機能のモジュレーションの例は、ＤＮＡ様アンチセンス化合物とのハイブリダイゼーシ
ョン時の標的ＲＮＡの、ＲＮアーゼＨによる分解(RNase H-based degradation)である。
標的分解による、遺伝子発現のモジュレーションの他の例は、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）で
ある。ＲＮＡｉは、標的内因性ｍＲＮＡレベルの配列特異性減少をもたらすｄｓＲＮＡの
導入を包含するアンチセンス仲介遺伝子サイレンシングの１つの形態である。この配列特
異性はアンチセンス化合物を、標的確認及び遺伝子機能化のツールとして並びに多様な疾
患のいずれかの病因に関与する遺伝子の発現を選択的にモジュレートするための治療薬と
して非常に魅力的なものにする。
【０００４】
　アンチセンス・テクノロジーは、１種類以上の特異的遺伝子産物の発現を減少させるた
めの効果的な手段であり、そのため、多くの治療、診断及び研究用途に比類なく有用であ
ると実証されうる。例えば、ヌクレアーゼ耐性、薬物動態又は標的ＲＮＡに対するアフィ
ニティのような性質の１つ以上を強化するための、アンチセンス化合物中への組み込みに
、化学的に修飾されたヌクレオシドがルーチンに用いられる。
【０００５】
　アンチセンス・テクノロジーの発見以来の知識の発展にも拘わらず、より大きな効力、
より低い毒性及びより低い価格のアンチセンス化合物の必要性が依然として残っている。
“Locked Nucleic Acid”(ＬＮＡ)部分としても知られる、高アフィニティのメチレンオ
キシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）二環状核酸（ＢＮＡ）部分は、有効なギャップマーであ
るアンチセンス・オリゴヌクレオチドを作製するために用いられている。しかし、この有
効性には、げっ歯類実験において肝臓トランスアミナーゼの上昇によって実証されるよう
に、肝毒性の危険性上昇が付随することが判明している。したがって、本明細書では、高
アフィニティの二環状ヌクレオチド修飾を含むが、非二環状の高アフィニティ修飾ヌクレ
オチドを組み込むことによって毒性を緩和されるように設計されている、in vivoで標的
ＲＮＡを阻害するためのギャップマー・アンチセンス化合物を提供する。このようなギャ
ップマー・アンチセンス化合物は、今までに発表されたＢＮＡ又はＬＮＡアンチセンス化
合物よりも、毒性の緩和の結果として、より大きく有効である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本明細書では、同じ長さで、ウイング－ギャップ－ウイング形態を有するギャップマー
に比べて、安全性の顕著な改良を示し、各ウイング・ヌクレオチドが二環状核酸（ＢＮＡ
）、例えば、時にはＬＮＡとも呼ばれるメチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮ
Ａである、ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドを開示する。本発明のギャ
ップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、デオキシ・ギャップ領域、該デオキシ
・ギャップの５’末端に配置された５’ウイング領域及び該デオキシ・ギャップの３’末
端に配置された３’ウイング領域を含み、この場合、該ウイング領域の少なくとも一方の
少なくとも１つのヌクレオチドは４’～２’二環状ヌクレオチドであり、残りのウイング
・ヌクレオチドの少なくとも１つは非二環状高アフィニティ修飾ヌクレオチドである。本
発明の１態様では、該非二環状高アフィニティ修飾ヌクレオチドは非二環状２’－修飾ヌ
クレオチドである。ある一定の実施態様では、該ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌ
クレオチドは、該ウイングの少なくとも一方における少なくとも１つのＬＮＡヌクレオチ
ド（メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡ）又はエチレンオキシ（４’－Ｃ
Ｈ２ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡと、少なくとも１つの非二環状高アフィニティ修飾ヌクレ
オチドを有する。非二環状２’－修飾ヌクレオシドは、２’－位置において、置換若しく
は非置換－Ｏ－アルキル又は置換若しくは非置換－Ｏ－（２－アセチルアミド）によって
置換することができる。例えば、該非二環状２’－修飾ヌクレオシドは、２’－ＯＣＨ３

、２’－Ｏ(ＣＨ２)２ＯＣＨ３、又は２’－ＯＣＨ２Ｃ（Ｏ）－ＮＲ１Ｒ２であることが
でき、この場合、Ｒ１とＲ２は、独立的に、水素又は置換若しくは非置換－アルキルであ
るか、又は別のやり方では、一緒になって、複素環式部分を形成する。
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【０００７】
　さらに、本明細書では、デオキシ・ギャップ領域、該デオキシ・ギャップの５’末端に
配置された５’ウイング領域及び該デオキシ・ギャップの３’末端に配置された３’ウイ
ング領域を有するギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドを開示する、この場
合、該５’－ウイング領域は少なくとも１つの非二環状高アフィニティ修飾ヌクレオチド
を有し、該３’－ウイング領域は少なくとも１つの４’～２’二環状ヌクレオチド、例え
ば、ＬＮＡヌクレオチド（メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡ）又はエチ
レンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡを有する。本発明の１つの典型的な
態様では、非二環式高アフィニティ修飾ヌクレオチドが非二環式２’－修飾ヌクレオシド
である。本発明の付加的な実施態様では、ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオ
チドは、該非二環状２’－修飾ヌクレオシドが、２’－位置において置換されている、例
えば、２’－ＯＣＨ３、２’－Ｏ(ＣＨ２)２ＯＣＨ３、又は２’－ＯＣＨ２Ｃ（Ｏ）－Ｎ
Ｒ１Ｒ２であるギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドであり、この場合、Ｒ

１とＲ２は、独立的に、水素又は置換若しくは非置換－アルキルであるか、或いは別のや
り方では、一緒になって、複素環式部分を形成する。
【０００８】
　ある一定の実施態様では、該ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、５
’ウイング領域にＢＮＡを有さない、例えば、ＬＮＡヌクレオシド（メチレンオキシ（４
’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡｓ）もエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）
ＢＮＡｓも有さない。他の実施態様では、本明細書に開示する該ギャップマー・アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドは、２’－Ｏ(ＣＨ２)２ＯＣＨ３修飾ヌクレオチドのみを有す
る５’－ウイング領域を有し、３’－ウイングにおけるＬＮＡヌクレオシド（メチレンオ
キシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡｓ）又はエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－
Ｏ－２’）ＢＮＡｓのみを有する。
【０００９】
　さらに他の実施態様では、該ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、５
’－領域が少なくとも１つの４’～２’二環状ヌクレオチドを有し、３’ウイング領域が
少なくとも１つの非二環状２’－修飾ヌクレオチドを有するギャップマー・アンチセンス
・オリゴヌクレオチドである。ある一定の実施態様では、該ギャップマー・アンチセンス
・オリゴヌクレオチドは、３’－ウイング領域にＬＮＡヌクレオチドを有さない、例えば
、ＬＮＡヌクレオチド（メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡｓ）もエチレ
ンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡｓも有さない。他の実施態様では、本
明細書に開示するギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、ＢＮＡヌクレオ
チドのみを、例えば、ＬＮＡヌクレオチド（メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）
ＢＮＡｓ）又はエチレンオキシ（４’－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡｓのみを有する
５’－ウイング領域と、２’－修飾ヌクレオシドのみを有する３’－ウイング領域を有す
る、例えば、非二環状２’－修飾ヌクレオシドは２’－位置において置換若しくは非置換
－Ｏ－アルキル又は置換若しくは非置換－Ｏ－（２－アセチルアミド）によって置換する
ことができる。例えば、該非二環状２’－修飾ヌクレオシドは２’－ＯＣＨ３、２’－Ｏ
（ＣＨ２）２ＯＣＨ３、又は２’－ＯＣＨ２Ｃ（Ｏ）－ＮＲ１Ｒ２であることができ、こ
の場合、Ｒ１とＲ２は、独立的に、水素又は置換若しくは非置換－アルキルであるか、又
は別のやり方では、一緒になって、複素環式部分を形成する。
【００１０】
　本発明のギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、ショートマー(shortme
rs)又はギャップ拡大アンチセンス・オリゴヌクレオチド(gap-widened antisense oligon
ucleotides)であることができる。ある一定の実施態様では、該ギャップマー・アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドは１０～３０、１０～１４、１２～２５、１５～２５、又は１
８～２４ヌクレオチドの長さである。本発明のアンチセンス化合物の５’－ウイング領域
と３’－ウイング領域は、独立的に、１～７ヌクレオチド長さ、即ち１、２、３、４、５
、６若しくは７個のヌクレオチドの長さ、１～５ヌクレオチド長さ、即ち１、２、３、４
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若しくは５個のヌクレオチドの長さ、又は１～３ヌクレオチド長さ、即ち１、２若しくは
３個のヌクレオチドの長さである。本発明のアンチセンス・オリゴヌクレオチドのデオキ
シ・ギャップ領域は６～１８ヌクレオチド長さ、即ち６、７、８、９、１０、１１、１２
、１３、１４、１５、１６、１７若しくは１８個のヌクレオチドの長さ、８～１６ヌクレ
オチド長さ、即ち８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５若しくは１６個のヌクレ
オチドの長さ、１１～１６ヌクレオチド長さ、即ち１１、１２、１３、１４、１５若しく
は１６個のヌクレオチドの長さ、又は７～１０ヌクレオチド長さ、即ち７、８、９若しく
は１０個のヌクレオチドの長さである。本発明の１態様では、該ギャップマー・アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドは、５－１０－５、４－１２－４、３－１４－３、２－１６－
２、１－１８－１、３－１０－３、２－１０－２、１－１０－１、又は２－８－２のウイ
ング－ギャップ－ウイング形態を有する。
【００１１】
　本明細書に示すギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、少なくとも１つ
の、修飾されたヌクレオシド間結合を有する。ある一定の実施態様では、この修飾ヌクレ
オシド間結合はホスホロチオエートである。他の実施態様では、各ヌクレオシド間結合は
ホスホロチオエート修飾ヌクレオシド間結合である。
【００１２】
　本明細書では、動物に本発明のギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドを投
与することを含む、動物における標的ＲＮＡの発現を低減する方法も考慮する、この方法
では、前記ギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドの配列は前記標的ＲＮＡに
相補的である。
【００１３】
　１実施態様では、高アフィニティ修飾ヌクレオチドは糖修飾ヌクレオチドである。１態
様では、該糖修飾ヌクレオチドの少なくとも１つは、該糖の４’位置と２’位置との間の
架橋を含む。該糖修飾ヌクレオチドの各々は、独立的に、β－Ｄ又はα－Ｌである。別の
態様では、前記高アフィニティ修飾ヌクレオチドの各々は、ヌクレオチド当たり少なくと
も１～４度のΔＴｍを与える。別の態様では、前記糖修飾ヌクレオチドの各々はＨ及びＯ
Ｈ以外である２’－置換基を含む。このような糖修飾ヌクレオチドは、４’－２’架橋二
環状ヌクレオチドを有する糖修飾ヌクレオチドを包含する。別の態様では、糖修飾ヌクレ
オチドの各々は、非二環状２’－置換基であり、これは、独立的に、アルコキシ、置換ア
ルコキシ、置換若しくは非置換－Ｏ－（２－アセチルアミド）又はハロゲンである。１実
施態様では、２’－置換基の各々はＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３である。
【００１４】
　１実施態様では、該ギャップマー・アンチセンス化合物は、糖の４’位置と２’位置と
の間に架橋を含む、１個以上の糖修飾ヌクレオチドを有し、前記架橋の各々は、独立的に
、－［Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）］ｎ－、－Ｃ（Ｒ１）＝Ｃ（Ｒ２）－、－Ｃ（Ｒ１）＝Ｎ－、
－Ｃ（＝ＮＲ１）－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｓ）－、－Ｏ－、－Ｓｉ（Ｒ１）２－、
－Ｓ（＝Ｏ）ｘ－及び－Ｎ（Ｒ１）－から独立的に選択される連結基１個又は２～４個を
含む、これらにおいて、ｘは０、１、又は２であり、ｎは１、２、３、又は４であり、各
Ｒ１とＲ２は、独立的に、Ｈ、保護基、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ１２アルキル、置換Ｃ１

－Ｃ１２アルキル、Ｃ２－Ｃ１２アルケニル、置換Ｃ２－Ｃ１２アルケニル、Ｃ２－Ｃ１

２アルキニル、置換Ｃ２－Ｃ１２アルキニル、Ｃ５－Ｃ２０アリール、置換Ｃ５－Ｃ２０

アリール、複素環ラジカル、置換複素環ラジカル、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール
、Ｃ５－Ｃ７脂環式ラジカル、置換Ｃ５－Ｃ７脂環式ラジカル、ハロゲン、ＯＪ１、ＮＪ

１Ｊ２、ＳＪ１、Ｎ３、ＣＯＯＪ１、アシル（Ｃ（＝Ｏ）－Ｈ）、置換アシル、ＣＮ、ス
ルホニル（Ｓ（＝Ｏ）２－Ｊ１）又はスルホキシル（Ｓ（＝Ｏ）－Ｊ１）であり；各Ｊ１

とＪ２は、独立的に、Ｈ、Ｃ１－Ｃ１２アルキル、置換Ｃ１－Ｃ１２アルキル、Ｃ２－Ｃ

１２アルケニル、置換Ｃ２－Ｃ１２アルケニル、Ｃ２－Ｃ１２アルキニル、置換Ｃ２－Ｃ

１２アルキニル、Ｃ５－Ｃ２０アリール、置換Ｃ５－Ｃ２０アリール、アシル（Ｃ（＝Ｏ
）－Ｈ）、置換アシル、複素環ラジカル、置換複素環ラジカル、Ｃ１－Ｃ１２アミノアル
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キル、置換Ｃ１－Ｃ１２アミノアルキル又は保護基である。
【００１５】
　１態様では、前記架橋の各々は、独立的に、－［Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）］ｎ－、－［Ｃ（
Ｒ１）（Ｒ２）］ｎ－Ｏ－、－Ｃ（Ｒ１Ｒ２）－Ｎ（Ｒ１）－Ｏ－又は－Ｃ（Ｒ１Ｒ２）
－Ｏ－Ｎ（Ｒ１）－である。別の態様では、前記架橋の各々は、独立的に、４’－（ＣＨ

２）２－２’、４’－（ＣＨ２）２－２’、４’－ＣＨ２－Ｏ－２’、４’－（ＣＨ２）

２－Ｏ－２’、４’－ＣＨ２－Ｏ－Ｎ（Ｒ１）－２’及び４’－ＣＨ２－Ｎ（Ｒ１）－Ｏ
－２’－であり、この場合に、各Ｒ１は、独立的に、Ｈ、保護基又はＣ１－Ｃ１２アルキ
ルである。
【００１６】
　本発明の他の態様では、ギャップマー・アンチセンス化合物は１つ以上の２’－修飾又
は２’－置換ヌクレオシドを有する。本発明で用いる“２’－修飾ヌクレオシド”又は“
２’－置換ヌクレオシド”なる用語は、Ｈ及びＯＨ以外である２’－置換基を有する、あ
らゆる種類のヌクレオシドを包含するように意図される。本発明の２’-修飾ヌクレオシ
ドのために適当な２’－置換基は、非限定的に、ハロ、アリル、アミノ、アジド、アミノ
、ＳＨ、ＣＮ、ＯＣＮ、ＣＦ３、ＯＣＦ３、Ｏ－、Ｓ－若しくはＮ（Ｒｍ）－アルキル；
Ｏ－、Ｓ－若しくはＮ（Ｒｍ）－アルケニル；Ｏ－、Ｓ－若しくはＮ（Ｒｍ）－アルキニ
ル；Ｏ－アルキレニル－Ｏ－アルキル、アルキニル、アルクアリール(alkaryl)、アラル
キル、Ｏ－アルクアリール、Ｏ－アラルキル、Ｏ（ＣＨ２）２ＳＣＨ３、Ｏ－（ＣＨ２）

２－Ｏ－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）又はＯ－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）を包含す
る、この場合、各ＲｍとＲｎは、独立的に、Ｈ、アミノ保護基、又は置換若しくは非置換
Ｃ１－Ｃ１０アルキルである。これらの２’－置換基は、さらに、ヒドロキシル、アミノ
、アルコキシ、カルボキシ、ベンジル、フェニル、ニトロ（ＮＯ２）、チオール、チオア
ルコキシ（Ｓ－アルキル）、ハロゲン、アルキル、アリール、アルケニル及びアルキニル
から選択された置換基によってさらに置換されることができ、この場合に、各Ｒｍは、独
立的に、Ｈ、アミノ保護基、又は置換若しくは非置換Ｃ１－Ｃ１０アルキルである。
【００１７】
　２’－置換基のリストは、Ｆ、－ＮＨ２、Ｎ３、ＯＣＦ３、Ｏ－ＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）

３ＮＨ２、ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２、ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ

３、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＳＣＨ３、Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）、－Ｏ
（ＣＨ２）２Ｏ（ＣＨ２）２Ｎ（ＣＨ３）２及びＮ－置換アセトアミド（Ｏ－ＣＨ２－Ｃ
（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ））を包含する、この場合、各ＲｍとＲｎは、独立的に、Ｈ
、アミノ保護基、又は置換若しくは非置換Ｃ１－Ｃ１０アルキルである。２’－置換基の
他のリストは、Ｆ、ＯＣＦ３、Ｏ－ＣＨ３、ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３、２’－Ｏ（ＣＨ２

）２ＳＣＨ３、Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）、－Ｏ（ＣＨ２）２Ｏ（ＣＨ

２）２Ｎ（ＣＨ３）２及びＮ－置換アセトアミド（Ｏ－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｍ）
（Ｒｎ））を包含する、この場合、各ＲｍとＲｎは、独立的に、Ｈ、アミノ保護基、又は
置換若しくは非置換Ｃ１－Ｃ１０アルキルである。
【００１８】
　本明細書では、治療法に用いるためのギャップマー・アンチセンス化合物を提供する。
さらに、動物における標的ＲＮＡの発現を阻害するための本発明のギャップマー・アンチ
センス化合物の使用を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記一般的な記載と下記詳細な記載が例示的かつ説明的であるにすぎず、特許請求する
発明を制限するものではないことを理解すべきである。本明細書では、特に他に記載しな
い限り、単数の使用は複数を包含する。本明細書で用いる限り、“又は”の使用は、他に
指定しない限り、“及び／又は”を意味する。その上、“包含する(including)”なる用
語の使用並びに、例えば“包含する(includes)”及び“包含した(included)”のような、
他の形態の使用は限定的ではない。さらに、例えば“要素”又は“成分”のような用語は
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、特に、他に指定しない限り、１つのユニットを構成する要素及び成分と、２つ以上のサ
ブユニット(more than one subunit)を構成する要素及び成分の両方を包含する。
【００２０】
　本明細書で用いる項目見出しは、構成のためであるにすぎず、記載する要旨(subject m
atter)を限定するものと見なすべきではない。本出願に引用した、非限定的に特許、特許
出願、文献、書籍及び学術論文を含めた、全ての資料又は資料の部分は、何らかのために
、それらの全体で、本明細書に明確に援用される。
【００２１】
　Ａ．定義
　特別な定義を与えない限り、本明細書に記載する分析化学、合成有機化学並びに薬化学
及び製薬化学に関連して用いた命名法と、これらの化学の手段及び技術は周知のものであ
り、当該技術分野で一般に用いられているものである。化学合成及び化学分析のためには
、標準的技術を用いることができる。ある一定の、このような技術及び手段は、例えば、
"Carbohydrate Modifications in Antisense Research" Edited by Sangvi and Cook, Am
erican Chemical Society , Washington D. C, 1994; "Remington's Pharmaceutical Sci
ences," Mack Publishing Co., Easton, Pa., 18th edition, 1990; and "Antisense Dru
g Technology, Principles, Strategies, and Applications" Edited by Stanley T. Cro
oke, CRC Press, Boca Raton, Florida; and Sambrook et al, "Molecular Cloning, A l
aboratory Manual," 2nd Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989(これら
は、何らかのために、本明細書に援用される)に見出すことができる。許される場合には
、本明細書の開示を通して参照される、あらゆる特許、出願、公開出願並びにその他の刊
行物及びその他のデータは、それらの全体で、本明細書に援用される。
【００２２】
　他に指定しない限り、下記用語は下記意味を有する：
　本明細書で用いる限り、“ヌクレオシド”なる用語は、核酸塩基と糖を含むグリコシル
アミンを意味する。ヌクレオシドは、非限定的に、天然ヌクレオシド、非塩基性ヌクレオ
シド(abasic nucleosides)、修飾ヌクレオシド、及びミメティック塩基(mimetic bases)
及び／又は糖基(sugar groups)を有するヌクレオシドを包含する。
【００２３】
　本明細書で用いる限り、“天然ヌクレオシド”又は“非修飾ヌクレオシド”なる用語は
、天然核酸塩基及び天然糖を含むヌクレオシドを意味する。天然ヌクレオシドはＲＮＡヌ
クレオシド及びＤＮＡヌクレオシドを包含する。
【００２４】
　本明細書で用いる限り、“天然糖”なる用語は、ＲＮＡ（２’－ＯＨ）又はＤＮＡ（２
’－Ｈ）においてその天然生成形から修飾されていないヌクレオシドの糖を意味する。
【００２５】
　本明細書で用いる限り、“ヌクレオチド”なる用語は、糖に共有結合したリン酸基を有
するヌクレオシドを意味する。ヌクレオチドは、多様な置換基のいずれかによって修飾さ
れることができる。
【００２６】
　本明細書で用いる限り、“核酸塩基”なる用語は、ヌクレオシド又はヌクレオチドの塩
基部分を意味する。核酸塩基は、他の核酸の塩基に水素結合することができる、任意の原
子又は原子群を含むことができる。
【００２７】
　本明細書で用いる限り、“天然核酸塩基”なる用語は、ＲＮＡ又はＤＮＡにおけるその
天然生成形から修飾されていない核酸塩基を意味する。
【００２８】
　本明細書で用いる限り、“複素環式塩基部分”なる用語は、複素環を含む核酸塩基を意
味する。
【００２９】
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　本明細書で用いる限り、“オリゴマー化合物”なる用語は、２つ以上のサブ構造を含み
、核酸分子の一部にハイブリダイズすることができるポリマー構造を意味する。ある一定
の実施態様では、オリゴマー化合物はオリゴヌクレオシドである。ある一定の実施態様で
は、オリゴマー化合物はオリゴヌクレオチドである。ある一定の実施態様では、オリゴマ
ー化合物はアンチセンス化合物である。ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物はア
ンチセンス・オリゴヌクレオチドである。ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は
コンジュゲート基を含む。オリゴマー化合物の非限定的な例は、プライマー、プローブ、
アンチセンス化合物、アンチセンス・オリゴヌクレオチド、エクスターナル・ガイド配列
(external guide sequence)（ＥＧＳ）オリゴヌクレオチド、選択的スプライサー及びｓ
ｉＲＮＡｓを包含するが、これらに限定する訳ではない。このようなものとして、これら
の化合物は一本鎖、二本鎖、環状、分枝状又はヘアーピンの形態で導入することができ、
例えば、内部又は末端のバルジ又はループのような構造要素を含有することができる。オ
リゴマー二本鎖化合物は、二本鎖化合物を形成するようにハイブリダイズした二本鎖であ
るか、又は完全な若しくは部分的な二本鎖化合物のハイブリダイゼーション及び形成を可
能にするほど、充分な自己相補性を有する一本鎖であることができる。
【００３０】
　本明細書で用いる限り、“オリゴヌクレオシド”なる用語は、ヌクレオシド間結合がリ
ン原子を含有しないオリゴヌクレオチドを意味する。
【００３１】
　本明細書で用いる限り、“オリゴヌクレオチド”なる用語は、複数個の結合したヌクレ
オチド又はヌクレオシドを含むオリゴマー化合物を意味する。ある一定の実施態様では、
オリゴヌクレオチドの１つ以上のヌクレオチドが修飾されている。ある一定の実施態様で
は、オリゴヌクレオチドはリボ核酸（ＲＮＡ）又はデオキシリボ核酸（ＤＮＡ）を含む。
ある一定の実施態様では、オリゴヌクレオチドは天然及び／又は修飾核酸塩基、糖及び共
有ヌクレオシド間結合から構成され、さらに、非核酸コンジュゲートを包含することがで
きる。
【００３２】
　本明細書で用いる限り、“ヌクレオシド間結合”は、隣接するヌクレオシドの間の共有
結合を意味する。
【００３３】
　本明細書で用いる限り、“天然ヌクレオチド間結合”は、３’～５’ホスホジエステル
結合を意味する。
【００３４】
　本明細書で用いる限り、“修飾ヌクレオシド間結合”なる用語は、天然生成ヌクレオシ
ド間結合以外の、ヌクレオシド間又はヌクレオチド間の任意の結合を意味する。
【００３５】
　本明細書で用いる限り、“アンチセンス化合物”なる用語は、それがハイブリダイズす
る標的核酸分子に対して少なくとも部分的に相補的であるオリゴマー化合物を意味する。
ある一定の実施態様では、アンチセンス化合物が、標的核酸の発現をモジュレートする（
増加させる又は減少させる）。アンチセンス化合物は、非限定的に、オリゴヌクレオチド
、オリゴヌクレオシド、オリゴヌクレオチド類似体、オリゴヌクレオチド・ミメティック
、及びこれらのキメラ組み合わせ(chimeric combinations)である化合物を包含する。そ
の結果、全てのアンチセンス化合物はオリゴマー化合物であるが、オリゴマー化合物の全
てがアンチセンス化合物であるとは限らない。
【００３６】
　本明細書で用いる限り、“アンチセンス・オリゴヌクレオチド”なる用語は、オリゴヌ
クレオチドであるアンチセンス化合物を意味する。
【００３７】
　本明細書で用いる限り、“アンチセンス活性”なる用語は、アンチセンス化合物の、そ
の標的核酸へのハイブリダイゼーションに帰因する、任意の検出可能な及び／又は測定可
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能な活性を意味する。このような検出及び／又は測定は直接的でも間接的でも可能である
。例えば、ある一定の実施態様では、アンチセンス活性は、標的タンパク質の量を検出及
び／又は測定することによって評価される。ある一定の実施態様では、アンチセンス活性
は、標的核酸及び／又は切断された標的核酸及び／又は選択的スプライスされた標的核酸
の量を検出及び／又は測定することによって評価される。
【００３８】
　本明細書で用いる限り、“アンチセンス活性を検出する”又は“アンチセンス活性を測
定する”なる用語は、アンチセンス活性を検出する又は測定するための試験をサンプルに
対して行なって、対照サンプルの試験と比較することを意味する。このような検出及び／
又は測定はゼロの値を包含しうる。したがって、アンチセンス活性を検出するための試験
がアンチセンス活性なし（アンチセンス活性ゼロ）の所見を生じる場合に、それにも拘わ
らず、“アンチセンス活性を検出する”工程が行なわれている。
【００３９】
　本明細書で用いる限り、“対照サンプル”なる用語は、試験化合物と接触していないサ
ンプルを意味する。ある一定の実施態様では、動物にオリゴマー化合物を投与する前に、
対照サンプルを得る。ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物が投与されない動物か
ら対照サンプルを得る。ある一定の実施態様では、参照標準(reference standard)を対照
サンプルの代わりとして用いる。
【００４０】
　本明細書で用いる限り、“キメラ・アンチセンス化合物”なる用語は、同じオリゴマー
化合物中の他の糖、核酸塩基及びヌクレオシド間結合に比べて、差別可能に修飾されてい
る、少なくとも１つの糖、核酸塩基及び／又はヌクレオシド間結合を有するアンチセンス
化合物を意味する。残りの糖、核酸塩基及び／又はヌクレオシド間結合は、独立的に、修
飾されることも、修飾されないことも可能である。一般に、キメラ・オリゴマー化合物は
、単離した位置に存在しうるか又は特定モチーフを画定する領域に集合しうる修飾ヌクレ
オシドを有するであろう。修飾及び／又はミメティック基(modifications and/or mimeti
c groups)の任意の組み合わせが、本明細書に記載するようなキメラ・オリゴマー化合物
を構成することができる。
【００４１】
　本明細書で用いる限り、“モチーフ”なる用語は、オリゴマー化合物中の修飾されない
及び修飾されたヌクレオチド又は結合のパターンを意味する。
【００４２】
　本明細書で用いる限り、“混合主鎖アンチセンス・オリゴヌクレオチド”なる用語は、
アンチセンス・オリゴヌクレオチドの少なくとも１つのヌクレオシド間結合が該アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドの少なくとも１つの他のヌクレオチド間結合と異なっているア
ンチセンス・オリゴヌクレオチドを意味する。
【００４３】
　本明細書で用いる限り、“標的タンパク質”なる用語は、それをモジュレートすること
が望ましいタンパク質を意味する。
【００４４】
　本明細書で用いる限り、“標的遺伝子”なる用語は、標的をコードする遺伝子を意味す
る。
【００４５】
　本明細書で用いる限り、“標的核酸”なる用語は、その量又は機能がアンチセンス化合
物によってモジュレートされることができる、任意の核酸分子を意味する。標的核酸は、
ＲＮＡ（非限定的に、ｐｒｅ－ｍＲＮＡとｍＲＮＡ又はこれらの部分を包含する）、この
ようなＲＮＡに由来するｃＤＮＡ、並びに例えばｍｉＲＮＡのような非翻訳ＲＮＡを包含
するが、これらに限定される訳ではない。例えば、ある一定の実施態様では、標的核酸は
、その発現が特定の障害若しくは疾病状態に関連する細胞遺伝子（又はこのような遺伝子
から転写されたｍＲＮＡ）、又は感染因子からの核酸分子であることができる。
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【００４６】
　本明細書で用いる限り、“標的領域(target region)”なる用語は、１つ以上のアンチ
センス化合物にハイブリダイズすることができ、このようなハイブリダイゼーションがア
ンチセンス活性を生じる標的核酸の部分を意味する。
【００４７】
　本明細書で用いる限り、“標的セグメント（target segment)”なる用語は、標的領域
のより短いサブ部分(sub-portions)を意味する。
【００４８】
　本明細書で用いる限り、“標的部位(target site)”なる用語は、アンチセンス化合物
とハイブリダイズして、アンチセンス活性を生じることができる、標的核酸の部分を意味
する。
【００４９】
　本明細書で用いる限り、“ターゲッティング(targeting)”又は“にターゲッティング
する(targeted to)”なる用語は、特定標的核酸分子又は標的核酸分子内の特定領域のヌ
クレオチドにアンチセンス化合物が結合することを意味する。
【００５０】
　本明細書で用いる限り、“設計する(designing)”又は“・・・ように設計する(design
ed to)”なる用語は、選択した標的核酸分子と特異的にハイブリダイズするオリゴマー化
合物を設計するプロセスを意味する。
【００５１】
　本明細書で用いる限り、“核酸塩基相補性(nucleobase complementarity)”なる用語は
、別の核酸塩基と塩基対を形成することができる核酸塩基を意味する。例えば、ＤＮＡに
おいて、アデニン（Ａ）はチミン（Ｔ）に相補的である。例えば、ＲＮＡにおいて、アデ
ニン（Ａ）はウラシル（Ｕ）に相補的である。ある一定の実施態様では、相補性核酸塩基
は、その標的核酸の核酸塩基と塩基対を形成することができる、アンチセンス化合物の核
酸塩基を意味する。例えば、アンチセンス化合物のある一定の位置における核酸塩基が標
的核酸のある一定の位置における核酸塩基と水素結合を形成することができる場合には、
該オリゴヌクレオチドと該標的核酸との間の水素結合の位置が、該核酸塩基対において相
補性であると見なされる。
【００５２】
　本明細書で用いる限り、“非相補性核酸塩基 (non- complementary nucleobase)”なる
用語は、相互と水素結合を形成しないか又は他の方法でもハイブリダイゼーションをサポ
ートしない核酸塩基対を意味する。
【００５３】
　本明細書で用いる限り、“相補性”なる用語は、オリゴマー化合物が別のオリゴマー化
合物又は核酸に、核酸塩基相補性によって、ハイブリダイズすることができることを意味
する。ある一定の実施態様では、アンチセンス化合物とその標的とは、各分子中の充分な
数の対応位置が、該アンチセンス化合物と該標的との間の安定な結合を可能にするように
相互に結合することができる核酸塩基によって占められている場合に、相互に相補性であ
る。オリゴマー化合物が結合に留まる可能性を排除することなく、ミスマッチが包含され
ることが起こりうることを、当業者は理解するであろう。それ故、本明細書には、ミスマ
ッチであるヌクレオチド（即ち、標的の対応するヌクレオチドに相補的な核酸塩基ではな
い）を約２０％まで含みうるアンチセンス化合物を記載する。アンチセンス化合物は、好
ましくは約１５％以下のミスマッチ塩基対、より好ましくは約１０％以下のミスマッチ塩
基対、最も好ましくは５％以下のミスマッチ塩基対を含有するか、若しくはミスマッチ塩
基対を全く含有しない。残りのヌクレオチドは、相補的な核酸塩基であるか又はさもなく
ば、ハイブリダイゼーションを妨害しない（例えば、万能塩基）。本明細書で提供する化
合物が、標的核酸に対して少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少
なくとも９５％、少なくとも９６％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、少なくとも
９９％又は１００％相補的な核酸塩基であることを、当業者は理解すると考えられる。
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【００５４】
　本明細書で用いる限り、“ハイブリダイゼーション”なる用語は、相補的なオリゴマー
化合物（例えば、アンチセンス化合物とその標的核酸）の対合(pairing)を意味する。特
定のメカニズムに限定されないが、対合の最も一般的なメカニズムは、相補的なヌクレオ
シド又はヌクレオチド塩基（核酸塩基）間のWatson-crick、Hoogsteen又は逆Hoogsteen水
素結合であることができる水素結合を包含する。例えば、天然塩基のアデニンは、水素結
合の形成によって対合する、天然核酸塩基のチミジン及びウラシルに対して相補的な核酸
塩基である。天然塩基のグアニンは、天然塩基のシトシン及び５－メチルシトシンに対し
て相補的な核酸塩基である。ハイブリダイゼーションは、種々な状況下で(under varying
 circumstances)起こりうる。
【００５５】
　本明細書で用いる限り、“特異的にハイブリダイズする”なる用語は、オリゴマー化合
物がある１つの核酸部位に、それが別の核酸部位にハイブリダイズするよりも、大きいア
フィニティでハイブリダイズすることができることを意味する。ある一定の実施態様では
、アンチセンス・オリゴヌクレオチドは、１つより多い標的部位(more than one target 
site)に特異的にハイブリダイズする。ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は、
ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件下で、その標的に特異的にハイブリダイ
ズする。
【００５６】
　本明細書で用いる限り、“ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件”又は“ス
トリンジェントな条件”なる用語は、その下でアンチセンス化合物がその標的配列にハイ
ブリダイズするが、その他の配列には最少数にハイブリダイズするにすぎないような条件
を意味する。ストリンジェントな条件は配列依存性であり、異なる状況下では異なるであ
ろう、そしてその下でアンチセンス化合物が標的配列にハイブリダイズする“ストリンジ
ェントな条件”は、該アンチセンス化合物の性質(nature)と組成、及び該アンチセンス化
合物を試験しているアッセイによって決定される。
【００５７】
　本明細書で用いる限り、“相補性％(percent complementary)”なる用語は、他のオリ
ゴマー化合物若しくは核酸の対応する核酸塩基と相補的な核酸塩基を有するオリゴマー化
合物の該核酸塩基数を、該オリゴマー化合物の全長（核酸塩基数）によって分割したもの
を意味する。
【００５８】
　本明細書で用いる限り、“相補性％の領域(region of percent complementary)”なる
用語は、他のオリゴマー化合物若しくは核酸の対応する核酸塩基と相補的な核酸塩基を有
するオリゴマー化合物の領域の該核酸塩基数を、該オリゴマー化合物の全長（核酸塩基数
）によって分割したものを意味する。
【００５９】
　本明細書で用いる限り、“モジュレーション(modulation)”なる用語は、モジュレーシ
ョンを行なう前の機能若しくは活性のレベルに比較した、機能若しくは活性の変動(pertu
rbation)を意味する。例えば、モジュレーションは、遺伝子発現の増加(刺激若しくは誘
導)又は減少（阻害若しくは低減(reduction)）のいずれにしろ、変化を包含する。さらな
る例として、発現のモジュレーションは、ｐｒｅ－ｍＲＮＡプロセシングのスプライス部
位選択の変動を包含しうる。
【００６０】
　本明細書で用いる限り、“発現”なる用語は、遺伝子コード化情報が、細胞内に存在し
て、作用する構造に変換する機能及び工程の全てを意味する。このような構造は、非限定
的に、転写及び翻訳の生成物を包含する。
【００６１】
　本明細書で用いる限り、“変異体”なる用語は、ＤＮＡの同じゲノム領域から産生され
うる選択的ＲＮＡ転写体(alternative RNA transcript)を意味する。変異体は、同一ゲノ
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ムＤＮＡから産生された他の転写体とはそれらの開始位置又は終結位置のいずれかで異な
り、イントロン配列とエキソン配列の両方を含有する、同一ゲノムＤＮＡから産生される
転写体である“ｐｒｅ－ｍＲＮＡ変異体”を非限定的に包含する。変異体は、さらに、選
択的スプライス連結(alternate splice junctions)又は選択的開始コドンと終止コドンを
有する変異体を非限定的にに包含する。
【００６２】
　本明細書で用いる限り、“２’-修飾”又は“２’－置換”なる用語は、２’－位置に
Ｈ及びＯＨ以外の置換基を含む糖を意味する。２’－修飾モノマーは、例えばアリル、ア
ミノ、アジド、チオ、Ｏ－アリル、Ｏ－Ｃ１－Ｃ１０アルキル、－ＯＣＦ３、Ｏ－（ＣＨ

２）２－Ｏ－ＣＨ３、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＳＣＨ３、Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－Ｎ（Ｒｍ

）（Ｒｎ）、又はＯ－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）（この場合、各ＲｍとＲ

ｎは独立的にＨ又は置換若しくは非置換Ｃ１－Ｃ１０アルキルである）のような２’－置
換基を有する、ＢＮＡ’ｓ及びモノマー類（例えば、ヌクレオシド及びヌクレオチド）を
非限定的に包含する。
【００６３】
　本明細書で用いる限り、“ＭＯＥ”なる用語は、２’－Ｏ－メトキシエチル置換基を意
味する。
【００６４】
　本明細書で用いる限り、“ギャップマー”なる用語は、中心領域（“ギャップ”）と該
中心領域のいずれかの側の領域（“ウイング”）を含み、該ギャップが各ウイングに比べ
て少なくとも１つの異なる修飾(at least one modification difference)を含むキメラ・
オリゴマー化合物を意味する。このような修飾は、核酸塩基、モノマー結合及び糖修飾、
並びに修飾の不在（非修飾ＲＮＡ又は非修飾ＤＮＡ）を包含する。したがって、ある一定
の実施態様では、ウイングの各々における該ヌクレオチド結合は、該ギャップにおけるヌ
クレオチド結合とは異なる。ある一定の実施態様では、各ウイングは、高アフィニティ修
飾を有するヌクレオチドを含み、該ギャップは、このような修飾を含まないヌクレオチド
を含む。ある一定の実施態様では、該ギャップ中のヌクレオチドと該ウイング中のヌクレ
オチドとは全て、高アフィニティ修飾を含むが、該ギャップにおける高アフィニティ修飾
は、該ウイングの各々における高アフィニティ修飾とは異なるものである。ある一定の実
施態様では、該ウイングにおける修飾は、相互に同じものである。ある一定の実施態様で
は、該ウイングにおける修飾は、相互に異なる。ある一定の実施態様では、該ギャップに
おけるヌクレオチドは修飾されていず、該ウイングにおけるヌクレオチドは修飾されてい
る。ある一定の実施態様では、各ウイング内の修飾（単数又は複数）は同じである。ある
一定の実施態様では、１つのウイングにおける修飾（単数又は複数）は、他方のウイング
における修飾（単数又は複数）とは異なる。
【００６５】
　本明細書で用いる限り、“短アンチセンス化合物”又は“ショートマー・オリゴヌクレ
オチド”なる用語は、独立的に１～４個の高アフィニティ修飾ヌクレオチド長さであるウ
イング領域を伴う、６～１２ヌクレオチド長さのデオキシ・ギャップを有する、１０、１
１、１２、１３又は１４ヌクレオチド長さのギャップマー・アンチセンス化合物若しくは
アンチセンス・オリゴヌクレオチドを意味する。典型的なウイング－デオキシ・ギャップ
－ウイング立体配置は、４－６－４、３－６－３、２－６－２、４－７－４、３－７－３
、２－７－２、４－８－４、３－８－３、２－８－２、１－８－１、２－９－２、１－９
－１、２－１０－２、１－１０－１、１－１２－１等である。
【００６６】
　本明細書で用いる限り、“ギャップ拡大アンチセンス・オリゴヌクレオチド”とは、独
立的に、１～８個の高アフィニティ修飾ヌクレオチド長さであるウイング領域を伴う、１
０ヌクレオチド長さより大きいデオキシ・ギャップ領域を有するキメラ・アンチセンス・
オリゴヌクレオチドを意味する。好ましい実施態様では、該ギャップ拡大アンチセンス・
オリゴヌクレオチドは、例えば、下記：
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【００６７】
【化１】

【００６８】
から選択された、種々なウイング－ギャップ－ウイング・モチーフを有することができる
、１８～２４ヌクレオチド長さである。特定の実施態様では、本発明の該ギャップ拡大ア
ンチセンス・オリゴヌクレオチドは、２－１６－２、３－１４－３又は４－１２－４ウイ
ング－ギャップ－ウイング・モチーフを有する。
【００６９】
　本明細書で用いる限り、“高アフィニティ修飾ヌクレオチド”なる用語は、標的核酸に
対する、修飾ヌクレオチドを含むアンチセンス化合物のアフィニティを修飾が高めるよう
に、少なくとも１つの修飾された核酸塩基、ヌクレオシド間結合又は糖部分を有するヌク
レオチドを意味する。高アフィニティ修飾は、非限定的に、ＢＮＡｓ、ＬＮＡｓ及び２’
－ＭＯＥを包含する。
【００７０】
　本明細書で用いる限り、“ミメティック(mimetic)”なる用語は、糖、核酸塩基及び／
又はヌクレオシド間結合の代わりに用いられる基(groups that are substituted for a s
ugar, a nucleobase, and/or internucleoside linkage)を意味する。一般に、ミメティ
ックは、糖又は糖－ヌクレオシド間結合組み合わせの代わりに用いられ、該核酸塩基は、
選択された標的へのハイブリダイゼーションのために維持される。糖ミメティック(sugar
 mimetic)の代表的な例は、非限定的に、シクロヘキセニル又はモルホリノを包含する。
糖－ヌクレオシド間結合組み合わせの代わりに用いられるミメティックの代表的な例は、
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非限定的に、無電荷アキラル結合(uncharged achiral linkage)によって連結された、ペ
プチド核酸（ＰＮＡ）とモルホリノ基を包含する。場合によっては、核酸塩基の代わりに
ミメティックが用いられる。代表的な核酸塩基ミメティックは、当該技術分野で周知であ
り、非限定的に、三環式フェノキサジン類似体及び万能塩基（本明細書に援用されるBerg
er et al., Nuc Acid. Res. 2000, 28:2911-14）を包含する。糖、ヌクレオシド及び核酸
塩基のミメティックの合成方法は、当業者に周知である。
【００７１】
　本明細書で用いる限り、“二環式ヌクレオシド”又は“ＢＮＡ”なる用語は、ヌクレオ
シドのフラノース部分が、該フラノース環上の２原子を連結して、それによって二環式環
系を形成する架橋を包含しているヌクレオシドを意味する。ＢＮＡは、非限定的に、α－
Ｌ－ＬＮＡ、β－Ｄ－ＬＮＡ、ＥＮＡ、オキシアミノＢＮＡ(２’-Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－Ｃ
Ｈ２－４’)及びアミノオキシＢＮＡ（２’-Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－Ｏ－ＣＨ２－４’)を包
含する。
【００７２】
　本明細書で用いる限り、“４’～２’二環式ヌクレオシド”なる用語は、フラノース環
の２原子を連結する架橋が、該フラノース環の４’炭素原子と２’炭素原子との橋渡をし
て、それによって二環式環系を形成しているＢＮＡを意味する。
【００７３】
　ＢＮＡの代表的な構造は、非限定的に、下記：
【００７４】
【化２】

【００７５】
を包含する。
【００７６】
　本明細書で用いる限り、“ロック核酸(locked nucleic acid)”若しくは“ＬＮＡ”は
、リボシル糖環の２’－ヒドロキシル基がメチレン基を介して該糖環の４’炭素原子に連
結し、それによって２’－Ｃ，４’-Ｃ－オキシメチレン結合を形成するように修飾され
たヌクレオチドを意味する。ＬＮＡｓは、非限定的に、α－Ｌ－ＬＮＡとβ－Ｄ－ＬＮＡ
を包含する。
【００７７】
　本明細書で用いる限り、“プロドラッグ”なる用語は、身体若しくはその細胞内で、内
因性酵素又はその他の化学物質及び／又は状態(conditions)の作用で活性形（即ち、薬物
）に転化される不活性形で製造される治療薬を意味する。
【００７８】
　本明細書で用いる限り、“製薬的に受容される塩”なる用語は、活性化合物の好ましい
生物学的活性を保持し、その不利な毒物学的効果を与えない、該活性化合物の塩を意味す
る。
【００７９】
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　本明細書で用いる限り、“キャップ構造”又は“末端キャップ部分”なる用語は、アン
チセンス化合物のいずれかの末端に取り込まれている化学的修飾を意味する。
【００８０】
　本明細書で用いる限り、“予防”なる用語は、状態又は疾患の発現若しくは発生を数時
間～数日間、好ましくは数週間～数ヶ月の期間にわたって遅延させる又は食い止めること
を意味する。
【００８１】
　本明細書で用いる限り、“回復(amelioration)”なる用語は、状態又は疾患の重症度の
少なくとも１つの指標の軽減(lessening)を意味する。指標の重症度は、当業者に知られ
ている主観的又は客観的手段によって測定することができる。
【００８２】
　本明細書で用いる限り、“治療(treatment)”なる用語は、疾患又は状態を変化させる
若しくは改善させるために、本発明の組成物を投与することを意味する。予防、回復及び
／又は治療は、疾患又は状態の経過を変化させるために、一定の間隔で又は該疾患若しく
は状態の発現前に、多数回投与量の投与を必要とする可能性がある。さらに、状態若しく
は疾患のそれぞれ、予防、回復及び治療のために単一個体に、単一薬剤を連続的に又は同
時に用いることができる。
【００８３】
　本明細書で用いる限り、“薬剤(pharmaceutical agent)”なる用語は、対象に投与した
ときに、治療利益を与える物質を意味する。
【００８４】
　本明細書で用いる限り、“治療有効量(therapeutically effective amount)”なる用語
は、動物に治療利益を与える、薬剤の量を意味する。
【００８５】
　本明細書で用いる限り、“投与する(administering)”なる用語は、動物に薬剤を与え
ることを意味し、非限定的に、医学専門家による投与又は自己投与(self-administering)
を包含する。
【００８６】
　本明細書で用いる限り、“医薬組成物(pharmaceutical composition)”なる用語は、個
人に投与するために適した、物質の混合物を意味する。例えば、医薬組成物は、アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチド及び無菌水溶液を含みうる。
【００８７】
　本明細書で用いる限り、“動物”なる用語は、ヒト又は、非限定的にマウス、ラット、
ウサギ、イヌ、ネコ、ブタ及び非ヒト霊長類（非限定的に、サル及びチンパンジーを包含
する）を含めた非ヒト動物を意味する。
【００８８】
　本明細書で用いる限り、“非経口投与”なる用語は、注射又は注入(infusion)による投
与を意味する。非経口投与は、非限定的に、皮下投与、静脈内投与、又は筋肉内投与を包
含する。
【００８９】
　本明細書で用いる限り、“皮下投与”なる用語は、皮膚直下への投与を意味する。“静
脈内投与”は、静脈内への投与を意味する。
【００９０】
　本明細書で用いる限り、“投与量(dose)”なる用語は、単回投与で与えられる、薬剤の
特定量を意味する。ある一定の実施態様では、投与量は、２つ以上のボラス、錠剤又は注
射剤で投与することができる。例えば、皮下投与が望ましい、ある一定の実施態様では、
望ましい投与量が、単回注射では容易に対応されない量を必要とする。このような実施態
様では、望ましい投与量に達するために、２つ以上の注射剤を用いることができる。ある
一定の実施態様では、個体における注射副作用を最小にするために、２つ以上の注射剤で
投与量を投与することができる。
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【００９１】
　本明細書で用いる限り、“投与単位(dosage unit)”なる用語は、薬剤が提供される形
態を意味する。ある一定の実施態様では、投与単位は、凍結乾燥アンチセンス・オリゴヌ
クレオチドを含むバイアルである。ある一定の実施態様では、投与単位は、再構成アンチ
センス・オリゴヌクレオチドを含むバイアルである。
【００９２】
　本明細書で用いる限り、“有効医薬成分(active pharmaceutical ingredient)”なる用
語は、所望の効果を発揮する、医薬組成物中の物質を意味する。
【００９３】
　本明細書で用いる限り、“副作用(side effects)”なる用語は、治療に起因する、所望
の効果以外の生理的反応を意味する。ある一定の実施態様では、副作用は、非限定的に、
注射部位反応、肝機能検査異常、腎機能異常、肝毒性、腎毒性、中枢神経系異常、及びミ
オパシーを包含する。例えば、血清中のアミノトランスフェラーゼ・レベル上昇は、肝毒
性又は肝機能異常を示唆する可能性がある。例えば、ビリルビン上昇は肝毒性又は肝機能
異常を示唆する可能性がある。
【００９４】
　本明細書で用いる限り、“治療指数”なる用語は、毒性の何らかの尺度によって割った
活性若しくは効力の何らかの尺度(some measure of activity or potency divided by so
me measure of toxicity)を意味する。
【００９５】
　本明細書で用いる限り、“アルキル”なる用語は、２４個までの炭素原子を含有する飽
和直鎖若しくは分枝鎖炭化水素ラジカルを意味する。アルキル基の例は、非限定的に、メ
チル、エチル、プロピル、ブチル、イソプロピル、ｎ－ヘキシル、オクチル、デシル、ド
デシル等を包含する。アルキル基は、典型的に１～約２４個の炭素原子、より典型的には
１～約１２個の炭素原子（Ｃ１－Ｃ１２アルキル）を含み、より好ましくは１～約６個の
炭素原子を含む。本明細書で用いる“低級アルキル”なる用語は、１～約６個の炭素原子
を包含する。本明細書で用いるアルキル基は、場合によっては(optionally)、１個以上の
さらなる置換基を包含することができる。
【００９６】
　本明細書で用いる限り、“アルケニル”なる用語は、２４個までの炭素原子を含有し、
少なくとも１つの炭素－炭素二重結合を有する直鎖若しくは分枝鎖炭化水素ラジカルを意
味する。アルケニル基の例は、非限定的に、エテニル、プロペニル、ブテニル、１－メチ
ル－２－ブテン－１－イル、ジエン（例えば、１，３－ブタジエン）等を包含する。アル
ケニル基は、典型的に２～約２４個の炭素原子、より典型的には２～約１２個の炭素原子
を含み、より好ましくは２～約６個の炭素原子を含む。本明細書で用いるアルケニル基は
、場合によっては、１個以上のさらなる置換基を包含することができる。
【００９７】
　本明細書で用いる限り、“アルキニル”なる用語は、２４個までの炭素原子を含有し、
少なくとも１つの炭素－炭素三重結合を有する直鎖若しくは分枝鎖炭化水素ラジカルを意
味する。アルキニル基の例は、非限定的に、エチニル、１－プロピニル、１－ブチニル等
を包含する。アルキニル基は、典型的に２～約２４個の炭素原子、より典型的には２～約
１２個の炭素原子を含み、より好ましくは２～約６個の炭素原子を含む。本明細書で用い
るアルキニル基は、場合によっては、１個以上のさらなる置換基を包含することができる
。
【００９８】
　本明細書で用いる限り、本明細書で用いる“アミノアルキル”なる用語は、アミノ置換
アルキル・ラジカルを意味する。この用語は、任意の位置にアミノ置換基を有するＣ１－
Ｃ１２アルキル基を包含する意味であり、この場合、該アルキル基は該アミノアルキル基
を親分子に取り付ける。アミノアルキル基のアルキル及び／又はアミノ部分は、置換基に
よってさらに置換されることができる。
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【００９９】
　本明細書で用いる限り、“脂肪族”なる用語は、２４個までの炭素原子を含有し、任意
の２個の炭素原子間の飽和状態(saturation between any two carbons)が単結合、二重結
合又は三重結合である、直鎖若しくは分枝鎖炭化水素ラジカルを意味する。脂肪族基は、
好ましくは１～約２４個の炭素原子、より典型的には１～約１２個の炭素原子を含み、よ
り好ましくは１～約６個の炭素原子を含む。脂肪族基の直鎖若しくは分枝鎖は、窒素、酸
素、硫黄及びリンを包含する、１つ以上のヘテロ原子によって中断されることができる。
ヘテロ原子によって中断される、このような脂肪族基は、ポリアルコキシ、例えばポリア
ルキレングリコール、ポリアミン、及びポリイミンを非限定的に包含する。本明細書で用
いる脂肪族基は、場合によっては、さらなる置換基を含むことができる。
【０１００】
　本明細書で用いる限り、“脂環式”又は“アリサイクリル(alicyclyl)”なる用語は、
環が脂肪族である環状環系(cyclic ring system)を意味する。該環系は、少なくとも１つ
の環が脂肪族である、１つ以上の環を含みうる。好ましい脂環式化合物(alicyclics)は、
該環中に約５～約９個の炭素原子を有する環を包含する。本明細書で用いる脂環式化合物
は、場合によっては、さらなる置換基を含むことができる。
【０１０１】
　本明細書で用いる限り、“アルコキシ”なる用語は、アルキル基と酸素原子間に形成さ
れ、酸素原子がアルコキシ基を親分子に取り付けるために用いられるラジカルを意味する
。アルコキシ基の例は、非限定的に、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ
、ｎ－ブトキシ、ｓｅｃ－ブトキシ、ｔｅｒｔ－ブトキシ、ｎ－ペントキシ、ネオペント
キシ、ｎ－ヘキソキシ等を包含する。本明細書で用いるアルコキシ基は、場合によっては
、さらなる置換基を含むことができる。
【０１０２】
　本明細書で用いる限り、本明細書で用いる“ハロ”及び“ハロゲン”なる用語は、フッ
素、塩素、臭素及びヨウ素から選択される原子を意味する。
【０１０３】
　本明細書で用いる限り、“アリール”及び“芳香族”なる用語は、１つ以上の芳香環を
有する単環式若しくは多環式炭素環系ラジカルを意味する。アリール基の例は、非限定的
に、フェニル、ナフチル、テトラヒドロナフチル、インダニル、イデニル等を包含する。
好ましいアリール環系は１つ以上の環に約５～約２０個の炭素原子を有する。本明細書で
用いるアリール基は、場合によっては、さらなる置換基を含むことができる。
【０１０４】
　本明細書で用いる限り、“アラルキル”及び“アリールアルキル”なる用語は、アルキ
ル基とアリール基間に形成され、アルキル基がアラルキル基を親分子に取り付けるために
用いられるラジカルを意味する。例は、非限定的に、ベンジル、フェネチル等を包含する
。本明細書で用いるアラルキル基は、場合によっては、該ラジカル基を形成する該アルキ
ル、該アリール又は両方の基に取り付けられる、さらなる置換基を含むことができる。
【０１０５】
　本明細書で用いる限り、“複素環式ラジカル”なる用語は、少なくとも１つのヘテロ原
子を含み、不飽和、部分的飽和又は完全飽和である単環式若しくは多環式炭素環系ラジカ
ルを意味し、したがって、ヘテロアリール基を包含する。複素環式はさらに、縮合環の１
つ以上の環が少なくとも１つのヘテロ原子を含み、残りの環は１つ以上のヘテロ原子を含
有することも、場合によってはヘテロ原子を含有しないこともありうる縮合環系を包含す
る意味である。複素環式基は、典型的に、硫黄、窒素又は酸素から選択された、少なくと
も１つの原子を含む。複素環式基の例は、［１，３］ジオキソラン、ピロリジニル、ピラ
ゾリニル、ピラゾリジニル、イミダゾリニル、イミダゾリジニル、ピペリジニル、ピペラ
ジニル、オキサゾリジニル、イソオキサゾリジニル、モルホリニル、チアゾリジニル、イ
ソチアゾリジニル、キノキサリニル、ピリダジノニル、テトラヒドロフリル等を包含する
。本明細書で用いる複素環式基は、場合によっては、さらなる置換基を含むことができる
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。
【０１０６】
　本明細書で用いる限り、“ヘテロアリール”及び“ヘテロ芳香族”なる用語は、環の少
なくとも１つが芳香族であり、１つ以上のヘテロ原子を含む、単環式又は多環式の芳香環
、環系又は縮合環系を含むラジカルを意味する。ヘテロアリールはさらに、縮合環の１つ
以上がヘテロ原子を含有しない系を含めた縮合環系を包含する意味である。ヘテロアリー
ル基は、典型的に、硫黄、窒素又は酸素から選択された１つの環原子を含む。ヘテロアリ
ール基の例は、非限定的に、ピリジニル、ピラジニル、ピリミジニル、ピロリル、ピラゾ
リル、イミダゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアジアゾリル、
オキサジアゾリル、チオフェニル、フラニル、キノリニル、イソキノリニル、ベンズイミ
ダゾリル、ベンゾオキサゾリル、キノオキサリニル等を包含する。ヘテロアリール・ラジ
カルは、直接又は連結部分（例えば、脂肪族基若しくはヘテロ原子）を介して親分子に取
り付けられることができる。本明細書で用いるヘテロアリール基は、場合によっては、さ
らなる置換基を含むことができる。
【０１０７】
　本明細書で用いる限り、“ヘテロアリールアルキル”なる用語は、ヘテロアリールアル
キル基を親分子に取り付けることができるアルキル・ラジカル有する、前記で定義したと
おりのヘテロアリール基を意味する。例は、非限定的に、ピリジニルメチル、ピリミジニ
ルエチル、ナフチリジニルプロピル等を包含する。本明細書で用いるヘテロアリールアル
キル基は、場合によっては、ヘテロアリール部分又はアルキル部分の１つ又は両方にさら
なる置換基を含むことができる。
【０１０８】
　本明細書で用いる限り、“単環式又は多環式構造”なる用語は、単環である、又は縮合
している若しくは連結している環を有する多環式である、全ての環系を包含し、脂肪族、
脂環式、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、アリールアルキル、複素環式、ヘテロ
アリール、ヘテロ芳香族、ヘテロアリールアルキルから個別に選択された、単環系及び混
合環系を包含する意味である。このような単環式及び多環式構造は、均一である(uiform)
か、又は完全飽和、部分的飽和若しくは完全不飽和を含めた、種々な飽和度を有する環を
含有することができる。各環は、Ｃ、Ｎ、Ｏ及びＳから選択された環原子を含み、例えば
、１つの環が炭素環原子のみを有し、縮合環が２個の窒素原子を有するベンズイミダゾー
ルのような混合モチーフで存在しうる、複素環並びにＣ環原子のみを含む環を形成するこ
とができる。該単環式又は多環式構造は、例えば、環の１つに取り付けられた２個の＝Ｏ
基を有するフタルイミドのような置換基によってさらに置換されることができる。別の態
様では、単環式又は多環式構造は、環原子によって直接、置換基を介して又は二官能性連
結部分を介して親分子に取り付けられることができる。
【０１０９】
　本明細書で用いる限り、本明細書で用いる“アシル”なる用語は、有機酸からヒドロキ
シル基の除去によって形成されるラジカルを意味し、一般式－Ｃ（Ｏ）－Ｘ［式中、Ｘは
典型的に脂肪族、脂環式又は芳香族である］を有する。例は、脂肪族カルボニル、芳香族
カルボニル、脂肪族スルホニル、芳香族スルフィニル、脂肪族スルフィニル、芳香族ホス
フェート、脂肪族ホスフェート等を包含する。本明細書で用いるアシル基は、場合によっ
ては、さらなる置換基を含むことができる。
【０１１０】
　本明細書で用いる限り、“ヒドロカルビル(hydrocarbyl)”なる用語は、Ｃ、Ｏ及びＨ
を含む基を包含する。任意の飽和度を有する、直鎖基、分枝鎖基及び環状基が包含される
。このようなヒドロカルビル基は、Ｎ、Ｏ及びＳから選択された、１つ以上のヘテロ原子
を含むことができ、さらに、１つ以上の置換基によって単置換又は多重置換される(poly 
substituted)ことができる。
【０１１１】
　本明細書で用いる限り、“置換基(substituent and substituent group)”なる用語は
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、所望の性質を強化するために又は所望の効果を与えるために、他の基又は親化合物に典
型的に加えられる基を包含する。置換基は保護されることも、保護されないことも可能で
あり、親化合物中の１つの利用可能なサイトに又は多くの利用可能なサイトに加えられる
ことができる。置換基は他の置換基によってさらに置換されることができ、親化合物に直
接又は例えばアルキル基若しくはヒドロカルビル基のような連結基を介して取り付けられ
ることができる。このような基は、非限定的に、ハロゲン、ヒドロキシル、アルキル、ア
ルケニル、アルキニル、アシル（－Ｃ（Ｏ）Ｒａａ）、カルボキシル（－Ｃ（Ｏ）Ｏ－Ｒ

ａａ）、脂肪族基、脂環式基、アルコキシ、置換オキソ（－Ｏ－Ｒａａ）、アリール、ア
ラルキル、複素環式基、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アミノ（－ＮＲｂｂ

Ｒｃｃ）、イミノ（＝ＮＲｂｂ）、アミド（－Ｃ（Ｏ）ＮＲｂｂＲｃｃ又は－Ｎ（Ｒｂｂ

）Ｃ（Ｏ）Ｒａａ）、アジド（－Ｎ３）、ニトロ（－ＮＯ２）、シアノ（－ＣＮ）、カル
バミド（－ＯＣ（Ｏ）ＮＲｂｂＲｃｃ又は－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｃ（Ｏ）ＯＲａａ）、ウレイド
（－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｃ（Ｏ）ＮＲｂｂＲｃｃ）、チオウレイド（－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｃ（Ｓ）Ｎ
ＲｂｂＲｃｃ）、グアニジニル（－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｃ（＝ＮＲｂｂ）ＮＲｂｂＲｃｃ）、ア
ミジニル（－Ｃ（＝ＮＲｂｂ）ＮＲｂｂＲｃｃ又は－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｃ（ＮＲｂｂ）Ｒａａ

）、チオール（－ＳＲｂｂ）、スルフィニル（－Ｓ（Ｏ）Ｒｂｂ）、スルホニル（－Ｓ（
Ｏ）２Ｒｂｂ）、スルホンアミジル（－Ｓ（Ｏ）２ＮＲｂｂＲｃｃ又は－Ｎ（Ｒｂｂ）Ｓ
（Ｏ）２Ｒｂｂ）及びコンジュゲート基を包含する。この場合、各Ｒａａ、Ｒｂｂ及びＲ

ｃｃは、独立的に、Ｈ、任意に連結した化学官能基、又はさらなる置換基であり、好まし
いリストは、非限定的に、Ｈ、アルキル、アルケニル、アルキニル、脂肪族基、アルコキ
シ、アシル、アリール、アラルキル、ヘテロアリール、脂環式基、複素環式基及びヘテロ
アリールアルキルを包含する。
【０１１２】
　概要
　ある一定の実施態様では、化学修飾は、アンチセンス化合物の効力及び／又は有効性を
改良して、経口デリバリーの可能性を改良し、並びに皮下投与を容易にし、副作用の可能
性を低減し、患者の便宜性(patient convenience)の改良をもたらす。ある一定のこのよ
うな実施態様では、アンチセンス化合物の効力を高める化学修飾は、低量の投与を可能に
し、投与量の減少は毒性の可能性を低減し、同時に治療法の総費用を低減する。ある一定
の実施態様では、分解への耐性を高める修飾は、身体からのクリアランスを緩慢にして、
このことは、ある一定の実施態様では、投与回数の減少を可能にする。
【０１１３】
　ある一定の実施態様では、ある一定の化学修飾又はモチーフを含むオリゴマー化合物は
、異なる修飾又はモチーフを含む他のオリゴマー化合物よりも低毒性である。ある一定の
実施態様では、このようなオリゴマー化合物の投与は、肝毒性の低下を生じる。オリゴヌ
クレオチドに化学修飾を含めて、それらの活性を変化させることが、しばしば、好ましい
。化学修飾は、例えば、アンチセンス・オリゴヌクレオチドのその標的ＲＮＡに対するア
フィニティを高める、ヌクレアーゼ耐性を高める及び／又は該オリゴヌクレオチドの薬物
動態を変えることによって、オリゴヌクレオチド活性を変化させることができる。オリゴ
ヌクレオチドのその標的に対するアフィニティを高める化学の利用は、より短いオリゴヌ
クレオチド化合物の使用を可能にすることができる。ある一定の実施態様では、本発明は
、in vivo投与のために好ましい特性を有するオリゴマー化合物を提供する。
【０１１４】
　in vivo活性が高く、肝毒性の危険性が低い、より高い効力のアンチセンス化合物の必
要性に対処するために、本発明のある一定のギャップマー・アンチセンス化合物が今まで
に設計されている。本発明のある一定のギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチ
ドは、デオキシ・ギャップ領域、該デオキシ・ギャップの５’末端に位置する５’ウイン
グ領域、及び該デオキシ・ギャップの３’末端に位置する３’ウイング領域を含む、この
場合、該ウイング領域の少なくとも一方の、少なくとも１つのヌクレオシドは４’－２’
二環式ヌクレオシドであり、残りのウイング・ヌクレオシドの少なくとも１つは非二環式
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高アフィニティ修飾ヌクレオチドである。高アフィニティ修飾ヌクレオチドは、非限定的
に、ＢＮＡ修飾、ＬＮＡ修飾又は２’－ＭＯＥ修飾を有するヌクレオチドを包含する。非
二環式高アフィニティ修飾ヌクレオチドは、非限定的に、２’－修飾ヌクレオチドを包含
する。ある一定のこのようなギャップマー・アンチセンス化合物は、場合によっては、コ
ンジュゲート基をさらに含むことができる。本発明のある一定のギャップマー・アンチセ
ンス化合物は、ショートマー(shortmers)及び／又はギャップ拡大(gap-widened)アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドである。
【０１１５】
　ある一定の化合物
　ある一定の実施態様では、本発明は、オリゴヌクレオチドを含むオリゴマー化合物を提
供する。ある一定のオリゴヌクレオチドは８～３０個の連結したヌクレオシドを含む。あ
る一定の実施態様では、該オリゴマー化合物は、修飾ヌクレオシド、修飾ヌクレオシド間
結合(modified internucleoside linkages)及び／又はコンジュゲート基を含む。
【０１１６】
　本明細書で述べる化合物は１つ以上の不斉中心を含有する、したがって、エナンチオマ
ー、ジアステレオマー、及びその他の立体異性体の立体配置を生じ、これらは、アミノ酸
等に関するように、（Ｒ）若しくは（Ｓ）、α若しくはβとして又は（Ｄ）若しくは（Ｌ
）として、絶対立体化学に関連して定義することができる。本明細書で提供するアンチセ
ンス化合物には、このような可能な異性体並びにそれらのラセミ体及び光学的純粋形の全
てが包含される。
【０１１７】
　ある一定のヌクレオシド
　ある一定の実施態様では、本発明は、連結したヌクレオシドを含むオリゴマー化合物を
提供する。ある一定の実施態様では、該ヌクレオシドの一部又は全ては修飾ヌクレオシド
である。ある一定の実施態様では、１つ以上のヌクレオシドは修飾核酸塩基を含む。ある
一定の実施態様では、１つ以上のヌクレオシドは修飾糖を含む。
【０１１８】
　一般に、核酸塩基は、別の核酸の塩基に水素結合することができる、１つ以上の原子若
しくは原子群(groups of atoms)を含有する任意の基である。例えば、プリン核酸塩基ア
デニン（Ａ）とグアニン（Ｇ）、及びピリミジン核酸塩基チミン（Ｔ）とシトシン（Ｃ）
とウラシル（Ｕ）のような、“非修飾”若しくは“天然”核酸塩基の他に、当業者に知ら
れた、多くの修飾核酸塩基又は核酸塩基ミメティック(nucleobase mimetics)が、本明細
書に述べる化合物に適合する(amenable with the compounds described herein)。修飾核
酸塩基と核酸塩基ミメティックなる用語は重複しうるが、一般には、修飾核酸塩基は、例
えば、７－デアザプリン、５－メチルシトシン又はＧ－クランプのような、親核酸塩基に
構造がかなり類似する核酸塩基を意味し、他方では、核酸塩基ミメティックは、例えば三
環式フェノキサジン核酸塩基ミメティックのような、より複雑な構造を包含すると考えら
れる。上記修飾核酸塩基の製造方法は、当業者に周知である。
【０１１９】
　ある一定の実施態様では、本明細書で提供するオリゴマー化合物は、修飾糖部分を有す
る、１つ以上のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、天然ヌクレオシドのフラ
ノシル糖環は、置換基の付加、２つの非ジェミナル環原子(non-geminal ring atoms)の架
橋による二環式核酸（ＢＮＡ）の形成、４-位置の環酸素に代わる例えば－Ｓ－、－Ｎ（
Ｒ）－又は－Ｃ（Ｒ１）（Ｒ２）のような原子若しくは基の置換を包含する、幾つかの方
法で修飾されることができる。修飾糖部分は周知であり、アンチセンス化合物のその標的
へのアフィニティを変える（通常は、高める）ために及び／又はヌクレアーゼ耐性を高め
るために用いることができる。修飾糖の代表的なリストは、非限定的に、非二環式置換糖
、特に、２’－Ｆ、２’-ＯＣＨ３若しくは２’－Ｏ（ＣＨ２）２－ＯＣＨ３置換基を有
する非二環式２’-置換糖、及び４’－チオ修飾糖を包含する。糖は、特に糖ミメティッ
ク基によって取り替えることもできる。修飾糖の製造方法は、当業者に周知である。この
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ような修飾糖の製造を教示する、幾つかの代表的な特許及び刊行物は、非限定的に、米国
特許：4,981,957; 5,118,800; 5,319,080; 5,359,044; 5,393,878; 5,446,137; 5,466,78
6; 5,514,785; 5,519,134; 5,567,811; 5,576,427; 5,591,722; 5,597,909; 5,610,300; 
5,627,053; 5,639,873; 5,646,265; 5,658,873; 5,670,633; 5,792,747; 5,700,920;及び
 6,600,032; 並びにWO 2005/121371を包含する。
【０１２０】
　ある一定の実施態様では、ヌクレオシドは、ＬＮＡ（４’－（ＣＨ２）－Ｏ－２’架橋
）、２’－チオ－ＬＮＡ（４’－（ＣＨ２）－Ｓ－２’架橋）、２’－アミノ－ＬＮＡ（
４’－（ＣＨ２）－ＮＲ－２’架橋）、ＥＮＡ（４’－（ＣＨ２）２－Ｏ－２’架橋）、
４’－（ＣＨ２）３－２’架橋ＢＮＡ、４’－（ＣＨ２ＣＨ(ＣＨ３)）－２’架橋ＢＮＡ
、ｃＥｔ（４’－（ＣＨ(ＣＨ３)）－Ｏ－２’架橋）、及びｃＭＯＥ・ＢＮＡｓ（４’－
（ＣＨ(ＣＨ２ＯＣＨ３)－Ｏ－２’架橋）を包含する、二環式修飾糖（ＢＮＡ’ｓ）を含
む。ある一定のこのようなＢＮＡ’ｓは製造されており、特許文献並びに科学文献に開示
されている（例えば、Srivastava, et al. J. Am. Chem. Soc. 2007, ACS Advanced onli
ne publication, 10.1021/ja071106y, Albaek et al. J. Org. Chem., 2006, 71, 7731 -
7740, Fluiter, et al. Chembiochem 2005, 6, 1104-1109, Singh et al., Chem. Commun
., 1998, 4, 455-456; Koshkin et al., Tetrahedron, 1998, 54, 3607-3630; Wahlested
t et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2000, 97, 5633-5638; Kumar et al., Bi
oorg. Med. Chem. Lett., 1998, 8, 2219-2222; WO 94/14226; WO 2005/021570; Singh e
t al., J. Org. Chem., 1998, 63, 10035-10039, WO 2007/090071を参照のこと）。ＢＮ
Ａｓを開示する、発行された米国特許及び公開出願は、例えば、米国特許Nos: 7,053,207
; 6,268,490; 6,770,748; 6,794,499; 7,034,133;及び6,525,191; 並びに米国付与前公開
 Nos：2004- 0171570; 2004-0219565; 2004-0014959; 2003-0207841; 2004-0143114; 及
び 20030082807を包含する。
【０１２１】
　リボシル糖環の２’－ヒドロキシル基が該糖環の４’炭素原子に連結して、それによっ
て２’－Ｃ，４’－Ｃ－オキシメチレン結合を形成して、二環式糖部分を形成する“ロッ
ク核酸(Locked Nucleic Acids)(ＬＮＡｓ)”も本明細書で提供する（Elayadi et al.,Cur
r. Opinion Invens.Drugs, 2001,2,558-561; Braasch et al., Chem.Biol.,2001,8 1-7;
及びOrum et al.,Curr. Opinion Mol. Ther., 2001,3,239-243において考察；米国特許No
.6,268,490及び6,670,461も参照）。該結合は、２’酸素原子と４’炭素原子とを架橋す
るメチレン基（－ＣＨ２－）基であることができ、これに関して、二環式部分にはＬＮＡ
なる用語を用いられる；この位置におけるエチレン結合の場合には、ＥＮＡＴＭなる用語
が用いられる（Singth et al., Chem. Commun.,1998,4,455-456; ENATM:Morita et al., 
Bioorganic Medicinal Chemistry, 2003, 11, 2211-2226）。ＬＮＡとその他の二環式糖
類似体は、相補的ＤＮＡ及びＲＮＡによる非常に高いデュープレックス熱安定性（Ｔｍ＝
＋３～＋１０℃）、３’－エキソヌクレオリティック分解(3’-exonucleolytic degradat
ion)に対する安定性及び良好な溶解特性を示す。ＬＮＡｓを含有する、強力で(potent)、
非毒性のアンチセンス・オリゴヌクレオチドは記載されている（(Wahlestedt et al., Pr
oc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2000, 97, 5633-5638)。
【０１２２】
　同様に研究されているＬＮＡ異性体は、３’－エキソヌクレアーゼに対する優れた安定
性を有することが判明しているα－Ｌ－ＬＮＡである。α－Ｌ－ＬＮＡは、強力なアンチ
センス活性を示す、アンチセンス・ギャップマー及びキメラに組み込まれている(Frieden
 et al, Nucleic Acids Research, 2003, 21, 6365-6372)。
【０１２３】
　ＬＮＡモノマー　アデニン、シトシン、グアニン、５－メチル－シトシン、チミン及び
ウラシルの合成及び製造は、それらのオリゴマー化及び核酸認識特性と共に、記載されて
いる(Koshkin et al., Tetrahedron, 1998, 54, 3607-3630)。ＬＮＡｓとそれらの製造も
、WO98/39352及びWO99/14226に記載されている。
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【０１２４】
　ＬＮＡの類似体、ホスホロチオエート－ＬＮＡと２’－チオ－ＬＮＡｓも製造されてい
る(Kumar et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 1998, 8, 2219-2222)。核酸ポリメラーゼ
の基質としてのオリゴオキシリボヌクレオチド・デュープレックスを含有するロック・ヌ
クレオシド類似体の製造も述べられている(Wengel et al., WO 99/14226 )。その上、２
’－アミノ－ＬＮＡ、新規な立体配座制限された高アフィニティ・オリゴヌクレオチド類
似体(a novel conformationally restricted high-affinity oligonucleotide analog)の
合成も当該技術分野で記載されている(Singh et al., J. Org. Chem., 1998, 63, 10035-
10039)。さらに、２’－アミノ－及び２’－メチルアミノ－ＬＮＡ’ｓは製造され、相補
的ＲＮＡ及びＤＮＡ鎖とのそれらのデュープレックスの熱安定性が今までに報告されてい
る。
【０１２５】
　ある一定のヌクレオシド間結合
　ヌクレオシド又はさもなくば修飾モノマー単位を一緒に連結して、それによってアンチ
センス化合物を形成するヌクレオシド間連結基を本明細書に記載する。ヌクレオシド間連
結基の２つの主要な種類は、リン原子の有無によって定義される。代表的なリン含有ヌク
レオシド間結合は、非限定的に、ホスホジエステル、ホスホトリエステル、メチルホスホ
ネート、ホスホルアミデート及びホスホロチオエートを包含する。代表的な非リン含有ヌ
クレオシド間連結基は、非限定的に、メチレンメチルイミノ(-ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）－Ｏ
－ＣＨ２－)、チオジエステル（－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｓ－）、チオノカルバメート（－Ｏ－
Ｃ（Ｏ）(ＮＨ)－Ｓ－）、シロキサン（－Ｏ－Ｓｉ（Ｈ）２－Ｏ－）及びＮ，Ｎ’－ジメ
チルヒドラジン（-ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）－Ｎ（ＣＨ３）－)を包含する。非リン含有ヌク
レオシド間連結基を有するアンチセンス化合物は、オリゴヌクレオシドと呼ばれる。修飾
ヌクレオシド間結合は、天然のホスホジエステル結合に比べて、アンチセンス化合物のヌ
クレアーゼ耐性を変える（典型的には高める）ために用いることができる。キラル原子を
有するヌクレオシド間結合はラセミ、キラル又は混合物として作製することができる。典
型的なキラル・ヌクレオシド間結合は、非限定的に、アルキルホスホネート及びホスホロ
チオエートを包含する。リン含有結合及び非リン含有結合の作製方法は、当業者に周知で
ある。
【０１２６】
　ある一定の実施態様では、糖の２’、３’又は５’ヒドロキシル部分にホスフェート基
を連結させることができる。オリゴヌクレオチドの作製では、ホスフェート基が隣接ヌク
レオシドと相互に共有結合して、線状ポリマー化合物を形成する。オリゴヌクレオチド内
では、ホスフェート基がオリゴヌクレオチドのヌクレオシド間主鎖を形成するものとして
一般に挙げられる。ＲＮＡ及びＤＮＡの通常の結合又は主鎖は、３’－５’ホスホジエス
テル結合である。
【０１２７】
　ある一定のモチーフ
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物はギャップマーである。このような実施態
様では、オリゴマー化合物は、３’ウイング領域と５’ウイング領域が側面に位置する中
心ギャップ領域(central gap region flanked by a 3’wing region and a 5’wing regi
on)を含む。
【０１２８】
　ある一定のウイング
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は５’ウイング及び／又は３’ウイングを
含む。このような実施態様では、３’ウイングの特徴(features)と５’ウイングの特徴と
は独立的に選択される。したがって、このような実施態様では、５’ウイングにおけるヌ
クレオシドの数と３’ウイングにおけるヌクレオシドの数（長さ）は同じであっても、異
なってもよく、５’ウイングにおける修飾（もしあれば）は、３’ウイングにおける修飾
（もしあれば）と同じであることができる、又はこのような修飾（もしあれば）は異なる
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オシド間結合は同じであることも、又はこれらは異なることも可能である。
【０１２９】
　ある一定の実施態様では、ウイングは１、２、３、４又は５個のヌクレオシドを含む（
即ち、１、２、３、４又は５の長さを有する）。ある一定の実施態様では、ウイングのヌ
クレオシドは修飾される。ある一定のこのような実施態様では、ウイングのヌクレオシド
は、アンチセンス化合物のその標的核酸に対するアフィニティを高めるように修飾される
。ある一定の実施態様では、ウイングのヌクレオシドはヌクレオシド又はヌクレオチドで
ある。ある一定のこのような実施態様では、該ウイングのヌクレオシド又はヌクレオチド
は２’修飾を含む。ある一定のこのような実施態様では、ウイングのヌクレオシド（ヌク
レオシド又はヌクレオチド）はＢＮＡ’ｓである。ある一定のこのような実施態様では、
ウイングのヌクレオシドは、α－Ｌ－メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡ
、β－Ｄ－メチレンオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－２’）ＢＮＡ、エチレンオキシ（４’－
（ＣＨ２）２－Ｏ－２’）ＢＮＡ、アミノオキシ（４’－ＣＨ２－Ｏ－Ｎ（Ｒ）－２’）
ＢＮＡ、及びオキシアミノ（４’－ＣＨ２－Ｎ（Ｒ）－Ｏ－２’）ＢＮＡから選択される
。ある一定の実施態様では、ウイングのヌクレオシドは、アリル、アミノ、アジド、チオ
、Ｏ－アリル、Ｏ－Ｃ１－Ｃ１０アルキル、－ＯＣＦ３、Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－ＣＨ３

、２’－Ｏ（ＣＨ２）２ＳＣＨ３、Ｏ－（ＣＨ２）２－Ｏ－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）、及びＯ
－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｎ（Ｒｍ）（Ｒｎ）（この場合に、各ＲｍとＲｎは、独立的に、
Ｈ又は置換若しくは非置換Ｃ１－Ｃ１０アルキルである）から選択される置換基を２’位
置に含む。ある一定の実施態様では、ウイングのヌクレオシドは２’ＭＯＥヌクレオチド
である。
【０１３０】
　ある一定の実施態様では、ウイングにおけるヌクレオシド間結合は天然生成ヌクレオシ
ド間結合である。ある一定の実施態様では、ウイングにおけるヌクレオシド間結合は非天
然生成ヌクレオシド間結合若しくはヌクレオシド間結合である。ある一定のこのような実
施態様では、ウイングにおけるヌクレオシド間結合は、天然生成ヌクレオシド間結合より
も、１種類以上のヌクレアーゼに対して大きく耐性である。ある一定のこのような実施態
様では、ウイングにおけるヌクレオシド間結合はホスホロチオエート結合（Ｐ＝Ｓ）であ
る。ウイングが１つより多いヌクレオシド間結合を有する、ある一定の実施態様では、該
ヌクレオシド間結合は相互に同じものである。ウイングが１つより多いヌクレオシド間結
合を有する、ある一定の実施態様では、該ヌクレオシド間結合は相互に異なるものである
。
【０１３１】
　上記で考察した特徴と修飾を任意に組み合わせて用いて、ウイングを作製することがで
きることを、当業者は認識するであろう。以下の表は、ある一定の数のヌクレオシド、ヌ
クレオシド修飾（あるとすれば）及びヌクレオシド間結合の両方をウイング内で選択する
ことによって、ウイングをどのように作製することができるかを示す非限定例を提供する
。
【０１３２】
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【化３】

【０１３３】
　ウイングが２、３、４又は５個のヌクレオシドを含む、ある一定の実施態様では、これ
らのヌクレオシドのうちの該２、３、４又は５個のヌクレオシドはそれぞれ独立的に選択
される。したがって、ウイングが２、３、４又は５個のヌクレオシドを含む、ある一定の
実施態様では、該２、３、４又は５個のヌクレオシドは全て、同じ修飾（あるとすれば）
を含む。ウイングが２、３、４又は５個のヌクレオシドを含む、ある一定の実施態様では
、該２、３、４又は５個のヌクレオシドのうちの１つ以上は、残りのヌクレオシドの１つ
以上の修飾の１つ以上とは異なる、１つ以上の修飾を含む。
【０１３４】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの１つ以上のヌクレオシドが該５’－ウイン
グの他の少なくとも１つのヌクレオシドとは異なる。
【０１３５】
　ある一定の実施態様では、３’－ウイングの１つ以上のヌクレオシドが該３’－ウイン
グの他の少なくとも１つのヌクレオシドとは異なる。
【０１３６】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの１つ以上のヌクレオシドが３’－ウイング
の少なくとも１つのヌクレオシドとは異なる。
【０１３７】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの全てのヌクレオシドが３’－ウイングの全
てのヌクレオシドとは異なる。
【０１３８】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの１つ以上のヌクレオシド間結合が該５’－
ウイングの少なくとも１つの他のヌクレオシド間結合とは異なる。
【０１３９】
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　ある一定の実施態様では、３’－ウイングの１つ以上のヌクレオシド間結合が該３’－
ウイングの少なくとも１つの他のヌクレオシド間結合とは異なる。
【０１４０】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの１つ以上のヌクレオシド間結合が３’－ウ
イングの少なくとも１つのヌクレオシド間結合とは異なる。
【０１４１】
　ある一定の実施態様では、５’－ウイングの全てのヌクレオシド間結合が３’－ウイン
グの全てのヌクレオシド間結合とは異なる。
【０１４２】
　ある一定の混合ウイング
　ある一定の実施態様では、本発明は、１つのウイングの少なくとも１つのヌクレオシド
が同じウイングの少なくとも１つの他のヌクレオシドに比べて異なって修飾されているギ
ャップマー化合物を提供する。このようなオリゴマー化合物は、混合ウイング・オリゴマ
ー化合物と呼ばれる。ある一定の実施態様では、３’－ウイングの１つ以上のヌクレオシ
ドの修飾（又は非修飾）が該３’－ウイングの１つ以上の他のヌクレオシドのものとは異
なる。このようなオリゴマー化合物は、３’混合ウイング・ギャップマーと呼ぶことがで
きる。ある一定の実施態様では、５’－ウイングの１つ以上のヌクレオシドの修飾（又は
非修飾）が該５’－ウイングの１つ以上の他のヌクレオシドのものとは異なる。このよう
なオリゴマー化合物は、５’混合ウイング・ギャップマーと呼ぶことができる。ある一定
の実施態様では、３’－ウイングの１つ以上のヌクレオシドの修飾（又は非修飾）が該３
’－ウイングの１つ以上の他のヌクレオシドのものとは異なり、５’－ウイングの１つ以
上のヌクレオシドの修飾（又は非修飾）が該５’－ウイングの１つ以上の他のヌクレオシ
ドのものとは異なる。このようなオリゴマー化合物は、３’，５’混合ウイング・ギャッ
プマーと呼ぶことができる。このような実施態様では、３’ウイングと５’末端における
修飾及び修飾組み合わせが同じであることも、それらが異なることも可能である。
【０１４３】
　ある一定の実施態様では、混合ウイング化合物は、好ましい特性を有する。ある一定の
ヌクレオシド修飾は、オリゴマー化合物に、好ましい特性、例えば、標的に対するアフィ
ニティ上昇又はヌクレアーゼ耐性強化を与えるが、好ましくない性質、例えば、毒性上昇
をも与える。ある一定の他のヌクレオシド修飾の組み込みは、性質の異なるプロフィルを
有するオリゴマー化合物を生成する。ある一定の実施態様では、ウイングの１つ又は両方
における修飾を組み合わせて、好ましい特徴を最適化し、及び／又は好ましくない特徴を
最小化することができる。ある一定の実施態様では、混合ウイング・オリゴマー化合物の
ウイングは、標的核酸に対する該オリゴマー化合物のアフィニティを、非修飾ヌクレオシ
ドを含むオリゴマー化合物に比べて高める第１修飾を含む１つ以上のヌクレオシドと；全
てが第１修飾を含むヌクレオシドを含むウイングを有するオリゴマー化合物に比べて、毒
性低下を生じる第２修飾を含む１つ以上のヌクレオシドを含む。
【０１４４】
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は、少なくとも１つのＭＯＥ置換ヌクレオ
シドと少なくとも１つのＬＮＡを含む、少なくとも１つのウイングを含む。ある一定のこ
のような実施態様では、該少なくとも１つのＭＯＥ置換ヌクレオシドと該少なくとも１つ
のＬＮＡは３’ウイング中に存在する。ある一定のこのような実施態様では、該少なくと
も１つのＭＯＥ置換ヌクレオシドと該少なくとも１つのＬＮＡは５’ウイング中に存在す
る。
【０１４５】
　上記で考察した特徴と修飾を任意の組み合わせで用いて、混合ウイングを製造すること
ができることを、当業者は認識するであろう。以下の表は、ある一定の数のヌクレオシド
、ヌクレオシド修飾（あるとすれば）及びヌクレオシド間結合を各ウイング内で及びウイ
ングを通して選択することによって、混合ウイング・オリゴヌクレオチドをどのように作
製することができるかを示す非限定例を提供する。
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【０１４６】
【化４】

【０１４７】
　ある一定の非対称ウイング
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は非対称ウイングを含む。このような実施
態様では、３’ウイングのヌクレオシド（単数又は複数）の各々は、同じ修飾（又は非修
飾）を含み、５’ウイングのヌクレオシド（単数又は複数）の各々は、同じ修飾（又は非
修飾）を含むが、該５’ウイングと該３’ウイングの修飾は相互に異なる。
【０１４８】
　ある一定のギャップ
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は、５’ウイングと３’ウイングとの間に
ギャップを含む。ある一定の実施態様では、該ギャップは５、６、７、８、９、１０、１
１、１２、１３又は１４個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、該ギャップ
のヌクレオシドは非修飾デオキシリボヌクレオチドである。ある一定の実施態様では、該
ギャップのヌクレオシドは非修飾リボヌクレオチドである。ある一定の実施態様では、ギ
ャップのギャップ修飾（あるとすれば）は、標的核酸に結合したときに、ＲＮアーゼ（非
限定的に、ＲＮアーゼＨを包含する）による切断を支持するアンチセンス化合物を生成す
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【０１４９】
　ある一定の実施態様では、ギャップ中のヌクレオシド間結合は、天然生成ヌクレオシド
間結合である。ある一定の実施態様では、ギャップ中のヌクレオシド間結合は、非天然生
成ヌクレオシド間結合である。ある一定のこのような実施態様では、ギャップ中のヌクレ
オシド間結合は、天然生成ヌクレオシド間結合よりも、１種類以上のヌクレアーゼに対し
てより大きく耐性である。ある一定のこのような実施態様では、ギャップ中のヌクレオシ
ド間結合は、ホスホロチオエート結合（Ｐ＝Ｓ）である。ある一定の実施態様では、ギャ
ップ内のヌクレオシド間結合は、相互に全て同じである。ある一定の実施態様では、ギャ
ップ内のヌクレオシド間結合は、全てが同じとは限らない。
【０１５０】
　ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２個のヌクレオシドを含む。ある一
定の実施態様では、ギャップは、少なくとも３個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施
態様では、ギャップは、少なくとも４個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では
、ギャップは、少なくとも５個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャッ
プは、少なくとも６個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少
なくとも７個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも
８個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも９個のヌ
クレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも１０個のヌクレオ
シドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも１１個のヌクレオシドを
含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも１２個のヌクレオシドを含む。
ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも１３個のヌクレオシドを含む。ある一
定の実施態様では、ギャップは、少なくとも１４個のヌクレオシドを含む。ある一定の実
施態様では、ギャップは、少なくとも１５個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様
では、ギャップは、少なくとも１６個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、
ギャップは、少なくとも１７個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャッ
プは、少なくとも１８個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、
少なくとも１９個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なく
とも２０個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２
２個のヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２３個の
ヌクレオシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２４個のヌクレ
オシドを含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２５個のヌクレオシド
を含む。ある一定の実施態様では、ギャップは、少なくとも２６個のヌクレオシドを含む
。
【０１５１】
　上記で考察した特徴と修飾を任意の組み合わせで用いて、ギャップを製造することがで
きることを、当業者は認識するであろう。以下の表は、ある一定の数のヌクレオシド、ヌ
クレオシド修飾（あるとすれば）及びヌクレオシド間結合をギャップ領域内で選択するこ
とによって、ギャップをどのように作製することができるかを示す非限定例を提供する。
【０１５２】
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【化５】

【０１５３】
　ある一定のギャップ含有オリゴマー化合物(gapped oligomeric compounds)
　上記で考察したウイングとギャップを選択してから、多様な組み合わせで用いて、ギャ
ップ含有オリゴマー化合物（非限定的に、ギャップ含有アンチセンス・オリゴマー化合物
及びギャップ含有アンチセンス・オリゴヌクレオチドを包含する）を作製することができ
ることを、当業者は認識するであろう。５’ウイングと３’ウイングの特徴（長さ、修飾
、結合）は相互から独立的に選択することができる。ギャップの特徴は、５’ウイングの
特徴に比べて修飾の少なくとも１つの差異を有し、３’ウイングの特徴に比べて少なくと
も１つの差異を有する（即ち、該隣接領域を相互から識別するために、該隣接領域間に修
飾の少なくとも１つの差異が存在しなければならない）。さもなければ、ギャップの特徴
を独立的に選択することができる。
【０１５４】
　ある一定の実施態様では、ウイング内の結合と、ギャップ内のヌクレオシド間結合とは
同じである。ある一定の実施態様では、ウイング内のヌクレオシド間結合と、ギャップ内
のヌクレオシド間結合とは異なる。ある一定のこのような実施態様では、ウイングとギャ
ップとを架橋するヌクレオシド間結合は、ウイングにおけるモノマー結合(monomeric lin
kages)と同じである。ある一定の実施態様では、ウイングとギャップとを架橋するヌクレ
オシド間結合は、ギャップにおけるヌクレオシド間結合と同じである。ある一定の実施態
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のような実施態様では、結合の全てはホスホロチオエート（Ｐ＝Ｓ）結合である。
【０１５５】
　上記で考察した、３’ウイング、５’ウイング、ギャップ及び結合を任意の組み合わせ
で用いて、ギャップマーを製造することができることを、当業者は認識するであろう。下
記表は、５’ウイング、ギャップ、３’ウイング及び該ギャップと各ウイングとを架橋す
る結合に関する特徴を独立的に選択することによって、どのようにしてギャップマーを製
造することができるかを示す非限定的例を提供する。
【０１５６】
【化６】

【０１５７】
　ある一定の実施態様では、例えば、混合ウイングと任意のギャップとのある一定のセッ
トを例示する上記表を組み合わせることによって、オリゴマー化合物を設計することがで
きる。
【０１５８】
　ある一定の実施態様では、本発明は、多様な範囲の長さのいずれかを有するオリゴマー
化合物を提供する。ある一定の実施態様では、本発明は、Ｘ－Ｙ連結ヌクレオシドからな
るオリゴヌクレオチドを含むオリゴマー化合物を提供する、この場合、ＸとＹは、それぞ
れ、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２
１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４
、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、
４８、４９及び５０から、Ｘ≦Ｙという条件で、独立的に選択される。例えば、ある一定
の実施態様では、本発明は、下記：
【０１５９】
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【０１６０】
から成るオリゴヌクレオチドを含むオリゴマー化合物を提供する。
【０１６１】
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は混合ウイング・ギャップマーである。あ
る一定のこのような実施態様では、オリゴマー化合物の１つ又は両方のウイングが１つ以
上の非二環式２’置換ヌクレオシドと１つ以上のＢＮＡヌクレオシドを含む。このような
モチーフは、非限定的に、下記：
【０１６２】
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【化８】

【０１６３】
を含み、この場合、“２’ｍｏｄ”は２’位置に置換基を含む、任意の非二環式修飾ヌク
レオシドであり、“ＢＮＡ”は任意の二環式核酸である。ある一定の実施態様では、２’
ｍｏｄは、ＭＯＥ、２’－Ｆ、２’－アルキル及び２’－Ｏ－アルキルから選択され、Ｂ
ＮＡは、α－Ｌ－ＬＮＡ、β－Ｄ－ＬＮＡ、ＥＮＡ、オキシアミノＢＮＡ（２’－Ｏ－Ｎ
（ＣＨ３）－ＣＨ２－４’）及びアミノオキシＢＮＡ（２’－Ｎ（ＣＨ３）－Ｏ－ＣＨ２



(33) JP 5665317 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

－４’）から選択される。２つ以上の２’ｍｏｄヌクレオシドを含む実施態様では、これ
らの２つ以上の２’ｍｏｄヌクレオシドの各々は、独立的に選択されるので、相互に同じ
ものでも異なるものでもありうる。２つ以上のＢＮＡヌクレオシドを含む実施態様では、
これらの２つ以上のＢＮＡヌクレオシドの各々は、独立的に選択されるので、相互に同じ
ものでも異なるものでもありうる。ある一定の実施態様では、上記リストの各“２’ｍｏ
ｄ”はＭＯＥを表し、上記リストの各“ＢＮＡ”はＬＮＡを表す。
【０１６４】
　ある一定のヌクレオシド（例えば、ある一定のＢＮＡヌクレオシド）は、オリゴマー化
合物に、他のヌクレオシド（例えば、ＭＯＥ）に比べて、増強した効力及び／又は活性を
与えるが、増強した毒性をも与える。ある一定の実施態様では、混合ウイングを含むオリ
ゴマー化合物は、均一なＭＯＥウイングを有するオリゴマー化合物よりも良好な効力を有
し、均一なＢＮＡ化合物よりも低い毒性を有する。ある一定のこのような実施態様では、
混合ウイング・オリゴマー化合物は、均一なＢＮＡウイングを含むオリゴマー化合物又は
均一なＭＯＥウイングを含むオリゴマー化合物のいずれよりも高い治療指数を有する。あ
る一定のこのような実施態様では、ＢＮＡは、α－Ｌ－ＬＮＡ、β－Ｄ－ＬＮＡ、ＥＮＡ
、オキシアミノＢＮＡ（２’－Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－４’）及びアミノオキシＢＮ
Ａ（２’－Ｎ（ＣＨ３）－Ｏ－ＣＨ２－４’）から選択される。ある一定の実施態様では
、このようなオリゴマー化合物は、混合主鎖(mixed backbones)を含む。ある一定の実施
態様では、このようなオリゴマー化合物は、均一な主鎖を含む。ある一定の実施態様では
、少なくとも１つのヌクレオシド間結合はホスホロチオエートである。ある一定の実施態
様では、各ヌクレオシド間結合はホスホロチオエートである。
【０１６５】
　コンジュゲート基
　ある一定の実施態様では、オリゴマー化合物は、１つ以上のコンジュゲート基の共有結
合によって修飾される。一般に、コンジュゲート基は、非限定的に、薬理学、薬物動態、
結合、吸収、細胞分配(cellular distribution)、細胞取り込み、電荷及びクリアランス
を包含する、オリゴマー化合物の１つ以上の性質を修飾する。コンジュゲート基は、化学
技術分野でルーチンに用いられており、親化合物（例えば、オリゴマー化合物）に、直接
又は任意の連結部分若しくは連結基を介して連結する。コンジュゲート基の好ましいリス
トは、非限定的に、インターカレーター、レポーター分子、ポリアミン、ポリアミド、ポ
リエチレングリコール、チオエーテル、ポリエーテル、コレステロール、チオコレステロ
ール、コール酸部分、ホレート(folate)、脂質、リン脂質、ビオチン、フェナジン、フェ
ナントリジン、アントラキノン、アダマンタン、アクリジン、フルオレセイン、ローダミ
ン、クマリン及び染料(dyes)を包含する。
【０１６６】
　本発明に受容される(amenable to the invention)、ある一定のコンジュゲート基は、
例えばコレステロール部分のような脂質部分(Letsinger et al., Proc. Natl. Acad. Sci
. USA, 1989, 86, 6553);コール酸 (Manoharan et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 199
4, 4, 1053); チオエーテル、例えば、ヘキシル－Ｓ－トリチルチオール(Manoharan et a
l., Ann. N.Y. Acad. Sci., 1992, 660, 306; Manoharan et al., Bioorg. Med. Chem. L
et., 1993, 3, 2765); チオコレステロール(Oberhauser et al., Nucl. Acids Res., 199
2, 20, 533); 脂肪族鎖、例えば、ドデカンジオール若しくはウンデシル残基(undecyl re
sidues )(Saison-Behmoaras et al., EMBO J., 1991, 10, 111; Kabanov et al., FEBS L
ett., 1990, 259, 327; Svinarchuk et al., Biochimie, 1993, 75, 49); リン脂質、例
えば、ジ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセロール若しくはトリエチル－アンモニウム－１
，２－ジ－Ｏ－ヘキサデシル－ｒａｃ－グリセロ－３－Ｈ－ホスホネート(Manoharan et 
al., Tetrahedron Lett., 1995, 36, 3651; Shea et al., Nucl. Acids Res., 1990, 18,
 3777); ポリアミン若しくはポリエチレングリコール鎖 (Manoharan et al., Nucleoside
s & Nucleotides, 1995, 14, 969); アダマンタン酢酸 (Manoharan et al., Tetrahedron
 Lett., 1995, 36, 3651); パルミチル部分(Mishra et al., Biochim. Biophys. Acta, 1
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995, 1264, 229); 又はオクタデシルアミン若しくはヘキシル－アミノ－カルボニル－オ
キシコレステロール部分 (Crooke et al, J. Pharmacol. Exp. Ther., 1996, 277, 923)
を包含する。
【０１６７】
　当該技術分野で知られているような、連結基若しくは二官能性連結部分は、本明細書で
提供する該化合物に受容されうる。連結基は、化学官能基、コンジュゲート基、レポータ
ー基及びその他の基を親化合物（例えば、オリゴマー化合物）中の選択的部位に取り付け
るために有用である。一般に、二官能性連結部分は、２つの官能基を有するヒドロカルビ
ル部分を含む。官能基の１つは、親分子若しくは問題の化合物(compound of interest)に
結合するように選択され、他方は、本質的に任意の選択した基（例えば、化学官能基若し
くはコンジュゲート基）を結合するように選択される。幾つかの実施態様では、リンカー
(linker)は、鎖構造又は、例えばエチレングリコール若しくはアミノ酸単位のような、反
復単位のオリゴマーを含む。二官能性連結部分にルーチンに用いられる官能基の例は、非
限定的に、求核基と反応するための求電子試薬(electrophiles)と、求電子基と反応する
ための求核試薬(nucleophiles)を包含する。幾つかの実施態様では、二官能性連結部分は
、アミノ、ヒドロキシル、カルボン酸、チオール、不飽和（例えば、二重結合若しくは三
重結合）等を包含する。二官能性連結部分の幾つかの非限定的例は、８－アミノ－３，６
－ジオキサオクタン酸（ＡＤＯ）、スクシンイミジル４－（Ｎ－マレイミドメチル）シク
ロヘキサン－１－カルボキシレート（ＳＭＣＣ）及び６－アミノヘキサン酸（ＡＨＥＸ若
しくはＡＨＡ）を包含する。他の連結基は、非限定的に、置換Ｃ１－Ｃ１０アルキル、置
換若しくは非置換Ｃ２－Ｃ１０アルケニル、又は置換若しくは非置換Ｃ２－Ｃ１０アルキ
ニルを包含し、この場合、好ましい置換基の非限定的リストは、ヒドロキシル、アミノ、
アルコキシ、カルボキシ、ベンジル、フェニル、ニトロ、チオール、チオアルコキシ、ハ
ロゲン、アルキル、アリール、アルケニル及びアルキニルを包含する。
【０１６８】
　アンチセンス機構
　ある一定の実施態様では、本発明は、アンチセンス化合物であるオリゴマー化合物を提
供する。アンチセンス機構は化合物の標的核酸とのハイブリダイゼーションに関与するも
の全てであり、該ハイブリダイゼーションの成果若しくは効果は、例えば転写又はスプラ
イシングに関与する細胞マシーナリー(cellular machinery)の同時停止(concomitant sta
lling)による標的分解又は標的占有(target occupancy)のいずれかである。
【０１６９】
　ある一定の実施態様では、本発明の化合物は、ＲＮＡ：ＤＮＡデュープレックスのＲＮ
Ａ鎖を切断する細胞エンドヌクレアーゼであるＲＮアーゼＨを介して生物学的効果を発揮
する。“ＤＮＡ様”である一本鎖アンチセンス化合物は、ＲＮアーゼＨを誘出することは
当業者に知られている。それ故、ＲＮアーゼＨの活性化はＲＮＡ標的の切断を生じて、そ
れによって、遺伝子発現のＤＮＡ様オリゴヌクレオチド仲介阻害の効率を非常に強化する
。ギャップがＤＮＡ様であり、少なくとも４ヌクレオチド長さであるならば、ギャップマ
ーがＲＮアーゼＨ切断を誘出することができることは、知られている。
【０１７０】
　アンチセンス機構は、標的核酸へのアンチセンス化合物のハイブリダイゼーションに依
存する。したがって、ある一定の実施態様では、本発明は、標的核酸に相補的であるオリ
ゴマー化合物を提供する。
【０１７１】
　本明細書で用いる限り、“ターゲッティング”又は“ターゲッティングする”は、化合
物が選択した核酸分子に特異的にハイブリダイズするように、オリゴマー化合物を設計す
るプロセスを意味する。
【０１７２】
　特定の標的核酸分子へのオリゴマー化合物の“ターゲッティング”は、多段階プロセス
でありうる。該プロセスは、通常、その発現をモジュレートすべきである標的核酸の同定
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によって始まる。本明細書で用いる限り、“標的核酸”及び“標的遺伝子をコードする核
酸”なる用語は、選択した標的遺伝子をコードするＤＮＡ、このようなＤＮＡから転写さ
れたＲＮＡ（ｐｒｅ－ｍＲＮＡとｍＲＮＡを包含する）、及びさらにこのようなＲＮＡか
ら誘導されるｃＤＮＡを包含する。例えば、標的核酸は、その発現が特定の障害若しくは
疾患状態に関与する細胞遺伝子（若しくは該遺伝子から転写されたｍＲＮＡ）、又は感染
因子からの核酸分子でありうる。
【０１７３】
　当業者は、異なる核酸塩基配列のオリゴマー化合物を設計し、合成し、スクリーニング
して、アンチセンス活性を生じる配列を同定することができるであろう。例えば、当業者
は、標的タンパク質の発現を阻害するオリゴマー化合物を設計することも可能である。所
定の標的核酸に対するアンチセンス活性に関して、オリゴマー化合物を設計し、合成し、
スクリーニングする方法は、例えば、"Antisense Drug Technology, Principles, Strate
gies, and Applications" Stanley T. Crookeによって編集, CRC Press, Boca Raton, Fl
orida（これは、目的に応じて、その全体で本明細書に援用される）に見出すことができ
る。
【０１７４】
　相補性
　アンチセンス化合物の活性を排除することなく、ミスマッチ(mismatches)の包含が可能
であることを、当業者は理解する。それ故、標的へのアンチセンス化合物の塩基対を分裂
させるヌクレオチドを約２０％まで含有しうるアンチセンス化合物を、本明細書に記載す
る。該化合物は、好ましくは約１５％以下、より好ましくは約１０％以下のミスマッチを
含有する、最も好ましくは５％以下のミスマッチを含有するか又はミスマッチを全く含有
しない。残りのヌクレオチドはハイブリダイゼーションを分裂させない（例えば、万能塩
基）。本明細書で提供する化合物が標的核酸に対して少なくとも８０％、少なくとも８５
％、少なくとも９０％、少なくとも９５％、少なくとも９６％、少なくとも９７％、少な
くとも９８％、少なくとも９９％又は１００％相補性であることを、当業者は認識すると
考えられる。オリゴヌクレオチドの相補性％（percent complementarity）は、オリゴヌ
クレオチドの核酸塩基の総数によって、相補性核酸塩基数を割ることによって算出される
。オリゴヌクレオチドのある領域の相補性％は、該領域の核酸塩基の総数によって、該領
域の相補性核酸塩基数を割ることによって算出される。
【０１７５】
　ヌクレオチドのアフィニティ修飾を組み込むことが、非修飾化合物に比べて、より多数
のミスマッチ(mismatches)を可能にすることは、当該技術分野で理解される。同様に、あ
る一定のオリゴヌクレオチド配列が、ミスマッチに対して他のオリゴヌクレオチド配列よ
りも耐性であることは考えられる。当業者は、オリゴヌクレオチド間又はオリゴヌクレオ
チドと標的核酸との間のミスマッチの適当数を、例えば溶融温度(melting temperature)
（Ｔｍ）の測定によって知ることが可能である。Ｔｍ若しくはΔＴｍは、当業者によく知
られている手法によって算出することができる。例えば、Freier et al. (Nucleic Acids
 Research, 1997, 25, 22: 4429-4443)に記載されている手法によって、当業者はヌクレ
オチド修飾を、それらがＲＮＡ：ＤＮＡデュープレックスの溶融温度を上昇させる可能性
に関して、評価することができる。
【０１７６】
　同一性
　アンチセンス化合物若しくはその部分は、配列番号に関して一定の同一性％(percent i
dentity to a SEQ ID NO.)を有するか又は化合物は特定のＩｓｉｓ数(Isis number)を有
することができる。本明細書で用いる限り、配列は、同じ核酸塩基対形成能力(nucleobas
e pairing ability)を有するならば、本明細書で開示する配列と同じである。例えば、本
明細書で述べる化合物の開示配列におけるチミジンの代わりにウラシルを含有するＲＮＡ
は、それらが両方ともアデニンと対を形成するので、同一であると見なされることになる
。この同一性は、オリゴマー化合物の全長にわたることも又はアンチセンス化合物の一部
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においてであることも可能である（例えば、２７マーのうちの核酸塩基１－２０を２０マ
ーと比較して、該配列番号に関する該オリゴマー化合物の同一性％を決定することができ
る）。アンチセンス化合物が、本明細書に述べるアンチセンス化合物と同様に機能するた
めに、本明細書に述べるアンチセンス化合物と全く同じ配列を有する必要が無いことは、
当業者によって理解される。本明細書で教示するアンチセンス化合物の短縮バージョン(s
hortened version)又は本明細書で教示するアンチセンス化合物の同一でないバージョン(
non-identical version)も、本明細書に提供する。同一でないバージョンとは、各塩基が
、本明細書に開示するアンチセンス化合物と同じ対形成活性(pairing activity)を有さな
いバージョンである。塩基は、短いか又は少なくとも１つの非塩基性部位(abasic site)
を有することによって、同じ対形成活性を有さない。或いは、同じでないバージョンは、
異なる対形成活性を有する異なる塩基と置き換えられた塩基を少なくとも１つ包含するこ
とができる（例えば、ＧはＣ、Ａ又はＴによって置き換えることができる）。同一性％は
、比較すべき配列番号又はアンチセンス化合物に対応して、同じ塩基対(base pairing)を
有する塩基の数によって算出される。同一でない塩基は相互に隣接して、又は該オリゴヌ
クレオチド全体にわたって分散して、又はこれらの両方で存在しうる。
【０１７７】
　例えば、２０マーのうちの核酸塩基２－１７と同じ配列を有する１６マーは、該２０マ
ーと８０％同じである。或いは、該２０マーと同じでない４核酸塩基を含有する２０マー
も、該２０マーと８０％同じである。１８マーのうちの核酸塩基１－１４と同じ配列を有
する１４マーは、該１８マーと７８％同じである。このような計算は、充分、当業者の能
力の範囲内である。
【０１７８】
　同一性％は、修飾配列の一部に存在するオリジナル配列中の核酸塩基の割合に基づいて
いる。それ故、２０核酸塩基・活性標的区分の補体(complement)の完全配列を含む３０核
酸塩基・アンチセンス化合物は、該２０核酸塩基・活性標的区分の補体との１００％同一
性の部分を有し、さらに付加的な１０核酸塩基部分を含むと考えられる。本明細書に関連
して、活性標的区分の補体は単一部分を構成することができる。好ましい実施態様では、
本明細書で提供するオリゴヌクレオチドは、本明細書で提供する活性標的区分の補体の少
なくとも一部に対して、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少な
くとも９５％、少なくとも９６％、少なくとも９７％、少なくとも９８％、少なくとも９
９％又は１００％同じである。オリゴヌクレオチドの同一性％は、該オリゴヌクレオチド
の核酸塩基の総数によって同じ核酸塩基数を割ることによって算出される。オリゴヌクレ
オチドのある領域の同一性％は、該領域中の同じ核酸塩基数(the number of identity nu
cleobases)を該領域の核酸塩基の総数によって割ることによって算出される。
【０１７９】
　オリゴマー合成
　ある一定の実施態様では、例えば、ホスホジエステル及びホスホロチオエート・ヌクレ
オシド間結合を包含するヌクレオシド間結合を形成するために有用な反応性リン基(react
ive phosphorus groups)を有する化合物を本明細書において提供する。前駆体若しくはア
ンチセンス化合物の製造方法及び／又は精製方法は、本明細書で提供する組成物又は方法
を限定するものではない。ＤＮＡ、ＲＮＡ及びアンチセンス化合物の合成及び精製方法は
、当業者に周知である。
【０１８０】
　修飾ヌクレオシドと非修飾ヌクレオシドのオリゴマー化は、ＤＮＡの文献方法(Protoco
ls for Oligonucleotides and Analogs, Ed. Agrawal (1993), Humana Press)及び／又は
ＲＮＡの文献方法(Scaringe, Methods (2001), 23, 206-217. Gait et al, Applications
 of Chemically synthesized RNA in RNA: Protein Interactions, Ed. Smith (1998), 1
-36. Gallo et al., Tetrahedron (2001), 57, 5707-5713)に従ってルーチンに行なうこ
とができる。
【０１８１】
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　本明細書で提供するアンチセンス化合物は、固相合成の周知の方法によって、好都合に
かつルーチンに製造することができる。このような合成のための装置は、例えば、Applie
d Biosystems(Foster City, CA)を含めた、幾つかの供給メーカーによって販売されてい
る。当該技術分野に知られた、このような合成のための任意の他の手段を付加的に又は代
替的に用いることができる。同様な方法を用いて、ホスホロチオエート及びアルキル化誘
導体のようなオリゴヌクレオチドを製造することは、周知である。本発明は、アンチセン
ス化合物の合成方法によって限定されるわけではない。
【０１８２】
　オリゴマーの精製と分析
　オリゴヌクレオチドの精製及び分析方法は、当業者に知られている。分析方法は、毛管
電気泳動（ＣＥ）及びエレクトロスプレー質量分析法(electrospray-mass spectroscopy)
を包含する。このような合成及び分析方法は、マルチウェルプレートで行なうことができ
る。本発明の方法は、オリゴマー精製方法によって限定されるわけではない。
【０１８３】
　塩、プロドラッグ及び生物学的同等性
　本明細書で提供するアンチセンス化合物は、任意の製薬的に受容される塩、エステル又
はこのようなエステルの塩或いは、ヒトを含めた動物への投与時に、その生物学的活性な
代謝産物若しくは残渣を（直接的若しくは間接的に）生じうる、任意の他の機能的化学同
等物を含む。したがって、例えば、アンチセンス化合物のプロドラッグと製薬的に受容さ
れる塩、このようなプロドラッグの製薬的に受容される塩、及びその他の生物学的同等物
も開示する。
【０１８４】
　“プロドラッグ”なる用語は、不活性形若しくは低活性形で製造され、体内若しくは体
細胞内で内因性酵素、化学物質及び／又は条件の作用によって活性形（即ち、薬物）に転
化される治療薬を意味する。特に、オリゴヌクレオチドのプロドラッグ・バージョンを、
WO93/24510又はWO94/26764に開示された方法によって、ＳＡＴＥ（（Ｓ－アセチル－２－
２－チオエチル）ホスフェート）誘導体として製造する。プロドラッグは、活性化合物を
製造するために切断される（例えば、両末端にホスホロジエステル主鎖結合を組み込むこ
とによって）核酸塩基を一方の末端若しくは両方の末端が含むアンチセンス化合物をも包
含することができる。
【０１８５】
　“製薬的に受容される塩”なる用語は、本明細書に述べる化合物の生理的かつ製薬的に
受容される塩：即ち、親化合物の好ましい生物学的活性を保持し、好ましくない有害な効
果を親化合物に与えない塩を意味する。アンチセンス・オリゴヌクレオチドのナトリウム
塩は、ヒトに治療的に投与するいために有用であり、充分に受容される。別の実施態様で
は、ｄｓＲＮＡ化合物のナトリウム塩も提供する。
【０１８６】
　製剤
　本明細書で提供するアンチセンス化合物は、他の分子、分子構造又は化合物混合物と、
混合する、カプセル封入する、コンジュゲート化する、又は他のやり方で関連付けること
も可能である。
【０１８７】
　さらに、本明細書で提供するアンチセンス化合物を包含する医薬組成物及び製剤も、本
明細書に記載する。該医薬組成物は、局所治療又は全身治療のいずれが望ましいかに、及
び治療すべき部位に依存して、多くの形式で投与することができる。好ましい実施態様で
は、気道の表面、特に肺に対して、投与は、例えば、口及び／又は鼻による、粉末若しく
はエーロゾルの噴霧化療法、吸入又はガス注入法(insufflation)によって局所的である。
【０１８８】
　単位投与形で好都合に与えられうる、本明細書で述べる医薬製剤は、製薬業界で周知の
慣用的方法によって製造することができる。このような方法は、有効成分を、製薬的キャ



(38) JP 5665317 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

リヤー（単数若しくは複数）又は賦形剤（単数若しくは複数）と一緒にする(bring into 
association)工程を含む。一般に、製剤は、有効成分を液体キャリヤー又は微粉状固体キ
ャリヤー又は両方と均質にかつ密接に一緒にし、次に、生成物を必要に応じて成形する（
例えば、デリバリーのために特定の粒度に）ことによって製造される。好ましい実施態様
では、肺投与のための医薬製剤は、適当な溶媒（例えば、水若しくは標準の生理食塩水）
中で、できるならば無菌処方で、吸入器、鼻腔デリバリー用デバイス、ネブライザー及び
その他の肺デリバリー用デバイスを用いるデリバリーのために好ましい直径の小滴の形成
を可能にするキャリヤー又はその他の作用剤を用いて製造される。或いは、医薬製剤は、
乾燥粉末吸入器に用いるための乾燥粉末として処方することができる。
【０１８９】
　“製薬的キャリヤー”又は“賦形剤”は、１種類以上の核酸を動物にデリバリーするた
めの、製薬的に受容される溶媒、懸濁化剤又は、任意の他の薬理学的に不活性なビヒクル
であることができ、当該技術分野で知られている。賦形剤は液体又は固体であることがで
き、特定の医薬組成物の核酸及びその他の成分と一緒にしたときに、所望の嵩(bulk)、粘
稠度(consistency)等を生じるように、計画した投与方法に留意して選択される。
【０１９０】
　組み合わせ
　本明細書で提供する組成物は、２種類以上のアンチセンス化合物を含有することができ
る。他の関連実施態様では、組成物は、第１核酸にターゲッティングする、１種類以上の
アンチセンス化合物（特に、オリゴヌクレオチド）と、第２核酸標的にターゲッティング
する、１種類以上の付加的アンチセンス化合物を含有することができる。或いは、組成物
は、同一核酸標的の異なる領域にターゲッティングする、２種類以上のアンチセンス化合
物を含有することができる。２種類以上の組み合わせ化合物は、一緒に又は連続して用い
ることができる。組成物は、他の非アンチセンス化合物治療薬と組み合わせることもでき
る。
【０１９１】
　キット、研究試薬及び診断法
　本明細書で提供するアンチセンス化合物は、診断法に及び研究試薬とキットとして用い
ることができる。その上、特異的に遺伝子発現を阻害する又は遺伝子発現をモジュレート
することができるアンチセンス化合物は、特定の遺伝子の機能を解明するため又は生物学
的経路の種々なメンバーの機能を識別するために、当業者によってしばしば用いられる。
【０１９２】
　キット及び診断法に用いるために、本明細書に述べるアンチセンス化合物を、単独で又
は他の化合物若しくは治療法と組み合わせて、細胞及び組織内で発現される遺伝子の一部
若しくは完全補体の発現パターンを解明するために、示差分析及び／又はコンビナトリア
ル分析におけるツールとして用いることができる。遺伝子発現分析の方法は、当業者に周
知である。
【０１９３】
　治療法
　本明細書で提供するアンチセンス化合物を用いて、動物（例えば、ヒト）における標的
遺伝子の発現をモジュレートすることができる。さらに、提供する化合物を用いて、代謝
障害を治療する、又は１つ以上の疾患徴候(disease indications)をモジュレートするこ
ともできる。１つの非限定的実施態様では、この方法は、標的遺伝子に関連した疾患若し
くは状態のために治療を必要とする前記動物に、該標的遺伝子の発現をモジュレートする
有効量のアンチセンス化合物を投与する段階を含む。標的ＲＮＡの発現又は発現のタンパ
ク質産物を効果的にモジュレートする、本明細書で提供するアンチセンス化合物は、活性
アンチセンス化合物と見なされる。活性アンチセンス化合物はさらに、例えば、代謝及び
心血管系の疾患徴候を含めた、多くの疾患徴候（その例は以下で説明する）の１つ以上を
効果的にモジュレートする化合物も包含する。
【０１９４】
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　標的遺伝子の発現のモジュレーションは、体液中で評価することができ、この体液は動
物の細胞、組織又は器官を含有するものでも、含有しないものでもよい。例えば、体液（
例えば、喀痰、血清、尿）、組織（例えば、バイオプシー）又は器官のような、分析のた
めのサンプルを得る方法と、分析を可能にするための該サンプルの調製方法は、当業者に
周知である。ＲＮＡレベル及びタンパク質レベルの分析方法は上記で考察したが、当業者
に周知である。治療効果は、当該技術分野で知られた、ルーチンの臨床的方法によって本
明細書で述べる１種類以上の化合物と接触した動物から回収した上記体液、組織又は器官
中の標的遺伝子発現に関連した、バイオマーカー若しくは疾患徴候を測定することによっ
て、評価することができる。これらのバイオマーカーは、非限定的に、肝トランスアミナ
ーゼ、ビリルビン、アルブミン、血液尿素窒素、クレアチン、及び腎臓機能と肝臓機能の
その他のマーカー、インターロイキン、腫瘍壊死因子、細胞内付着分子、Ｃ反応性タンパ
ク質、ケモカイン、サイトカイン、並びにその他の炎症マーカーを包含する。
【０１９５】
　分析のための血清若しくは血漿サンプルを得る方法と、分析を可能にするための該サン
プルの調製方法は、当業者に周知である。リポタンパク質、コレステロール、トリグリセ
リド及びコレステリルエステルの測定に関して、“血清”及び“血漿”なる用語は、本明
細書では、相互交換可能に用いられる。
【０１９６】
　本明細書で提供するアンチセンス化合物は、適当な、製薬的に受容される希釈剤又はキ
ャリヤーに有効量の化合物を加えることによって、医薬組成物に用いることができる。受
容されるキャリヤー及び希釈剤は、当業者に周知である。希釈剤又はキャリヤーの選択は
、非限定的に、化合物の溶解性及び投与経路を包含する、多くの要素に基づいて行なわれ
る。このような考察は、当業者によって充分に理解される。１態様では、本明細書で述べ
るアンチセンス化合物は標的遺伝子の発現を阻害する。該化合物は、標的遺伝子に関連し
た疾患及び障害の治療薬の製造にも用いることができる。
【０１９７】
　体液、器官又は組織を、本明細書で提供する１種類以上のアンチセンス化合物又は組成
物の有効量と接触させる方法も、考慮される。体液、器官又は組織を１種類以上の該化合
物と接触させて、体液、器官又は組織の細胞における標的遺伝子発現をモジュレートする
ことができる。標的核酸若しくはそれらの産物に対するアンチセンス化合物（単数又は複
数）又は組成物のモジュレート効果(modulatory effect)を当業者にルーチンな方法によ
ってモニターすることによって、有効量を決定することができる。
【０１９８】
　非限定的開示と参考による援用
　本明細書で提供する、ある一定の化合物、組成物及び方法を、特にある一定の実施態様
に従って説明してきたが、下記実施例は、本明細書で述べる化合物の説明に役立つに過ぎ
ず、本発明の限定を意図するものではない。本出願に列挙する参考文献、GenBank受け入
れ番号等の各々はその全体で本明細書に援用される。
【発明を実施するための形態】
　【０１９９】
　一般
　実施例中に列挙した配列は、ヌクレオシド修飾とコンジュゲート基の位置と種類を示す
ように注釈されている。注釈されないヌクレオシドの全ては、β－Ｄ－デオキシリボヌク
レオシドである。各修飾ヌクレオシドは下付き文字又は数字を伴う文字によって先行され
、この場合、該文字は修飾の種類を意味し、数字は特定の位置における他の修飾を意味す
る。特に、下付き文字“ｍ”は２’－Ｏ－メチル基を意味し；下付き文字“ｌ”は４’－
ＣＨ２－Ｏ－２’架橋を有する二環式ヌクレオシドを意味し、これはＬＮＡとも呼ばれる
；下付き文字“ｇ”は４’－（ＣＨ２）２－Ｏ－２’架橋を有する二環式ヌクレオシドを
意味し、これはＥＮＡとも呼ばれる；下付き文字“＃ｌ”（＃は５若しくは６である）は
、二環式ヌクレオシドの５’若しくは６’位置に配置された他の置換基を含む４’－ＣＨ
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２－Ｏ－２’架橋（ＬＮＡ）を有する二環式ヌクレオシドを意味し、これはキラル（Ｒ）
若しくは（Ｓ）でもあることができる；下付き文字“ｅ”は２’－Ｏ－メトキシエチル(
ＭＯＥ)基を意味し；下付き文字“ａ”は２’－Ｏ－Ｎ－メチルアセトアミド基（２’－
Ｏ－ＣＨ２Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ（ＣＨ３））を意味し；シトシン残基に先行する上付き文字“
ｍｅ”は、５－メチルシトシンを意味し；そしてＣ１６は、オリゴマー化合物の５’－末
端にジアミド結合を介して取り付けられたＣ１６コンジュゲート基を意味する（５’-Ｏ
ＣＨ２Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｈ）（ＣＨ２）４Ｎ（Ｈ）Ｃ（＝Ｏ）－（ＣＨ２）１４ＣＨ３）。
例えば、Ｕｅは２’－Ｏ－メトキシエチル基を有する修飾ウリジンを意味し、Ｕ５１は、
５’－位置に他の置換基を有するＬＮＡ修飾ウリジンである。この出願に付随する配列表
は、化学修飾に関係なく、ある一定の核酸配列を提供する。該配列表は、各配列を必要に
応じて“ＲＮＡ”又は“ＤＮＡ”のいずれかとして同定するが、該配列は化学修飾及び／
又はモチーフの任意の組み合わせで修飾することができる。
【実施例１】
【実施例１】
【０２００】
オリゴマー化合物による細胞培養と処理
　標的核酸発現に対するオリゴマー化合物の効果は、幾つかの培養細胞系又は初代細胞系
(primary cell line)のいずれかで試験することができる。細胞系は、例えば、American 
Type Culture Collection (Manassas, VA)のような、公の利用可能な供給源から得ること
ができる。当業者に周知の方法によって、細胞を培養する。
【０２０１】
　細胞が適当な集密度(confluency)に達するときに、該細胞を記述したとおりのLipofect
inTMを用いて、オリゴヌクレオチドによって処理した。細胞が６５～７５％の集密度に達
したときに、細胞をオリゴヌクレオチドで処理した。オリゴヌクレオチドにO pti- MEMTM

-1還元血清媒質(Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA)中のLIPOFECTINTM(Invit
rogen Life Technologies, Carlsbad, CA)と混合して、オリゴヌクレオチドの所望の濃度
と、１００ｎＭオリゴヌクレオチドにつき２．５若しくは３μｇ／ｍｌの LIPOFECTINTM

の濃度を得た。このトランスフェクション混合物を室温において約０．５時間インキュベ
ートした。９６ウェル・プレート中で増殖させた細胞に関しては、ウェルをOPTI-MEMTM-1
（１００μｌ）で１回洗浄し、次に、該トランスフェクション混合物（１３０μｌ）で処
理した。２４ウェル・プレート又は他の標準組織培養プレート中で増殖させた細胞を、適
当量の媒質とオリゴヌクレオチドを用いて、同様に処理した。二通り又は三通りに、細胞
を処理して、データを得た。３７℃において約４～７時間処理した後に、該トランスフェ
クション混合物を含有する媒質を新鮮な培養媒質と交換した。オリゴヌクレオチド処理の
１６～２４時間後に、細胞を回収した。
【０２０２】
　対照オリゴヌクレオチドを用いて、特定の細胞系のために最適のオリゴマー化合物濃度
を決定した。その上、オリゴマー化合物スクリーニング実験又は表現型アッセイにおいて
オリゴマー化合物を試験するときに、対照オリゴヌクレオチドを並行して試験する。
【０２０３】
　オリゴヌクレオチドの使用濃度は、細胞系毎に変化する。特定の細胞系に対する最適オ
リゴヌクレオチド濃度を決定するために、ある範囲の濃度の陽性対照オリゴヌクレオチド
によって、細胞を処理する。次に、標的ｍＲＮＡの８０％阻害を生じる陽性対照オリゴヌ
クレオチド濃度を、該細胞系に対するその後の実験において、新しいオリゴヌクレオチド
のスクリーニング濃度として用いる。８０％阻害に達しない場合には、標的ｍＲＮＡの６
０％阻害を生じる最低の陽性対照オリゴヌクレオチド濃度を、該細胞系に対するその後の
実験において、オリゴヌクレオチドのスクリーニング濃度として用いる。６０％阻害に達
しない場合には、該特定細胞系は、オリゴヌクレオチドのトランスフェクション実験に不
適切であると判断される。本明細書におけるアンチセンス・オリゴヌクレオチドの使用濃
度は、該アンチセンス・オリゴヌクレオチドをリポソーム試薬を用いてトランスフェクト
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するときには、５０ｎＭ～３００ｎＭであり、アンチセンス・オリゴヌクレオチドをエレ
クトロポレーションによってトランスフェクトする場合には、１μＭ～４０μＭである。
【実施例２】
【０２０４】
標的ｍＲＮＡレベルのリアルタイム定量ＰＣＲ分析
　標的ｍＲＮＡレベルの定量は、ABI PRISM(TM) 7600, 7700,又は7900 Sequence Detecti
on System (PE-Applied Biosystems, Foster City, CA)を製造者のインストラクションに
従って用いて、リアルタイム定量ＰＣＲ分析によって達成した。
【０２０５】
　定量ＰＣＲ分析の前に、測定すべき標的遺伝子に特異的なプライマー－プローブ・セッ
トを、ＧＡＰＤＨ増殖反応によって“マルチプレックスする(multiplexed)”、それらの
能力に関して評価した。単離後に、該ＲＮＡに逐次逆転写（ＲＴ）反応とリアルタイムＰ
ＣＲを受けさせる、これらの両方とも、同じウェルで行なわれる。ＲＴとＰＣＲの試薬は
、Invitrogen Life Technologies (Carlsbad, CA)から入手した。ＲＴ、リアルタイムＰ
ＣＲは、総ＲＮＡ溶液（２０～２００ｎｇ）（３０μｌ）を含有する９６ウェル・プレー
トにＰＣＲカクテル（２．５ｘＰＣＲバッファー・マイナスＭｇＣｌ２、６．６ｍＭ　Ｍ
ｇＣｌ２、ｄＡＴＰ、ｄＣＴＰ、ｄＣＴＰ及びｄＧＴＰの各々３７５μＭ、フォワード・
プライマーとリバース・プライマーの各々３７５ｎＭ、プローブ１２５ｎＭ、ＲＮアーゼ
阻害剤４単位、PLATINUM（登録商標）Taq １．２５単位、MuL Vリバース・トランスクリ
プターゼ５単位、及び２．５ｘＲＯＸ染料）２０μｌを加えることによって、同様に(in 
the same)行なった。ＲＴ反応は、４８℃において３０分間インキュベートすることによ
って行なった。PLATINUM（登録商標）Taqを活性化するために９５℃において１０分間イ
ンキュベートした後に、二工程ＰＣＲプロトコルの４０サイクルを、９５℃において１５
秒間（変性）、続いて６０℃において１．５分間（アニーリング／伸長）行なった。
【０２０６】
　ＲＴ、リアルタイムＰＣＲによって得られた遺伝子標的量を、ＧＡＰＤＨ（その発現が
定常である遺伝子）の発現レベルを用いるか又はRiboGreenTM (Molecular Probes, Inc. 
Eugene, OR)を用いて総ＲＮＡを定量することによって、標準化した。ＧＡＰＤＨ発現を
ＲＴ、リアルタイムＰＣＲによって、標的と同時に、マルチプレッキシング若しくは別々
にランすることによって定量した。総ＲＮＡは、RiboGreenTMＲＮＡ定量試薬(Molecular 
Probes, Inc. Eugene, OR)を用いて定量した。
【０２０７】
　RiboGreenTM作用試薬（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、ｐＨ７．５
中で１：３５０に希釈したRiboGreenTM試薬）１７０μｌを、精製細胞ＲＮＡ３０μｌを
含有する９６ウェル・プレートにピペットで入れた。該プレートを、４８５ｎｍで励起し
、５３０ｎｍで発光するCytoFluor 4000 (PE Applied Biosystems)において読み取った。
【０２０８】
　GAPDH PCRプローブは、５’末端に共有結合したＪＯＥと、３’末端に共有結合したＴ
ＡＭＲＡ若しくはＭＧＢを有し、この場合、ＪＯＥは蛍光レポーター染料であり、ＴＡＭ
ＲＡ若しくはＭＧＢはクエンチャー染料である。幾つかの細胞種類では、異なる種からの
ＧＡＰＤＨ配列に設計されたプライマーとプローブを用いて、ＧＡＰＤＨ発現を測定する
。例えば、ヒトＧＡＰＤＨプライマーとプローブ・セットを用いて、サル由来細胞及び細
胞系におけるＧＡＰＤＨ発現を測定する。
【０２０９】
　リアルタイムＰＣＲに用いるためのプライマーとプローブを標的特異的配列にハイブリ
ダイズするように設計した。プライマーとプローブ配列と、それらがハイブリダイズする
標的遺伝子を表１に示す。標的特異的ＰＣＲプローブは、５’末端に共有結合したＦＡＭ
と、３’末端に共有結合したＴＡＭＲＡ若しくはＭＧＢを有し、この場合、ＦＡＭは蛍光
染料であり、ＴＡＭＲＡ若しくはＭＧＢはクエンチャー染料である。
【０２１０】
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【実施例３】
【０２１１】
種々な数の２’－ＭＯＥウイング修飾ターゲッティングＰＴＥＮを有する短ＬＮＡ修飾２
－１０－２ギャップマー・アンチセンス化合物
　ヌクレオチド修飾が、ロック核酸（ＬＮＡ）部分に関連した肝毒性(hepatatoxicity)を
緩和することができるかどうかを知るために、幾つかの修飾された短アンチセンス・オリ
ゴヌクレオチドを用いて、本明細書で述べた研究を行なった。これらの研究に用いたアン
チセンス化合物の配列とモチーフは、表２に示す。Genbank Accession No.U92437.1（配
列番号：７）（サイト１４０）を含めた公開ＰＴＥＮ配列に、各化合物はターゲッティン
グする。各化合物は、５’ウイング領域と３’ウイング領域（各２ヌクレオチド長さであ
る）が側面に位置する、１０個の２’－デオキシヌクレオチドから成る中心“ギャップ”
領域を有する、１４ヌクレオチド長さである２－１０－２ギャップマー（ショートマー）
である。表２に示すように、個々のＡＳＯ化合物のウイング・ヌクレオチドは、明確な糖
修飾を有する。
【０２１２】
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【０２１３】
　雄の生後６週間Balb/cマウス(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)に、表３からのＰ
ＴＥＮアンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）の８μｍｏｌ／ｋｇ単回腹腔内注射
を与えた。ＡＳＯ注射又は対照（生理食塩水）注射の７２時間後にマウスを殺して、肝臓
損傷の指標として、肝トランスアミナーゼ（アラニン・アミノトランスフェラーゼ[ＡＬ
Ｔ]とアスパルテート・アミノトランスフェラーゼ[ＡＳＴ]）の血清濃度を国際単位（Ｉ
Ｕ）／Ｌで、当業者に周知の方法によって測定した。肝臓中の標的（ＰＴＥＮ）ｍＲＮＡ
レベルを当業者に周知の方法によって測定して、標的ｍＲＮＡの減少を非処理対照の％（
％ＵＴＣ）として列挙した。
【０２１４】
　このような研究の１つからの、種々な数の２’－ＭＯＥウイング修飾を有するＬＮＡ修
飾２－１０－２ギャップマーを用いた結果を表３に示す。
【０２１５】
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【化１１】

【０２１６】
　２’－ＭＯＥヌクレオチド・ウイングを有する２－１０－２ギャップマー・アンチセン
ス・オリゴヌクレオチド（ＩＳＩＳ３９４４２４）の投与は、他の２’－ＭＯＥギャップ
マー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドに関連して当該技術分野で記載されているレベ
ルに相応するＡＬＴ／ＡＳＴレベルを有した。これとは対照的に、ＬＮＡ修飾ウイングを
有するギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＩＳＩＳ３９２０５６）は、
標的（ＰＴＥＮ）ｍＲＮＡを減少させたが、処理したマウスの血清中の肝トランスアミナ
ーゼの非常に上昇したレベルを生じて、肝毒性を示した。３’ウイング領域と５’ウイン
グ領域のいずれかに加えた２’－ＭＯＥヌクレオチドを有するギャップマー・アンチセン
ス・オリゴヌクレオチドは、ＬＮＡギャップマー（ＩＳＩＳ３９２０５６）によって惹起
される血清トランスアミナーゼの上昇を緩和させた。ＬＮＡ修飾アンチセンス・オリゴヌ
クレオチドの５’ウイングのみの２’－ＭＯＥ修飾（１つ若しくは両方のヌクレオチド）
を有するギャップマー（ＩＳＩＳ３９６５７０、ＩＳＩＳ３９６５７１及びＩＳＩＳ３９
６５７４）は、マウスに投与後に２’ＭＯＥギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレ
オチド（ＩＳＩＳ３９４４２４）による血清トランスアミナーゼ濃度に近い、血清トラン
スアミナーゼ濃度を生じ、このことは、特異的ＬＮＡヌクレオシド（単数又は複数）を２
’－修飾ヌクレオシド（単数又は複数）と置換すると、改良された肝毒性プロフィルを有
する化合物が生じることを示唆した。これらの化合物も、ＵＴＣに比べて、標的ＰＴＥＮ
ｍＲＮＡを減少させた。３’ウイング・ヌクレオチドの２’－ＭＯＥ修飾（ＩＳＩＳ３９
６５７２、ＩＳＩＳ３９６５７３、ＩＳＩＳ３９６５７５）は、ＬＮＡギャップマー・ア
ンチセンス・オリゴヌクレオチドによって惹起されたトランスアミナーゼ上昇の緩和を生
じた。一緒にすると、これらのデータは、ウイング・ヌクレオチドの２’－ＭＯＥ修飾は
、標的ｍＲＮＡ減少を維持しながら、他の２’－ＭＯＥギャップマーと相応するレベルに
まで、２－１０－２ＬＮＡギャップマーの肝毒性を緩和することができることを示す。
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【実施例４】
【０２１７】
ＡｐｏＢにターゲッティングする末端５’ヌクレオチドにＣ１６コンジュゲートを有する
短２－１０－２ギャップマー・アンチセンス化合物
　ここに述べる研究は、ヌクレオチド修飾がロック核酸（ＬＮＡ）部分に関連した肝毒性
を緩和することができるかどうかを知るために、２種類の修飾２－１０－２ギャップマー
・アンチセンス・オリゴヌクレオチドを用いて行なった。アンチセンス化合物の配列とモ
チーフは、表４に示す。Genbank Accession No.U92437.1（配列番号：７）（サイト１４
０）を含めた公開ＡｐｏＢ配列に、各化合物はターゲッティングする。各化合物は、５’
ウイング領域と３’ウイング領域（各２ヌクレオチド長さである）が側面に位置する、１
０個の２’－デオキシヌクレオチドから成る中心“ギャップ”領域を有する、１４ヌクレ
オチド長さである２－１０－２ギャップマー（ショートマー）である。表４に示すように
、個々のＡＳＯ化合物のウイング・ヌクレオチドは、明確な糖修飾を有する。各化合物は
、下記構造を有する５’末端Ｃ１６－Ｇを包含した：
【０２１８】
【化１２】

【０２１９】
　雄の生後６週間Balb/cマウス(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)に、表５からのＡ
ｐｏＢアンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）の１回量を２回／週、３週間にわた
って２．５、１．０、０．４又は０．１６μｍｏｌ／ｋｇの濃度での腹腔内注射によって
投与した。ＡＳＯ注射又は対照（生理食塩水）注射の最後の投与後４８時間後にマウスを
殺して、肝トランスアミナーゼ（アラニン・アミノトランスフェラーゼ[ＡＬＴ]とアスパ
ルテート・アミノトランスフェラーゼ[ＡＳＴ]）の血清濃度を国際単位（ＩＵ）／Ｌで測
定し、ビリルビン、遊離コレステロール、トリグリセリド、ＨＤＬ及びＬＤＬは国際単位
ｍｇ／Ｌで測定した。これらの終点を当業者に周知の方法によって測定した。結果は表５
に示す。
【０２２０】
　肝臓中の標的（ＡｐｏＢ）ｍＲＮＡレベルを当業者に周知の方法によって測定して、標
的ｍＲＮＡの減少を非処理対照の％（％ＵＴＣ）として列挙した。表５に示すように、Ａ
ｐｏＢｍＲＮＡレベルは、用量依存的に減少した。
【０２２１】
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【化１３】

【０２２２】
　総コレステロール、遊離コレステロール、トリグリセリド、トランスアミナーゼ、ビリ
ルビン、ＬＤＬ及びＨＤＬの血漿濃度は、ルーチンの実験方法に従って測定した。結果は
、以下の表６に要約する。
【０２２３】
【化１４】

【０２２４】
　研究の最後に、該オリゴマー化合物で処理した動物から、肝臓、腎臓及び脾臓を回収し
て、計量して、全体的な器官変化(gross organ alterations)を評価した。各短アンチセ
ンス化合物の組織重量の概略平均値を表７に示す。
【０２２５】
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【化１５】

【実施例５】
【０２２６】
ＰＴＥＮにターゲッティングする２’－Ｏ位置に種々な置換を有する短２－１４－２ギャ
ップマー・アンチセンス化合物
　ここに述べる研究は、ヌクレオチド修飾がロック核酸（ＬＮＡ）部分に関連した肝毒性
を緩和することができるかどうかを知るために、修飾アンチセンス・オリゴヌクレオチド
を用いて行なった。これらの研究に用いたアンチセンス化合物の配列とモチーフは、表８
に示す。ある一定の化合物の立体化学を表９に示す。例えば、５’－（Ｓ）－Ｍｅ－ＬＮ
Ａは、５－ＣＨ３－ＬＮＡの第５炭素原子におけるＳ立体配置を意味する。Genbank Acce
ssion No.U92437.1（配列番号：７）（サイト１４０）を含めた公開ＰＴＥＮ配列に、各
化合物はターゲッティングする。各化合物は、５’ウイング領域と３’ウイング領域（各
２ヌクレオチド長さである）が側面に位置する、１４個の２’－デオキシヌクレオチドか
ら成る中心“ギャップ”領域を有する、１８ヌクレオチド長さである２－１４－２ギャッ
プマーである。表８に示すように、個々のＡＳＯ化合物のウイング・ヌクレオチドは、明
確な糖修飾を有する。
【０２２７】
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【化１６】

【０２２８】
　雄の生後６週間Balb/cマウス(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)に、表９からのＰ
ＴＥＮアンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）の１０μｍｏｌ／ｋｇ又は２μｍｏ
ｌ／ｋｇ単回腹腔内注射を与えた。ＡＳＯ注射又は対照（生理食塩水）注射の７２時間後
にマウスを殺して、肝臓損傷の指標として、肝トランスアミナーゼ（アラニン・アミノト
ランスフェラーゼ[ＡＬＴ]とアスパルテート・アミノトランスフェラーゼ[ＡＳＴ]）の血
清濃度を国際単位（ＩＵ）／Ｌで、当業者に周知の方法によって測定した。肝臓中の標的
（ＰＴＥＮ）ｍＲＮＡレベルを当業者に周知の方法によって測定して、標的ｍＲＮＡの減
少を非処理対照の％（％ＵＴＣ）として列挙した。結果は表９に要約する。
【０２２９】
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【化１７】

【０２３０】
　２’－ＭＯＥヌクレオチド・ウイング修飾を有する２－１４－２ギャップマー・アンチ
センス・オリゴヌクレオチド（ＩＳＩＳ３９４４２０）の投与は、他の２’－ＭＯＥギャ
ップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチドに関連して当該技術分野で記載されたレベ
ルに相応するＡＬＴ／ＡＳＴレベルを有した。これとは対照的に、ＬＮＡ修飾ウイングを
有するギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＩＳＩＳ３９４４２５）は、
標的（ＰＴＥＮ）ｍＲＮＡを減少させたが、処理したマウスの血清中の肝トランスアミナ
ーゼの上昇したレベルを生じて、肝毒性を示した。３’ウイング領域と５’ウイング領域
のいずれかに加えた２’－ＭＯＥヌクレオチドを有するギャップマー・アンチセンス・オ
リゴヌクレオチドは、ＬＮＡギャップマー（ＩＳＩＳ３９４４２５）によって惹起される
血清トランスアミナーゼの上昇を緩和させた。ＬＮＡ修飾アンチセンス・オリゴヌクレオ
チドの５’ウイングのみの２’－ＭＯＥ修飾（１つ若しくは両方のヌクレオチド）を有す
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るギャップマー（ＩＳＩＳ３９９７００、ＩＳＩＳ３９９７０１及びＩＳＩＳ３９９７０
２）は、マウスへの投与後に２’ＭＯＥギャップマー・アンチセンス・オリゴヌクレオチ
ド（ＩＳＩＳ３９４４２０）による血清トランスアミナーゼ濃度に近い、血清トランスア
ミナーゼ濃度を生じ、このことは、特異的ＬＮＡヌクレオシド（単数又は複数）を２’－
修飾ヌクレオシド（単数又は複数）と置換すると、改良された肝毒性プロフィルを有する
化合物が生じることを示唆した。これらの化合物も、ＵＴＣに比べて、標的ＰＴＥＮｍＲ
ＮＡを減少させた。３’ウイング・ヌクレオチドの２’－ＭＯＥ修飾（両方のヌクレオチ
ド）を有するギャップマー（ＩＳＩＳ３９９７０３）は、ＬＮＡギャップマー・アンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドによって惹起されたトランスアミナーゼ上昇の緩和を生じた。
一緒にすると、これらのデータは、ウイング・ヌクレオチドの２’－ＭＯＥ修飾は、標的
ｍＲＮＡ減少を維持しながら、他の２’－ＭＯＥギャップマーと相応するレベルにまで、
２－１４－２ＬＮＡギャップマーの肝毒性を緩和することができることを示唆する。
【実施例６】
【０２３１】
ＰＴＥＮにターゲッティングする２’-Ｏ位置に種々な置換を有する短１－９－２ギャッ
プマー　短アンチセンス化合物
　ここに述べる研究は、ヌクレオチド修飾がロック核酸（ＬＮＡ）部分に関連した肝毒性
を緩和することができるかどうかを知るために、幾つかの修飾１－９－２ギャップマー・
オリゴヌクレオチドを用いて行なった。これらの研究に用いたアンチセンス化合物の配列
とモチーフは、表１１に示す。Genbank Accession No.U92437.1（配列番号：７）（サイ
ト１４０）を含めた公開ＰＴＥＮ配列に、各化合物はターゲッティングする。各化合物は
、５’ウイング領域と３’ウイング領域が側面に位置する、９個の２’－デオキシヌクレ
オチドから成る中心“ギャップ”領域を有する、１２ヌクレオチド長さである１－９－２
ギャップマー（ショートマー）である。該５’ウイング領域は１ヌクレオチドを含有する
長さであり、該３’ウイング領域は２ヌクレオチドを含有する長さである。表１１に示す
ように、個々のＡＳＯ化合物のウイング・ヌクレオチドは、明確な糖修飾を有する。
【０２３２】
【化１８】

【０２３３】
　雄の生後６週間Balb/cマウス(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)に、表１１からの
ＰＴＥＮアンチセンス・オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）の１０又は３．２、１、若しくは
０．３２μｍｏｌ／ｋｇ単回腹腔内注射を与えた。ＡＳＯ注射又は対照（生理食塩水）注
射の７２時間後にマウスを殺して、肝臓損傷の指標として、肝トランスアミナーゼ（アラ
ニン・アミノトランスフェラーゼ[ＡＬＴ]とアスパルテート・アミノトランスフェラーゼ
[ＡＳＴ]）の血清濃度を国際単位（ＩＵ）／Ｌで、当業者に周知の方法を用いて測定した
。肝臓中の標的（ＰＴＥＮ）ｍＲＮＡレベルを当業者に周知の方法によって測定して、標
的ｍＲＮＡの減少を非処理対照の％（％ＵＴＣ）として列挙した。結果は表１２に要約す
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【０２３４】
【化１９】
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