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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
異質性核酸試料中のターゲットヌクレオチドの存在を検出するための方法であって、
（ａ）オリゴヌクレオチドプライマと前記核酸の前記ターゲットヌクレオチドに直ぐ隣接
する部分との間の相補的ハイブリッド形成を促進する条件下で、前記プライマを前記核酸
へアニーリングするステップと、
（ｂ）単一塩基により前記プライマを伸長するステップと、
（ｃ）前記核酸試料中に存在する前記ターゲットヌクレオチドの量を列挙するステップと
、
を含み、ここで前記プライマが、二つ以上のプローブを含む分割したプライマであって、
ここで、前記プローブ単独ではいずれも鋳型依存の伸長反応のためのプライマとして機能
することができないが、しかし、前記二つ以上のプローブが互いに隣接する前記核酸試料
へとアニールする際は、これらは鋳型依存の伸長反応のプライマになり得、該分割したプ
ライマが、１５未満のヌクレオチドを有する第一プローブと、１５以上のヌクレオチドを
有する第二プローブとを含む、方法。
【請求項２】
ステップ（ｃ）からの結果を基準と比較するステップをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
前記ターゲットヌクレオチドが、ある位置に既知のヌクレオチド多型変異体を持つ既知の
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単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
前記既知のＳＮＰが、同一因子座の一方の対立因子である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記基準が、前記試料中に存在するもう一方の対立因子の量を示す、請求項４に記載の方
法。
【請求項６】
前記試料中の各対立因子の分子数間に統計的有意差が有るか無いかを決定するステップを
さらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記２つの対立因子が前記試料中に同じ数で存在するか否かを決定するステップをさらに
含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
染色体異常を決定するステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
前記ターゲットヌクレオチドの存在が、ＳＮＰ、突然変異、挿入または欠失の存在を示す
、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１０】
前記基準が、健康人から得られた試料中に存在すると期待される数である、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
統計的有意量の突然変異体核酸分子が前記試料中に存在するか否かを決定するステップを
さらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記ターゲットヌクレオチドの存在に関連する疾患または障害が存在するか否かを決定す
るステップをさらに含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
前記疾患または障害が、遺伝性の疾患または障害である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記疾患または障害が、癌、膵嚢胞性繊維症、テイ－サックス病、鎌型赤血球貧血症、ゴ
ーシェ病、β－地中海貧血、および寄生虫感染からなる群から選択される、請求項１２に
記載の方法。
【請求項１５】
ステップ（ｂ）の前記塩基が、鎖終結ヌクレオチドである、請求項１～１４のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１６】
ステップ（ｂ）の前記伸長反応が、１以上の鎖終結ヌクレオチドの存在下に実施される、
請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
前記単一塩基が、検出可能に標識される、請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
前記試料が、患者の糞便、組織、血液または他の体液から得られた核酸を含む、請求項１
～１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
前記第一プローブが５～１０ヌクレオチドを有し、前記第二プローブが１５～１００ヌク
レオチドを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
前記アニーリングステップが、ほぼ前記オリゴヌクレオチドプライマの融解温度に等しい
温度で遂行される、請求項１～１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
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前記アニーリングステップでは、前記オリゴヌクレオチドプライマの過剰濃度が使用され
る、請求項１～２０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
前記核酸試料があらかじめ増幅工程に供されている、請求項１～２１のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項２３】
前記試料中の前記核酸が固相担体に結合する、請求項１～２２のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項２４】
前記プライマが固定されている、請求項１～２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
ステップ（ｃ）が、溶離せずにステップ（ｂ）からの前記伸長したプライマの存在を判定
するステップを含む、請求項１～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
ハイスループット法である、請求項１～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
異質性核酸試料中のターゲットヌクレオチドを同定するための方法であって、
（ａ）オリゴヌクレオチドプライマと前記核酸の前記ターゲットヌクレオチドに直ぐ隣接
する部分との間の相補的ハイブリッド形成を促進する条件下で、前記プライマを前記核酸
へアニーリングするステップと、
（ｂ）単一塩基により前記プライマを伸長するステップと、
（ｃ）溶離せずに、ステップ（ｂ）からの前記伸長したプライマの存在を判定するステッ
プと、
を含み、ここで前記プライマが、二つ以上のプローブを含む分割したプライマであって、
ここで、前記プローブ単独ではいずれも鋳型依存の伸長反応のためのプライマとして機能
することができないが、しかし、前記二つ以上のプローブが互いに隣接する前記核酸試料
へとアニールする際は、これらは鋳型依存の伸長反応のプライマになり得、該分割したプ
ライマが、１５未満のヌクレオチドを有する第一プローブと、１５以上のヌクレオチドを
有する第二プローブとを含む、方法。
【請求項２８】
前記プライマが検出可能に標識される、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
前記プライマが化学発光剤で標識される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
前記伸長したプライマの存在が、固有吸収波長で励起することにより判定される、請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
前記第一プローブが５～１０ヌクレオチドを有し、前記第二プローブが１５～１００ヌク
レオチドを有する、請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
前記癌が結腸癌である、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本特許出願は、１９９７年６月１６日に提出されたＵ．Ｓ．Ｓｅｒｉａｌ　Ｎｕｍｂｅｒ
　０８／８７７，３３３の一部継続出願であり、その開示は本明細書に引例として包含す
る。
【０００２】
［発明の属する技術分野］
本発明は、一般に、核酸試料中の単一ヌクレオチドを同定するためのオリゴヌクレオチド
プライマ伸長法に関する。本発明の方法は、生体試料中の遺伝子突然変異の存在、または
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疾患を引き起こす微生物の存在を検出および同定することにより、疾患診断に有用となる
。
【０００３】
［発明の背景］
遺伝性疾患等の疾患を引き起こす分子欠損の知見は、急速に増加している。遺伝子突然変
異が引き起こすと考えられる遺伝性疾患には、鎌型赤血球貧血症、α－およびβ－地中海
貧血、フェニルケトン尿症、血友病、α１－アンチトリプシン欠損症、ならびに膵嚢胞性
繊維症が挙げられる。例えば、鎌型赤血球貧血症は、β－グロブリン遺伝子の６番目のコ
ドンでの単一塩基対置換がもたらす同型接合性によるものと報告されている。Ａｎｔｏｎ
ａｒａｋｉｓ，　Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｊ．　Ｍｅｄ．　３２０：　１５３－１６３
（１９８９）。インシュリン受容体遺伝子およびインシュリン応答性グルコース輸送体遺
伝子の突然変異が、インシュリン抵抗性糖尿病で検出されている。Ｋｒｏｏｌ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　Ｈｕｍａｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ，　１：　３９１－３９６
　（１９９２）。
【０００４】
癌は、多数の癌遺伝子および腫瘍抑圧遺伝子の遺伝子突然変異に関連してきた。Ｄｕｆｆ
ｙ，　Ｃｌｉｎ．　Ｃｈｅｍ．，　４１：　１４１０－１４１３　（１９９３）。例えば
、そのｒａｓ遺伝子の点突然変異が、その遺伝子を形質転換癌遺伝子に転換させることが
示されている。Ｂｏｓ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ，　３１５：　７２５－７３０。
ｐ５３腫瘍抑圧遺伝子座での突然変異および異型接合性の喪失は、種々の癌に関連してき
た。Ｒｉｄａｎｐａａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐａｔｈ．　Ｒｅｓ．　Ｐｒａｃｔ，　１９１
：　３９９－４０２　（１９９５）；　Ｈｏｌｌｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ，　２５３：　４９－５３　（１９９１）。加えて、ａｐｏおよびｄｏｃ腫瘍抑圧
遺伝子の欠損またはその他の突然変異もまた、腫瘍発生に関連してきた。Ｂｌｕｍ，　Ｅ
ｕｒｏｐ．　Ｊ．　Ｃａｎｃｅｒ，　３１Ａ：　１３６９－１３７２　（１９９５）。そ
れらの突然変異は、疾患の初期ステップおよびそれの素因に対しマーカの役割を果たす可
能性がある。初期診断は、治療の成功に重要なだけでなく、慢性的徴候が生じる前に予防
または治療を導入することも可能にする。
【０００５】
結腸直腸癌は、初期に検出されれば治癒される可能性が高い疾患の一例である。結腸癌は
、初期の検出により、例えば癌にかかった組織の外科的除去で、効果的に治療し得る。結
腸癌は、結腸上皮の細胞に始まり、初期ステップでは大循環（ｇｅｎｅｒａｌ　ｃｉｒｃ
ｕｌａｔｉｏｎ）から分離されるため、初期ステップの結腸癌の外科的除去は通常は成功
する。こうして、結腸直腸細胞の初期突然変異の検出は、一般に、生存率を大幅に上昇さ
せるはずである。結腸直腸癌の現行の検出法は、糞便潜血の存在または血清中を循環する
癌胎児性抗原の存在等、癌の存在を示す細胞外証拠に集中している。そのような細胞外証
拠は、典型的には、癌が浸潤性になった後にのみ生じる。この意味で、結腸直腸癌は治療
が非常に困難である。
【０００６】
疾患関連遺伝子内の突然変異の存在を検出するために、方法が改正されてきた。そのよう
な方法の１つは、試料のゲノム領域の完全なヌクレオチド配列を、相当する野生型領域と
比較することである。例えば、Ｅｎｇｅｌｋｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ａｃａｄ
．　Ｓｃｉ，　Ｕ．　Ｓ．　Ａ．　８５：　５４４－５４８　（１９８８）、　Ｗｏｎｇ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎａｔｕｒｅ，　３３０：　３８４－３８６　（１９８８）を参照さ
れたい。しかし、そのような方法では費用と時間がかかり、低頻度突然変異を明白に検出
するために、標的遺伝子の多重クローン（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｌｏｎｅｓ）を分析する
必要がある。そのため、遺伝子突然変異の大規模スクリーニングに、広範囲の塩基配列決
定を利用するのは実用的ではない。
【０００７】
酵素的および化学的切断技術を用いてＤＮＡの配列変異を活用する様々な検出方法が開発
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されてきた。ＤＮＡ多型のために一般的に用いられるスクリーニングは、Ｂｏｔｓｔｅｉ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｍ．　Ｊ．　Ｈｕｍ．　Ｇｅｎｅｔ．，　３２：　３１４－３３
１　（１９８０）とＷｈｉｔｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉ．　Ａｍ．，　２５８：　４０
－４８　（１９８８）により報告されるように、制限エンドヌクレアーゼでＤＮＡを消化
することと、生成した断片をサザンブロット法で分析することからなる。エンドヌクレア
ーゼの認識配列に影響を与える突然変異は、その部位での酵素的切断を妨害し、それによ
りＤＮＡの切断様式を変化させる。制限断片長の差を捜索することにより、配列を比較す
る。この方法（制限断片長多型マッピングもしくはＲＦＬＰマッピングと呼ばれる）での
問題は、制限エンドヌクレアーゼによる切断に影響を与えない突然変異の検出が不可能な
ことである。ある試験は、ヒトＤＮＡの４０，０００塩基対領域での存在が推定される突
然変異体で、ＲＦＬＰ分析により検出されるのがわすか０．７％であることを報告した。
Ｊｅｆｆｒｅｙ，　Ｃｅｌｌ，　１８：　１－１８　（１９７９）。
【０００８】
単一塩基突然変異は、対立遺伝子特異性オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ）プローブを用いた
差分ハイブリッド形成法により検出されてきた。Ｓａｉｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ
．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ．　５６：　６２３０－６２３４　（１
９８９）。突然変異は、ミスマッチしたプローブと比較して、完全にマッチしたプローブ
のより高い熱安定性を基に同定する。突然変異分析のこの方法の欠点には、：（１）各プ
ローブでハイブリッド形成を最適化する必要があることと、（２）プローブの判別度での
ミスマッチおよび局所配列の適用制限（ｌｏｃａｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｉｍｐｏｓｅ　
ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓ）の性質とが挙げられる。実際に、検査試料の配列複雑性が高い
場合（例えば異質性生体試料）には、核酸ハイブリッド形成のパラメータのみに基づく検
査は機能性が乏しくなる。これは、幾分かは、単一ヌクレオチドの変化により生じるハイ
ブリッド安定性の小さな熱力学的差異による。つまり、核酸ハイブリッド形成は、一般に
、分析および診断目的で、その他幾つかの選択または強化手順を組み込んでいる。
【０００９】
酵素を介したライゲーション法では、突然変異は、標的ＤＮＡ分子またはＲＮＡ分子上で
互いに直接隣接してアニーリングすることが可能な２つのオリゴヌクレオチドにより識別
され、オリゴヌクレオチドの１つは、点突然変異に相補的な３’末端を有する。隣接する
オリゴヌクレオチド配列は、両方のヌクレオチドが正しくの塩基対を形成する場合には、
共有結合のみの結合である。こうして、点突然変異の存在は、２つの隣接するオリゴヌク
レオチドのライゲーションにより示される。Ｇｒｏｓｓｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｕｃ
ｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　２２：　４５２７－４５３４　（１９９４）
。しかし、この検出方法の有用性は、あるヌクレオチドミスマッチの許容性から、または
非鋳型指向性ライゲーション反応（ｎｏｎ－ｔｅｍｐｌａｔｅ　ｄｉｒｅｃｔｅｄ　ｌｉ
ｇａｔｉｏｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ）から生じる高いバックグランドにより損なわれる。
Ｂａｒｒｉｎｇｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｇｅｎｅ，　８９：　１１７－１２２　（１９９
０）。
【００１０】
鋳型依存性プライマ伸長反応に基づき、検出法が多数開発されてきた。これらの方法は、
主に２つのカテゴリに分類される：（１）突然変異を識別する領域をつなぐプライマを用
いた方法、および（２）突然変異を識別する領域の近傍と上流でハイブリッド形成するプ
ライマを用いた方法。
【００１１】
最初のカテゴリでは、ミスマッチのあるものに比べ完全にマッチしたプライマの結合に有
利なハイブリッド形成条件下で、標的核酸の単一塩基突然変異が拮抗的オリゴヌクレオチ
ドプライミングにより検出されるような方法を、ＣａｓｋｅｙとＧｉｂｂｓ（Ｕ．Ｓ．Ｐ
ａｔｅｎｔ　Ｎｏ．　５，５７８，４５８）が報告している。ＶａｒｙとＤｉａｍｏｎｄ
（Ｕ．Ｓ．Ｐａｔｅｎｔ　Ｎｏ．　４，８５１，３３１）は、プライマの３’末端ヌクレ
オチドが、当該の変異体ヌクレオチドに相当する、同様の方法を記載している。プライマ
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の３’末端におけるプライマと鋳型とのミスマッチが延長を阻害するために、通常のプラ
イマ伸長条件下では、トレーサヌクレオチドの取り込み量に有意差が生じる。
【００１２】
プライマ依存性ＤＮＡポリメラーゼが、一般に、低い複製エラー率を有するとは知られて
久しい。この特性は、後代への障害作用を有する遺伝的誤りを防ぐ上で重要である。２番
目のカテゴリの方法は、この酵素学的反応に特有の高い忠実度を活用している。突然変異
の検出は、プライマ伸長と検出可能な鎖終結ヌクレオチド三リン酸の取り込みに基づいて
いる。ＤＮＡポリメラーゼの高い忠実度により、レポータ分子を標識した正しい塩基の特
異的取り込みが確実に行われる。そのような単一ヌクレオチドプライマ誘導性伸長測定は
、アスパルチルグリコサミン尿症、血友病Ｂ、および膵嚢胞性繊維症を検出するために、
さらにレーバー遺伝性視神経萎縮（ＬＨＯＮ）に関連する点突然変異を定量するために用
いられてきた。例えば、Ｋｕｐｐｕｓｗａｍｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ
．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　８８：　１１４３－１１４７　（１９９１）、Ｓ
ｙｖａｎｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ，　８：　６８４－６９２　（１９９
０）、Ｊｕｖｏｎｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｈｕｍａｎ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ，　９３：　１
６－２０　（１９９４）、Ｉｋｏｎｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ＰＣＲ　Ｍｅｔｈ．　Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　１：２３４－２４０　（１９９２）、Ｉｋｏｎｅｎ　ｅｔ　ａｌ
．，　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ，　８８：　１１２２２
－１１２２６　（１９９１）、Ｎｉｋｉｆｏｒｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｕｃｌｅｉｃ　
Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　２２：　４１６７－４１７５　（１９９４）を参照さ
れたい。分子量に基づき伸長したプライマの分解能を高めるために、鎖終結ヌクレオチド
の前に幾つかのヌクレオチドを添加することを含む別のプライマ伸長法も提案されている
。例えば、Ｆａｈｙ　ｅｔ　ａｌ．，　ＷＯ／９６／３０５４５　（１９９６）を参照さ
れたい。
【００１３】
プライマ伸長に基づく方策には、完全にアニーリングしたオリゴヌクレオチドのみが、伸
長反応のプライマとして確実に機能するためにかなりの最適化が必要となる。ポリメラー
ゼの高い忠実度が与える利点は、プライマの鋳型へのハイブリッド形成におけるヌクレオ
チドミスマッチの許容性により損なわれる可能性がある。あらゆる「不正確な」プライミ
ングを、真の陽性シグナルと区別することは困難である。
【００１４】
オリゴヌクレオチドプライマ伸長測定の選択性および感受性は、オリゴヌクレオチドプラ
イマの長さと反応条件とに関係する。一般に、高い選択性に有利なプライマ長と反応条件
は、低い感受性をもたらす。これとは逆に、高い感受性に有利なプライマ長と反応条件は
、低い選択性をもたらす。
【００１５】
典型的な反応条件下では、短いプライマ（即ち約１５マー未満）は一時的で不安定なハイ
ブリッド形成を呈する。そのため、一時的で不安定なオリゴヌクレオチドハイブリッドは
、伸長反応を容易に開始せず、伸長したオリゴヌクレオチドの低い収率をもたらすため、
短いプライマを使用する場合には、プライマ伸長測定の感受性が低くなる。その上、複雑
な異質性生体試料では、短いプライマは、様々な種類の完全にマッチした相補的配列への
非特異的結合を呈する。こうして、それらの低い安定性と高い非特異的結合のために、周
知の位置にある突然変異の信頼性のある同定において、短いプライマはさほど有用ではな
い。そのため、プライマ伸長測定に基づいた検出法は、１５マー～２５マーの長さ範囲の
オリゴヌクレオチドプライマを使用する。例えば、ＰＣＴ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｐｕｂｌｉｃ
ａｔｉｏｎｓ　ＷＯ　９１／１３０７５；　ＷＯ　９２／１５７１２およびＷＯ　９６／
３０５４５を参照されたい。しかし、安定性を増大させるプローブの延長は、選択性を低
減させる作用を有する。ミスマッチしたプライマと完全にマッチしたプライマとの熱力学
的差異は比較的小さいため、単一塩基ミスマッチは通常、より長いオリゴヌクレオチドプ
ライマの結合効率に、より短いプライマに対してよりも低い作用を有する。より長いプラ
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イマの鋳型へのハイブリッド形成で、ヌクレオチドのスマッチの許容性が高い程、複雑な
異質性生体試料での非特異的で「不正確な」プライミングが高レベルでもたらされる可能
性がある。
【００１６】
プライマ伸長反応の反応条件は、ミスマッチしたオリゴヌクレオチドによる「不正確な」
プライミングを減少させるよう最適化することが可能である。しかし、最適化は、過酷で
費用のかかる労働であり、伸長したプライマの収率減少により低い感受性をもたらすこと
が多々ある。その上、完全にアニーリングされたオリゴヌクレオチドのみが伸長反応のプ
ライマとして確実に機能するためには、かなりの最適化が必要とされるため、プライマ伸
長測定の限定されたマルチプレックシングのみが可能となる。Ｋｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．
，　ｓｕｐｒａは、２つの別個の単一ヌクレオチド取り込み反応において、異なる長さの
プライマを用いることにより、および各突然変異部位の野生型ヌクレオチドと突然変異ヌ
クレオチドとをモニタリングすることにより、マルチプレックシングが達成し得ることを
報告している。しかし、オリゴヌクレオチドプライマ伸長測定の選択性および安定性が、
オリゴヌクレオチドプライマの長さと反応条件により決定されるとすれば、所与の反応混
合物において同時に検査し得るプライマ数は、非常に限定されてしまう。
【００１７】
当該技術分野の方法は、検査試料の配列複雑性を減少させることにより、不正確なプライ
ミングの可能性を低下させる。こうして、ゲノムＤＮＡは、生体試料から分離され、かつ
／または識別される領域の側面に作用する（ｆｌａｎｋ）プライマを用いたＰＣＲにより
増幅される。その後、プライマ伸長分析は、精製したＰＣＲ生成物上で実施される。ＰＣ
Ｔ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ＷＯ　９１／１３０７５、ＷＯ　９２／１
５７１２、およびＷＯ　９６／３０５４５を参照されたい。しかし、これらの方法は試料
の処理という追加的ステップを含むため、時間と費用がかかる。その上、これらの方法は
、単一試料における多重プライマ伸長反応（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｐｒｉｍｅｒ　ｅｘｔｅ
ｎｓｉｏｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）には適応しない。
【００１８】
そのため、当該技術分野では、異質性生体試料の多数のゲノム突然変異に向けた、選択性
および感受性のある核酸検出法ならびに信頼性のある大規模スクリーニング法が求められ
ている。そのような方法を本明細書において提供する。
【００１９】
［発明の概要］
本発明は、高い感受性と高い選択性を有する突然変異検出法を提供する。一般的実施例に
おいては、本発明は、少なくとも１回反復する単一塩基伸長反応を含む。本発明の方法は
、異質性生体試料において、遺伝子突然変異または疾患を引き起こす微生物の存在を検出
および同定する際に有用である。
【００２０】
本発明の方法は、単一塩基伸長反応を複数のサイクルで実施し、それにより選択性を損な
うことなくプライマ伸長測定の感受性を増大させることを含む。好ましい実施例において
は、本発明の方法は、２～１００サイクルのプライマ伸長を含む。より好ましくは、１０
～５０サイクル実施する。最も好ましくは、約３０サイクル実施する。
【００２１】
好ましい実施例においては、過剰のプライマを用いて、各伸長サイクルにおいて伸長した
プライマを確実に生成する。オリゴヌクレオチドのプライマ長は、好ましくは約１０～約
１００ヌクレオチド、より好ましくは約１５～約３５ヌクレオチド、最も好ましくは約２
５ヌクレオチドである。
【００２２】
好ましい実施例においては、各伸長反応は、完全な相補的配列を備える核酸のみへのプラ
イマのハイブリッド形成を促進させる条件を含む（即ち、ミスマッチ塩基対は許容されな
い）。１つの実施例においては、ハイブリッド形成は、測定でのプライマのほぼＴｍで実
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施される。より好ましい実施例においては、ハイブリッド形成は、プライマのＴｍより高
温で実施される。
【００２３】
１つの実施例においては、ハイブリッド形成されたオリゴヌクレオチドプライマは、標識
された末端ヌクレオチドにより伸長される。標識ｄｄＮＴＰおよびｄＮＴＰは、好ましく
は伸長プライマの検出を容易にする「検出部分」を含む。検出部分は、蛍光、発光または
放射性標識、酵素、ハプテン、および、例えば分光光度法により、標識伸長生成物を容易
に検出させる、ビオチン等のその他の化学的識別票からなる群から選択される。
【００２４】
好ましい実施例においては、ハイブリッド形成して伸長したプライマを変性し、伸長して
いないプライマをアニーリングして、新たにハイブリッド形成したプライマを伸長するこ
とにより、プライマ伸長のさらなるサイクルを開始する。反応での過剰なプライマの存在
は、反応の各サイクルの伸長していないプライマのアニーリングを促進させる。
【００２５】
さらなる実施例においては、本発明の方法は、分断したプライマを用いて、少なくとも２
サイクルの単一塩基伸長反応を実施することを含む。本発明の方法は、推測される突然変
異の部位に隣接する２つのプローブをハイブリッド形成することを含み、ここでいずれの
プローブも単独では鋳型依存性伸長のプライマにはなり得ないが、プローブが互いに隣接
してハイブリッド形成する場合には、伸長を開始することが可能である。好ましい実施例
においては、本発明の方法は、約５塩基～約１０塩基の長さを有するプローブを標的核酸
へハイブリッド形成することを含み、ここでプローブは推測される突然変異の直ぐ上流で
ハイブリッド形成する。本発明の方法は、さらに第一プローブの上流にある第二プローブ
をハイブリッド形成することを含み、その第二プローブは約１５～約１００ヌクレオチド
の長さを有し、３’末端の伸長不能なヌクレオチドを有する。第二プローブは、第一プロ
ーブと実質的に近接している。好ましくは、実質的に近接するプローブは、０～約１ヌク
レオチド隔てている。リンカが核酸伸長反応を妨害しないとすれば、好ましくは第一およ
び第二プローブが２以上のヌクレオチドにより分離されるようにリンカが使用される。そ
のようなリンカは、当該技術分野で周知であり、例えば、ペプチド核酸、ＤＮＡ結合蛋白
質、およびライゲーションが挙げられる。
【００２６】
別の実施例においては、分断したプライマは、第一オリゴヌクレオチドプローブ系列（ａ
　ｓｅｒｉｅｓ　ｏｆ　ｆｉｒｓｔ　ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｐｒｏｂｅ）を
含む。第一プローブ系列の各構成員が、標的核酸の実質的な近接部分に同時にハイブリッ
ド形成し、それにより近接するプライマを形成する場合を除けば、前記系列の構成員はい
ずれも、核酸ポリメライゼーションのプライマにはなり得ない。１つの実施例においては
、分断したプライマは、３つの８マー第一プローブを含む。別の実施例においては、分断
したプライマは４つの６マー第一プローブを含む。
【００２７】
伸長測定の各サイクルにおいて、伸長反応は、鋳型依存法による上記プローブの共同ハイ
ブリッド形成（ｃｏ－ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ）からもたらされる分断したプライマ
にヌクレオチドを付加させる。好ましい実施例においては、標的核酸へハイブリッド形成
された第一プローブは、標識した末端ヌクレオチドにより伸長するが、野生型核酸または
非標的核酸へハイブリッド形成された第一プローブは、非標識の末端ヌクレオチドで伸長
する。標識ｄｄＮＴＰまたはｄＮＴＰは、好ましくは標識した末端ヌクレオチドで伸長し
た短いプローブの検出を容易にする「検出部分」を含む。検出部分は、蛍光、発光または
放射性標識、酵素、ハプテン、および、例えば分光光度法により、標識伸長生成物を容易
に検出させる、ビオチン等のその他の化学的識別票からなる群から選択される。
【００２８】
好ましい実施例においては、測定シグナルを増幅させるために、数サイクルの伸長反応が
実施される。伸長反応は、過剰な第一及び第二プローブ、標識ｄＮＴＰまたはｄＮＴＰ、
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ならびに熱安定ポリメラーゼの存在下で実施される。一旦伸長反応が完了すると、標的核
酸に結合した第一および第二プローブは、反応混合物をハイブリッドの融解温度を超える
温度で加熱することにより分解される。その後、反応混合物は、ハイブリッドの融解温度
未満に冷却され、第一および第二プローブはもう１つの伸長反応のために標的核酸と会合
させる。好ましい実施例においては、１０～５０サイクルの伸長反応が実施される。最も
好ましい実施例においては、３０サイクルの伸長反応が実施される。
【００２９】
本明細書に開示される方法を用いて、単一ヌクレオチド多型（ＳＮＰ）、つまり挿入、欠
失、および置換などの突然変異を検出してもよい。本明細書の方法でスクリーニング可能
な核酸試料は、ヒト核酸試料を含む。プライマ（もしくは分断したプライマ）は、ハイブ
リッド形成されたプライマの３’末端が、測定されるヌクレオチド位置の相補的位置の直
ぐ上流にあるように設計される。測定されるヌクレオチド位置は、単一塩基プライマ伸長
反応で取り込まれるヌクレオチドに相補的なヌクレオチドとして同定される。例えば、Ｇ
がその反応で取り込まれる場合には、Ｃは生体試料中の核酸の相補的位置に存在する。好
ましい実施例においては、プライマ伸長反応は、４つのヌクレオチド、好ましくは鎖終結
ヌクレオチド（例えばジデオキシヌクレオチドの、ｄｄＡＴＰ、ｄｄＣＴＰ、ｄｄＧＴＰ
、およびｄｄＴＴＰ）の存在下で実施される。より好ましい実施例においては、ヌクレオ
チドは検出可能に標識され、好ましくは判別的に標識される。別の実施例においては、伸
長反応は、１、２、または３の異なるヌクレオチドの存在下で実施される。測定されるヌ
クレオチド位置で、生体試料が異質性であれば、プライマ伸長測定では、相補的ヌクレオ
チドが取り込まれる（それらがプライマ伸長反応に含まれる場合）。
【００３０】
本明細書に開示される方法を用いて、癌等の疾患に関連する突然変異を検出してもよい。
加えて、本発明の方法を用いて、酵素活性の完全喪失または部分的喪失など、代謝エラー
を引き起こす欠失または塩基置換突然変異を検出してもよい。
【００３１】
別の実施例においては、特異的核酸配列は、病的症状または症候に関与することが知られ
るヒトゲノム核酸中の特定遺伝子または遺伝子座の一部を含む。非限定的例には、膵嚢胞
性繊維症、テイ－サックス病、鎌型赤血球貧血症、β－地中海貧血、およびゴーシェ病が
挙げられる。
【００３２】
さらに別の実施例においては、特異的核酸配列は、特定疾患に関連することが知られてい
ないが、多型が知られるまたは推測される、特定遺伝子または遺伝子座の一部を含む。
【００３３】
さらに別の実施例においては、特異的核酸配列は、例えば侵入した微生物のゲノム等、外
来遺伝子配列の一部を含む。非限定的例には、細菌およびそのファージ、ウイルス、菌類
、原生動物等が挙げられる。適切な治療的介入を選択するために、微生物の異なる変異種
または菌株を区別することが望ましい場合に、本発明の方法は特に適用できる。
【００３４】
ゲノム核酸試料は、生体試料から分離される。一旦分離された核酸は、さらに操作するこ
となく本発明に使用してもよい。別法として、核酸に存在する１以上の特異的領域を、例
えばＰＣＲにより増幅してもよい。このステップでの増幅は、標的核酸配列集団内で特異
的核酸配列の濃度を増加させるという利益をもたらす。別の実施例においては、ゲノム核
酸は、さらに分析される前に切断される。
【００３５】
別の実施例においては、核酸は固相支持体に結合させる。これにより、多数の試料の同時
処理およびスクリーニングが可能となる。本発明での使用に適した支持体の非限定的例に
は、ニトロセルロースまたはナイロンのフィルタ、ガラスビーズ、親和性捕獲用の薬剤を
コーティングした磁気ビーズ、処理したまたは未処理のミクロタイタープレート等が挙げ
られる。好ましい実施例においては、支持体は、多数のウェルを有するミクロタイターデ
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ィッシュである。そのような支持体の使用により、多数の検体および対照の同時測定が可
能となり、こうして分析が促進される。その上、自動化装置を使用して、そのようなミク
ロタイターディッシュへ試薬を提供することも可能である。別の実施例においては、本発
明の方法は水相において実施される。
【００３６】
本発明の１つの実施例においては、伸長プライマまたはプローブが算出される。プライマ
またはプローブは、好ましくはインピーダンスビーズで標識したヌクレオチドで伸長し、
インピーダンスビーズの数が計数される（例えばコールターカウンタを用いる）。その後
、標識プライマの数は、インピーダンスビーズの数から決定される。標識は、より好まし
くは放射性同位体であり、標識プライマまたはプローブに関連する放射性崩壊の量を測定
する。標識プライマまたはプローブの数は、放射性崩壊の量から計算する。伸長したプラ
イマまたはプローブの数は、循環した伸長反応の統計解析に有用である。
【００３７】
最後に、本発明の方法はさらに、伸長したプライマまたは第一プローブを分離することお
よび塩基配列決定することを含む。プライマまたは第一プローブは、好ましくはそれらの
分離を容易にする「分離部分」を含む。分離部分の非限定的例には、ハプテン、ビオチン
、およびジゴキシゲニンが挙げられる。好ましい実施例においては、分離部分を含むプラ
イマまたは第一プローブは、分離部分に対し親和性を有する（例えば、抗ハプテン、アビ
ジン、ストレプトアビジンまたは抗ジゴキシゲニンでコーティングされた）固形支持体に
固定されている。固形支持体は、ガラス、プラスチック、および紙からなる群から選択さ
れる。支持体は、円柱、ビーズ、棒、または試験管として形づくられる。好ましい実施例
においては、分離部分は、標識ｄｄＮＴＰまたはｄＮＴＰに取り込まれて、標識ｄｄＮＴ
ＰまたはｄＮＴＰで伸長した第一プローブのみが支持体に固定される。そのことにより、
標識したプライマまたは第一プローブが、伸長していないプライマまたは第一プローブ、
および第二プローブから分離される。別の好ましい実施例においては、鋳型とハイブリッ
ド形成して伸長する第一プローブの能力を分離部分が妨害しないならば、分離部分は第一
プローブ全てに取り込まれる。分離部分を取り込むことにより、第一プローブの全てが固
形支持体に固定される。第一プローブは、１回以上の洗浄ステップにより第２プローブか
ら分離される。
【００３８】
その後、標識したプライマまたは第一プローブは、突然変異または疾患を引き起こす微生
物を同定するために塩基配列決定する。１つの実施例においては、固定したプライマまた
はプローブを、例えば当該技術分野で標準的な化学的方法を用いて、塩基配列決定に直接
供試される。その他の実施例においては、標識した第一プローブを固形支持体から除去し
て、水性溶液中で、標識した第一プローブの塩基配列決定を実施する。分離した第一プロ
ーブを複数の相補的オリゴヌクレオチドと接触させる。１つの実施例においては、分離し
た第一プローブをプライマとして、相補的オリゴヌクレオチドを鋳型として用いて、酵素
的塩基配列決定を実施する。別の実施例においては、分離した第一プローブをプライマと
して、相補的オリゴヌクレオチドを鋳型として用いて、単一塩基伸長反応を実施する。酵
素的塩基配列決定により、伸長生成物の配列を決定する。伸長した標識第一プローブの配
列が、遺伝突然変異または試料中に存在する、疾患を引き起こす微生物を同定する。
【００３９】
本発明の更なる様相および利益は、以下に詳述するそれの説明を検討することにより明白
となる。
【００４０】
［発明の詳細な説明］
本発明は、第一に、高い選択性と高い感受性の両者を備える単一塩基伸長測定を提供する
ことである。本発明は、高い感受性と高い選択性の両者を備える生体試料の特異的核酸を
検出する方法を提供する。本発明は、伸長生成物の低い収率により感受性を喪失すること
なく、厳しいハイブリッド形成条件の高い選択性を提供する。一般に、本発明の方法は、
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生体試料中で複数サイクルの単一塩基伸長反応を実施することを含む。循環により、伸長
生成物の収率は高くなり、プライマのハイブリッド形成条件が、単一塩基伸長反応中に典
型的に適用されるものに比べ厳しく保たれるために、選択性の有意な喪失がない。本発明
の方法は、癌等の疾患に関連する突然変異、酵素活性の完全喪失または部分喪失等、代謝
エラーを引き起こす欠失または塩基置換突然変異、病的症状または症候に関与することが
知られる患者のゲノム核酸中の特定遺伝子または遺伝子座の一部、単一ヌクレオチド多型
（ＳＮＰ）、あるいは、例えば侵入した疾患を引き起こす微生物のゲノムの、外来遺伝子
配列の一部を検出および同定するのに有用である。
【００４１】
単一塩基プライマ伸長反応は、オリゴヌクレオチドプライマを相補的核酸へアニーリング
することにより、およびアニーリングされたプライマの３’末端を、ＤＮＡポリメラーゼ
で触媒する鋳型指向性反応で付加された鎖終結ヌクレオチドで伸長することにより実施さ
れる。単一塩基プライマ伸長反応の選択性および感受性は、オリゴヌクレオチドプライマ
長と反応条件（例えば、アニーリング温度、塩濃度）とに影響される。
【００４２】
プライマ伸長反応の選択性は、試料中でのオリゴヌクレオチドプライマと核酸との厳密な
相補的ハイブリッド形成量に反映される。選択性の高い反応は、厳密な相補的配列（即ち
、ハイブリッド形成されたプライマと核酸との間に塩基ミスマッチがない）を備える核酸
へのプライマハイブリッド形成のみを促進する。これに反して、非選択的反応では、プラ
イマは、部分的な相補的配列（即ち、ハイブリッド形成されたプライマと核酸との間に塩
基ミスマッチがある）を備える核酸にもハイブリッド形成する。一般に、選択的なプライ
マハイブリッド形成に有利なパラメータ（例えば、より短いプライマおよびより高いアニ
ーリング温度）は、ハイブリッド形成されたプライマレベルの低下をもたらす。そのため
、選択的な単一塩基プライマ伸長反応測定に有利なパラメータは、測定の感受性低下をも
たらす。
【００４３】
本発明の方法は、少なくとも２サイクルの単一塩基伸長反応を実施することを含む。本発
明の方法は、単一塩基伸長反応を反復することにより、測定の選択性を低下させることな
く、単一塩基プライマ伸長測定のシグナルを増強させる。循環によりシグナルが増強し、
そのため伸長反応が選択性の高い条件下（例えば、プライマがほぼＴｍかそれを上回る温
度でアニーリングされる）で実施されることが可能である。
【００４４】
好ましい実施例においては、本発明の方法は、厳密なハイブリッド形成に有利な条件下で
過剰のプライマをアニーリングすること、ハイブリッド形成したプライマを伸長すること
、伸長したプライマを変性すること、およびアニーリングと伸長反応を少なくとも１回反
復すること、により実施される。最も好ましい実施例においては、反応サイクルは熱変性
のステップを含み、ポリメラーゼは温度安定性がある（例えば、Ｔｑポリメラーゼまたは
Ｖｅｎｔポリメラーゼ）。
好ましいプライマ長は、１０～１００ヌクレオチドであり、より好ましくは１０～５０ヌ
クレオチドであり、最も好ましくは約３０ヌクレオチドである。有用なプライマは、プラ
イマの３’末端の単一塩基伸長が、鋳型に存在する突然変異ヌクレオチドに相補的なヌク
レオチドを取り込むよう、推測される突然変異部位に隣接してハイブリッド形成するもの
である。
【００４５】
好ましいハイブリッド形成条件は、反応でのオリゴヌクレオチドのほぼＴｍかそれを上回
るアニーリング温度を含む。オリゴヌクレオチドプライマのＴｍは、その長さとＧＣ含量
により測定され、当該技術分野で周知の複数の式の１つを用いて計算される。標準的アニ
ーリング条件では、約２５ヌクレオチド長のプライマの好ましい式は、Ｔｍ（℃）＝４ｘ
（Ｇ数＋Ｃ数）＋２ｘ（Ａ数＋Ｔ数）。
好ましい反応では、アニーリングと変性のステップは、反応温度を変化させることにより
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実施される。本発明の１つの実施例においては、プライマは、そのプライマのほぼＴｍで
アニーリングされ、その温度を伸長の最適温度まで昇温させ、その後その温度を変性温度
にまで昇温させる。アニーリング、伸長、および変性の温度と時間との例を、例２に記載
する。本発明のより好ましい実施例においては、反応は、アニーリング温度と変性温度の
間で循環され、単一塩基伸長は、アニーリング条件から変性条件までの変移の間に生じる
。
【００４６】
本発明の好ましい実施例においては、２サイクル以上の伸長を実施する。より好ましい実
施例においては、５～１００サイクル実施される。これ以外の実施例においては１０～５
０サイクル、最も好ましくは約３０サイクル実施される。
【００４７】
本発明の好ましい実施例においては、鋳型依存性反応のプライマの３’末端に付加される
ヌクレオチドは、例えばジデオキシヌクレオチドの、鎖終結ヌクレオチドである。より好
ましい実施例においては、ヌクレオチドは論じたｉｎｆｒａと同様に検出可能に標識され
る。
【００４８】
Ｉ．分割プライマを用いる循環伸長反応
一実施例において、本発明の方法は、分割プライマを用い少なくとも二つの単一基伸長を
行うステップを含む。好適実施例において、分割プライマは、ターゲット核酸の実質的連
続部分にハイブリッド形成の能力がある短い第一プローブ及び長い第二プローブを含む。
二つのプローブは、長い第二プローブがない状態では短い第一プローブのハイブリッド形
成を利さないとの条件下で試料に露出される。ハイブリッド形成に影響する要因は当該技
術で周知であり、温度、イオン濃度、ｐＨ、プローブ長さ、及びプローブＧＣ含有量など
が含まれる。第一プローブは、大きさが小さいので、平均的ゲノムの多くの場所でハイブ
リッド形成する。例えば、人ゲノムにおいて任意の所与の８－ｍｅｒは約６５，０００回
起こる。しかし、一つの８－ｍｅｒは融解温度（Ｔｍ）が低く、単一基不整合がこれの不
安定度を大きく誇張する。他方第二プローブは、第一プローブより大きいので融解温度Ｔ
ｍが高い。例えば、２０－ｍｅｒ第二プローブは、一般的に８－ｍｅｒより良い安定度で
ハイブリッド形成する。しかし、単一ヌクレオチド変化によりハイブリッド安定度に生じ
る熱力学的相違が小さいため、長いプローブは安定なハイブリッドを形成するけれども、
ヌクレオチド不整合を許容するので、選択性が低い。したがって、第一プローブに不利な
ハイブリッド形成条件の下では（例えば、第一プローブの上１０－４０度Ｃ）、第一プロ
ーブは高い選択性でハイブリッドを形成する（即ち、単一の不整合があるだけでも配列に
ほとんどハイブリッド形成しない）が、単独で（即ち、第二プローブが存在しなくて）ハ
イブリッド形成するときは、不安定なハイブリッドを形成する。第二プローブは、安定な
ハイブリッドを形成するが、不整合に対する許容性のため選択性が低い。
【００４９】
本発明における伸長反応は、第一及び第二のプローブの連続ハイブリッド形成が無いと、
起こらない。第一（近接）プローブ単独では、分析に用いられる反応条件の下で安定ハイ
ブリッドを形成しないので、鋳型に基く核酸伸長に関しプライマにならない。第一プロー
ブは約５個から１０個の間のヌクレオチドを含むのが好適である。第一プローブは、突然
変異が疑われる核酸に隣接してハイブリッド形成をする。本発明の突然変異判定方法にお
ける第二（遠隔）プローブは、第一プローブの上流側でターゲット（鋳型）のほぼ連続領
域においてハイブリッド形成をする。第二プローブ単独では、３’伸長不能ヌクレオチド
から構成されるので、鋳型に基く核酸伸長のプライマにはならない。　第二プローブは、
第一プローブより大きく、長さがヌクレオチド約１５個と約１００個の間であるのが好適
である。
【００５０】
本発明の方法にしたがうと、鋳型依存の伸長は、第一プローブが第二プローブの次ぎにハ
イブリッド形成するときにのみ起こる。これが起こるとき、短い第一プローブは、単一基
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突然変異の疑われるサイトの直ぐ隣りにハイブリッド形成する。第二プローブは第一プロ
ーブの５’終端近傍にハイブリッド形成する。二つのプローブの存在は、共同束縛効果に
より、一緒になって安定性を増す。二つのプローブは一緒に、ポリメラーゼによりプライ
マとして認識される。このシステムは、短いプローブの選択性と長いプローブの安定性と
を用いてハイブリッド形成するプライマを生じるため、短いプローブの高い選択性と、長
いプローブが与えるハイブリッド形成安定性と利用する。したがって、本質的に、分割プ
ライマに伴う偽始動がない。長い第二プローブによる不整合許容範囲が偽信号を発生しな
いので、対応する長い第二プローブを欠いた短い第一プローブの伸長をハイブリッド形成
条件が許さない限り、幾つかの分割プライマを同一反応において分析することが出来る。
さらに、ターゲットに関する選択性が増加するので、本発明の方法は、検出のため試料中
で少量しか利用出来ず、通常は例えばＰＣＲなどを用いて拡大しなければならないターゲ
ット核酸を、検出し同定するのに用いることができる。
【００５１】
プローブ二つのハイブリッド形成を要することにより、偽陽性信号が減少又は消滅する。
このように、分割オリゴヌクレオチドの使用により、現在必要とされる個々のプローブに
ついてのハイブリッド形成条件の慎重な最適化が不要となり、広範な多重化が出来るよう
になる。対応する長い第二プローブを欠いた短い第一プローブの安定ハイブリッド形成を
ハイブリッド形成条件が許さない限り、幾つかのオリゴヌクレオチドを使用して、同一反
応で分析される幾つかのターゲット配列をプローブすることが出来る。
第一及び第二プローブは、ターゲットの実質的連続部分にハイブリッド形成する。本発明
の目的に関し、実質的連続部分とは、ハイブリッド形成された第一及び第二プローブが単
一プローブとして（例えば核酸伸長のプライマとして）機能することが出来るのに十分近
い部分である。実質的連続部分は、ヌクレオチド０個分（即ち、部分間に間隔がなく正確
に連続）とヌクレオチド約１個分の間だけ離れているのが好適である。第一及び第二プロ
ーブがヌクレオチド２個分以上離れているときは、リンカーが分析（例えば、核酸伸長反
応）を妨害しないとの条件で、リンカーを使用するのが好適である。このようなリンカー
は当該技術では周知で、例えば、ペプチド核酸、ＤＮＡ結合蛋白、及び結紮などが含まれ
る。隣接プローブは、長い第二プローブが短い第一プローブに安定性を与えるよう、共同
的に結びつくことを明らかした。しかし、第二プローブが与える安定性は、第一プローブ
の選択性（即ち、不整合に対する非許容性）にうち勝たない。したがって、本発明の方法
は、短い第一プローブの高い選択性と長い第二プローブが与える安定性との利点を利用す
る。
【００５２】
こうして、好適実施例においては、第一及び第二プローブがターゲットの実質的連続部分
にハイブリッド形成され、このとき第一プローブは突然変異、例えば単一基突然変異、の
疑われるサイトの直ぐ隣で上流側にある。このとき試料は、疑わしいサイトで可能な突然
変異の相補体であるジデオキシ核酸に露出される。例えば、野生型核酸が既知のサイトで
アデニンであれば、ジデオキシ・アデニン、ジデオキシ・シトシン及びジデオキシ・グア
ニンが試料内に置かれる。ジデオキシ核酸にはラベルを付けるのが好適である。単一ヌク
レオチド添加後、反応が停止するときは、代わりにデオキシ核酸を使ってもよい。ポリメ
ラーゼを内生的又は外生的に供給すると、ジデオキシ基の第一プローブ上への組み込みが
促進される。ラベルの検出は、非野生型（即ち突然変異体）基の組み込みを示すので、第
一プローブに隣接するサイトに突然変異がある。代わりに、本発明の方法は、野生型配列
が未知であるときに常用される。この場合、四つの共通ジデオキシ・ヌクレオチドに別々
のラベルを付ける。上述の分析における一つ以上のラベルの出現は、突然変異の存在を示
す。
代替好適実施例においては、分割オリゴヌクレオチドが一連の第一プローブを構成する。
このとき、分割オリゴヌクレオチドの構成要員すべてが同時に核酸の実質的連続部分にハ
イブリッド形成するとき十分な安定性が得られる。ここで、短いプローブは過渡的で不安
定なハイブリッド形成を示すけれども、隣接する短いプローブは共同的に結びついて個々
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のプローブそれぞれより大きい安定性を持つことが明らかになった。隣接してハイブリッ
ド形成された一連の第一プローブは纏まって、個々のプローブ又は一連のプローブのサブ
セットより大きい安定性を持つ。例えば、三個の一連の第一プローブから構成される分割
プライマ（即ち、ターゲット核酸上流核酸の実質的連続部分にハイブリッド形成能力のあ
る終端ヌクレオチドのない三個の短いプローブ）を用いる伸長反応において、三個のプロ
ーブの同時ハイブリッド形成が、核酸伸長始動のための三個のプローブについて十分な共
同安定性を生じ、疑わしい突然変異に直ちに隣接する短いプローブが伸長される。こうし
て一連の短い第一プローブから構成される分割プローブは、短いプローブの高い選択性（
即ち不整合の非許容性）と長いプローブの安定性を提供する。
【００５３】
好適実施例においては、分析信号を拡大するため数サイクルの伸長反応を実行する。伸長
反応は、ｄＮＴＰ又はｄｄＮＴＰラベル付きの余分な第一及び第二プローブ、及び熱安定
ポリメラーゼを存在させて行う。伸長反応が完了すると、ターゲット核酸に束縛された第
一及び第二プローブは、反応混合物をハイブリッドの融解温度以上に加熱することにより
解離する。次いで反応混合物をハイブリッドの融解温度以下に冷却すると、第一及び第二
プローブは別の伸長反応のためターゲット核酸に会合出来るようになる。好適実施例にお
いては、１０乃至５０サイクルの伸長反応を行った。最好適実施例においては、３０サイ
クルの伸長反応を行った。
【００５４】
ＩＩ．伸長プライマの検出
ラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰは、分割プライマ反応において伸長したプライマ又は
伸長した短い第一プローブの検出を容易にする「検出部分」を含むのが好適である。検出
部分は、蛍光性、発光性又は放射性ラベル、酵素、ハプテン及びその他の化学的タグ、ラ
ベル付き伸長生成物を容易に検出出来るビオチンなどを含むグループから選ぶ。例えば、
ダンシル基のような蛍光ラベル、フルオレスセイン及び置換フルオレスセイン、アクリジ
ン誘導体、カウマリン誘導体、フタロシアニン、テトラメチルローダミン、テキサスレッ
ド　、９－（カルボキシエチル）－３－ヒドロキシ－６－オキサ－６Ｈ－キサンテン、Ｄ
ＡＢＣＹＬ、およびＢＯＤＩＰＹ（分子プローブ、オイゲン、ＯＲ）などは、ここに記述
する方法に特に有利である。このようなラベルは、多数試料の同時高生産分析用自動装置
に日常的に使用されている。
好適実施例においては、プライマ即ち第一プローブは「分離部分」を含む。このような分
離部分は、例えば、ハプテン、ビオチン、又はジゴキシゲニンである。これら分離部分を
含むプライマ即ち第一プローブは、（例えば、抗ハプテン、アビジン、ステプタビジン又
は抗ジゴキシゲニンで被覆された）分離部分に関し親和性を有する固体相マトリクスに固
定して、反応混合物から隔離される。本発明での利用に適するマトリクスの非限定例には
、ニトロセルローズ又はナイロンフィルタ、親和性キャプチャ用薬剤で被覆されたガラス
ビーズ、磁性ビーズ、処理又は未処理ミクロタイタープレート、及び類似物が含まれる。
【００５５】
好適実施例において、分離部分はラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰに組み込まれる。ハ
イブリッド形成されたプライマ又はプローブの変性、及びラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮ
ＴＰと共に伸長したプライマ又は第一プローブの固定マトリクスへの固定化により、ラベ
ル付きプライマ又はラベル付き第一プローブが伸長しないプライマ又は伸長しない第一プ
ローブ及び第二プローブ、及びラベル無しｄｄＮＴＰと共に伸長したプライマ又は第一プ
ローブから、１回以上の洗滌ステップにより分離される。
代替好適実施例において分離部分は、分離部分が第一プライマの又はプローブの鋳型にハ
イブリッド形成して伸長する能力を妨害しない限り、プライマ又は第一プローブに組み込
まれる。溶離プライマ又は第一プローブは固体支持体に固定化されるので、溶離第二プロ
ーブから１回以上の洗滌ステップにより分離することが出来る。
【００５６】
代案として、ラベル付き終端ヌクレオチドと共に伸長したプライマ又は第一プローブの存
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在は、ハイブリッド形成したプライマ又はプローブを溶離しないで判定できる。検出方法
は、プライマ又は第一プローブに組み込まれたラベル又はタグに左右される。例えば、タ
ーゲット核酸に結合された放射性ラベル付き又は化学発光第一プローブは、フィルタをＸ
線フィルムに露出して検出することが出来る。代わりに、蛍光ラベルを含むプライマ又は
第一プローブは、レーザー又はランプに基づくシステムを用い蛍光物質を固有吸収波長で
励起して検出することが出来る。
代替実施例においては、束縛されたプライマ又は第一及び第二プローブが、マトリクス固
定ターゲット核酸から溶離される（下記を参照）。溶離は、当該技術で周知の、核酸ハイ
ブリッドを不安定化する任意の手段（即ち、塩の低下、温度上昇、フォルムアミド、アル
キルへの露出など）を用いて行われる。好適実施例において、束縛されたオリゴヌクレオ
チド・プローブは、ターゲット核酸－分割プライマ複合体を水中培養し、反応物をハイブ
リッドの融解温度以上に加熱して、溶離した。
【００５７】
上記反応のいずれにおいても検出可能単一伸長基として、デオキシヌクレオチドを使用す
ることが出来る。しかし、このような方法では単一デオキシヌクレオチド付加後、伸長反
応を停止しなければならない。このような方法は、固有突然変異が既知（即ち、Ｃ→Ｇ）
であるか否かに関わりなく採用できる。さらに、単一基突然変異検出用試料内でデオキシ
ヌクレオチドのラベル付き種を一つだけ利用出来るときは、デオキシヌクレオチド一つだ
けを付加した後、伸長反応を停止する必要はない。この方法は、疑問の単一基位置を含む
ヌクレオチド反復があるとき、実際に信号を強化する。
好適実施例においては、ターゲット核酸をプライマ又は分割プライマに露出して伸長反応
を行う前に、ターゲット核酸を固定支持体に固定化する。核酸試料を一旦固定化したら、
試料を洗滌して固定化されなかった物質を洗い流す。次いで核酸試料を、本発明にしたが
ってプライマ又は分割プライマの一つ以上の組に露出する。一旦単一基伸長反応が完了し
たら、ラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰと共に伸長したプライマ又は第一プローブを、
伸長しなかったプローブ及びラベル無しｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰと共に伸長したプローブ
から隔離するのが好適である。束縛されたプライマ又は第一及び第二プローブは支持体に
束縛されたターゲット核酸から溶離される。溶離は、当該技術に周知の、核酸ハイブリッ
ドを不安定化する任意の手段（即ち、塩の低下、温度上昇、フォルマミド、アルキルへの
露出など）を用いて行われる。好適実施例において、第一及び第二プローブは、ターゲッ
ト核酸－分割プライマ複合体を水中培養して解離し、反応をハイブリッドの融解温度以上
に加熱して伸長した第一プローブを隔離した。代替好適実施例において伸長反応は、水様
溶液中で実行した。単一基伸長反応が一旦完了すると、オリゴヌクレオチド・プローブを
ターゲット核酸から解離して伸長した第一プローブを隔離する。代替実施例においては、
核酸が水様相中に止まる。
【００５８】
最後に、本発明の方法は、伸長した第一プローブを隔離するステップと配列するステップ
とを含む。伸長した第一プローブの隔離には、例えば、ハプテン、ビオチン又はジゴキシ
ゲニンのような「分離部分」を用いる。好適実施例において、分離部分を含む第一プロー
ブは、分離部分に関し親和性を有する（例えば、抗ハプテン、アビジン、ステプタビジン
又は抗ジゴキシゲニンで被覆された）固体支持体に固定化される。本発明での利用に適す
る支持体の非限定例には、ニトロセルローズ又はナイロンフィルタ、親和性キャプチャ用
薬剤で被覆されたガラスビーズ、磁性ビーズ、処理又は未処理ミクロタイタープレート、
及び類似物が含まれる。
好適実施例において、分離部分はラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰに組み込まれる。ラ
ベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰと共に伸長した溶離プライマ又は第一プローブの固体支
持体への固定化により、ラベル付きプライマ又は第一プローブが伸長しない第一プローブ
及び第二プローブ、及びラベル無しｄｄＮＴＰと共に伸長したプライマ又は第一プローブ
から、１回以上の洗滌ステップにより分離される。
【００５９】
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代替好適実施例において分離部分は、分離部分が第一プライマの又はプローブの鋳型にハ
イブリッド形成して伸長する能力を妨害しない限り、プライマ又は第一プローブに組み込
まれる。溶離プライマ又は第一プローブは固体支持体に固定化されるので、溶離第二プロ
ーブから１回以上の洗滌ステップにより隔離することが出来る。
次いでラベル付きプライマ又は第一プローブを配列して、検出された突然変異又は病原微
生物を同定する。一実施例においては、標準技術の化学的方法を用いて、固定化プローブ
を直接配列する。別の実施例においては、ラベル付き固定化第一プローブを固体支持体か
ら移動してラベル付き第一プローブの配列は水様溶液中で行う。
【００６０】
ＩＩＩ．列挙的検出方法
本発明の方法は、核酸列挙が必要又は好ましいいずれの場合にも、有用である。第一に、
上述の検出方法は、生体試料におけるヌクレオチド突然変異検出のため有用である。した
がって、本発明の方法は、疾病に関連又は関連疑惑の核酸列挙（例えば対立因子、単一ヌ
クレオチド多形性又は突然変異）のため有用である。患者試料中で一旦ターゲット核酸数
が決定されると、その数を、試料が健康人から得られたのであれば存在すると期待される
数と比較する。患者試料中の核酸数と健康患者に期待される数（これはプールされた健康
人試料から決定される）との間に統計的有意の差が存在するとき、その患者は疾病又はそ
の傾向を有すると診断される。本発明の方法はまた、生体試料中の核酸検出にも有用であ
る。これらは不均質であることが多く、突然変異核酸が野生型核酸に対し少量で存在する
。例えば、スツール試料において、スツール上に落ちた変形細胞からの突然変異体核酸は
、スツール上に落ちた通常細胞からの野生型核酸に対し、特に結腸癌の早期ステップで、
滅多にない。本発明の方法は、本発明の単一基伸長分析からの結果が、生体試料中の突然
変異体核酸存在を示すか否かを判定する統計的解析を含む。好適実施例において、本発明
の方法は、単一基伸長したプライマ又はプローブの列挙を含む。さらに好適な実施例にお
いて、伸長したプライマ又はプローブの数を解析して、統計的有意量の突然変異体核酸配
列が生物学的試料中に存在するか否かを判定する。
【００６１】
本発明の一実施例において、ここで論じたように、プライマ又はプローブはラベル付きヌ
クレオチド共に伸長させるのが好ましい。このときはラベル付きプライマの数を測定する
。ラベルを放射性同位元素とし、ラベル付きプライマ又はプローブに関連する放射性崩壊
の量を測定するのが好ましい。ラベル付きプライマ又はプローブの数は、放射性崩壊の量
から計算する。分子数は（例えば、所定期間中の全計測数の測定又は所定計数を得るに要
する時間の測定など）ラベル付きプライマ又はプローブに固有結合した放射性崩壊現象の
数Ｘを測定して計数する。数Ｘを、ラベル付きプライマ又はプローブに固有結合した放射
性核種の数Ｘ１の計算に用いる。数Ｘ１は、参照としてここに共有、共出願の特許出願　
　　　号（代理人名簿番号ＥＸＴ－００５）で開示したように、分析中の各ラベル付き分
子に結合した放射性核種分子の数を知った上で、ラベル付きプライマ又はプローブ分子の
数Ｘ２の計算に用いる。分析に存在する伸長したプライマ又はプローブの数は引き続く統
計的解析に有用である。
本発明の方法は、不純細胞母集団中の小数細胞における異型接合性喪失検出のため有用で
ある。このような方法は精密な欠失終末点を知ることに依存せず、このような方法は試料
中の異質ＤＮＡ存在により影響されないからである。例えば、異型接合性喪失に際しては
、ゲノムの大部分にわたって欠失が起こり、全染色体アームが無くなる。本発明の方法は
、欠失の疑われるターゲット核酸の分子数計数及びそれらの基準数との比較を含む。好適
実施例において基準数は、同一試料内で欠失していないと思われる核酸の分子数である。
知る必要のあるすべては、欠失したと思われるターゲット核酸配列の少なくとも一部及び
、欠失していないと思われる基準核酸配列の少なくとも一部である。本発明の方法は、突
然変異多重検出を受け入れられるけれども、異質試料内の癌徴候を検出するためには突然
変異多重検出を必要としない。
【００６２】
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したがって、本発明の方法は試料中の細胞副母集団又はそれからの断片における異型接合
性喪失の検出に有用である。異型接合性喪失は、一般的に細胞副母集団における少なくと
も一つの野生型対立因子配列の欠失として生じる。腫瘍疑惑ゲンの場合、欠失は一般的に
、異型接合性喪失に特有の大量欠失の形を取る。一定の形の癌の場合のように、発病性欠
失は最初単一細胞中で起こることが多く、これが次いで突然変異体細胞の小さい副母集団
を作る。突然変異の臨床的明徴が検出された時には、疾病は治療不能のステップに進行し
ている。本発明の方法は、欠失が、試料中に全細胞又は細胞断片の小さい百分比でのみ存
在するとき、その検出を可能にする。
【００６３】
本発明の方法は、試料中に正常（突然変異していない）細胞と同数存在すると期待される
二つの核酸の分子数比較を含む。好適実施例において、比較は（１）試料細胞内で突然変
異していないと判明又は推定される（「基準」）ゲノム的ポリヌクレオチド断片の量と（
２）試料（「ターゲット」）内で突然変異している推定される野生型（突然変異体でない
）ゲノム的ポリヌクレオチド断片の量との間でなされる。二つのゲノム的ポリヌクレオチ
ド断片の間の統計的有意差は、突然変異が起こったことを示す。
好適実施例において、基準及びターゲットの核酸は、同一因子座の対立因子である。対立
因子は、一つの対立因子を別の対立因子から区別する配列相違があるとき、本発明の方法
において有用である。好適実施例において、因子座は腫瘍抑制因子の上又は近くにある。
異型接合性喪失は対立因子いずれかの喪失を生じるので、対立因子のいずれかを基準対立
因子として役立てることが出来る。重要情報は、試料中の各対立因子の分子数間に統計的
有意差が有るか無いかである。好適実施例においてはまた、基準及びターゲットの核酸は
異なる因子座、例えば、異なるゲンである。好適実施例において、基準核酸は基準因子座
の両対立因子を含み、ターゲット核酸はターゲット因子座、例えば腫瘍抑制ゲン、の両対
立因子を含む。明細には、腫瘍抑制ゲンにおける欠失の場合、基準因子の検出量はターゲ
ット因子の検出量より著しく大きい。特定の腫瘍因子突然変異の場合のように、ターゲッ
ト配列が拡大されると、ターゲットの検出量が基準因子の検出量より十分有意な余裕を持
って大きくなる。
【００６４】
当該技術で知られた方法は、欠失又は点突然変異を検出するため、通常はＰＣＲプローブ
及び／又はハイブリッド形成プローブの形で数多のプローブの使用を必要とする。しかし
、本発明の方法は、ヌクレオチド配列の列挙的検出及び安定と知られた配列と不安定と思
われる配列との間の列挙的比較を含むので、癌危険性を正確に分析するため僅か数個のプ
ローブを使わなければならないだけである。事実、単一大型欠失検出に必要なすべては、
プライマ又はプローブのセットたった一つである。癌の危険性は、腫瘍発生に関わると知
られた又は思われる因子領域における突然変異の存在により示される。本発明の方法にし
たがって実施された試験に基づき危険性があると同定された患者は、疾病の確認及び／又
は治療のため、他の一般的には侵襲的処理に回される。
【００６５】
本発明の方法にしたがうと、ターゲット及び基準核酸は、循環単一基伸長反応を用いて別
様にラベル付けされる。その循環単一基伸長反応は、別様にラベル付けされたヌクレオチ
ドを、ターゲット及び基準核酸に選択的にハイブリッド形成されるプライマ又はプローブ
の３’端に組み込む。例えば、プライマ又はプローブは、ターゲット核酸にハイブリッド
形成されたプライマ又はプローブの単一基伸長に向けられた鋳型がＴの添加を生じ、基準
核酸にハイブリッド形成されたプライマ又はプローブの単一基伸長に向けられた鋳型がＧ
の添加を生じるように、設計される。伸長反応は、例えば、３５Ｓでラベルされた終端Ｔ
及び３２Ｐでラベルされた終端Ｇの存在下で行われる。代わりに、二つの終端核酸をそれ
ぞれ、大きいインピーダンスと小さいインピーダンスのビーズでラベル付けする。これら
の終端核酸は、ここで論じたように、伸長したプライマ又はプローブの列挙が出来るよう
にする検出可能な任意の各種マーカーを用いてラベル付けすることが出来る。
生体試料中で一様に分布する核酸配列の列挙的試料採取は、一般的にポアソン分布にした
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がう。生体試料中にあるゲノムのポリヌクレオチド断片の典型数のような、大型母集団に
ついて、ポアソン分布は、平均値Ｎ及び、Ｎの二乗平方根で近似される標準偏差を有する
正規（ガウス）曲線と同様である。
生体試料から得られたターゲット及び基準のゲンの数の間の統計的有意性は、任意の適切
な方法を用いて決定される。例えば、本書の開示を参照によりここに組み込んだ、スチー
ル他「統計の原理と手順、生物統計学的方法」（マクグローヒル社、１９８０年）を参照
。例示的方法は、特異性（偽陽性の許容範囲）と感度（偽陰性の許容範囲）の好ましい水
準に基づき、選択した信頼性水準の範囲内で、選択した統計的有意水準に達するよう、得
るべきターゲット及び基準のゲンの数の間の差を決定することである。このような決定に
おけるしきい値問題は、統計的に有意な判定が出来るため母集団中で利用出来なければな
らない（ターゲット及び基準についての）ゲンの最小数Ｎである。数Ｎは、突然変異体対
立因子を含む試料の中の突然変異体対立因子最小数推定値（ここでは最小１％と推定）及
び正規試料は突然変異体対立因子を含まないとの追加推定に依存する。ターゲット及び基
準のゲン数の間の差のしきい値は、試料中の細胞副母集団に突然変異体が存在するとの診
断に関し、少なくとも０．５％でなければならないこともまた仮定する。前述の仮定に基
づいて、突然変異体数と基準対立因子数との間の差０．５％以下が検出されたとき真に陰
性（即ち、試料中に突然変異体副母集団がない）である結果が回数の９９．９％で生じる
よう、Ｎがどれだけ大きくなければならないかを決定することが可能である。
【００６６】
特異性に関するＮの計算は、このとき、一つの試料測定が母集団の最低部分３．１６％を
覆うガウス分布の一部（図２Ａで「Ａ」とマークした部分）であるとの確率及び、他の試
料測定が母集団の最高部分３．１６％を覆うガウス分布の一部（図２Ｂで「Ｂ」とマーク
した部分）であるとの確率に基づく。二つの試料測定は独立事象なので、両事象が単一試
料中で同時に起こる確率は、約０．００１即ち０．１％である。こうして、ガウス分布の
９３．６８％（１００％－２×３．１６％）が図３でＡ及びＢとマークした領域の間に入
る。統計表は、当該領域が標準偏差３．７２に等しいことを示す。したがって、０．５％
Ｎは３．７２シグマに等しいと設定される。シグマ（標準偏差）は√Ｎに等しいので、方
程式はＮについて５５３，５３６と解ける。これは、基準及びターゲットを示す二つの数
字の低い方が５５３，５３６以上であって、患者が真に正常であるときは、数字の間の差
は回数の約９９．９％で０．５％以下であることを意味する。
９９％感度に必要な最小Ｎを決定するため同様の解析を行う。今度は一端を切り取ったガ
ウス分布表が、平均値からの１．２８標準偏差（シグマ）がガウス分布の９０％を覆うこ
とを示す。さらに、数字の一つ（基準又はターゲット）が図３で「Ａ」とマークした面積
又は図３で「Ｂ」とマークした面積に入る１０％（１％の二乗平方根）の確率がある。二
つの母集団平均が全体で１％の相違であり、ターゲットと基準因子の数字の間に０．５％
の差がある筈とすると、いずれかの平均値から統計的有意に関するしきい値までの差は、
９９％感度に関し０．２５％Ｎに等しい（図３参照）。図３に示すように、０．２５％Ｎ
はガウス分布片側の約４０％に相当する。統計表は、ガウス分布の４０％が平均からの標
準偏差１．２８に相当することを明らかにする。したがって、１．２８シグマは０．００
２５Ｎに等しく、Ｎは２６２．１４４に等しい。こうして、異常試料については、二つの
数字の低い方が２６２，１４４以上であるとき、回数の９９％以上において、差が０．５
％を超える。逆に陰性誤診断は、これら条件の下で回数の僅か１％になる。
【００６７】
９９．９％特異性（偽陽性の回避）と９９％感度（偽陰性の回避）の両方を持つためには
、ＤＮＡを有する５５３，５３６個以上（　大凡５５０，０００個以上）の細胞から誘導
したＤＮＡを持つ試料を計数しなければならない。得られた数の間の０．５％以上の差が
感度に関し９９．０％信頼度水準で有意であり、数の間の０．５％未満の差が特異性に関
し９９．９％信頼度水準で有意である。上に注記したように、統計的有意性判定のため他
の標準統計的試験を使用してもよく、前記は当該試験の一つをあらわすに過ぎない。
前記説明に基づいて、本発明の方法が任意の生体試料内のポリヌクレオチド副母集団にあ
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る突然変異検出に有用であることを、当業者は理解するであろう。例えば、ここに開示し
た方法は、癌のような疾病に伴う対立因子喪失（異型接合性喪失）の検出に使用される。
加えて、本発明の方法は、酵素活動の完全又は部分的喪失のような、物質交代エラーを引
き起こす欠失又は基置換突然変異の検出に使用される。例示目的で、以下に結腸癌検出に
おける本発明の方法の利用法詳細を述べる。発明の方法は腫瘍抑制因子における突然変異
（及び特に異型接合性喪失に典型的な大型欠失）の早期発見に特に有用である。したがっ
て、以下の方法で例示したが、本発明はそのように制限されるものではなく、それらの考
察に当たって当業者はその広範な利用性を理解するであろう。
【００６８】
本発明の方法は、突然変異したと既知又は推定されるターゲット・ポリヌクレオチドの数
を突然変異していないと既知又は推定される基準ポリヌクレオチドの数と比較するステッ
プを含むのが好適である。対立因子又は因子座のいずれかを基準及びターゲット核酸とし
て利用する代替実施例に加えて、本発明は正常対立因子におけるミクロサテライト繰り返
し領域を突然変異が既知又は推定される対立因子における対応ミクロサテライト繰り返し
領域と比較するステップを含む。本発明の例示的検出方法は、測定される各核酸の計数の
間に差が存在するか否かを決定するステップを含む。統計的有意差の存在は、測定された
核酸の一つに突然変異が起こったことを示す。
【００６９】
使用例
例示目的で、以下に結腸癌検出における本発明の方法の利用法詳細を述べる。発明の方法
は突然変異の早期発見に特に有用である。したがって、以下の方法で例示したが、本発明
はそのように制限されるものではなく、それらの考察に当たって当業者はその広範な利用
性を理解するであろう。
結腸の癌又は前癌状態の検出に関する例示的方法
使用例１．試料準備
【００７０】
本発明にしたがって、ターゲット核酸は患者から隔離した核酸試料をあらわす。この核酸
は任意の細胞源又は体液から採取することができる。臨床行為で得られる細胞源の非限定
例には、血液細胞、頬面細胞、膣頚部細胞、尿からの上皮細胞、胎児細胞、又は生検で得
られた組織内に存在する任意の細胞が含まれる。体液には、血液、尿、脳脊髄液、及び感
染又は炎症部位からの組織滲出液が含まれる。
好適実施例において、試料はスツールの横断面又は周辺部分である。スツールの横断面又
は周辺部分作成に好適な方法は、参照によりここに組み込んだ共有米国特許５，７４１６
５０号及び、共有共出願の特許　　　　号（代理人名簿番号ＥＸＴ－０１５）で提供され
ている。スツールが結腸を通過するとき、結腸上皮細胞から脱け落ちた細胞及び細胞断片
を付着する。同様に、細胞及び細胞断片は結腸ポリープ（突然変異ＤＮＡを含む）が脱ぎ
落とす。しかし、ポリープと接触するスツールの一部だけが脱落細胞を付着する。したが
って、スツール試料が、推定癌細胞（例えばポリープ）の落としたものを含む脱落細胞す
べての混合物を確実に含むためには、少なくともスツールの横断面又は周辺部分を得るこ
とが必要である。
【００７１】
試料作成の後、ＮａＣｌ又はＫＣｌ２００ｍＭのような塩及び１－１０％ＳＤＳ又はトリ
トンＴＭのような洗浄剤、及び／又はプロティナーゼＫのようなプロティナーゼを含むリ
ン酸塩緩衝サリンのような、適切なバッファの中で試料を均質化する。特に好適なバッフ
ァは、参照によりここに組み込んだ共有共出願の米国特許出願　　　　号（代理人名簿番
号ＥＸＴ－００６）で開示したような、Ｔｒｉｓ－ＥＤＴＡ－ＮａＣｌバッファである。
このバッファはまた、ＤＮＡ及びＲＮＡ劣化酵素の抑制剤をも含むことがある。試料中の
二重撚りＤＮＡは周知の方法で融解（変性して単一撚りＤＮＡを形成）する。例えば、参
照によりここに組み込んだギレンステン他、組み換えＤＮＡにおける方法論ＩＩ、５６５
－５７８頁（Ｗｕ版、１９９５年）を参照。ＤＮＡは次いで、当該技術で標準の多数の方
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法のいずれかを用いて、細胞源又は体液から分離される。参照によりここに組み込んだス
ミスーレビン他、Ｇｕｔ、３６，８１－８６頁（１９９５年）を参照。ＤＮＡ抽出に用い
る特定の方法が供給源の性質に左右されることは、理解されるであろう。
一旦抽出したら、ターゲット核酸は追加処理することなく本発明に採用してよい。代わり
に、ターゲット核酸中に存在する一つ以上の特定領域をＰＣＲにより拡大してもよい。こ
の場合、拡大される領域は、プライマとして使用のため特定の側面配列の選択により、規
定される。このステップでの拡大は、ターゲット核酸配列母集団の中で特定核酸配列の濃
度を増加するとの利点を備える。
一実施例において、特定配列先行拡大を伴う又は伴わないターゲット核酸が、固定相支持
物に束縛される。これにより多数の患者試料の同時処理及び篩い分けが出来る。本発明に
おける使用に適切な支持物の非限定的例示には、ニトロセルローズ又はナイロンフィルタ
、親和性キャプチャ用薬剤で被覆されたガラスビーズ、磁性ビーズ、処理又は未処理ミク
ロタイタープレート、及び類似物が含まれる。診断試験室及び組織培養に用いられる在来
の９６穴ミクロタイターディッシュは好適支持物である。好適実施例において、支持物は
多数の穴を有するミクロタイターディッシュである。このような支持物の使用により、多
数の試料及び対照の同時判定が出来、その結果、解析を促進する。さらに、自動システム
を使用してこのようなミクロタイターディッシュに試薬を提供することが出来る。ターゲ
ット核酸を支持物に束縛する方法が、使用する特定マトリクスに左右されることは、当業
者に理解されるであろう。例えば、ＤＮＡのニトロセルローズへの束縛は、フィルタにＤ
ＮＡを単に吸収させ、次いでフィルタを７５－８０度Ｃ真空下で１５分ー２時間焼くこと
により、達成される。代わりに、帯電ナイロン皮膜を使用することが出来、これは束縛核
酸の追加処理を何も必要としない。アビジン又はストレプタビジンで被覆したビーズ及び
ミクロタイターを、ビオチンが（例えば、ビオチン抱合ＰＣＲプライマを使って）付着さ
れたターゲット核酸の束縛に使うことが出来る。加えて、ターゲット核酸表面を抗体で覆
い抗体特有付着素をターゲット核酸に組み込むことにより、抗体を用いてターゲット核酸
を任意の上記固体支持体に付着することが出来る。またエポキシド／アミン結合化学作用
を用いて、ターゲット核酸を任意の上記固体支持体に直接付着することが出来る。エガー
ス他、ＤＮＡ配列技術の進歩、ＳＰＩＥ会議議事録（１９９３）を参照。一旦核酸試料が
固定されたら、試料を洗滌して非固定物質を除去する。次いで核酸試料を本発明にしたが
って一つ以上の分割プライマに露出する。代替実施例において、核酸は水様相に止まる。
【００７２】
使用例２．単一基伸長反応の多重循環
ａ）プライマ選択
一つ以上の突然変異を含むと思われる遺伝子領域は、ＧｅｎＢａｎｋ、ＥＭＢＬのような
ヌクレオチド・テータベース若しくは適切なデータベース又は刊行物を参照して、又は配
列により同定する。癌検出については、数多の腫瘍発生遺伝因子及び腫瘍抑制因子におけ
る遺伝子突然変異が知られている。デュフィ、臨床化学、４１巻、１４１０－１４１３頁
（１９３３年）。本発明の突然変異検出法での使用に好適なゲンには、一つ以上の腫瘍発
生遺伝因子及び／又は一つ以上の腫瘍抑制因子が含まれる。特に好適なゲンには、ｒａｓ
腫瘍発生遺伝因子、ｐ５３、ｄｃｃ、ａｐｃ、ｍｃｃ、及びその他の腫瘍形成表現型の成
長に関わると思われるゲンが含まれる。
以下で記述するように、本発明の方法は、疑問のある核酸が一つ以上ある因子座で突然変
異を検出することが出来る。さらに本発明の方法は、一つ以上の単一基突然変異が可能な
因子座を調査するため使用することが出来る。一旦関心領域が同定されたら、疑問の突然
変異の存在を検出するため少なくとも一つのプライマを準備する。本発明のプライマは長
さが、好適にはヌクレオチド約１０個分から約１００個分、さらに好適にはヌクレオチド
約１５個分と約３５個分との間、最も好適にはヌクレオチド約２５個分である。
【００７３】
プライマは天然物でも合成物でもよく、生体内、生体外で酵素的に、又は生体外で非酵素
的に、合成される。本発明の方法で使用されるプライマはオリゴデオキシリボヌクレオチ
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体、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、及びその他の機能的相似品から選ぶのが好適である。ペプ
チド核酸は有名である。プルスカル他．ＦＡＳＥＢ彙報、ポスター＃３５（１９９４年）
を参照。これらは合成オリゴアミドであって、アデニン、シトシン、グアニン、チミン又
はウラシルが付着された反復アミノ酸ユニットから構成される。エホルム他、ネイチャー
３６５巻、５６５－５６８頁（１９９３年）、オエルム他、核酸研究２３巻、５３３２－
３６頁（１９９３年）、プラクチカルＰＮＡ、ＰＣＲクランプを指向するＰＮＡによるポ
イント突然変異同定、パーセプチブ・バイオシステム１巻、１号（１９９５年）を参照。
ペプチド核酸シントン及びオリゴマーは市販で、パーセプチブ・バイオシステム社、マサ
チューセッツ州フラミントン、から入手出来る。例えば、ＰＣＴ出版物ＥＰ９２／０１２
１９、ＥＰ９２／０１２２０、ＵＳ９２／１０９２１を参照。多くの用途において、ＰＮ
Ａは核酸プローブに好適である。核酸／核酸デュプレクスと異なり、これは低塩条件下で
不安定化し、ＰＮＡ／核酸デュプレクスを形成して極低塩条件下で安定化したまま止まる
からである。加えて、ＰＮＡ／ＤＮＡ複合体は、相似核酸／核酸複合体より高い熱融解点
を有するので、ＰＮＡプローブの使用により吸取り分析の再現性が改善される。
【００７４】
例示のため、Ｋ－ｒａｓ因子内の突然変異検出のため設計されたプライマを下記に用意す
る。本発明の方法にしたがって、コーディング・ストランド又はノン－コーディング・ス
トランドのいずれかに相補的なプライマを使用する。実例として、コーディング・ストラ
ンド内の突然変異検出に有用なプライマを下記に用意する。Ｋ－ｒａｓ内の突然変異は、
表現蛋白質のアミノ酸１２に関するコードンに頻繁に起こる。
Ｋ－ｒａｓ因子の野生型コードン１２及びその上流核酸は下記である。
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
アミノ酸１２をエンコードする三つのヌクレオチドに下線を施した。Ｋ－ｒａｓ因子のコ
ードン内で符号化されたアミノ酸１２の中の第一核酸位置調査の能力があるプライマ（プ
ライマ１）を下記に用意する。
プライマ１
５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴＧＴＧＧＴＡＧＴＴＧＧＡＧＣＴ－３’
（配列識別番号９）
ｂ）プライマ伸長の複数回循環
プライマ１は、Ｋ－ｒａｓ因子内の相補配列へのプライマ１の選択束縛を促進するとの条
件（表１参照）下で、核酸試料にハイブリッド形成される。伸長反応は、それぞれ異なる
検出可能ラベルを付けた四つの異なるジデオキシヌクレオチドｄｄＡＴＰ、ｄｄＣＴＰ、
ｄｄＧＴＰ、及びｄｄＴＴＰ、が存在して行われる。伸長反応は、表２に示すように、３
０回繰り返す。
表１．単一基伸長循環反応用反応混合物

表２．循環単一基伸長反応用温度輪郭



(22) JP 4422897 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

ラベル付きｄｄＮＴＰの組込について反応生成物を分析する。野生型ＤＮＡを含む核酸試
料にはラベル付きｄｄＧＴＰのみが組み込まれている筈である。他のいずれかのｄｄＮＴ
Ｐが十分有意な量で組み込まれていることは、試料中に突然変異Ｋ－ｒａｓ核酸が存在す
ることを示す。
【００７５】
使用例３．分割プライマの準備
ａ）プライマ選択
関心領域が同定されると、疑惑突然変異の存在検出のため、少なくとも一つの分割プライ
マを用意する。分割プライマは、核酸の実質的連続部分にハイブリッド形成する能力のあ
る少なくとも二つのオリゴヌクレオチド・プローブ、第一プローブと第二プローブ、から
構成される。
本発明の第一プローブは、長さが、好適にはヌクレオチド約５個分から約１０個分、さら
に好適にはヌクレオチド約６個分と約８個分との間、最も好適にはヌクレオチド約８個分
である。本発明の第二プローブは、長さが、好適にはヌクレオチド約１５個分と約１００
個分との間、さらに好適にはヌクレオチド約１５個分と約３０個分との間、最も好適には
ヌクレオチド約２０個分である。さらに、第二プローブは、伸長出来ない３’終端ヌクレ
オチドを有するため、第一プローブを欠く温度依存核酸合成用のプライマになることが出
来ない。好適な非伸長性３’終端ヌクレオチドには、Ｃ３スペーサー、３’転換基、ビオ
チン、又は変形ヌクレオチドが含まれる。長いプローブは、そのヌクレオチド不整合許容
性のため、選択性が低いけれども、第二プローブは非伸長性で、近接プローブを欠くとき
は偽始動を生じない。
代替実施例において、分割プライマは第一プライマのシリーズから構成され、シリーズの
各構成員は、ヌクレオチド約５個分から約１０個分、最も好適にはヌクレオチド約６個分
から約８個分まで、の長さを有する。第一プローブは終端ヌクレオチドを有しないけれど
も、シリーズの全構成員が核酸の実質的連続部分にハイブリッド形成されない限り、核酸
伸長は起こらない。
分割プライマのオリゴヌクレオチド・プローブは天然物でも合成物でもよく、生体内、生
体外で酵素的に、又は生体外で非酵素的に、合成される。本発明の方法で使用されるプラ
イマは、オリゴデオキシリボヌクレオチド、オリゴリボヌクレオチド、デオキシリボヌク
レオチドとリボヌクレオチドとの共重合体、ペプチド核酸（ＰＮＡ）、及びその他の機能
的相似品から選ぶのが好適である。ペプチド核酸は有名である。プルスカル他．ＦＡＳＥ
Ｂ彙報、ポスター＃３５（１９９４年）を参照。これらは合成オリゴアミドであって、ア
デニン、シトシン、グアニン、チミン又はウラシルが付着された反復アミノ酸ユニットか
ら構成される。エホルム他、ネイチャー３６５巻、５６５－５６８頁（１９９３年）、オ
エルム他、核酸研究２３巻、５３３２－３６頁（１９９３年）、プラクチカルＰＮＡ、Ｐ
ＣＲクランプを指向するＰＮＡによるポイント突然変異同定、パーセプチブ・バイオシス
テム１巻、１号（１９９５年）を参照。ペプチド核酸シントン及びオリゴマーは市販で、
パーセプチブ・バイオシステム社、マサチューセッツ州フラミントンから、入手出来る。
例えば、ＰＣＴ出版物ＥＰ９２／０１２１９、ＥＰ９２／０１２２０、ＵＳ９２／１０９
２１を参照。多くの用途において、ＰＮＡは核酸プローブに好適である。核酸／核酸デュ
プレクスと異なり、これは低塩条件下で不安定化し、ＰＮＡ／核酸デュプレクスを形成し
て極低塩条件下で安定化したまま止まるからである。加えて、ＰＮＡ／ＤＮＡ複合体は、
相似核酸／核酸複合体より高い熱融解点を有するので、ＰＮＡプローブの使用により吸取
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り分析の再現性が改善される。
【００７６】
例示のため、Ｋ－ｒａｓ因子内の突然変異検出のため設計されたプライマを下記に用意す
る。本発明の方法にしたがって、コーディング・ストランド又はノン－コーディング・ス
トランドのいずれかに相補的なプライマを使用する。実例として、コーディング・ストラ
ンド内の突然変異検出に有用なプライマを下記に用意する。Ｋ－ｒａｓ内の突然変異は、
表現蛋白質のアミノ酸１２に関するコードンに頻繁に起こる。コードン１２の中の三つの
位置それぞれにおける突然変異検出用に可能なプローブを下記に示す。
Ｋ－ｒａｓ因子の野生型コードン１２及びその上流核酸は下記である。
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
アミノ酸１２をエンコードする三つのヌクレオチドに下線を施した。Ｋ－ｒａｓ因子のア
ミノ酸１２に関しコードする三つのヌクレオチドを調査する能力がある第一プローブと第
二プローブを下記に用意する。第一プローブＡは、上記に概略を記述した第一プローブで
あって、コードン１２の中の第一基の直ぐ上流側の（即ち、コードン位置１にあるシトシ
ンに隣接する）ヌクレオチドに相補的な配列を有する。第二プローブＡは、上記に概略を
記述した第二プローブである。これは、第一プローブＡが相補する配列に実質的連続（こ
の場合は正確に連続）な配列に相補的である。下記に示す第二プローブのそれぞれで太字
の核酸は、非伸長性ヌクレオチドである。Ｋ－ｒａｓコードン１２の第一基の中の突然変
異検出に適する第一及び第二プローブのハイブリッド形成を下記に示す。
第二プローブＡ　５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴＧＴＧＧＴＡＧ
（配列識別番号２）
第一プローブＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＴＧＧＡＧＣＴ
（配列識別番号３）
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
コードン１２の第二基の中の突然変異検出は、上と同じ第二プローブ（第二プローブＡ）
と、下記で第一プローブＢと名付けた第一プローブを用いて行う。この第一プローブＢは
コードン１２の第二基に隣接（３’）して終わる配列に相補的である。コードン１２の第
二基の中の突然変異検出に適したプローブのハイブリッド形成を下記に示す。
第二プローブＡ　５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴＧＴＧＧＴＡＧ
（配列識別番号２）
第一プローブＢ　　　　　　　　　ＴＧＧＡＧＣＴＧ
（配列識別番号４）
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
コードン１２の第三位置における突然変異検出は、上と同じ第二プローブ（第二プローブ
Ａ）及び、コードン１２の第三基と直接境を接する第一プローブＣを用いて達成する。コ
ードン１２の第三基の中の突然変異検出に適したプローブのハイブリッド形成を下記に示
す。
第二プローブＡ　５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴＧＴＧＧＴＡＧ
（配列識別番号２）
第一プローブＣ　　　　　　　　　　　　　　　ＧＧＡＧＣＴＧＧ
（配列識別番号６）
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
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【００７７】
コードン１２の第二及び第三ヌクレオチドにおける突然変異検出に関する上述の方法にお
いて、第二プローブは、第一プローブのハイブリッド形成領域上流側の、それぞれ１及び
２ヌクレオチドである。代わりに、コードン１２の第二及び第三ヌクレオチド検出用の第
二プローブが、それぞれの第一プローブと直接境を接し（即ち正確にそれと連続し）ても
よい。　例えば、コードン１２Ｋ－ｒａｓ第三基の突然変異検出用代替第二プローブは、
下記である。
５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴＧＴＧＧＴＡＧＴＴ
（配列識別番号５）
突然変異検出はまた、少なくとも三つの第一プローブのシリーズを含む分割プライマを用
いても達成される。コードン１２第三基の突然変異検出用第三プローブを下記に示す。
第一プローブＸ　５’－ＡＴＡＡＡＣＴＴ
（配列識別番号７）
第一プローブＹ　　　　　　　　　　　　ＴＧＧＴＡＧＴＴ
（配列識別番号８）
第一プローブＺ　　　　　　　　　　　　　　　ＧＧＡＧＣＴＧＧ
（配列識別番号６）
野生型鋳型
３’－ＴＡＴＴＴＧＡＡＣＡＣＣＡＴＣＡＡＣＣＴＣＧＡＣＣＡ－５’
（配列識別番号１）
ｂ）プライマ伸長の多重循環
第一及び第二プローブは、長い第二プローブがないと短い第一プローブのハイブリッド形
成が不利であるとの、ハイブリッド形成条件の下で試料に露出される。ハイブリッド形成
に影響する要因は当該技術に周知で、温度上昇、塩濃度低下、又はハイブリッド形成溶液
のｐＨ上昇が含まれる。不利なハイブリッド形成条件（例えば、第一プローブＴｍ上温度
３０－４０度Ｃ）の下で第一プローブは、単独でハイブリッド形成されたとき、不安定な
ハイブリッドを形成し、伸長反応を始動しない。長い第二プローブは高いＴｍを有してい
て、鋳型と安定ハイブリッドを形成し、核酸の実質的連続部分にハイブリッド形成された
とき、第二プローブは短い第一プローブに安定性を分与し、それにより連続プライマを形
成する。
【００７８】
好適実施例において、参照によりここに組み込んだサンガー、国立科学アカデミー誌（Ｕ
ＳＡ）、７４巻、５４６３－５４６７頁（１９９７年）に報告されたようなデオキシ鎖終
結方法の変形を、このとき突然変異存在の検出に用いた。この方法は、四つの共通２’、
３’－ジデオキシ・ヌクレオシド・トリフォスフェート（ｄｄＡＴＰ、ｄｄＣＴＰ、ｄｄ
ＧＴＰ、ｄｄＴＴＰ）のうち少なくとも一つを使うことを含む。当該技術に既知の方法を
用いて、検出可能検出部分をジデオキシ・ヌクレオシド・トリフォスフェート（ｄｄＮＴ
Ｐ）に付着させることが出来る。　シーケナーゼＴＭ（パーキン・エルマー）のようなＤ
ＮＡポリメラーゼもまた、試料混合物に添加した。好適実施例において、Ｔａｑ又はＶｅ
ｎｔＤＮＡポリメラーゼのような、ポリメラーゼを試料混合物に添加した。実質的連続な
第一及び第二プローブをプライマとして用いて、ポリメラーゼはｄｄＮＴＰ一個を第一プ
ローブの３’端に付加する。組み込まれたｄｄＮＴＰは、単一基多形サイトに存在するヌ
クレオチドに相補的になる。ｄｄＮＴＰは　３’ヒドロキシルを有するので、ハイブリッ
ド形成済みプローブの追加伸長は起きない。伸長混合物に相補性ｄｄＮＴＰ（又はデオキ
シヌクレオシド・トリフォスフェート）が利用できない場合は、連鎖終結もまた起こる。
単一基伸長反応終了後、伸長生成物を隔離して検出する。
好適実施例においてはまた、伸長反応停止が唯一つのヌクレオチド付加後か、又は予想突
然変異の相補に相当する唯一つのラベル付きヌクレオチド付加後か、のいずれかを検出す
るラベル付きデオキシヌクレオシドが試料に露出される。
使用例２及び３に例示した本発明の最も簡単な実施例において、ヌクレオシド・トリフォ
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スフェート混合物は、既知突然変異に相補性のラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰのみを
含む。例えば、Ｋ－ｒａｓ因子コードン１２第一ヌクレオチド内のＣ→Ａ突然変異につき
試料を調査するため、第二プローブＡ及び第一プローブＡは、ラベル付きｄｄＴＴＰ又は
ｄＴＴＰを含む伸長反応混合物に露出される。ラベル付きｄｄＴＴＰ又はｄＴＴＰの第一
プローブＡへの組込は、試験試料のＫ－ｒａｓ因子コードン１２第一ヌクレオチド内にＣ
→Ａ突然変異が存在することを示す。第二プローブＡと共に野生型鋳型に共にハイブリッ
ド形成された第一プローブＡは、伸長されないか、又は反応混合物中で利用出来るときは
、ラベル無しｄｄＧＴＰ又はｄＧＴＰで伸長する。
【００７９】
結腸癌に付随した多数の突然変異を与えられると、この疾患に関する検出方法が、同一反
応内に同時に存在する多数の突然変異（例えば、ａｐｃ、Ｋ－ｒａｓ、ｐ５３、ｄｃｃ、
ＭＳＨ２、ＤＲＡ）に関し、試料を好適に篩い分けする。上述のように、先行技術の検出
方法を用いると、極めて限られた多重化のみが可能である。本発明の方法は、長い第二プ
ローブの不整合許容性から生じる偽陽性信号を除外するので、分割オリゴヌクレオチドの
使用により、個々のプローブに関するハイブリッド形成条件最適化の必要を回避し、膨大
な多重化を可能にする。短い第一プローブの安定なハイブリッド形成が対応の長い第二プ
ローブが無いと出来ないハイブリッド形成条件である限り、数個の分割プライマを同一反
応内で分析することが出来る。
好適実施例において、プライマ伸長反応は、それぞれ生体試料の分別部、ポリメラーゼ、
及び三つのラベル付き相補性非野生型ｄｄＮＴＰ（又はｄＮＴＰ）、を有する四つの別々
の反応混合物で実行される。任意選択で、反応混合物はまたラベル無し相補性非野生型ｄ
ｄＮＴＰ（又はｄＮＴＰ）含むこともある。分割プライマは、野生型鋳型にしたがって多
重化される。本例示において、Ｋ－ｒａｓ因子のアミノ酸１２に関しコードする最初の二
つのヌクレオチドはシステンである。したがって、第二プローブＡ及び第一プローブＡと
Ｂを、ラベル付きｄｄＡＴＰ（又はｄＡＴＰ）、ｄｄＴＴＰ（又はｄＴＴＰ）、及びｄｄ
ＣＴＰ（又はｄＣＴＰ）を含む反応混合物に付加する。第二プローブＣ及び第一プローブ
Ｃは、ラベル付きｄｄＡＴＰ（又はｄＡＴＰ）、ｄｄＣＴＰ（又はｄＣＴＰ）、及びｄｄ
ＧＴＰ（又はｄＧＴＰ）を含む反応混合物に付加する。第一プローブへのいずれのラベル
付きｄｄＮＴＰ（又はｄＮＴＰ）の組込も、試料内のＫ－ｒａｓ因子コードン１２に突然
変異の存在を示す。この実施例は、Ｋ－ｒａｓのコードン１２のような数個の可能突然変
異を有する位置の調査に、格別有用である。
【００８０】
代替好適実施例において、プライマ伸長反応は、それぞれ唯一つのラベル付き相補性非野
生型ｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰ及び、任意選択で、別の三つのラベル無しｄｄＮＴＰ又はｄ
ＮＴＰを含む、四つの別々の反応混合物で行われる。分割プライマはこうして、既知の突
然変異体ヌクレオチドに相補性のラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰに露出することが出
来るか、又は代わりに、すべての三つの非野生型ラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰに露
出することが出来る。上記に用意したＫ－ｒａｓ例において、Ｋ－ｒａｓコードン１２の
第一ヌクレオチドを既知のＣ→Ｇ突然変異について調査すると、第一プローブＡと第二プ
ローブＡは唯一つの反応混合物、ラベル付きｄｄＣＴＰ（又はｄＣＴＰ）を含む反応混合
物、に付加される。任意選択で、本発明の方法は、上述のようにラベル付きデオキシヌク
レオチドを用いて練習することが出来る。
しかし、Ｋ－ｒａｓ因子のコードン１２には幾つかの突然変異が同定されているので、プ
ローブはすべての非野生型ラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰに露出する。こうして、第
一プローブＡ及び第二プローブＡとＢは、ラベル付きｄｄＡＴＰ（又はｄＡＴＰ）、ｄｄ
ＴＴＰ（又はｄＴＴＰ）、及びｄｄＣＴＰ（又はｄＣＴＰ）を含む反応混合物に付加され
る。第二プローブＣ及び第一プローブＣは、ラベル付きｄｄＡＴＰ（又はｄＡＴＰ）、ｄ
ｄＣＴＰ（又はｄＣＴＰ）、及びｄｄＧＴＰ（又はｄＧＴＰ）のうち一つを含む反応混合
物に付加される。再び、第一プローブのラベル付き終端ヌクレオチドへの露出は、試験し
た生体試料のＫ－ｒａｓ因子のコードン１２に突然変異の存在を示す。
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【００８１】
好適実施例においては、分析信号増幅のため数回の伸長反応を行う。伸長反応は余分の第
一及び第二プローブ、ラベル付きｄｄＮＴＰ又はｄＮＴＰ、及び熱安定性ポリメラーゼを
存在させて行う。伸長反応が完了すると、ターゲット核酸に接合された第一及び第二プロ
ーブは、反応混合物をハイブリッドの融解温度以上に加熱することにより解離する。次い
で反応混合物をハイブリッドの融解温度以下に冷却して、第一及び第二プローブは、別の
伸長反応のためターゲット核酸との結合が許される。好適実施例においては、１０回乃至
５０回の伸長反応を実施する。最好適実施例においては、３０回の伸長反応を実施する。
【００８２】
使用例４．遺伝子変更の同定方法
一実施例においては、ラベル付きプライマ又はプローブがここに記述したように固定化さ
れ、当該技術に標準の化学的方法（例えば、マクサム－ギルバート配列、マクサム及びキ
ルバート、１９７７年、国立科学アカデミー誌、ＵＳＡ、７４巻、５６０頁）を用いて、
直接配列を受ける。
別の実施例においては、固定化されたラベル付きプライマ又は第一プローブが、固体支持
物から移動されてラベル付き第一プローブの配列が水様溶液内で行われる。一実施例にお
いては、分析で調査される多数配列のそれぞれに対応するオリゴヌクレオチドにラベル付
き第一プローブを露出することを用いる、配列特有逆ハイブリッド形成により、ラベル付
き第一プローブの配列が決定される。ハイブリッド形成解析は、当該技術に既知の、吸い
取りのような、幾つかの方法を用いて行われる。アウスベル他、分子生物学における短編
議案、３版（ジョーン・ウイリー＆ソン社、１９９５年）参照。好適実施例においては、
オリゴヌクレオチドを固体支持物に規定の位置（即ち既知の位置）で固定化する。この固
定化アレーは時に「ＤＮＡチップ」と呼ばれる。この固体支持物はまた、固体支持物への
オリゴヌクレオチド付着を容易にするため、（例えば、金又は銀で）被覆することが出来
る。オリゴヌクレオチドを固体支持物に固定するには、当該技術で既知の各種方法のいず
れかが用いられる。普通に使用される方法は、アビジン又はストレプトアビジンを用いる
固体支持物の非共有被覆及びビオチン化オリゴヌクレオチド・プローブの固定化を含む。
オリゴヌクレオチドはまたエポキシド／アミン結合化学品を用いて固体支持物に直接付着
することが出来る。エガース他、ＤＮＡ配列技術の進歩、ＳＰＩＥ大会議事録（１９９３
年）参照。
【００８３】
別の実施例においては、ハイブリッド形成及び重複部分を通じる陽性ハイブリッド形成プ
ローブの解析により、ラベル付き第一プローブの配列が読み取られる。参照によりここに
組み込んだドルマナック他、米国５，２０２，２３１号を参照。　さらに別の実施例にお
いては、ラベル付きｄＮＴＰにより伸長された第一プローブが、酵素ＤＮＡ配列（サンガ
ー他、１９７７年、国立科学アカデミー誌、ＵＳＡ、７４巻、５４６３頁）を用いて同定
される。この場合、第一プローブに相補のＤＮＡ配列及び配列「タグ」の働きをする所定
の追加共線型配列を含むオリゴヌクレオチドが合成される。サンガー配列条件の下で培養
したとき、固定化第一プローブはその相補配列にハイブリッド形成し配列反応に関しプラ
イマとして働く。生じた始動配列「タグ」はこのとき反応に存在する第一プローブを同定
する。
【００８４】
さらに別の実施例において、ラベル付きｄＮＴＰにより伸長された第一ラベルは配列同定
に先立って拡大される。ラベル付き第一プローブは、追加「タグ」付き又は無しの配列用
プライマ配列を含む相補性オリゴヌクレチオドと共に培養される。第一プローブのその相
補性オリゴヌクレチオドへの初期ハイブリッド形成により、第一プローブは単一伸長反応
において初期プライマとして役立つことが出来る。伸長生成物は次いで循環配列反応にお
ける鋳型として直接使用される。伸長生成物の循環配列は配列用生成物を拡大する結果と
なる。相補性オリゴヌクレチオドの設計に当たって、配列用プライマは、第一プローブ自
体を通じるか又は、代わりに、「タグ」配列を通じて、配列を進行するよう、方向付けさ
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れる。後者の場合、「タグ」配列の決定は共線型第一プローブ配列を同定する。拡大され
た生成物は、当該技術で標準の化学的方法によるか、又は、上述のように、配列特有逆ハ
イブリッド形成方法により、配列される。
本発明の実施にあたって、第一プローブの又は相補性タグ付きオリゴヌクレオチドの、全
配列の決定は必要でない。１、２、又は３配列反応が（「バーコード」と同様の）特性パ
ターンの生成に（完全配列を得るに必要な４に代わって）有効であり、個々の第一プロー
ブの即時同定が出来ることを意図している。この方法は、放射性ラベル付き第一プローブ
を用い、アナログ又はデジタル自動ラジオグラムを作成する手動配列方法に適用出来ると
同時に、非放射性レポーター分子を用い、デジタル化パターンを生じる自動配列方法にも
適用出来る。双方の場合において、確定データベースとの比較を電子的に実行することが
出来る。こうして、必要配列反応の減少により、本発明の方法は、多数試料の経済的解析
を容易にする。
【００８５】
本発明は、多数の可能な第一プローブの同時篩い分けを単一反応に受け入れる。実際にお
いて、同時ハイブリッド形成のため貯められた分割プライマの実数は、診断要請にしたが
って決定される。例えば、嚢胞性繊維症（ＣＦ）において、一つの特有突然変異（Δ５０
８）がＣＦ患者の７０％以上に見られた。これ、Δ５０８固有分割プライマを用いる本発
明の方法にしたがった予備的篩い分け、に続く連続プライマの単一基伸長、及び伸長第一
プローブの検出により、Δ５０８対立因子が同定され除去される。第二篩い分け（「フェ
ーズ２」）において、別の、頻繁でない、ＣＦ対立因子をエンコードする多数の分割プラ
イマの篩い分けを実施し、続いて上述のように連続プライマの単一基伸長、及び伸長第一
プローブの検出を実施した。
別の臨床状態においては、しかし、ＣＦにおけるΔ５０８のように高い頻度で現れる単一
突然変異は存在しない。したがって、分割プライマのプールは、プール陽性試料につきフ
ェーズ２解析において必要になる独立分析の数によってのみ決定される。
【００８６】
加えて、現在の臨床習慣においては、異なる臨床症候、例えば、嚢胞性繊維症、地中海貧
血、及びゴーシェ病、は互いに無関係に篩い分けされる。本発明は、対照的に、一つ以上
の疾病発生因子における突然変異に相補の多数の第一プローブを用いて、各種患者からの
多数の核酸の同時篩い分けを受け入れる。
同様の方法で、臨床的指示薬が異質薬剤又は微生物による感染を示すとき、本発明は、多
数の潜在異質核酸に付いて同時篩い分けを提供する。さらに、一つ以上の微生物の特別種
、変種、突然変異体、及び類似物もまた、第一篩い分けにおいて適切な第一プローブを採
用することにより区別することが出来る。
【００８７】
本発明の方法はまた、フェーズ１又はフェーズ２篩い分けにおいて無作為置換された分割
プライマを使用することにより、患者又は侵入微生物の核酸に運び込まれた新規の可能性
がある突然変異対立遺伝子を定義することを可能にする。この実施例において、連続プラ
イマの単一基伸長及び伸長第一プローブの検出と分離に続く配列により、精密な突然変異
体配列が明らかになる。
前述は、分割プライマを用いる多重突然変異検出の文脈における本発明の慣例を例示する
。ここに開示したような、本発明の数多の追加側面及び利点は、開示及び個々の例示を考
察したとき明らかになる。したがって、本発明は付属請求項の範囲のみによって、限定さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】単一塩基多型を検出するための単一塩基伸長反応において、分断したプライマの
使用を記述する線図である。白線は鋳型を表し、濃灰色は第一プローブ（薄灰色）に実質
的に近接する鋳型の領域へハイブリッド形成する第二プローブを表す。単一塩基突然変異
が推測される部位はＡと標識する。検出可能な標識をＢと印字する。
【図２Ａおよび２Ｂ】統計確率の低い領域を示すガウス分布モデルである。
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【図３】細胞の異質性集団で細胞の１％が突然変異している確率値Ｎを示すグラフである
。
【配列表】
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【図２Ｂ】

【図３】
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