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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織試料中の核酸の局在化された検出のための方法であって、
（ａ）複数のスピーシーズの捕捉プローブが、直接的に又は間接的に、その上に固定化さ
れた基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化され、かつ前記プローブがプライマー伸長又
はライゲーション反応のためのプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有す
るように配向されており、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
（ｂ）前記アレイ上の捕捉プローブの前記位置と、前記組織試料における位置とが関連付
けられるように前記アレイを前記組織試料に接触させて、前記組織試料の核酸を前記捕捉
プローブ中の前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせるステップと、
（ｃ）前記捕捉プローブを伸長又はライゲーションプライマーとして用いて、捕捉された
核酸分子からＤＮＡ分子を生成させるステップであって、
　前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が前記位置ドメインによりタグ付けさ
れる、ステップと、
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（ｄ）場合によってタグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成し、及び／又は場合によってタ
グ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
（ｅ）前記タグ付けされたＤＮＡ分子及び／又はその相補体若しくはアンプリコンの少な
くとも一部を前記アレイの表面から放出するステップであって、
　前記一部が前記位置ドメイン又はその相補体を含む、ステップと、
（ｆ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　（ｇ）解析された配列の情報を前記組織試料の画像と関連付けるステップであって、
　前記組織試料がステップ（ｃ）の前又は後で撮像される、ステップ、をさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（ａ）複数のスピーシーズの捕捉プローブが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化され、かつ前記プローブが逆転写酵素（ＲＴ
）プライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有するように配向されており、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
（ｂ）前記アレイ上の捕捉プローブの前記位置と、前記組織試料における位置とが関連付
けられるように前記アレイを前記組織試料に接触させて、前記組織試料のＲＮＡを前記捕
捉プローブ中の前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせるステップと、
（ｃ）前記捕捉プローブをＲＴプライマーとして用いて、捕捉されたＲＮＡ分子からｃＤ
ＮＡ分子を生成し、場合によって前記ｃＤＮＡ分子を増幅するステップと、
（ｄ）ｃＤＮＡ分子及び場合によってそのアンプリコンの少なくとも一部を前記アレイの
表面から放出するステップであって、
　放出された分子が、第一鎖及び／若しくは第二鎖ｃＤＮＡ分子又はそのアンプリコンで
あり、前記一部が前記位置ドメイン又はその相補体を含むステップと、
（ｅ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと、場合に
よって、
　（ｆ）解析された配列の情報を前記組織試料の画像と関連付けるステップであって、前
記組織試料がステップ（ｃ）の前又は後で撮像される、ステップと、
を含む、
　組織試料のトランスクリプトームを決定する、及び／又は解析するための方法。
【請求項４】
　前記捕捉プローブがＤＮＡ分子である、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記捕捉プローブが、前記位置ドメインに対して５’側にあるユニバーサルドメインを
さらに含み、
　前記ユニバーサルドメインが、
　（ｉ）生成されたＤＮＡ分子を増幅するための増幅ドメイン及び／又は
　（ｉｉ）生成されたＤＮＡ分子を前記アレイの表面から放出するための切断ドメイン
を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのスピーシーズの捕捉プローブが、異なる配列の捕捉ドメインを含む、
請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　それぞれのスピーシーズの捕捉プローブの前記位置ドメインが、独自のバーコード配列
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を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記捕捉ドメインが、
　（ａ）少なくとも１０個のデオキシチミジン残基を含むポリＴ　ＤＮＡオリゴヌクレオ
チド及び／又はランダム若しくは縮重オリゴヌクレオチド配列、又は
　（ｂ）特定の標的遺伝子又は遺伝子群に特異的な配列
を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記捕捉プローブがその５’端部により前記アレイの表面に直接的に固定化されている
、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記捕捉プローブが、表面プローブへのハイブリダイゼーションにより前記アレイの表
面に間接的に固定化されており、
　前記捕捉プローブの前記捕捉ドメインが、前記アレイ上に固定化されている表面プロー
ブの５’端部にハイブリダイズすることができる上流配列を含む、請求項１～８のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記表面プローブがその３’端部により前記アレイの表面に固定化されている、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記表面プローブが、
　（ｉ）前記捕捉ドメインの少なくとも一部、
　（ｉｉ）前記位置ドメイン及び
　（ｉｉｉ）前記ユニバーサル増幅ドメインの少なくとも一部
に相補的である配列を含む、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記相補鎖又は前記第二鎖ｃＤＮＡ分子が、前記タグ付けされたＤＮＡ分子又は前記ｃ
ＤＮＡ分子が前記アレイの表面から放出される前に又は後で生成される、請求項１～１２
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ランダムプライマーが、前記相補鎖又は前記第二鎖ｃＤＮＡの合成のために使用される
、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ランダムプライマーが増幅ドメインを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ランダムプライマーの前記増幅ドメインが、前記捕捉プローブの前記増幅ドメイン
とは異なるヌクレオチド配列からなる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　アダプターが、タグ付き分子若しくはその相補体又はｃＤＮＡ分子の一方の又は両方の
端部にライゲートされている、請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　配列解析に先立ってタグ付き分子又はｃＤＮＡ分子を増幅するステップをさらに含む、
請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記増幅するステップが、前記アレイの前記基板からのタグ付きＤＮＡ若しくはｃＤＮ
Ａ分子の放出後に実施される、又は前記増幅するステップが前記アレイ上でインサイツで
実施される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記増幅するステップがＰＣＲを含む、請求項１８又は１９に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記分子が、
　（ｉ）核酸切断、
　（ｉｉ）変性及び／又は
　（ｉｉｉ）物理的手段
により前記アレイの表面から放出される、請求項１～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記分子が、前記捕捉プローブの前記ユニバーサルドメイン又は前記位置ドメインに位
置している切断ドメインの酵素的切断により放出される、請求項２１（ｉ）に記載の方法
。
【請求項２３】
　前記分子が、熱水又はバッファーを前記アレイに適用することにより放出される、請求
項２１（ｉｉ）又は（ｉｉｉ）に記載の方法。
【請求項２４】
　シーケンシングに先立って放出された分子を精製するステップをさらに含む、請求項１
～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基板が、ガラス、シリコン、ポリ－Ｌ－リジン被覆物質、ニトロセルロース、ポリ
スチレン、環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、環状オレフィンポリマー（ＣＯＰ）、
ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリカーボネートからなる群から選択される、請求項
１～２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記組織試料が組織切片である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記組織切片が固定組織、たとえばホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）組織又
は急速冷凍組織、を用いて調製される、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記試料をステップ（ｃ）に先立って前記アレイに接触させた後で、前記組織試料を再
水和するステップをさらに含む、請求項１～２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記組織試料が植物、動物又は真菌由来である、請求項１～２８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項３０】
　前記アレイを洗浄して残余組織を取り除くステップであって、前記アレイからの前記分
子の放出に先立つステップをさらに含む、請求項１～２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記アレイが、前記アレイ上での前記組織試料の方向付けを可能にする少なくとも１つ
の位置マーカーを含む、請求項１～３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記アレイが、前記アレイの表面上の別個の位置に少なくとも１０、５０、１００、２
００、５００、１０００又は２０００の位置マーカーを含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記位置マーカーが、標識された、好ましくは蛍光標識されたマーカー核酸分子にハイ
ブリダイズすることができる、請求項３１又は３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記組織試料が、光、明視野、暗視野、位相差、蛍光、反射、干渉若しくは共焦点顕微
鏡又はその組み合わせを使用して撮像される、請求項２～３３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項３５】
　前記組織試料が蛍光顕微鏡を使用して撮像される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
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　配列解析ステップが、シーケンシングステップを含み、好ましくは、シーケンシングス
テップが可逆的ダイターミネーターに基づくシーケンシング反応を含む、請求項１～３５
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　組織試料中の核酸の局在化された検出において使用するためのアレイを作る又は作製す
るための方法であって、
　複数のスピーシーズの捕捉プローブをアレイ基板に直接的に又は間接的に固定化するス
テップを含み、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化され、かつ前記プローブがプライマー伸長又
はライゲーションプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有するように配向
され、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）（ａ）少なくとも１０個のデオキシチミジン残基を含むポリＴ　ＤＮＡオリゴ
ヌクレオチド及び／又はランダム若しくは縮重オリゴヌクレオチド配列、又は（ｂ）標的
遺伝子群に特異的な配列、を含む捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、方法。
【請求項３８】
　以下の
　（ａ）複数の表面プローブをアレイ基板に直接的又は間接的に固定化するステップであ
って、前記表面プローブが、
　（ｉ）前記捕捉ドメインのオリゴヌクレオチドの一部（前記核酸を捕捉することに関与
していない部分）にハイブリダイズすることができるドメイン、
　（ｉｉ）相補的位置ドメイン、及び
　（ｉｉｉ）相補的ユニバーサルドメインを含む
ステップと、
　（ｂ）前記アレイ上に固定化された前記表面プローブに、捕捉ドメインオリゴヌクレオ
チド及びユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドをハイブリダイズさせるステップと、
　（ｃ）鋳型重合によりユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドを伸長して、前記捕捉
プローブの前記位置ドメインを生成するステップと、
　（ｄ）前記位置ドメインを前記捕捉ドメインオリゴヌクレオチドにライゲートして、捕
捉オリゴヌクレオチドを作製するステップ
のうちのいずれか１つ又は複数をさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　組織試料中の核酸の局在化された検出において使用するためのアレイであって、
　複数のスピーシーズの捕捉プローブが、直接的に又は間接的に、その上に固定化された
基板を備え、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化されており、かつ前記プローブがプライマー
伸長又はライゲーションプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有するよう
に配向されており、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）（ａ）少なくとも１０個のデオキシチミジン残基を含むポリＴ　ＤＮＡオリゴ
ヌクレオチド及び／又はランダム若しくは縮重オリゴヌクレオチド配列、又は（ｂ）標的
遺伝子群に特異的な配列、を含む捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、
アレイ。
【請求項４０】
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　前記捕捉プローブが請求項４～７、９又は１０のいずれか一項に定義されるとおりであ
り、
　前記表面プローブが請求項１１又は１２に定義されるとおりであり、
　前記基板が請求項２５に定義されるとおりであり、
　前記組織試料が請求項２６、２７又は２８のいずれか一項に定義されるとおりであり、
　前記アレイが請求項３１又は３２に定義されるとおりであり、
　前記位置マーカーが請求項３３に定義されるとおりである、請求項３７又は３８に記載
の方法。
【請求項４１】
　前記捕捉プローブが請求項４～７、９又は１０のいずれか一項に定義されるとおりであ
り、
　前記表面プローブが請求項１１又は１２に定義されるとおりであり、
　前記基板が請求項２５に定義されるとおりであり、
　前記組織試料が請求項２６、２７又は２８のいずれか一項に定義されるとおりであり、
　前記アレイが請求項３１又は３２に定義されるとおりであり、
　前記位置マーカーが請求項３３に定義されるとおりである、請求項３９に記載のアレイ
。
【請求項４２】
　（ａ）複数のスピーシーズの捕捉プローブが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化され、かつ前記プローブがプライマー伸長又
はライゲーション反応のためのプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有す
るように配向されており、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
　（ｂ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置と、前記組織試料中の位置とが関連
付けられるように前記アレイを前記組織試料に接触させて、前記組織試料のＤＮＡを前記
捕捉プローブの前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせるステップと、
　（ｃ）前記組織試料中のＤＮＡを断片化するステップであって、
　前記断片化が、ステップ（ｂ）において前記アレイを前記組織試料に接触させる前に、
間に又は後で実行される、ステップと、
　（ｄ）捕捉されたＤＮＡ断片を鋳型として用いてプライマー伸長反応において前記捕捉
プローブを伸長させて伸長されたＤＮＡ分子を生成する、又は捕捉されたＤＮＡ断片をラ
イゲーション反応において前記捕捉プローブにライゲートして、ライゲートされたＤＮＡ
分子を生成するステップであって、
　前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が前記位置ドメインによりタグ付けさ
れる、ステップと、
　（ｅ）場合によって、タグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成する及び／又は場合によっ
て、タグ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
　（ｆ）前記アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子並びに／又はその相補体及
び／若しくはアンプリコンの少なくとも一部を放出するステップであって、
　前記一部が前記位置ドメイン又はその相補体を含む、ステップと、
　（ｇ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析する（たとえば、シー
ケンシングする）ステップと、場合によって
　（ｈ）解析された配列の情報を前記組織試料の画像と関連付けるステップであって、
　前記組織試料がステップ（ｄ）の前に又は後で撮像される、ステップと、
を含む、
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　組織試料中のＤＮＡの局在化された検出のための方法。
【請求項４３】
　（ａ）複数のスピーシーズの捕捉プローブが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記複数のスピーシーズの捕捉プローブが、それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが
アレイ上の別個の位置を占めるように固定化され、かつ前記プローブがプライマー伸長又
はライゲーション反応のためのプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有す
るように配向されており、
　それぞれのスピーシーズの前記捕捉プローブが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
　（ｂ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置と、組織試料中の位置とが関連付け
られるように前記アレイを前記組織試料に接触させるステップと、
　（ｃ）前記組織試料中のＤＮＡを断片化するステップであって、
　前記断片化が、ステップ（ｂ）において前記アレイを前記組織試料に接触させる前に、
間に又は後で実行される、ステップと、
　（ｄ）前記ＤＮＡ断片に、前記捕捉ドメインにハイブリダイズすることができる結合ド
メインを与えるステップと、
　（ｅ）前記ＤＮＡ断片を前記捕捉プローブ中の前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせ
るステップと、
　（ｆ）捕捉されたＤＮＡ断片を鋳型として用いてプライマー伸長反応において前記捕捉
プローブを伸長させて、伸長されたＤＮＡ分子を生成する、又は捕捉されたＤＮＡ断片を
ライゲーション反応において前記捕捉プローブにライゲートして、ライゲートされたＤＮ
Ａ分子を生成するステップであって、
　前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が前記位置ドメインによりタグ付けさ
れる、ステップと、
　（ｇ）場合によって、タグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成する及び／又は場合によっ
て、タグ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
　（ｈ）前記アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子並びに／又はその相補体及
び／若しくはアンプリコンの少なくとも一部を放出するステップであって、
　前記一部が前記位置ドメイン又はその相補体を含む、ステップと、
　（ｉ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析する（たとえば、シー
ケンシングする）ステップと、場合によって
　（ｊ）解析された配列の情報を前記組織試料の画像と関連付けるステップであって、
　前記組織試料がステップ（ｆ）の前に又は後で撮像される、ステップと、
を含む、方法。
【請求項４４】
　アレイの基板が、シーケンシングプラットフォームとして使用するために適したもので
ある、請求項１～３８、４０、４２又は４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　アレイの基板が、次世代シーケンシング技術において使用するために適したものである
、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　捕捉プローブが、ブリッジ増幅により固定化されたものである、請求項１～３８、４０
、４２又は４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４７】
　それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが、ブリッジ増幅により局所的クローンコロニ
ーが形成されるようにアレイ基板上に固定化され、それによりそれぞれのスピーシーズの
捕捉プローブがアレイ上の別個の位置を占める、請求項１～３８、４０、４２又は４３の
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いずれか一項に記載の方法。
【請求項４８】
　アレイがビーズアレイである、請求項１～３８、４０、４２又は４３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項４９】
　それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが、異なるビーズアレイに固定化され、それに
よりそれぞれのスピーシーズの捕捉プローブがアレイ上の別個の位置を占める、請求項４
８に記載の方法。
【請求項５０】
　アレイの基板が、シーケンシングプラットフォームとして使用するために適したもので
ある、請求項３９又は４１に記載のアレイ。
【請求項５１】
　アレイの基板が、次世代シーケンシング技術において使用するために適したものである
、請求項５０に記載のアレイ。
【請求項５２】
　捕捉プローブが、ブリッジ増幅により固定化されたものである、請求項３９又は４１に
記載のアレイ。
【請求項５３】
　それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが、ブリッジ増幅により局所的クローンコロニ
ーが形成されるようにアレイ基板上に固定化され、それによりそれぞれのスピーシーズの
捕捉プローブがアレイ上の別個の位置を占める、請求項３９又は４１に記載のアレイ。
【請求項５４】
　アレイがビーズアレイである、請求項３９又は４１に記載のアレイ。
【請求項５５】
　それぞれのスピーシーズの捕捉プローブが、異なるビーズアレイに固定化され、それに
よりそれぞれのスピーシーズの捕捉プローブがアレイ上の別個の位置を占める、請求項５
４に記載のアレイ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は一般的には、組織試料中の核酸の局在化された検出、又は空間的検出に関する
。核酸はＤＮＡでもＲＮＡであってもよい。したがって、本発明は、組織試料、たとえば
個人の細胞における、遺伝子の局在化、分布若しくは発現についての空間情報、又は実際
に、任意のゲノム変異（必ずしも遺伝子中ではない）の局在化若しくは分布についての空
間的情報を得るために、ＲＮＡ、たとえば、ＲＮＡ転写物又はゲノムＤＮＡを検出する及
び／又は解析するための方法を提供する。したがって、本発明は空間ゲノミクス及び空間
トランスクリプトミクスを可能にする。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、組織試料のトランスクリプトーム又はゲノム、特に包括的ト
ランスクリプトーム又はゲノムを決定する及び／又は解析するための方法に関する。特に
、前記方法は、組織試料中のゲノム配列の分布、場所又は発現を解析するための定量的及
び／又は定性的方法であって、組織試料内の空間的発現又は分布又は場所パターンが維持
される方法に関する。したがって、前記新しい方法は、「空間トランスクリプトミクス」
又は「空間ゲノミクス」を実施するためのプロセスであって、使用者が、組織試料中にお
ける発現パターン又は発現された遺伝子若しくは存在する遺伝子若しくはゲノム遺伝子座
の場所／分布パターンを同時に決定するのを可能にするプロセスを提供する。
【０００３】
　本発明は、特に、高処理ＤＮＡシーケンシング技術と結びついたアレイ技術に基づいて
おり、このアレイ技術により、組織試料中の核酸分子（たとえば、ＲＮＡ又はＤＮＡ分子
）、特にｍＲＮＡ又はＤＮＡを捕捉し位置タグで標識することが可能となる。このステッ



(9) JP 5916166 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

プに続いてＤＮＡ分子が合成され、塩基配列が決定されて解析され、組織試料のありとあ
らゆる部分においてどの遺伝子が発現されているかが決定される。有利なことに、組織試
料におけるそれぞれの細胞の個々別々の特異的トランスクリプトームを同時に得ることが
できる。それ故に、本発明の方法は、組織試料内の個々の細胞からの平行性の高い網羅的
トランスクリプトームサインを、前記調査された組織試料内の空間的情報を失うことなく
提供すると言ってもよい。本発明は、本発明の方法を実施するためのアレイ及び本発明の
アレイを作製するための方法も提供する。
【０００４】
　ヒト身体は１００兆個を超える細胞を含み、２５０種類を超える異なる器官及び組織に
組織化されている。脳などの複雑な器官の発生及び組織化は理解からは程遠く、定量的方
法を使用してそのような組織において発現される遺伝子の発現を精査し、そのような組織
の発生及び機能を制御する遺伝子を調査し決定する必要性がある。器官それ自体は、栄養
輸送、防御、等などのあらゆる身体機能を調整し維持することを可能にする分化細胞の混
合体である。その結果、細胞機能は、特定の組織構造内での細胞の位置及びその組織内で
前記細胞が他の細胞と共有する相互作用に、直接的にも間接的にも依存している。それ故
に、これらの相互作用が組織内のそれぞれの細胞にどのような影響を与えているのかを転
写レベルで解きほぐす必要性がある。
【０００５】
　ＲＮＡディープシーケンシングによる最近の所見で、転写物の大部分がヒト株化細胞で
検出できること及びヒトタンパク質コード遺伝子の大部分（７５％）が大半の組織で発現
されていることが実証された。同様に、ヒトゲノムのうちの１％の詳細な研究により、染
色体が偏在的に転写されていること及びすべての塩基の大部分が一次転写物に含まれてい
ることが明らかになった。したがって、転写装置は全体レベルでは乱交雑（ｐｒｏｍｉｓ
ｃｕｏｕｓ）であると言える。
【０００６】
　ＲＮＡ翻訳、分解などの速度はいずれか１つの転写物から産生されるタンパク質の量に
影響を与えることになるので、転写物はタンパク質存在量の代用に過ぎないことが周知で
ある。この点に関して、ヒト器官及び組織の最近の抗体ベースの解析によれば、組織特異
性は、空間と時間におけるタンパク質レベルの正確な調節により達成されること及び身体
中の異なる組織はどのタンパク質が発現されるのかではなく、それぞれのタンパク質がど
の程度産生されるかを制御することによりその独自の特徴を獲得することが示唆されてい
る。
【０００７】
　しかし、それに続く包括的研究では、トランスクリプトームとプロテオームの相関が比
較されて、すべての遺伝子の大多数が発現されていることが明らかにされた。興味深いこ
とに、個々の遺伝子産物についてはＲＮＡレベルの変化とタンパク質レベルの変化の間に
は高い相関関係が存在することが明らかにされ、タンパク質の機能的役割との関連で個々
の細胞中のトランスクリプトームを研究するのが生物学的に有用であることを示している
。
【０００８】
　実際、組織中の組織学及び発現パターンの解析は、生体医学研究及び診断学の礎石であ
る。組織学は、異なる染色技法を利用して、１００年以上前に先ず健康な器官の基本的構
造組織及び一般病理において起こる変化を確証した。この分野の発展により、免疫組織化
学によるタンパク質分布及びインサイツハイブリダイゼーションによる遺伝子発現を研究
できるようになった。
【０００９】
　しかし、ますます進歩する組織学技法及び遺伝子発現技法が並行して発展してきたため
、画像処理とトランスクリプトーム解析が分離され、本発明の方法まで、空間分解能での
包括的トランスクリプトーム解析に利用できる実行可能な方法はなかった。
【００１０】
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　インサイツ技法に代わるものとして、又はインサイツ技法に加えて、タンパク質及び核
酸のインビトロ解析のための、すなわち全組織試料、単一細胞型又は単一細胞からでも分
子を抽出し、たとえば、ＥＬＩＳＡ、ｑＰＣＲ、等により前記抽出物中の特定の分子を定
量することによる方法が発達してきた。
【００１１】
　遺伝子発現解析の最近の発展により、マイクロアレイ又はＲＮＡシーケンシングを使用
して組織の完全なトランスクリプトームを評価することの可能性が生じ、そのような発展
は生物学的過程の理解と診断学のために役立ってきた。しかし、トランスクリプトーム解
析は典型的には全組織から（又は全生物からでも）抽出されるｍＲＮＡに関して実施され
、トランスクリプトーム解析のために比較的小さな組織区域又は個々の細胞を収集するた
めの方法は典型的には労働集約的で費用がかかり精度が低い。
【００１２】
　それ故に、マイクロアレイ又はＲＮＡの次世代シーケンシングに基づく遺伝子発現研究
の大多数が、多くの細胞を含有する代表試料を使用する。したがって、その結果は調査さ
れる遺伝子の平均発現レベルを表す。表現型的に異なる細胞の分離が、いくつかの場合に
は包括的遺伝子発現プラットフォームと共に使用されてきており（Ｔａｎｇ　Ｆ　ｅｔ　
ａｌ．、Ｎａｔ　Ｐｒｏｔｏｃ．２０１０年；５：５１６～３５頁；Ｗａｎｇ　Ｄ　＆　
Ｂｏｄｏｖｉｔｚ　Ｓ、Ｔｒｅｎｄｓ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．２０１０年；２８：２８
１～９０頁）、細胞間変異について極めて正確な情報をもたらした。しかし、無傷の組織
において高分解能で転写活性を研究する高処理法は、現在まで利用可能になっていない。
【００１３】
　したがって、遺伝子発現パターンの解析のための既存の技法は、空間的転写情報を提供
するのは一度に１個の又は一握りの遺伝子についてのみである又は位置情報を失うという
代償を払って試料中の遺伝子すべての転写情報を提供する。それ故に、試料中のそれぞれ
の細胞のトランスクリプトームを同時に、個別に、特異的に決定する、すなわち空間的分
解能を備えたトランスクリプトーム情報をもたらす組織試料中の包括的遺伝子発現解析を
可能にする方法が求められていることは明らかであり、本発明はこの要求に取り組んでい
る。
【００１４】
　本発明の方法及び生成物の新規のアプローチは、現在確立しているアレイ及びシーケン
シング技術を利用して、転写物ごとの位置情報は保持したまま、試料中の遺伝子すべての
転写情報をもたらす。これは生命科学における画期的な出来事を表していることは当業者
には明らかとなるであろう。前記新技術は、いわゆる「空間トランスクリプトミクス」と
いう新分野を開き、これによりすべての多細胞生物における組織発生並びに組織及び細胞
機能の理解に深みのある結果がもたらされる可能性が高い。そのような技法は、疾患状態
の原因及び進行を理解すること並びにそのような疾患、たとえば癌に対する効果的な治療
を開発することに特に有用となることが明らかであろう。本発明の方法は数多くの病状の
診断においても使用されることになる。
【００１５】
　最初はトランスクリプトーム解析という目的を念頭において考えていたが、下で詳細に
説明されるように、本発明の原理及び方法はＤＮＡの解析にも適用され、それ故にゲノム
解析（「空間ゲノミクス」）にも適用することができる。したがって、本発明はもっとも
広くは、核酸全般の検出及び／又は解析に関する。
【００１６】
　アレイ技術、特にマイクロアレイは、スタンフォード大学での研究から生まれ、少量の
ＤＮＡオリゴヌクレオチドが首尾よくガラス表面に整然とした配置、いわゆる「アレイ」
で付着され、そのアレイを使用して４５の遺伝子の転写がモニターされた（Ｓｃｈｅｎａ
　Ｍ　ｅｔ　ａｌ．、Ｓｃｉｅｎｃｅ．１９９５年；２７０：３６８～９、３７１頁）。
【００１７】
　それ以来、世界中の研究者たちがマイクロアレイ技術を使用して３００００件を超える
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論文を発表してきた。様々な適用、たとえば一塩基多型（ＳＮＰ）を検出する又は変異ゲ
ノムの遺伝子型を同定する若しくは再シーケンシングするための複数種類のマイクロアレ
イが開発されており、マイクロアレイ技術の重要な使用は遺伝子発現の研究を目的として
いた。実際、遺伝子発現マイクロアレイは特定の試料における発現される遺伝物質のレベ
ルを解析する手段として生み出され、実質的利益は多くの遺伝子の発現レベルを同時に比
較することができる点である。いくつかの市販のマイクロアレイプラットフォームがこれ
らの種類の実験に利用することが可能であるが、特別注文の遺伝子発現アレイを作製する
ことも可能になってきた。
【００１８】
　遺伝子発現研究におけるマイクロアレイの使用は現在では普通であるが、新しいさらに
網羅的ないわゆる「次世代ＤＮＡシーケンシング」（ＮＧＳ）技術は多くの適用、たとえ
ば徹底的（ｉｎ－ｄｅｐｔｈ）トランスクリプトーム解析でＤＮＡマイクロアレイに取っ
て代わり始めている。
【００１９】
　超高速ゲノムシーケンシングのためのＮＧＳ技術の開発は生命科学における画期的な出
来事を表している（Ｐｅｔｔｅｒｓｏｎ　Ｅ　ｅｔ　ａｌ．、Ｇｅｎｏｍｉｃｓ．２００
９年；９３：１０５～１１頁）。これらの新しい技術のおかげでＤＮＡシーケンシングの
経費は劇的に減り、特定の個体のゲノムを含む高等生物のゲノムを前例のない速度で決定
できるようになった（Ｗａｄｅ　ＣＭ　ｅｔ　ａｌ．、Ｓｃｉｅｎｃｅ．２００９年；３
２６：８６５～７頁；Ｒｕｂｉｎ　Ｊ　ｅｔ　ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ　２０１０年；４６４
：５８７～９１頁）。高処理ゲノミクスの新たな前進で生物学研究風景は姿を変え、ゲノ
ムの完全な特徴付けに加えて完全なトランスクリプトームをデジタル及び定量的形式で研
究することも可能である。これらの網羅的データセットを視覚化し統合するバイオインフ
ォマティクスツールも近年かなり改良されてきた。
【００２０】
　しかし、驚くべきことに、組織学技法、マイクロアレイ技法とＮＧＳ技法を独自に組み
合わせることにより、組織試料中の複数の細胞から、その情報が二次元空間分解能により
特徴付けられる網羅的転写又はゲノム情報が得られることが分かってきた。したがって、
一方の極では本発明の方法を使用して、細胞を組織試料中のその背景に保持したまま、試
料中の１個の細胞の１個の遺伝子の発現を解析することが可能である。もう一方の極、及
び本発明の好ましい態様では、前記方法を使用して、試料中のありとあらゆる細胞、又は
実質的にすべての細胞におけるすべての遺伝子の発現、すなわち組織試料の包括的空間的
発現パターンを同時に決定することが可能である。本発明の方法により中間体解析を実施
することも可能になることは明らかであろう。
【００２１】
　そのもっとも簡単な形態では、本発明は以下のように要約して説明することができる。
本発明は、「アレイ」を作製するために、物体基板、たとえば、ガラススライド上に、独
自の位置タグ（ドメイン）も含む逆転写（ＲＴ）プライマーを整列配置させる必要がある
。独自の位置タグはアレイ上のＲＴプライマーの場所（アレイのフィーチャー）に対応す
る。薄い組織切片をアレイ上に置き、逆転写反応が物体スライド上の組織切片において実
施される。組織試料中のＲＮＡが結合する（又はハイブリダイズする）、ＲＴプライマー
は、結合したＲＮＡを鋳型として用いて伸長されてｃＤＮＡをもたらし、したがってｃＤ
ＮＡはアレイ表面に結合している。ＲＴプライマー中の独自の位置タグの結果として、そ
れぞれのｃＤＮＡ鎖は組織切片中の鋳型ＲＮＡの位置についての情報を担っている。組織
切片は、ｃＤＮＡ合成ステップの前又は後で、視覚化又は撮像してもよく、たとえば染色
して撮像して、ｃＤＮＡ分子中の位置タグを組織試料内の位置に関連付けることができる
ようにしてもよい。ｃＤＮＡはシーケンシングされ、正確な位置情報を備えたトランスク
リプトームが得られる。前記手順の概略図は図１に示されている。次に、配列データは組
織試料中の位置とマッチさせることができ、これにより、組織切片と一緒に配列データを
、たとえばコンピュータを使用して視覚化して、たとえば、組織にわたって対象のどんな
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遺伝子の発現パターンでも表示することが可能になる（図２）。同様に、コンピュータ画
面上で組織切片の異なる区域に印をつけ、対象のどんな選択された区域間の差次的に発現
された遺伝子に関する情報でも得ることが可能だと考えられる。本発明の方法は、ｍＲＮ
Ａ集団を研究する現在の方法を使用して得られるデータと全く対照的なデータが得られる
ことは明らかであろう。たとえば、インサイツハイブリダイゼーションに基づく方法は、
単一ｍＲＮＡ転写物の相対的情報を提供するだけである。したがって、本発明の方法は現
在のインサイツ技術よりもはっきりした利点を有する。本発明の方法から得られる包括的
遺伝子発現情報は、同時発現情報及び転写物存在量の量的推計も与える。これは、どんな
種でも、たとえば動物、植物、真菌におけるどんな組織の解析にも利用可能な一般的に適
用可能な戦略であることは明らかであろう。
【００２２】
　上記のように及び下にさらに詳細に説明されるように、この基本的方法論は、たとえば
１つ又は複数の特定の変異を含む細胞を組織試料内で同定するためにゲノムＤＮＡの解析
にまで容易に拡大することができるのは明らかであろう。たとえば、ゲノムＤＮＡを断片
化してプライマー（上に記載されるＲＴプライマーと同等）にハイブリダイズさせてもよ
く、このプライマーは、断片化されたＤＮＡを捕捉して（たとえば、前記プライマーと相
補的である配列を有するアダプターを断片化されたＤＮＡにライゲートしてもよいし、た
とえば配列の端部に追加のヌクレオチド、たとえばポリＡテールを組み込む酵素を使用し
て断片化されたＤＮＡを伸長させてプライマーに相補的である配列を生成してもよい）、
捕捉分子に相補的鎖の合成をプライミングすることができる。解析の残りのステップは上
記の通りでもよい。それ故に、トランスクリプトーム解析に関連して下に記載される本発
明の具体的実施形態は、必要に応じてゲノムＤＮＡを解析する方法に用いてもよい。
【００２３】
　位置情報をトランスクリプトーム又はゲノム情報に結び付けることに大きな価値がある
ことは上記の説明から見て取れるであろう。たとえば、これにより、たとえば癌研究及び
診断学を含む数多くの適用にその有用性を見出せる高分解能での包括的遺伝子発現マッピ
ングが可能になる。
【００２４】
　さらに、本明細書に記載される方法は、組織試料の包括的トランスクリプトームの解析
のための既に記載されている方法とは著しく異なっていることは明らかであり、これらの
違いが数多くの利点をもたらす。本発明は、組織切片を使用してもアレイ表面にカップリ
ングされているプライマー（たとえば、逆転写プライマー）によりプライミングされるＤ
ＮＡ（たとえば、ｃＤＮＡ）の合成に干渉しないという驚くべき発見に基づいている。
【００２５】
　したがって、その最初のもっとも広い態様では、本発明は、組織試料中の核酸の局在化
された検出のための方法であって、
（ａ）捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固定化さ
れた基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記捕捉プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個
の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーション反応のためのプラ
イマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、
　前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
（ｂ）前記アレイ上の捕捉プローブの前記位置と、前記組織試料における位置とが関連付
けられるように前記アレイを前記組織試料に接触させて、前記組織試料の核酸を前記捕捉
プローブ中の前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせるステップと、
（ｃ）前記捕捉プローブを伸長又はライゲーションプライマーとして用いて、捕捉された
核酸分子からＤＮＡ分子を生成させるステップであって、
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　前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が前記位置ドメインによりタグ付けさ
れる、ステップと、
（ｄ）場合によってタグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成し、及び／又は場合によってタ
グ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
（ｅ）前記タグ付けされたＤＮＡ分子及び／又はその相補体若しくはアンプリコンの少な
くとも一部を前記アレイの表面から放出するステップであって、
　前記一部が前記位置ドメイン又はその相補体を含む、ステップと、
（ｆ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと、
を含む方法を提供する。
【００２６】
　本発明の方法は、当技術分野で公知の空間トランスクリプトミクスのための他の方法よ
りも著しい前進を表している。たとえば、本明細書に記載される方法により、組織試料中
のすべての転写物の包括的空間的プロファイルが得られる。さらに、すべての遺伝子の発
現をアレイ上の位置又はフィーチャーごとに定量することができ、これにより多数の解析
を単一のアッセイからのデータに基づいて実施できるようになる。したがって、本発明の
方法により、単一の組織試料中のあらゆる遺伝子の空間的発現を検出する及び／又は定量
することが可能になる。さらに、標準マイクロアレイに似て、転写物の存在量が直接的に
視覚化（たとえば蛍光により）されないので、前記転写物が同じ試料中に極めて異なる濃
度で存在していても単一試料中の遺伝子の発現を同時に測定することができる。
【００２７】
　したがって、第二のより詳細な態様では、本発明は、組織試料のトランスクリプトーム
を決定する、及び／又は解析するための方法であって、
　（ａ）捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記捕捉プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個
の位置を占め、かつ前記プローブが逆転写酵素（ＲＴ）プライマーとして機能できるよう
に遊離の３’端部を有する配向となっており、
　前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
（ｂ）前記アレイ上の捕捉プローブの前記位置と、前記組織試料における位置とが関連付
けられるように前記アレイを前記組織試料に接触させて、前記組織試料のＲＮＡを前記捕
捉プローブ中の前記捕捉ドメインにハイブリダイズさせるステップと、
（ｃ）前記捕捉プローブをＲＴプライマーとして用いて、捕捉されたＲＮＡ分子からｃＤ
ＮＡ分子を生成するステップであって、場合によって前記ｃＤＮＡ分子を増幅するステッ
プと、
（ｄ）ｃＤＮＡ分子及び／又は場合によってそのアンプリコンの少なくとも一部を前記ア
レイの表面から放出するステップであって、放出された分子は第一鎖及び／若しくは第二
鎖ｃＤＮＡ分子又はそのアンプリコンであり、前記一部には前記位置ドメイン又はその相
補体が含まれるステップと、
（ｅ）放出された分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと
を含む方法を提供するものとみることができる。
【００２８】
　下にさらに詳細に説明されているように、核酸解析のいかなる方法も解析ステップにお
いて使用することができる。典型的にはこれにはシーケンシングが含まれることがあるが
、実際の配列決定を実施する必要はない。たとえば、配列特異的解析方法を使用してもよ
い。たとえば、配列特異的増幅反応を、たとえば位置ドメインに及び／又は特定の標的配
列、たとえば検出されることになる特定の標的ＤＮＡ（すなわち、特定のｃＤＮＡ／ＲＮ
Ａ又は遺伝子、等に対応する）に特異的であるプライマーを使用して実施してもよい。例
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となる解析法は配列特異的ＰＣＲ反応である。
【００２９】
　ステップ（ｅ）で得られる配列解析情報を使用して、試料中のＲＮＡに関する空間的情
報を得てもよい。言い換えると、配列解析情報は試料中のＲＮＡの場所に関する情報を提
供することができる。この空間的情報は、決定される配列解析情報の性質から導かれるこ
とがあり、たとえば、この空間的情報は使用される組織試料との関連でそれ自体が空間的
情報価値のある場合がある特定のＲＮＡの存在を明らかにすることがある及び／又は空間
的情報（たとえば、空間的局在化）はシーケンシング情報と相俟ってアレイ上の組織試料
の位置から導かれることがある。したがって、前記方法は、たとえば、位置タグ及び組織
試料中の位置とのその相関関係によって、単に配列解析情報を組織試料中の位置と関連付
けることを含んでいてもよい。しかし、上記のように、空間的情報は、都合の良いことに
、配列解析データを組織試料の画像と関連付けることにより得られることもあり、これは
本発明の１つの好ましい実施形態を表している。したがって、好ましい実施形態では、前
記方法は、
　（ｆ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、組織試料がステップ（ｃ）
の前又は後で撮像されるステップ
も含む。
【００３０】
　そのもっとも広い意味で、本発明の方法を組織試料中の核酸の局在化された検出のため
に使用してもよい。したがって、一実施形態では、本発明の方法は組織試料のトランスク
リプトーム又はゲノムのすべてを、たとえば組織試料の包括的トランスクリプトームを決
定する及び／又は解析するために使用してもよい。しかし、前記方法はこれに限定される
ことはなく、トランスクリプトーム又はゲノムのすべて又は一部を決定する及び／又は解
析することを包含する。したがって、前記方法はトランスクリプトーム又はゲノムの一部
又はサブセット、たとえば遺伝子のサブセットに対応するトランスクリプトーム、たとえ
ば、たとえば特定の疾患又は状態、組織型、等に関連する特定の遺伝子のセットを決定す
る及び／又は解析することを含んでいてもよい。
【００３１】
　別の態様から見ると、上で提示された方法ステップは、空間的に限定されたトランスク
リプトーム又はゲノム、特に組織試料の空間的に限定された包括的トランスクリプトーム
又はゲノムを得る方法を提供するものとみることが可能である。
【００３２】
　別の見方をすれば、本発明の方法は、組織試料中のＤＮＡであれＲＮＡであれ、核酸の
局在化された若しくは空間的検出のための、又は組織試料中の核酸（ＤＮＡ又はＲＮＡ）
の局所的若しくは空間的決定及び／若しくは解析のための方法とみることもできる。特に
、前記方法は、組織試料中の遺伝子発現又はゲノム変動の局在化された若しくは空間的検
出又は決定及び／若しくは解析のために使用してもよい。局在化された／空間的検出／決
定／解析とは、ＲＮＡ又はＤＮＡが組織試料中の細胞又は組織内のその天然の位置又は場
所に局在していることがあることを意味する。したがって、たとえば、ＲＮＡ又はＤＮＡ
は試料中の細胞若しくは細胞の群若しくは細胞の型に又は組織試料内の区域の特定の領域
に局在していてもよい。ＲＮＡ又はＤＮＡ、たとえば発現された遺伝子又はゲノム遺伝子
座の天然の場所又は位置（又は言い換えれば、組織試料中のＲＮＡ若しくはＤＮＡの場所
若しくは位置）、を決定してもよい。
【００３３】
　本発明は、捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固
定化された基板を備え、前記捕捉プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシ
ーズがアレイ上の別個の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーシ
ョンプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、前記
捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
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　（ｉｉ）前記アレイに接触させる前記組織試料のＲＮＡを捕捉するための捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、本発明の方法において使用するためのアレイを提供するものと
みることもできる。
【００３４】
　関連する態様では、本発明は、捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間
接的に、その上に固定化された基板を備え、前記捕捉プローブの複数のスピーシーズが、
それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー
伸長又はライゲーションプライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向
となっており、前記アレイに接触させる組織試料のＲＮＡを捕捉するように、前記捕捉プ
ローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、アレイの使用も提供する。
【００３５】
　好ましくは、前記使用は、組織試料のトランスクリプトーム、特に包括的トランスクリ
プトームを決定する及び／又は解析することを目的とし、
（ａ）前記捕捉プローブをＲＴプライマーとして用いて捕捉されたＲＮＡ分子からｃＤＮ
Ａ分子を生成し、場合によって前記ｃＤＮＡ分子を増殖するステップと、
（ｂ）ｃＤＮＡ分子及び／又は場合によってそのアンプリコンの少なくとも一部をアレイ
の表面から放出するステップであって、前記放出された分子が第一鎖及び／又は第二鎖ｃ
ＤＮＡ分子でも又はそのアンプリコンであってもよく、前記一部が位置ドメイン又はその
相補体を含むステップと、
（ｃ）放出された分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと、場合によって
（ｄ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、前記組織試料がステップ（ａ
）の前又は後で撮像されるステップと
をさらに含む。
【００３６】
　したがって、本発明のアレイを使用して、前記アレイに接触させる組織試料のＲＮＡ、
たとえばｍＲＮＡを捕捉してもよいことが理解されるであろう。前記アレイは、組織試料
の部分的若しくは包括的トランスクリプトームを決定する及び／若しくは解析するために
又は組織試料の空間的に限定された部分的若しくは包括的トランスクリプトームを得るた
めに使用してもよい。したがって、本発明の方法は、組織試料中の１つ又は複数の遺伝子
の空間的発現を定量する方法とみることもできる。別の方法で表現すれば、本発明の方法
を使用して、組織試料中の１つ又は複数の遺伝子の空間的発現を検出してもよい。さらに
別の方法では、本発明の方法を使用して、組織試料内の１つ又は複数の位置で１つ又は複
数の遺伝子の発現を同時に決定してもよい。さらに、前記方法は、二次元空間分解能での
組織試料の部分的又は包括的トランスクリプトーム解析のための方法とみることもできる
。
【００３７】
　ＲＮＡは細胞中に存在することのあるいかなるＲＮＡ分子でもよい。したがって、ＲＮ
Ａは、ｍＲＮＡ、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ、ウイルスＲＮＡ、核内低分子ＲＮＡ（ｓｎＲＮＡ
）、核小体低分子ＲＮＡ（ｓｎｏＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、低分子干渉
ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、ｐｉｗｉ結合ＲＮＡ（ｐｉＲＮＡ）、リボザイマルＲＮＡ、アン
チセンスＲＮＡ又は非コードＲＮＡでもよい。しかし、好ましくは、ＲＮＡはｍＲＮＡで
ある。
【００３８】
　捕捉されたＲＮＡからｃＤＮＡを生成する上記の方法におけるステップ（ｃ）（上で提
示された使用の好ましい記述におけるステップ（ａ）に相当する）は、ｃＤＮＡの合成に
関係するとみることもできるであろう。この合成は、捕捉されたＲＮＡを鋳型として用い
て、ＲＴプライマーとして機能する捕捉プローブを伸長する、捕捉されたＲＮＡの逆転写
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のステップを含むことになる。そのようなステップはいわゆる第一鎖ｃＤＮＡを生成する
。下でさらに詳細に説明されるように、第二鎖ｃＤＮＡ合成は、場合によってアレイ上で
行われてもよく、又はアレイからの第一鎖ｃＤＮＡの放出後別々のステップで行われても
よい。下でもさらに詳細に説明されるように、ある種の実施形態では、第二鎖合成は放出
された第一鎖ｃＤＮＡ分子の増幅の第一ステップで行われてもよい。
【００３９】
　核酸解析一般、特にＤＮＡ解析との関連において使用するためのアレイは、下で考察さ
れ説明される。ＲＮＡとの関連において使用するためのアレイ及び捕捉プローブとの関係
で本明細書に記載される具体的詳細及び実施形態は、ＤＮＡを用いて使用するためのアレ
イを含むそのようなアレイすべてに等しく（必要に応じて）適用する。
【００４０】
　本明細書で使用されるように、用語「複数の」は、２つ若しくはそれよりも多い、又は
少なくとも２つ、たとえば３、５、１０、１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、
８０、９０、１００、１５０、２００、４００、５００、１０００、２０００、５０００
、１００００又はそれよりも多い、等を意味する。したがって、たとえば、捕捉プローブ
の数は、前述の数のうちのいずれか２つの間のどんな範囲のどんな整数でもよい。しかし
、何百、何千、何万、何十万又は何百万の捕捉プローブでも有する従来型のアレイを使用
できることが想定されていることは認識されるであろう。
【００４１】
　したがって、本明細書で概説される方法は、組織試料、たとえば組織試料の薄切片又は
「切片」内の単一細胞すべてから転写物を捕捉し標識するための「捕捉プローブ」を含む
高密度核酸アレイを利用する。解析のための組織試料又は切片は、切片内の空間的情報が
保持されるように、高度に平行化された形式で作製される。細胞ごとに捕捉されたＲＮＡ
（好ましくはｍＲＮＡ）分子、又は「トランスクリプトーム」はｃＤＮＡに転写され、得
られたｃＤＮＡ分子は、たとえば高処理シーケンシングにより解析される。得られたデー
タは元の組織試料、たとえば切片の画像と整列配置させた核酸プローブに取り込まれてい
るいわゆるバーコード配列（又は、位置ドメインとして本明細書で定義されたＩＤタグ）
を通じて関連付けることができる。
【００４２】
　高密度核酸アレイ又はマイクロアレイは、本明細書に記載される空間的トランスクリプ
トーム標識化法の中核的構成要素である。マイクロアレイは分子生物学で使用されるマル
チプレックス技術である。典型的マイクロアレイは、整列配置された一連のオリゴヌクレ
オチドの微細なスポットからなる（何十万、一般には何万のスポットを１つのアレイ上に
組み込むことができる）。それぞれの核酸（オリゴヌクレオチド）スポット（オリゴヌク
レオチド／核酸分子のそれぞれのスピーシーズ）の別個の位置は「フィーチャー」として
知られ（それ故に、上に提示される方法においては、捕捉プローブそれぞれのスピーシー
ズはそのアレイの特異的フィーチャーとみることもでき、それぞれのフィーチャーはアレ
イ上の別個の位置を占める）、典型的にはそれぞれの別々のフィーチャーは、「プローブ
」（又は「リポーター」）として知られる特定のＤＮＡ配列（「スピーシーズ」）をピコ
モル（１０－１２モル）の範囲で含んでいる。典型的には、これらの配列は、ｃＤＮＡ又
はｃＲＮＡ試料（又は「標的」）が高厳密ハイブリダイゼーション条件下でハイブリダイ
ズすることができる遺伝子又は他の核酸エレメントの短いセクションであることが可能で
ある。しかし、下に説明されるように、本発明のプローブは標準マイクロアレイのプロー
ブとは異なる。
【００４３】
　遺伝子発現マイクロアレイでは、プローブ－標的ハイブリダイゼーションは通常、標的
のすべてに組み込まれている視覚シグナル、たとえばフルオロフォア、銀イオン又は化学
発光標識の検出により検出され定量される。視覚シグナルの強度は試料中のそれぞれの標
的核酸の相対的存在量と相関している。アレイは何万個ものプローブを含有することがで
きるので、マイクロアレイ実験は多くの遺伝子試験を平行して遂行することが可能である
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。
【００４４】
　標準マイクロアレイでは、プローブは、化学マトリックス、たとえばエポキシシラン、
アミノシラン、リジン、ポリアクリルアミド、等への共有結合により固体表面又は基板に
付着される。基板は典型的には、ガラス、プラスチック又はシリコンチップ若しくはスラ
イドであるが、他のマイクロアレイプラットフォーム、たとえば微小ビーズが知られてい
る。
【００４５】
　プローブはいかなる適切な手段によって本発明のアレイに付着させてもよい。好ましい
実施形態では、プローブは、化学的固定化によりアレイの基板に固定化される。この固定
化は、化学反応に基づく基板（支持材）とプローブ間の相互作用であってもよい。そのよ
うな化学反応は典型的には、熱又は光を介したエネルギーの入力に頼ってはいないが、熱
、たとえば化学反応のための一定の最適温度又は一定の波長の光のどちらかを適用するこ
とにより増強することができる。たとえば、化学的固定化は基板上の官能基とプローブ上
の対応する機能要素間で起こることがある。プローブ中のそのような対応する機能要素は
、プローブの固有の化学基、たとえばヒドロキシル基でもよく、又は追加で導入されても
よい。そのような官能基の例はアミン基である。典型的には、固定化されるプローブは機
能的アミン基を含む又は機能的アミン基を含むように化学的に修飾される。そのような化
学修飾のための手段と方法は周知である。
【００４６】
　固定化されるプローブ内の前記官能基の局在化は、プローブの結合行動及び／又は配向
性を制御し形成するために使用してもよく、たとえば官能基はプローブの５’若しくは３
’端部に又はプローブの配列内に置いてもよい。固定化されるプローブのための典型的な
基板は、そのようなプローブに、たとえばアミン官能性をもたせた核酸に結合することが
できる部分を含む。そのような基板の例は、カルボキシ、アルデヒド又はエポキシ基板で
ある。そのような材料は当業者には公知である。官能基は、アミン基の導入により化学的
反応性のあるプローブとアレイ基板間の接続反応を与えるが、当業者には公知である。
【００４７】
　プローブを固定化してもよい代わりの基板は、たとえばアレイ基板上で利用可能な官能
基の活性化により、化学的に活性化されなければならないことがある。用語「活性化され
た基板」とは、相互作用する又は反応性の化学官能基が当業者には公知である化学修飾法
により確立された又は可能になった材料に関連している。たとえば、カルボキシル基を備
える基板は使用する前に活性化しなければならない。さらに、核酸プローブ中に既に存在
する特異的な部分と反応することができる官能基を含有する入手可能な基板が存在する。
【００４８】
　代わりに、プローブを基板上で直接合成してもよい。そのようなアプローチに適した方
法は当業者には公知である。例は、Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｉｎｃ．、Ａｆｆｙｍｅｔｒｉｘ　
Ｉｎｃ．、Ｒｏｃｈｅ　Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎ　Ｉｎｃ．又はＦｌｅｘｇｅｎ　ＢＶにより
開発された製造技法である。典型的には、ヌクレオチド付加物が占めることになるスポッ
トを特異的に活性化するレーザーと１組の鏡が使用される。そのようなアプローチは、た
とえば約３０μｍ又はそれよりも大きいスポットサイズ（すなわち、フィーチャー）を提
供する可能性がある。
【００４９】
　したがって、基板は当業者に公知のいかなる適切な基板でもよい。基板はどんな適切な
形態又はフォーマットを有していてもよく、たとえば基板は、平らである、湾曲している
、たとえば、組織試料と基板間の相互作用が起こる区域のほうに凸状に又は凹形に湾曲し
ていてもよい。特に好ましいのは、基板が平らである、すなわち平面状チップ又はスライ
ドである場所である。
【００５０】
　典型的には、基板は固体支持体であり、それによって基板上のプローブの正確で追跡可
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能な位置決めを可能にする。基板の例は固体材料又は機能的化学基、たとえばアミン基又
はアミン官能性をもった基を備える基板である。本発明により想定されている基板は非多
孔性基板である。好ましい非多孔性基板はガラス、シリコン、ポリ－Ｌ－リジン被覆材料
、ニトロセルロース、ポリスチレン、環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、環状オレフ
ィンポリマー（ＣＯＰ）、ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリカーボネートである。
【００５１】
　当業者に公知のいかなる適切な材料を使用してもよい。典型的には、ガラス又はポリス
チレンが使用される。ポリスチレンは通常、親水性基をほとんど含有していないので負電
荷巨大分子に結合するのに適した疎水性材料である。ガラススライド上に固定化された核
酸では、ガラス表面の疎水性を増加することにより核酸固定化を増加することがあること
はさらに公知である。そのような増強により相対的にさらに高密度に詰まった形成が可能
になることがある。ポリ－Ｌ－リジンを用いた被覆又は表面処理に加えて、基板、特にガ
ラスは、たとえばエポキシシラン若しくはアミノシランを用いたシラン化（ｓｉｌａｎａ
ｔｉｏｎ）により又はシリン化（ｓｉｌｙｎａｔｉｏｎ）により又はポリアクリルアミド
を用いた処理により処理してもよい。
【００５２】
　いくつかの標準アレイが市販されており、フィーチャーの数もサイズも変えることがで
きる。本発明では、フィーチャーの配置は、異なる組織又は生物に存在する細胞のサイズ
及び／又は密度に対応するように変更してもよい。たとえば、動物細胞は典型的には１～
１００μｍの領域の断面を有し、植物細胞の断面は典型的には１～１００００μｍに及ぶ
場合がある。それ故に、Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎ（登録商標）アレイは最大２１０万フィーチ
ャー、又は４２０万フィーチャー、及び１３マイクロメーターのフィーチャーサイズのも
のが入手可能であるが、動物又は真菌由来の組織試料に好まれ、たとえば８×１３０ｋフ
ィーチャーを有する他のフォーマットは、植物組織試料には十分であることがある。市販
されているアレイは、配列解析との関連で、特にＮＧＳ技術との関連で使用するためにも
利用可能である又は知られている。そのようなアレイは、本発明という背景で、アレイ表
面、たとえばＩｌｌｕｍｉｎａビーズアレイとして使用することもできる。それ自体を注
文に応じて作製することができる市販のアレイに加えて、注文の又は非標準「自製」アレ
イを作製することが可能であり、アレイを作製するための方法は確立している。本発明の
方法は、下に定義されるプローブを備える標準と非標準アレイの両方を利用してもよい。
【００５３】
　マイクロアレイ上のプローブは、アレイの化学マトリックスに応じて、好ましくは５’
又は３’端部を介してアレイに固定化される、すなわち付着される若しくは結合されても
よい。典型的には、市販のアレイでは、プローブは３’連鎖を介して付着され、それによ
って遊離の５’端部を残す。しかし、５’連鎖を介して基板に付着され、それによって遊
離の３’端部を残すプローブを備えるアレイは利用可能であり、当技術分野で周知であり
本明細書の他所に記載されている標準技法を使用して合成してもよい。
【００５４】
　核酸プローブをアレイ基板に結合させるのに使用される共有結合は、プローブは「直接
」共有結合により付着するが、核酸プローブの「最初の」ヌクレオチドをたとえば、ガラ
ス又はシリコン基板から分離する化学的部分又はリンカー、すなわち間接的連鎖が存在す
ることがあるという点で、直接的及び間接的連鎖の両方とみることもできる。本発明の目
的のために、共有結合及び／又は化学リンカーにより基板に固定化されるプローブは一般
には基板に直接的に固定化される又は付着されるとみることもできる。
【００５５】
　下でさらに詳細に説明されることになるように、本発明の捕捉プローブはアレイに直接
的に又は間接的に、固定化されても又はアレイと相互作用してもよい。したがって、捕捉
プローブはアレイに直接結合しなくてもよいが、たとえばそれ自体がアレイに直接的に又
は間接的に結合する分子に結合することにより間接的に相互作用することがある（たとえ
ば、捕捉プローブは捕捉ブローブの結合パートナー、すなわちそれ自体がアレイに直接的
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に又は間接的に結合している表面プローブと相互作用する（たとえば、結合する又はハイ
ブリダイズする）ことがある）。しかし、一般的に言えば、捕捉プローブは直接的に又は
間接的に（１つ又は複数の媒介物により）アレイに結合している又は固定化されているこ
とになる。
【００５６】
　本発明の使用、方法及びアレイは、その５’又は３’端部を介して固定化されているプ
ローブを含むことがある。しかし、捕捉プローブは、アレイ基板に直接的に固定化されて
いる場合、唯一、捕捉プローブの３’端部が伸長されるように遊離している、たとえば捕
捉プローブがその５’端部により固定化されているように固定化されていてもよい。捕捉
プローブは、それが遊離の、すなわち伸長可能である、３’端部を有するように間接的に
固定化されていてもよい。
【００５７】
　伸長された又は伸長可能な３’端部とは、追加のヌクレオチドが核酸分子、たとえば捕
捉プローブのもっとも３’側のヌクレオチドに付加されて核酸分子の長さを伸長すること
、すなわち核酸分子を伸長するのに利用される標準重合反応、たとえばポリメラーゼによ
り触媒される鋳型重合を意味する。
【００５８】
　したがって、一実施形態では、アレイは３’端部を介して直接的に固定化されているプ
ローブ、いわゆる表面プローブを備え、このプローブは下に定義されている。表面プロー
ブのそれぞれのスピーシーズは、捕捉プローブが表面プローブにハイブリダイズするよう
に、捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズに相補的な領域を含むので、捕捉プローブは
遊離の伸長可能な３’端部を含む。本発明の好ましい態様では、アレイが表面プローブを
備える場合、捕捉プローブはアレイ上でインサイツで合成される。
【００５９】
　アレイプローブは、リボヌクレオチド及び／又はデオキシリボヌクレオチド並びにワト
ソン－クリック型又は類似の塩基対相互作用に関与することができる合成ヌクレオチド残
基で構成されていてもよい。したがって、核酸ドメインは、ＤＮＡ又はＲＮＡ又はその任
意の改変物、たとえばＰＮＡ若しくは非ヌクレオチド骨格を含有する他の誘導体でもよい
。しかし、トランスクリプトーム解析との関連では、捕捉プローブの捕捉ドメインは、捕
捉されたＲＮＡ分子に相補的であるｃＤＮＡを生成する逆転写反応をプライミングするこ
とができなければならない。下にさらに詳細に説明されるように、ゲノム解析との関連で
は、捕捉プローブの捕捉ドメインは、ＤＮＡ断片に結合することができなければならず、
これには断片化されたＤＮＡに既に付加されている結合ドメインに結合することを含むこ
とがある。いくつかの実施形態では、捕捉プローブの捕捉ドメインはＤＮＡ伸長（ポリメ
ラーゼ）反応をプライミングして、捕捉されたＤＮＡ分子に相補的なＤＮＡを生成するこ
とがある。他の実施形態では、捕捉ドメインは、捕捉されたＤＮＡ分子と基板に直接的に
又は間接的に固定化されている表面プローブ間のライゲーション反応の鋳型になることが
ある。さらに他の実施形態では、捕捉ドメインは捕捉されたＤＮＡ分子の１つの鎖にライ
ゲートされることがある。
【００６０】
　本発明の好ましい実施形態では、捕捉プローブの少なくとも捕捉ドメインは、デオキシ
リボヌクレオチド（ｄＮＴＰ）を含む又はからなる。特に好ましい実施形態では、捕捉プ
ローブの全体がデオキシリボヌクレオチドを含む又はからなる。
【００６１】
　本発明の好ましい実施形態では、捕捉プローブはアレイの基板に直接的に、すなわちそ
の５’端部により固定化されており、遊離の伸長可能な３’端部を有する。
【００６２】
　本発明の捕捉プローブは少なくとも２つのドメイン、すなわち捕捉ドメインと位置ドメ
イン（又はフィーチャー識別タグ若しくはドメイン；位置ドメインは代わりに識別（ＩＤ
）ドメイン若しくはタグ、又は位置タグと定義されることもある）を含む。捕捉プローブ
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は、下でさらに定義されるユニバーサルドメインをさらに含むことがある。捕捉プローブ
が、表面プローブへのハイブリダイゼーションを介してアレイ表面に間接的に付着してい
る場合、捕捉プローブは表面プローブに相補的な配列（たとえば、部分又はドメイン）を
必要とする。そのような相補的配列は表面プローブ上の位置／識別ドメイン及び／又はユ
ニバーサルドメインに相補的であってもよい。言い換えると、位置ドメイン及び／又はユ
ニバーサルドメインは、表面プローブに相補的であるプローブの領域又は部分を構成する
こともある。しかし、捕捉プローブは、表面プローブに相補的である追加のドメイン（又
は領域、部分若しくは配列）を含むこともある。合成を容易にするために、下にさらに詳
細に説明されているように、そのような表面プローブ相補的領域は、捕捉ドメインの一部
として又は伸長物として提供されることもある（そのような一部又は伸長物はそれ自体が
、標的核酸（たとえばＲＮＡ）に結合するために使用される又は結合することができる）
。
【００６３】
　捕捉ドメインは典型的には捕捉プローブの３’端部に位置しており、たとえば鋳型依存
性重合により伸長させることができる遊離の３’端部を含む。捕捉ドメインは、アレイに
接触している組織試料の細胞に存在する核酸、たとえばＲＮＡ（好ましくはｍＲＮＡ）に
ハイブリダイズすることができるヌクレオチド配列を含む。
【００６４】
　有利なことに、捕捉ドメインは、特定の核酸、たとえば検出する又は解析するのが望ま
れるＲＮＡに選択的に又は特異的に結合するように選択される又は設計されてもよい（又
は、もっと一般的に言えば、結合することができてもよい）。たとえば、捕捉ドメインは
、ｍＲＮＡの選択的捕捉のために選択される又は設計されてもよい。当技術分野で周知で
あるように、これはｍＲＮＡのポリＡテールへのハイブリダイゼーションに基づいている
ことがある。したがって、好ましい実施形態では、捕捉ドメインは、ポリＴ　ＤＮＡオリ
ゴヌクレオチド、すなわちｍＲＮＡのポリＡテールにハイブリダイズすることができる、
リン酸ジエステル結合により連結された一連の連続するデオキシチミジン残基を含む。代
わりに、捕捉ドメインは、ポリＴに機能的に又は構造的に類似する、すなわちポリＡに選
択的に結合することができるヌクレオチド、たとえばポリＵオリゴヌクレオチド又はデオ
キシチミジン類似体からなり、ポリＡに結合する機能特性を保持しているオリゴヌクレオ
チド、を含むことがある。特に好ましい実施形態では、捕捉ドメイン、又はさらに詳細に
は捕捉ドメインのポリＴエレメントは、少なくとも１０ヌクレオチド、好ましくは少なく
とも１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９又は２０ヌクレオチドを含
む。追加の実施形態では、捕捉ドメイン、又はさらに詳細には捕捉ドメインのポリＴエレ
メントは、少なくとも２５、３０又は３５ヌクレオチドを含む。
【００６５】
　当技術分野で公知であるように、ランダム配列、たとえばランダムヘキサマー又は類似
の配列も核酸の捕捉に使用することがあり、それ故にそのようなランダム配列を使用して
、捕捉ドメインのすべて又は一部を形成してもよい。たとえば、ランダム配列はポリＴ（
又はポリＴ類似物、等）配列と併せて使用することがある。したがって、捕捉ドメインは
、ポリＴ（又は「ポリＴ様」）オリゴヌクレオチドを含む場合、ランダムオリゴヌクレオ
チド配列も含むことがある。これはたとえば、ポリＴ配列の５’又は３’、たとえば捕捉
プローブの３’端部に位置することがあるが、そのようなランダム配列の位置決めは決定
的に重要ではない。そのような構築物は、ｍＲＮＡのポリＡの最初の一部の捕捉を促進す
ることができる。代わりに、捕捉ドメインは完全ランダム配列でもよい。当技術分野で公
知の原理によれば、縮重捕捉ドメインを使用してもよい。
【００６６】
　捕捉ドメインは、核酸（たとえばＲＮＡ）の所望のサブタイプ若しくはサブセット、た
とえば、上に収載されているようにｍＲＮＡ若しくはｒＲＮＡ、等などの特定のタイプの
ＲＮＡに、又は、たとえば特定の遺伝子若しくは遺伝子群に応じて、所与のタイプのＲＮ
Ａの特定のサブセット、たとえば特定のｍＲＮＡ種に選択的に結合することができること
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がある。そのような捕捉プローブは、捕捉されることが望まれるＲＮＡの配列に基づいて
選択する又は設計してもよい。したがって、捕捉プローブは、特定のＲＮＡ標的又は標的
の群（標的群、等）に特異的な配列特異的捕捉プローブであってもよい。したがって、捕
捉プローブは、当技術分野で周知の原理に従って、特定の遺伝子配列又は特定のモチーフ
配列又は共通／保存配列、等に基づいていてもよい。
【００６７】
　捕捉プローブがアレイの基板に間接的に、たとえば表面プローブへのハイブリダイゼー
ションを介して固定化されている実施形態では、捕捉ドメインは、表面プローブの５’端
部にハイブリダイズすることができる上流配列（組織試料の核酸、たとえばＲＮＡにハイ
ブリダイズする配列の５’側）をさらに含むことがある。単独では、捕捉プローブの捕捉
ドメインは、捕捉ドメインオリゴヌクレオチドとみることもでき、前記オリゴヌクレオチ
ドは捕捉プローブがアレイ上に間接的に固定化されている実施形態において捕捉プローブ
の合成で使用してもよい。
【００６８】
　捕捉プローブの位置ドメイン（フィーチャー識別ドメイン又はタグ）は捕捉ドメインの
上流、すなわち捕捉プローブ核酸分子の５’端部により近いほうに直接的に又は間接的に
位置している。好ましくは、位置ドメインは捕捉ドメインに直接隣接している、すなわち
捕捉ドメインと位置ドメインの間には中間配列が存在しない。いくつかの実施形態では、
位置ドメインはアレイの基板上に直接的に又は間接的に固定化されていてもよい捕捉プロ
ーブの５’端部を形成する。
【００６９】
　上記のように、アレイのそれぞれのフィーチャー（別個の位置）は、それぞれのフィー
チャーでの位置ドメインが独自である核酸プローブのスピーシーズのスポットを含む。し
たがって、捕捉プローブの「スピーシーズ」はその位置ドメインに準拠して定義され、捕
捉プローブの単一スピーシーズは同じ位置ドメインを有することになる。しかし、捕捉プ
ローブのスピーシーズのそれぞれのメンバーは全部同じ配列を有する必要はない。特に、
捕捉ドメインはランダム若しくは縮重配列であってもよく又はランダム若しくは縮重配列
を含んでいてもよいので、スピーシーズ内の個々のプローブの捕捉ドメインは変化しても
よい。したがって、捕捉プローブの捕捉ドメインが同じであるいくつかの実施形態では、
それぞれのフィーチャーは単一プローブ配列を含む。しかし、捕捉プローブが変化する他
の実施形態では、プローブのスピーシーズのメンバーは全く同じ配列を有すことにはなら
ないが、スピーシーズ内のそれぞれのメンバーの位置ドメインの配列は同じになる。求め
られているのは、アレイのそれぞれのフィーチャー又は位置が単一スピーシーズの捕捉プ
ローブを担っていることである（具体的には、それぞれのフィーチャー又は位置は、同一
の位置タグを有する捕捉プローブを担っている、すなわちそれぞれのフィーチャー又は位
置には単一の位置ドメインが存在する）。それぞれのスピーシーズは、前記スピーシーズ
を識別する異なる位置ドメインを有する。しかし、スピーシーズのそれぞれのメンバーは
、捕捉ドメインはランダムでも若しくは縮重していてもよく又はランダム若しくは縮重成
分を有していてもよいので、いくつかの場合には、本明細書でさらに詳細に説明されてい
るように、異なる捕捉ドメインを有することがある。これは、所与のフィーチャー又は位
置内ではプローブの捕捉ドメインは異なることがあることを意味する。
【００７０】
　したがって、必ずしもすべてではないがいくつかの実施形態では、特定のフィーチャー
で固定化されたいずれか１つのプローブ分子のヌクレオチド配列は、同じフィーチャーで
固定化されたその他のプローブ分子と同じであるが、それぞれのフィーチャーでのプロー
ブのヌクレオチド配列は他のすべてのフィーチャーで固定化されたプローブとは異なって
おり、別であり又は区別可能である。好ましくは、それぞれのフィーチャーはプローブの
異なるスピーシーズを含む。しかし、いくつかの実施形態では、フィーチャーの群がプロ
ーブの同じスピーシーズを含む、すなわち、たとえばアレイの解像度を下げるために、単
一フィーチャーよりも大きなアレイの区域に及ぶフィーチャーを効果的に作製するのが有
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利であることがある。アレイの他の実施形態では、特定のフィーチャーで固定化されたい
ずれか１つのプローブ分子の位置ドメインのヌクレオチド配列は、同じフィーチャーで固
定化されたその他のプローブ分子と同じでよいが、捕捉ドメインは変わることがある。に
もかかわらず、捕捉ドメインは同じ種類の分子（たとえばｍＲＮＡ）全般を捕捉するよう
に設計してもよい。
【００７１】
　捕捉プローブの位置ドメイン（又はタグ）は、それぞれのフィーチャーにしか含まれな
い配列を含み、位置又は空間マーカー（識別タグ）として機能する。このように、組織試
料のそれぞれの領域又はドメイン（たとえば組織中のそれぞれの細胞）は、核酸（たとえ
ばある種の細胞由来のＲＮＡ（たとえば、転写物））を捕捉プローブ中の独自の位置ドメ
イン配列に連結しているアレイ全域で空間分解能により識別可能になる。位置ドメインの
せいで、アレイ中の捕捉プローブは組織試料中の位置に関連付けられることがある、たと
えば捕捉プローブは試料中の細胞に関連付けられることがある。したがって、捕捉ドメイ
ンの位置ドメインは核酸タグ（識別タグ）とみることもできる。
【００７２】
　いかなる適切な配列も本発明の捕捉プローブ中の位置ドメインとして用いてもよい。適
切な配列とは、位置ドメインが組織試料のＲＮＡと捕捉プローブの捕捉ドメイン間の相互
作用に干渉する（すなわち、阻害する又は歪める）べきではないことを意味する。たとえ
ば、位置ドメインは、組織試料中の核酸分子が位置ドメインと特異的にハイブリダイズし
ないように設計されるべきである。好ましくは、捕捉プローブの位置ドメインの核酸配列
は組織試料中の核酸配列に対して８０％未満の配列同一性を有する。好ましくは、捕捉プ
ローブの位置ドメインは組織試料中の核酸分子の実質的な部分にわたり７０％未満、６０
％未満、５０％未満又は４０％未満の配列同一性を有する。配列同一性は当技術分野でい
かなる公知の適切な方法でも、たとえばＢＬＡＳＴアライメントアルゴリズムにより決定
してもよい。
【００７３】
　好ましい実施形態では、捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズの位置ドメインは独自
のバーコード配列を含有する。バーコード配列は、ランダム配列生成を使用して生成して
もよい。ランダムに生成された配列に続いて、すべての共通参照種のゲノムに位置付ける
ことにより及び予め設定されたＴｍ間隔、ＧＣ含有量及び確実にバーコード配列が組織試
料由来の核酸、たとえばＲＮＡの捕捉に干渉せず難なく互いに区別可能であるようにする
その他のバーコード配列までの異なる限定された距離を用いて厳密なフィルタリングを行
ってもよい。
【００７４】
　上記のように及び好ましい実施形態では、捕捉プローブはユニバーサルドメイン（又は
リンカードメイン若しくはタグ）も含む。捕捉プローブのユニバーサルドメインは、位置
ドメインの上流、すなわち捕捉プローブ核酸分子の５’端部により近いほうに直接的に又
は間接的に位置している。好ましくは、ユニバーサルドメインは位置ドメインに直接隣接
している、すなわち位置ドメインとユニバーサルドメイン間には中間配列が存在しない。
捕捉プローブがユニバーサルドメインを含む実施形態では、前記ドメインは捕捉プローブ
の５’端部を形成し、前記端部はアレイの基板上に直接的に又は間接的に固定化されても
よい。
【００７５】
　ユニバーサルドメインは本発明の方法及び使用においていくつかのやり方で利用される
ことがある。たとえば、本発明の方法は、合成された（すなわち、伸長された又はライゲ
ートされた）アレイの表面由来の核酸（たとえばｃＤＮＡ）分子の少なくとも一部を放出
する（たとえば、取り除く）ステップを含む。本明細書の他所で説明されるように、これ
はいくつかのやり方で達成されてもよく、そのうちの１つはアレイの表面由来の核酸（た
とえばｃＤＮＡ）分子を切断することを含む。したがって、ユニバーサルドメインはそれ
自体が、切断ドメイン、すなわち化学的に又は好ましくは酵素的にのいずれかで特異的に
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切断することができる配列を含むことがある。
【００７６】
　したがって、切断ドメインは、核酸分子を切断することができる、すなわち２つ又はそ
れよりも多いヌクレオチド間のリン酸ジエステル連鎖を切断することができる１つ又は複
数の酵素により認識される配列を含むことがある。たとえば、切断ドメインは制限エンド
ヌクレアーゼ（制限酵素）認識配列を含むことがある。制限酵素は制限部位として知られ
る特異的な認識ヌクレオチド配列で二本鎖又は一本鎖ＤＮＡを切断し、適切な酵素は当技
術分野では周知である。たとえば、低頻度切断酵素、すなわち核酸（たとえばｃＤＮＡ）
分子の他の場所で切断する可能性を抑えるために長い認識部位（少なくとも８塩基対長）
を有する酵素を使用するのが特に有利である。この点に関して、核酸（たとえばｃＤＮＡ
）分子の少なくとも一部を取り除く又は放出するには核酸（たとえばｃＤＮＡ）の位置ド
メイン及び前記ドメインの下流の配列のすべて、すなわち位置ドメインの３’側の配列の
すべてを含む一部を放出する必要があることは理解されるであろう。それ故に、核酸（た
とえばｃＤＮＡ）分子の切断は位置ドメインの５’側で起こるべきである。
【００７７】
　例として、切断ドメインは、ＵＳＥＲ（商標）酵素として商業上知られている、ウラシ
ルＤＮＡグリコシラーゼ（ＵＤＧ）とＤＮＡグリコシラーゼ－リアーゼエンドヌクレアー
ゼＶＩＩＩの混合物により切断することができるポリＵ配列を含むことがある。
【００７８】
　切断ドメインの追加の例は、捕捉プローブがアレイ基板に間接的に、すなわち表面プロ
ーブを介して固定化されている実施形態において利用することができる。切断ドメインは
、１つ又は複数のミスマッチヌクレオチドを含むことがあり、すなわち表面プローブの相
補的部分と捕捉プローブが１００％相補的ではない場合である。そのようなミスマッチは
、たとえばＭｕｔＹ及びＴ７エンドヌクレアーゼＩ酵素により認識され、そのためミスマ
ッチの位置で核酸分子が切断される。
【００７９】
　本発明のいくつかの実施形態では、捕捉プローブの位置ドメインは切断ドメインを含み
、前記切断ドメインは位置ドメインの５’端部に位置している。
【００８０】
　ユニバーサルドメインは増幅ドメインも含むことがある。この増幅ドメインは切断ドメ
インに加えてでもよく、その代わりでもよい。本発明のいくつかの実施形態では、本明細
書の他所で説明されているように、たとえばアレイ基板から放出された（たとえば、取り
除かれた又は切断された）後で核酸（たとえばｃＤＮＡ）分子を増幅するのが有利なこと
もある。しかし、増幅の最初のサイクル又は実際、増幅のいずれのサイクルも又はすべて
の追加サイクルはアレイ上インサイツで起きてもよいことは認識されるであろう。増幅ド
メインは増幅プライマーがハイブリダイズすることのできる別個の配列を含む。捕捉プロ
ーブのユニバーサルドメインの増幅ドメインは好ましくは、捕捉プローブのスピーシーズ
ごとに同一である。それ故に、単回増幅反応で核酸（たとえばｃＤＮＡ）分子（増幅に先
立ってアレイ基板から放出されることもあればされないこともある）のすべてを増幅する
のに十分であろう。
【００８１】
　いかなる適切な配列でも本発明の捕捉プローブにおいて増幅ドメインとして用いてもよ
い。適切な配列とは、増幅ドメインが、組織試料の核酸（たとえばＲＮＡ）と捕捉プロー
ブの捕捉ドメイン間の相互作用に干渉する（すなわち、阻害する又は歪める）べきではな
いことを意味する。さらに、増幅ドメインは、増幅反応で使用されるプライマーが反応の
増幅条件下で増幅ドメインのみにハイブリダイズすることができるように、組織試料の核
酸（たとえばＲＮＡ）における任意の配列と同じではない又は実質的に同じではない配列
を含むべきである。
【００８２】
　たとえば、増幅ドメインは、組織試料中の核酸分子が増幅ドメインにも増幅ドメインの
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相補的配列にも特異的にハイブリダイズしないように設計されるべきである。好ましくは
、捕捉プローブの増幅ドメインの核酸配列及びその相補体は組織試料中の核酸配列に対し
て８０％未満の配列同一性を有する。好ましくは、捕捉プローブの位置ドメインは組織試
料中の核酸分子の実質的な部分にわたって７０％未満、６０％未満、５０％未満又は４０
％未満の配列同一性を有する。配列同一性は当技術分野で公知の任意の適切な方法により
、たとえばＢＬＡＳＴアライメントアルゴリズムを使用して決定してもよい。
【００８３】
　したがって、単独では、捕捉プローブのユニバーサルドメインは、ユニバーサルドメイ
ンオリゴヌクレオチドとみることもでき、このオリゴヌクレオチドは捕捉プローブがアレ
イ上に間接的に固定化される実施形態では、捕捉プローブの合成において使用してもよい
。
【００８４】
　本発明の一代表的実施形態では、捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズの位置ドメイ
ンのみが１つしか存在しない。それ故に、捕捉ドメイン及びユニバーサルドメイン（存在
すれば）は一実施形態において、確実に組織試料由来の核酸（たとえばＲＮＡ）の捕捉が
アレイ全域にわたって均一であるように、どんな特定のアレイでも捕捉プローブのスピー
シーズごとに同じである。しかし、上記のように、いくつかの実施形態では、捕捉ドメイ
ンはランダム又は縮重配列を含むことによって異なることがある。
【００８５】
　捕捉プローブがアレイの基板上に間接的に、たとえば表面プローブへのハイブリダイゼ
ーションを介して、固定化されている実施形態では、捕捉プローブは下に記載される通り
にアレイ上で合成されてもよい。
【００８６】
　表面プローブはアレイの基板上に直接的に、たとえばその３’端部により又は３’端部
で、固定化されている。表面プローブのそれぞれのスピーシーズはアレイのそれぞれのフ
ィーチャー（個別の位置）にのみ含まれ、上で定義される捕捉プローブに部分的に相補的
である。
【００８７】
　それ故に、表面プローブはその５’端部に、組織試料中の核酸（たとえばＲＮＡ）に結
合しない捕捉ドメインの一部に相補的であるドメイン（相補的捕捉ドメイン）を含む。言
い換えると、表面プローブは、捕捉ドメインオリゴヌクレオチドの少なくとも一部にハイ
ブリダイズすることができるドメインを含む。表面プローブは、捕捉プローブの位置ドメ
インに相補的であるドメイン（相補的位置ドメイン又は相補的フィーチャー識別ドメイン
）をさらに含む。相補的位置ドメインは、相補的捕捉ドメインの下流（すなわち、３’端
部に）直接的に又は間接的に位置している、すなわち相補的位置ドメインと相補的捕捉ド
メインを分離する中間又はリンカー配列が存在することがある。捕捉プローブがアレイ表
面で合成される実施形態では、アレイの表面プローブは常に、表面プローブの３’端部に
、すなわち位置ドメインの下流に直接的に又は間接的に、捕捉プローブのユニバーサルド
メインに相補的であるドメイン（相補的ユニバーサルドメイン）を含む。言い換えると、
表面プローブは、ユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドの少なくとも一部にハイブリ
ダイズすることができるドメインを含む。
【００８８】
　本発明のいくつかの実施形態では、表面プローブの配列は、位置及びユニバーサルドメ
インに対して並びに組織試料の核酸、たとえばＲＮＡに結合しない捕捉ドメインの一部に
対して１００％の相補性又は配列同一性を示す。他の実施形態では、表面プローブの配列
は、捕捉プローブのドメインに対して１００％未満、たとえば９９％、９８％、９７％、
９６％、９５％、９４％、９３％、９２％、９１％又は９０％未満の配列同一性を示すこ
とがある。本発明の特に好ましい実施形態では、相補的ユニバーサルドメインは、捕捉プ
ローブのユニバーサルドメインに対して１００％未満の配列同一性を共有する。
【００８９】
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　本発明の一実施形態では、捕捉プローブはアレイの基板上で合成される又は生成される
。代表的実施形態では（図３参照）、アレイは上で定義された表面プローブを含む。捕捉
プローブの捕捉ドメイン及びユニバーサルドメインに対応するオリゴヌクレオチドをアレ
イに接触させ、表面プローブの相補的ドメインにハイブリダイズさせる。過剰なオリゴヌ
クレオチドは、標準ハイブリダイゼーション条件下でアレイを洗浄することにより取り除
いてもよい。得られたアレイは部分的に一本鎖プローブを含み、表面プローブの５’と３
’端部の両方は二本鎖であり、相補的位置ドメインは一本鎖である。アレイは、捕捉プロ
ーブの位置ドメインを合成するように、ポリメラーゼ酵素で処理して、鋳型依存の様式で
、ユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドの３’端部を伸長させてもよい。次に、合成
された位置ドメインの３’端部は、たとえばリガーゼ酵素を使用して捕捉ドメインオリゴ
ヌクレオチドの５’端部にライゲートされて捕捉プローブを生成する。これに関して、捕
捉ドメインオリゴヌクレオチドの５’端部はリン酸化されてライゲーションが起こるのを
可能にすることは理解されるであろう。表面プローブのそれぞれのスピーシーズは独自の
相補的位置ドメインを含むので、捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズは独自の位置ド
メインを含むことになる。
【００９０】
　本明細書で使用される用語「ハイブリダイゼーション」又は「ハイブリダイズする」と
は、ワトソン－クリック塩基対合を介して二重鎖を形成するのに十分相補的であるヌクレ
オチド配列間での二重鎖の形成のことである。２つのヌクレオチド配列は、その２つの分
子が塩基対構成相同性を共有する場合互いに「相補的」である。「相補的」ヌクレオチド
配列は、適切なハイブリダイゼーション条件下で、特異的に結合して安定な二重鎖を形成
する。たとえば、それぞれの配列の３’端部がもう一方の配列の５’端部に結合し、次に
１つの配列のそれぞれのＡ、Ｔ（Ｕ）、Ｇ及びＣがそれぞれもう一方の配列のＴ（Ｕ）、
Ａ、Ｃ及びＧと整列する逆平行の意味で第一の配列の１セクションが第二の配列の１セク
ションに結合することができる場合、２つの配列は相補的である。ＲＮＡ配列は相補的Ｇ
＝Ｕ又はＵ＝Ｇ塩基対も含むことができる。したがって、２つの配列は、本発明の下では
「相補的」であるのに完璧な相同性を有する必要はない。通常、２つの配列は、ヌクレオ
チドの少なくとも約９０％（好ましくは少なくとも約９５％）が分子の限定された長さに
わたって塩基対構成を共有する場合、十分に相補的である。したがって、捕捉及び表面プ
ローブのドメインは相補性の領域を含有する。さらに、捕捉プローブの捕捉ドメインは、
組織試料の核酸、たとえばＲＮＡ（好ましくはｍＲＮＡ）について相補的な領域を含有す
る。
【００９１】
　捕捉プローブは、ポリメラーゼ伸長（上記と類似して）及び捕捉ドメインを構成するこ
とができる「テール」を付加するターミナルトランスフェラーゼ酵素を使用してアレイ基
板上でも合成されてもよい。これは下の実施例７においてさらに説明される。たとえばホ
モポリマーテール、たとえばポリＴテールを導入するための、オリゴヌクレオチドの端部
にヌクレオチド配列を付加するターミナルトランスフェラーゼの使用は当技術分野では公
知である。したがって、そのような合成では、捕捉プローブのユニバーサルドメインに対
応するオリゴヌクレオチドをアレイに接触させて、表面プローブの相補的ドメインにハイ
ブリダイズさせてもよい。過剰なオリゴヌクレオチドは、標準ハイブリダイゼーション条
件下でアレイを洗浄することにより取り除いてもよい。得られたアレイは部分的に一本鎖
プローブを含み、表面プローブの５’端部は二本鎖であり、相補的位置ドメインは一本鎖
である。アレイは、捕捉プローブの位置ドメインを合成するように、ポリメラーゼ酵素で
処理して、鋳型依存の様式で、ユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドの３’端部を伸
長させてもよい。次に、たとえばポリＴ配列を含む捕捉ドメインを、ポリＴテールを付加
するターミナルトランスフェラーゼを使用して導入して捕捉プローブを生成してもよい。
【００９２】
　本発明の及び本発明の方法において使用するための典型的アレイは、複数のスポット又
は「フィーチャー」を含有することがある。フィーチャーは、捕捉プローブの単一スピー
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シーズが固定化されているアレイ基板上の区域又は個別の位置として定義することができ
る。それ故に、それぞれのフィーチャーは、同じスピーシーズの複数のプローブ分子を含
むことになる。同じスピーシーズのそれぞれの捕捉プローブは同じ配列を有していてもよ
いことが包含されるが、これは必ずしもそうである必要はないことは、この文脈で理解さ
れるであろう。捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズは同じ位置ドメインを有すること
になる（すなわち、スピーシーズのそれぞれのメンバー、それ故フィーチャー内のそれぞ
れのプローブは等しく「タグ」付けされることになる）が、フィーチャーのそれぞれのメ
ンバー（スピーシーズ）の配列は、捕捉ドメインの配列が異なることがあるために、相違
することがある。上記のように、ランダム又は縮重捕捉ドメインを使用してもよい。した
がって、フィーチャー内の捕捉プローブは異なるランダム又は縮重配列を含むことがある
。アレイ上のフィーチャーの数及び密度はアレイの解像度、すなわち組織試料のトランス
クリプトーム又はゲノムを解析することができる詳細レベルを決定することになる。それ
故に、フィーチャーの密度が高いほど典型的にはアレイの解像度も増すことになる。
【００９３】
　上記のように、本発明のアレイ上のフィーチャーのサイズと数は、組織試料の性質と要
求される解像度に依存することになる。したがって、組織試料内の細胞の領域についての
みのトランスクリプトーム又はゲノムを決定することが望ましい（又は試料が大きな細胞
を含有する）場合は、アレイ上のフィーチャーの数及び／若しくは密度は減らしてもよく
（すなわち、フィーチャーの考えられる最大数よりも低い）並びに／又はフィーチャーの
サイズを増加させる（すなわち、それぞれのフィーチャーの面積は考えられる最小のフィ
ーチャーよりも大きくてもよい）、たとえばアレイは少数の大きなフィーチャーを含んで
いてもよい。代わりに、試料内の個々の細胞のトランスクリプトーム又はゲノムを決定す
るのが望ましい場合は、考えられる最大数のフィーチャーを使用することが必要になるこ
ともあり、そうなれば考えられる最小のフィーチャーサイズを使用すること、たとえばア
レイは多くの小さなフィーチャーを含むことが必要になると考えられる。
【００９４】
　単細胞解像度は本発明の好ましい有利な特長であってもよいが、これを達成することは
不可欠ではなく、たとえば特定の細胞型又は組織領域、たとえば正常細胞対腫瘍細胞を検
出する又は区別するために、細胞群レベルでの解像度も興味深い。
【００９５】
　本発明の代表的実施形態では、アレイは少なくとも２、５、１０、５０、１００、５０
０、７５０、１０００、１５００、３０００、５０００、１００００、２００００、４０
０００、５００００、７５０００、１０００００、１５００００、２０００００、３００
０００、４０００００、５０００００、７５００００、８０００００、１００００００、
１２０００００、１５０００００、１７５００００、２００００００、２１０００００、
３００００００、３５０００００、４００００００、４２０００００フィーチャーを含有
してもよい。４２０００００は現在市販のアレイ上で使用することができるフィーチャー
の最大数を表しているが、これを超えるフィーチャーを有するアレイを調製できることが
想定されており、そのようなアレイは本発明においては興味深い。上記のように、フィー
チャーサイズは減少させることもあり、こうすればさらに大きな数のフィーチャーを同じ
又は類似する面積内に収容することが可能になる。例としては、これらのフィーチャーは
、約２０ｃｍ２、１０ｃｍ２、５ｃｍ２、１ｃｍ２、１ｍｍ２又は１００μｍ２未満の面
積に含まれることができる。
【００９６】
　したがって、本発明のいくつかの実施形態では、それぞれのフィーチャーの面積は、約
１μｍ２、２μｍ２、３μｍ２、４μｍ２、５μｍ２、１０μｍ２、１２μｍ２、１５μ
ｍ２、２０μｍ２、５０μｍ２、７５μｍ２、１００μｍ２、１５０μｍ２、２００μｍ
２、２５０μｍ２、３００μｍ２、４００μｍ２又は５００μｍ２からであってよい。
【００９７】
　どんな生物、たとえば植物、動物又は真菌由来の組織試料でも本発明の方法において使
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用できることは明白であろう。本発明のアレイによれば、転写及び／又は翻訳が可能であ
る細胞に存在するいかなる核酸、たとえばｍＲＮＡ分子の捕捉でも可能になる。本発明の
アレイ及び方法は、たとえば細胞が隣接する細胞と相互接続している又は直接接触してい
る場合にトランスクリプトーム又はゲノムの空間解像度が望ましい、試料内の細胞のトラ
ンスクリプトーム又はゲノムを単離し解析するのに特に適している。しかし、本発明の方
法が、前記細胞が直接相互作用していなくても、試料、たとえば血液試料内の異なる細胞
又は細胞型のトランスクリプトーム又はゲノムの解析にも有用である可能性があることは
当業者には明らかになるであろう。言い換えると、細胞は組織との関連では現れる必要は
なく、単一細胞（たとえば、固定されていない組織から単離される細胞）としてアレイに
適用することが可能である。そのような単一細胞は、組織内の一定の位置に必ずしも固定
されていないが、にもかかわらずアレイ上の一定の位置に適用され、個別に同定すること
ができる。したがって、直接相互作用していない又は組織環境に存在していない細胞を解
析することとの関連では、記載される方法の空間特性を、個々の細胞から独自の又は独立
したトランスクリプトーム又はゲノムの情報を得る又は引き出すことに適用することもあ
る。
【００９８】
　したがって、試料は収穫した若しくは生検組織試料でもよく、又は場合によっては培養
試料でもよい。代表的試料には、臨床試料、たとえば全血又は血液由来産物、血液細胞、
組織、生検又は細胞懸濁液を含む培養組織若しくは細胞、等が含まれる。たとえば、人工
組織を細胞懸濁液（たとえば、血液細胞を含む）から調製することもある。細胞はマトリ
ックス（たとえば、ゲルマトリックス、たとえば寒天、アガロース、等）に捕捉されるこ
とがあり、次に従来のやり方で区分してもよい。そのような手順は免疫組織化学との関連
で当技術分野では公知である（たとえば、Ａｎｄｅｒｓｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ　２００６年
、Ｊ．Ｈｉｓｔｏｃｈｅｍ．Ｃｙｔｏｃｈｅｍ．５４（１２）：１４１３～２３頁、Ｅｐ
ｕｂ　２００６年　Ｓｅｐ　６参照）。
【００９９】
　組織調製の様式及び得られた試料の扱い方は、本発明の方法のトランスクリプトーム又
はゲノム解析に影響を及ぼすことがある。さらに、様々な組織試料は異なる物理特性を有
することになり、必要な操作を実施して本発明の方法で使用するための組織試料を得るこ
とは十分に当業者の範囲内である。しかし、試料調製のいかなる方法も本発明の方法にお
いて使用するのに適した組織試料を得るのに使用してもよいことは本明細書における開示
から明らかである。たとえば、ほぼ１細胞又はそれ未満の厚みの細胞のいかなる層も本発
明の方法において使用してもよい。一実施形態では、組織試料の厚みは、細胞の横断面の
０．９、０．８、０．７、０．６、０．５、０．４、０．３、０．２又は０．１未満でも
よい。しかし、上記の通りなので、本発明は単一細胞解像度に限定されてはおらず、それ
故に、組織試料が１細胞直径又はそれ未満の厚みを有することは必要条件ではなく、さら
に厚い組織試料を必要に応じて使用してもよい。たとえば、クリオスタット切片を使用し
てもよく、これはたとえば、厚みが１０～２０μｍであることもある。
【０１００】
　組織試料は従来の又は望みのいかなる方法で調製してもよく、本発明はいかなる特定種
類の組織調製物にも制限されてはいない。新鮮な、凍結した、固定した又は非固定の組織
を用いてもよい。当技術分野で記載されている及び公知であるように、いかなる望みの便
利な手法でも組織試料を固定する又は包埋するために使用してもよい。したがって、いか
なる公知の固定液又は包埋材料を使用してもよい。
【０１０１】
　本発明において使用するための組織試料の第一の代表的例として、組織構造の完全性（
すなわち、物理的特徴）を維持する又は保存するのに適した温度、たとえば－２０℃未満
、好ましくは－２５、－３０、－４０、－５０、－６０、－７０、－８０℃未満での低温
凍結により調製してもよい。凍結組織試料は、いかなる適切な手段によってもアレイ表面
上に切片にする、すなわち薄くスライスしてもよい。たとえば、組織試料は、組織試料の



(28) JP 5916166 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

構造完全性と試料中の核酸の化学的特性の両方を維持するのに適した温度で、たとえば－
１５℃未満、好ましくは－２０又は－２５℃未満に設定して、急冷ミクロトーム、クリオ
スタットを使用して調製してもよい。したがって、試料は、組織中の核酸、たとえばＲＮ
Ａの変性又は分解を最小限に抑えるように処理するべきである。そのような条件は当技術
分野では確立しており、いかなる分解の程度も、組織試料の調製の様々な段階での核酸抽
出、たとえば全ＲＮＡ抽出とそれに続く品質分析を通じてモニターしてもよい。
【０１０２】
　第二の代表的例では、組織は、当技術分野で確立しているホルマリン固定とパラフィン
包埋（ＦＦＰＥ）という標準法を使用して調製してもよい。組織試料の固定化とパラフィ
ン又は樹脂ブロックへの包埋に続いて、組織試料はアレイ表面上に切片にする、すなわち
薄くスライスしてもよい。上記のように、他の固定液及び／又は包埋材料を使用すること
は可能である。
【０１０３】
　組織試料切片は、本発明の方法を実行するのに先立って、試料から包埋材料を取り除く
、たとえば脱パラフィンする、すなわちパラフィン又は樹脂を取り除くための処理をする
必要があることになる。この除去は、いかなる適切な方法によって達成してもよく、たと
えば試料（アレイの表面上の）を適切な溶剤、たとえばキシレン中で、たとえば１０分間
で２度インキュベートし、続いてエタノールすすぎ、たとえば２分間９９．５％エタノー
ル、２分間９６％エタノール及び２分間７０％エタノールによる、パラフィン又は樹脂又
は他の材料の組織試料からの除去は当技術分野では確立している。
【０１０４】
　ＦＦＰＥの方法又は固定し包埋する他の方法を使用して調製される組織切片中のＲＮＡ
は凍結組織の場合よりも部分的に分解している可能性が高いことは当業者には明らかであ
ろう。しかし、いかなる特定の理論にも縛られたくはないが、これは本発明の方法におい
ては有利なことがあると考えられる。たとえば、試料中のＲＮＡが部分的に分解している
場合、ＲＮＡポリヌクレオチドの平均長は非分解試料よりも少なくよりランダム化されて
いる。したがって、部分的に分解されたＲＮＡは、本明細書の他所に記載されている様々
な処理ステップ、たとえばアダプター（増幅ドメイン）のライゲーション、ｃＤＮＡ分子
の増幅及びそのシーケンシングにおいて偏りが少なくなると仮定される。
【０１０５】
　それ故に、本発明の一実施形態では、組織試料、すなわちアレイに接触させた組織試料
の切片、はＦＦＰＥ又は固定し包埋する他の方法を使用して調製される。言い換えると、
試料は固定されている、たとえば固定され包埋されていてもよい。本発明の代わりの実施
形態では、組織試料は低温凍結により調製される。別の実施形態では、当技術分野で公知
の手法に従って、組織のタッチインプリントを使用してもよい。他の実施形態では、非固
定試料を使用してもよい。
【０１０６】
　本発明の方法において使用するための組織試料切片の厚みは、試料を調製するのに使用
される方法及び組織の物理的特性に依存することがある。したがって、本発明の方法にお
いてはいかなる適切な切片厚みを使用してもよい。本発明の代表的実施形態では、組織試
料切片の厚みは、少なくとも０．１μｍ、さらに好ましくは少なくとも０．２、０．３、
０．４、０．５、０．７、１．０、１．５、２、３、４、５、６、７、８、９又は１０μ
ｍになる。他の実施形態では、組織試料切片の厚みは、少なくとも１０、１２、１３、１
４、１５、２０、３０、４０又は５０μｍである。しかし、厚みは決定的ではなく、これ
らは代表的値のみである。必要であれば又は都合がよければ、もっと厚い、たとえば７０
又は１００μｍ又はさらに厚い試料を使用してもよい。典型的には、組織試料切片の厚み
は１～１００μｍ、１～５０μｍ、１～３０μｍ、１～２５μｍ、１～２０μｍ、１～１
５μｍ、１～１０μｍ、２～８μｍ、３～７μｍ又は４～６μｍであるが、上記のように
もっと厚い試料を使用してもよい。
【０１０７】
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　たとえば包埋材料の除去、たとえば脱パラフィンに続いて、組織試料切片をアレイに接
触させると、組織試料中の核酸（たとえばＲＮＡ）分子はアレイ上の固定化された捕捉プ
ローブに結合することになる。いくつかの実施形態では、核酸（たとえばＲＮＡ）分子の
捕捉プローブへのハイブリダイゼーションを促進することが有利なことがある。典型的に
は、ハイブリダイゼーションの促進には、ハイブリダイゼーションが起こる条件を変更す
ることが含まれる。変更することが可能な第一条件は、本明細書の他所に記載されている
逆転写ステップに先立つアレイ上での組織切片のインキュベーションの時間と温度である
。
【０１０８】
　たとえば、組織試料切片をアレイに接触させると、アレイは少なくとも１時間インキュ
ベートされて、核酸（たとえばＲＮＡ）を捕捉プローブにハイブリダイズさせておいても
よい。好ましくは、アレイは少なくとも２、３、５、１０、１２、１５、２０、２２若し
くは２４時間又は組織試料切片が乾燥してしまうまでインキュベートされてもよい。アレ
イインキュベーション時間は決定的ではなく、いかなる都合の良い又は所望の時間を使用
してもよい。典型的アレイインキュベーションは７２時間まででもよい。したがって、イ
ンキュベーションは、どんな適切な温度でも、たとえば室温で起こることがあるが、好ま
しい実施形態では、組織試料切片はアレイ上、少なくとも２５、２６、２７、２８、２９
、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６又は３７℃の温度でインキュベートされる
。５５℃までのインキュベーション温度が当技術分野では普通である。特に好ましい実施
形態では、組織試料切片はアレイ上、３７℃で２４時間乾燥させておく。組織試料切片が
乾燥してしまうと、アレイは、逆転写ステップを実施する前に室温で保存してもよい。組
織試料切片をアレイの表面上で乾燥させておく場合、捕捉された核酸の追加の操作を達成
することができる、たとえば捕捉されたＲＮＡを逆転写するステップ前に組織試料切片を
再水和させる必要がないことは理解されるであろう。
【０１０９】
　それ故に、本発明の方法は、試料をアレイに接触させた後に組織試料を再水和させる追
加のステップを含むことがある。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、特に組織試料中の核酸がアレイ上でのその捕捉に先立って変
更の手順を受けている場合には、組織試料をアレイに接触させることに先立って捕捉プロ
ーブを遮断する（たとえば、マスクする又は改変する）のが有利なこともある。詳細には
、捕捉プローブの遊離の３’端部を遮断する又は改変するのが有利なこともある。特定の
実施形態では、組織試料中の核酸（たとえば断片化されたゲノムＤＮＡ）は、捕捉プロー
ブにより捕捉されることができるように改変してもよい。たとえば及び下にさらに詳細に
説明されているように、アダプター配列（捕捉プローブの捕捉ドメインに結合することが
できる結合ドメインを含む）を核酸（たとえば断片化されたゲノムＤＮＡ）の端部に付加
してもよい。これは、たとえば追加のヌクレオチドを配列（たとえばポリＡテール）の端
部に組み込む酵素を使用して、たとえばアダプターのライゲーション又は核酸の伸長によ
り達成してもよい。たとえば、捕捉プローブの遊離の３’端部へのポリＡテールの付加を
回避するためには、組織試料をアレイに接触させて捕捉プローブの改変を回避するのに先
立って、捕捉プローブ、特に捕捉プローブの遊離の３’端部を遮断する又は改変する必要
がある。好ましくは、遮断ドメインは捕捉プローブが合成されるときに捕捉プローブに組
み込まれてもよい。しかし、遮断ドメインは捕捉プローブの合成後に捕捉プローブに組み
込まれてもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、捕捉プローブは、組織試料がアレイに接触された後で起こる
組織試料の核酸の改変が進行中に捕捉ドメインの改変を妨げると考えられるどんな適切な
可逆的手段により遮断されてもよい。言い換えると、捕捉プローブは、捕捉プローブの捕
捉ドメインが遊離の３’端部を含まないように、すなわち３’端部が取り除かれる若しく
は改変されるように可逆的にマスクされる若しくは改変される、又は捕捉プローブが、組
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織試料の核酸を改変するのに使用される手順、たとえばライゲーション若しくは伸長に感
受性ではないように接近しにくくされてもよいし、或いは追加のヌクレオチドを取り除い
て捕捉プローブの捕捉ドメインの３’端部を露呈する及び／又は回復させてもよい。
【０１１２】
　たとえば、遮断プローブ（たとえばその適切な例は当技術分野で公知であるヘアピンプ
ローブ又は部分的二本鎖プローブ）を捕捉プローブにハイブリダイズさせて捕捉ドメイン
の３’端部をマスクしてもよい。捕捉ドメインの遊離の３’端部を化学修飾（たとえば捕
捉プローブが遊離の３’端部を含まないように化学的に可逆的なキャップ形成部分として
のアジドメチル基の付加）により遮断してもよい。適切な代わりのキャップ形成部分は当
技術分野では周知であり、たとえば捕捉ドメインの末端ヌクレオチドは可逆的終止ヌクレ
オチドであることも可能であり、このヌクレオチドはプローブ合成中又はその後で捕捉プ
ローブに含むこともできる。
【０１１３】
　代わりに又はさらに、捕捉プローブの捕捉ドメインは、組織試料の核酸分子が改変され
るときに起きる捕捉プローブのどのような修飾（たとえばヌクレオチドの追加）をも除去
できるように、改変することもできる。たとえば、捕捉プローブは、捕捉ドメインの下流
（すなわち捕捉ドメインの３’側）に追加の配列、すなわち遮断ドメイン、を含んでいて
もよい。これは、制限エンドヌクレアーゼ認識配列又は特異的酵素活性により切断可能な
ヌクレオチド（たとえばウラシル）の配列の形態でも可能である。組織試料の核酸の改変
に続いて、捕捉プローブは酵素的切断に供することもでき、この切断により、遮断ドメイ
ン及び改変手順中に捕捉プローブの３’端部に付加される追加のヌクレオチドのいずれで
も除去することが可能だと考えられる。遮断ドメインの除去により、捕捉プローブの捕捉
ドメインが遊離の３’端部は露呈される及び／又は回復されると考えられる。遮断ドメイ
ンは捕捉プローブの一部として合成することができる又は、たとえば遮断ドメインのライ
ゲーションにより捕捉プローブにインサイツで付加する（すなわち、既存のアレイの改変
物として）こともできる。
【０１１４】
　捕捉プローブは、上記の遮断機構のいかなる組合せでも使用して遮断してもよい。
【０１１５】
　組織試料の核酸、たとえば断片化されたゲノムＤＮＡが改変されて前記核酸が捕捉プロ
ーブの捕捉ドメインにハイブリダイズすることが可能になると、捕捉プローブは、たとえ
ば遮断オリゴヌクレオチドの解離、キャップ形成部分及び／又は遮断ドメインの除去によ
り遮断を解除しなければならない。
【０１１６】
　アレイのそれぞれのフィーチャーから得られる配列解析又はトランスクリプトーム若し
くはゲノム情報を組織試料の領域（すなわち、区域又は細胞）と関連付けるために、組織
試料はアレイ上でフィーチャーとの関係で方向付けられる。言い換えると、組織試料は、
アレイ上の捕捉プローブの位置が組織試料中の位置と関連付けられるようにアレイ上に置
かれる。したがって、組織試料中のどこに捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズの位置
（又はアレイのそれぞれのフィーチャー）が対応するのかを同定することができる。言い
換えると、組織試料中のどの位置に捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズの位置が対応
するのかを同定することができる。これは、下で説明されるように、アレイ上に存在する
位置マーカーに基づいて実行されることができる。必ずしもそうではないが、都合の良い
ことに、組織試料はアレイとのその接触に続いて撮像することができる。この撮像は、組
織試料の核酸が処理される前に又は後で、たとえば前記方法のｃＤＮＡ生成ステップ、特
に逆転写により第一鎖ｃＤＮＡを生成するステップ前に又は後で実施してもよい。好まし
い実施形態では、組織試料はアレイから捕捉され合成された（すなわち、伸長された又は
ライゲートされた）ＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡの放出に先立って撮像される。特に好まし
い実施形態では、組織は、組織試料の核酸が処理された後で、たとえば逆転写ステップの
後で撮像され、いかなる残余の組織も、アレイから分子、たとえばｃＤＮＡの放出に先立
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ってアレイから取り除かれる（たとえば、洗浄される）。いくつかの実施形態では、捕捉
された核酸を処理するステップ、たとえば逆転写ステップは、たとえば低温凍結による組
織調製を使用する場合に、アレイ表面から残余の組織を取り除くように作用することがあ
る。そのような場合、組織試料の撮像は、処理ステップ、たとえばｃＤＮＡ合成ステップ
に先立って行われてもよい。一般的に言えば、撮像は組織試料を区域に接触させた後の、
しかし組織試料を分解する又は取り除く任意のステップ前のどの時期に行われてもよい。
上記のように、これは組織試料に依存することがある。
【０１１７】
　有利なことに、アレイは、アレイのフィーチャーとの関係での組織試料又はその画像の
方向付けを促進するマーカーを含むことがある。アレイをマークするためのいかなる適切
な手段も、組織試料が撮像されるとマーカーが検出可能であるように使用してもよい。た
とえば、シグナル、好ましくは目に見えるシグナルを発する分子（たとえば蛍光分子）を
アレイの表面に直接的に又は間接的に固定化することができる。好ましくは、アレイは、
アレイ表面の別個の位置に少なくとも２個のマーカー、さらに好ましくは少なくとも３、
４、５、６、７、８、９、１０、１２、１５、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８
０、９０又は１００個のマーカーを含む。都合の良いことに、数百又は数千のマーカーで
さえ使用してもよい。マーカーは、パターンで提供してもよく、たとえばアレイの外縁、
たとえばアレイのフィーチャーの全外列を構成する。他の情報を与えるパターン、たとえ
ばアレイを区分する線を使用してもよい。これにより、組織試料の画像をアレイに合わせ
て整列させることが容易になり、又は実際には一般的にはアレイのフィーチャーを組織試
料に関連付ける際に容易になることがある。したがって、マーカーは、シグナル発生分子
が相互作用をしてシグナルを発生する固定化された分子であってもよい。代表的な例では
、アレイは、標識された核酸がハイブリダイズすることのできるマーカーフィーチャー（
たとえばアレイの基板上に固定化された核酸プローブ）を含むことがある。たとえば、標
識された核酸分子又はマーカー核酸は、特定の波長（又は範囲の波長）の光を受けると、
すなわち励起されると、蛍光を発することができる化学的部分に連結又はカップリングさ
れてもよい。そのようなマーカー核酸分子は、組織試料を視覚化する又は撮像するために
染色する前に、と同時に又は後でアレイに接触させてもよい。しかし、マーカーは組織試
料が撮像されるときには検出可能でなければならない。したがって、好ましい実施形態で
は、マーカーは、組織試料を視覚化するのに使用されるのと同じ撮像条件を使用して検出
してもよい。
【０１１８】
　本発明の特に好ましい実施形態では、アレイは、標識された（好ましくは蛍光標識され
た）マーカー核酸分子（たとえばオリゴヌクレオチド）がハイブリダイズされるマーカー
フィーチャーを含む。
【０１１９】
　組織を撮像するステップは、当技術分野で公知のいかなる都合の良い組織学的手段（た
とえば光、明視野、暗視野、位相差、蛍光、反射、干渉、共焦点顕微鏡又はその組合せ）
を使用してもよい。典型的には、組織試料は、組織試料の異なる領域（たとえば細胞間）
にコントラストを与える視覚化に先立って染色される。使用される染色剤の種類は、染色
される組織の種類及び細胞の領域に依存することになる。そのような染色プロトコールは
当技術分野では公知である。いくつかの実施形態では、１つを超える染色剤を使用して、
組織試料の異なる面（たとえば組織試料の異なる領域、特定の細胞構造体（たとえば、オ
ルガネラ）又は異なる細胞型）を視覚化（撮像）してもよい。他の実施形態では、組織試
料は、たとえば組織試料が十分なコントラストを与える色素を既に含有している場合又は
特定の形態の顕微鏡が使用される場合、試料を染色せずに可視化される又は撮像されても
よい。
【０１２０】
　好ましい実施形態では、組織試料は蛍光顕微鏡を使用して視覚化される又は撮像される
。
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【０１２１】
　撮像が望まれるが逆転写前に実行されなかった場合、組織試料、すなわち逆転写ステッ
プ及び場合によって撮像に続いてアレイ基板に接触したままであるどんな残余の組織、は
、好ましくはアレイからｃＤＮＡ分子を放出するステップに先立って取り除かれる。した
がって、本発明の方法はアレイを洗浄するステップを含むことがある。残余の組織試料の
除去は、いかなる適切な手段を使用して実施してもよく組織試料に依存することになる。
もっとも簡単な実施形態では、アレイは水を用いて洗浄してもよい。水は様々な添加剤、
たとえば組織の除去を促進する界面活性剤（たとえば、洗剤）、酵素等、を含有していて
もよい。いくつかの実施形態では、アレイはプロテイナーゼ酵素（及び適切なバッファー
）（たとえばプロテイナーゼＫ）を含む溶液を用いて洗浄される。他の実施形態では、溶
液は、たとえば組織試料が植物又は真菌供給源由来の場合は、その上又は代わりに、セル
ラーゼ、ヘミセルラーゼ又はキチナーゼ酵素を含んでいてもよい。追加の実施形態では、
アレイの洗浄に使用される溶液の温度は、たとえば少なくとも３０℃、好ましくは少なく
とも３５、４０、４５、５０又は５５℃であってもよい。洗浄液は固定化された核酸分子
の破壊を最小限に抑えるべきであることは明らかであろう。たとえば、いくつかの実施形
態では、核酸分子は、アレイの基板に、間接的に、たとえば捕捉プローブ並びにＲＮＡ及
び／又は捕捉プローブ並びに表面プローブのハイブリダイゼーションを介して固定化され
ることもあり、したがって洗浄ステップはアレイ上に固定化された分子間の相互作用に干
渉すべきではない、すなわち核酸分子を変性させるべきではない。
【０１２２】
　ハイブリダイゼーションを組織試料の核酸、たとえばＲＮＡ（好ましくは、ｍＲＮＡ）
、と捕捉プローブ間で起こさせるのに十分な条件下で、アレイを組織試料に接触させるス
テップに続いて、ハイブリダイズした核酸を確保する（獲得する）ステップが行われる。
捕捉された核酸を確保する又は獲得することは、ハイブリダイズした核酸の相補鎖が捕捉
プローブに共有結合し（すなわち、ヌクレオチド結合、２つの直接隣接するヌクレオチド
の並置された３’－ヒドロキシルと５’－リン酸末端の間でのリン酸ジエステル結合）、
それによって、核酸が捕捉されるフィーチャーに特異的な位置ドメインで捕捉された核酸
にタグ付けする又はマークすることを伴う。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、ハイブリダイズした核酸（たとえば一本鎖核酸）を確保する
ことは、捕捉プローブを伸長させて捕捉された核酸のコピーを作製する、たとえば捕捉さ
れた（ハイブリダイズした）ＲＮＡからｃＤＮＡを生成する、ことを伴ってもよい。これ
は、ハイブリダイズした核酸の相補鎖を合成する、たとえば捕捉されたＲＮＡ鋳型（捕捉
プローブの捕捉ドメインにハイブリダイズしたＲＮＡ）に基づいてｃＤＮＡを生成する、
ことを指すのは理解されるであろう。したがって、捕捉プローブを伸長させる最初のステ
ップ、たとえばｃＤＮＡ生成では、捕捉された（ハイブリダイズした）核酸（たとえばＲ
ＮＡ）は伸長（たとえば逆転写）ステップのための鋳型として機能する。他の実施形態で
は、下に説明されるように、ハイブリダイズした核酸（たとえば部分的二本鎖ＤＮＡ）を
確保することは、ハイブリダイズした核酸（たとえば断片化されたＤＮＡ）を捕捉プロー
ブに共有結合させる、たとえばライゲーション反応において、捕捉プローブに、捕捉プロ
ーブにハイブリダイズした核酸の相補鎖をライゲートすることを伴うことがある。
【０１２４】
　逆転写は、ＲＮＡ、好ましくはｍＲＮＡ（メッセンジャーＲＮＡ）から、逆転写酵素に
よりｃＤＮＡ（相補的又はコピーＤＮＡ）を合成するステップに関する。したがって、ｃ
ＤＮＡは、組織試料が採取された時点で細胞中に存在していたＲＮＡのコピーとみること
ができる、すなわちｃＤＮＡは単離の時点で前記細胞内で発現された遺伝子のすべて又は
一部を表している。
【０１２５】
　捕捉プローブ、詳細には捕捉プローブの捕捉ドメインは、捕捉プローブにハイブリダイ
ズした核酸の相補鎖を作製するためのプライマー、たとえば逆転写のためのプライマー、
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として機能する。それ故に、伸長反応（たとえば逆転写反応）により生成される核酸（た
とえばｃＤＮＡ）は捕捉プローブの配列を組み込む、すなわち伸長反応（たとえば逆転写
反応）は、アレイのそれぞれのフィーチャーと接触している組織試料の核酸（たとえば転
写産物）を間接的に標識する方法とみることもできる。上記のように、捕捉プローブのそ
れぞれのスピーシーズは、アレイのフィーチャーごとに独自の配列を表す位置ドメイン（
フィーチャー識別タグ）を含む。したがって、特定のフィーチャーで合成される核酸（た
とえばｃＤＮＡ）分子のすべてが同じ核酸「タグ」を含むことになる。
【０１２６】
　アレイのそれぞれのフィーチャーで合成される核酸（たとえばｃＤＮＡ）分子は、その
フィーチャーに接触している組織試料の領域又は区域（たとえば組織又は細胞型又は細胞
群若しくはそのサブグループ）のゲノム又はそこから発現される遺伝子を表していること
があり、特定の条件下で、たとえば特定の時間に、特定の環境で、発生の段階で又は刺激
に応答して、等で発現される遺伝子をさらに表していることがある。それ故に、いずれの
単一フィーチャーのｃＤＮＡでも単一細胞で発現された遺伝子を表していることがある、
又はフィーチャーが細胞間結合で試料と接触している場合、ｃＤＮＡは１つよりも多い細
胞で発現された遺伝子を表していることがある。同様に、単一細胞が複数のフィーチャー
と接触している場合、それぞれのフィーチャーは前記細胞で発現された遺伝子の一部を表
していることがある。同様に、捕捉された核酸がＤＮＡである実施形態では、いかなる単
一のフィーチャーも単一細胞又は１つよりも多い細胞のゲノムを表していることがある。
代わりに、単一細胞のゲノムが複数のフィーチャーにより表されることもある。
【０１２７】
　捕捉プローブを伸長するステップ、たとえば逆転写は、下に詳細に説明されるように、
当技術分野においてその多くが存在するいかなる適切な酵素及びプロトコールを使用して
実施してもよい。しかし、捕捉プローブの捕捉ドメインがプライマー、たとえば逆転写プ
ライマーとして機能するので、最初の核酸（たとえばｃＤＮＡ）鎖の合成のためのプライ
マーを提供する必要はないことは明らかであろう。
【０１２８】
　好ましくは、本発明との関連では、確保された核酸（すなわち、捕捉プローブに共有結
合している核酸）（たとえばｃＤＮＡ）は二本鎖ＤＮＡを含むように処理される。しかし
、いくつかの実施形態では、捕捉されたＤＮＡは、たとえば部分的二本鎖断片化されたＤ
ＮＡが捕捉プローブにライゲートされている場合には、既に二本鎖ＤＮＡを含んでいるこ
とがある。二本鎖ＤＮＡを作製するための捕捉された核酸の処理は、第二のＤＮＡ（たと
えばｃＤＮＡ）鎖のみを生成する、すなわち二本鎖ＤＮＡ分子の数を増加させずに二本鎖
ＤＮＡ分子を作製する単回反応において、又は一本鎖ＤＮＡ（たとえば、線形増幅）若し
くは二本鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）（たとえば、指数増幅）の形態でもよい第二の鎖
の複数のコピーを生成する増幅反応において達成してもよい。
【０１２９】
　第二鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）合成のステップは、たとえば下にさらに詳細に説明
されているランダムプライマーを使用する第二鎖合成の個別のステップとして、又は増幅
反応の最初のステップにおいて、アレイ上インサイツで行われてもよい。代わりに、第一
鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）（捕捉プローブを含む、すなわち組み込んでいる鎖）はア
レイから放出されてもよく、第二鎖合成は、個別のステップとしてであれ増幅反応におい
てであれ、それに続いて、たとえば溶液中で実行される反応において起きてもよい。
【０１３０】
　第二鎖合成がアレイ上で（すなわち、インサイツで）行われる場合、前記方法は、たと
えばＲＮＡ消化酵素（リボヌクレアーゼ）、たとえばリボヌクレアーゼＨを使用して、第
二鎖合成の前に捕捉された核酸（たとえばＲＮＡ）を取り除く任意のステップを含んでい
てもよい。この手法は当技術分野では周知であり記載されている。しかし、これは一般的
には必ずしも必要ではなく、大半の場合には前記ＲＮＡは自然に分解する。アレイからの
組織試料の除去は、一般にアレイから前記ＲＮＡを取り除くことになる。必要な場合には
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リボヌクレアーゼＨを使用して、ＲＮＡ除去の強さを増加することができる。
【０１３１】
　たとえば、大量のＲＮＡを含む組織試料においては、二本鎖ｃＤＮＡを生成するステッ
プは、（アレイからの放出に続いて）直接シーケンシングをすることができるのに十分な
量のｃＤＮＡを生じることがある。この場合には、第二鎖ｃＤＮＡ合成は、当技術分野で
公知の及び下に説明されているいかなる手段によっても達成することができる。下に説明
されているように、第二鎖合成反応はアレイ上で直接、すなわちｃＤＮＡがアレイ上に固
定化されている間に、又は好ましくはｃＤＮＡがアレイ基板から放出された後で実施して
もよい。
【０１３２】
　他の実施形態では、確保された核酸（たとえば合成されたｃＤＮＡ）の量を増強する、
すなわち増幅して、ＤＮＡシーケンシングのために十分な量を生じることが必要になる。
この実施形態では、確保された核酸（たとえばｃＤＮＡ）分子の第一鎖は、アレイのフィ
ーチャーの捕捉プローブも含むが、増幅反応、たとえばポリメラーゼ連鎖反応のための鋳
型として機能する。増幅の最初の反応生成物は、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）の第二鎖に
なり、これは増幅反応の追加のサイクルのための鋳型として機能することになる。
【０１３３】
　上記の実施形態のどちらかにおいて、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）の第二鎖は、捕捉プ
ローブの相補体を含むことになる。捕捉プローブがユニバーサルドメインを、特にユニバ
ーサルドメイン内に増幅ドメインを含む場合、これはＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）のそれ
に続く増幅のために使用してもよく、たとえば増幅反応は増幅ドメインと同じ配列を有す
るプライマー、すなわち増幅ドメインの相補体に相補的である（すなわち、ハイブリダイ
ズする）プライマー、を含んでいてもよい。増幅ドメインは捕捉プローブの位置ドメイン
の上流にある（確保された核酸において、たとえば第一ｃＤＮＡ鎖）という事実に照らし
て、位置ドメインの相補体はＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子の第二の鎖に組み込まれる
ことになる。
【０１３４】
　ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）の第二の鎖が単回反応で生成される実施形態では、第二の
鎖の合成はいかなる適切な手段によっても達成することができる。たとえば、好ましくは
、しかし必ずしもそうではないが、アレイ基板から放出された第一鎖ｃＤＮＡは、鋳型に
なったＤＮＡ合成が起こるのに十分な条件下で、ランダムプライマー（たとえばヘキサマ
ープライマー）及びＤＮＡポリメラーゼ、好ましくは鎖置換ポリメラーゼ、たとえばクレ
ノー（ｅｘｏ）と一緒にインキュベートしてもよい。この手順は様々な長さの二本鎖ｃＤ
ＮＡ分子を生じることになり、完全長ｃＤＮＡ分子、すなわちそれが合成された元になる
全ｍＲＮＡに対応するｃＤＮＡ分子を生じる可能性はない。ランダムプライマーはランダ
ムな位置で、すなわち配列の端部ではなくむしろ配列内で第一鎖ｃＤＮＡ分子にハイブリ
ダイズすることになる。
【０１３５】
　完全長のＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子、すなわち捕捉された核酸（たとえばＲＮＡ
）分子の全体に対応する分子を生成するのが望ましい場合（核酸、たとえばＲＮＡが組織
試料内で部分的に分解している場合には、捕捉された核酸、たとえばＲＮＡ分子はゲノム
ＤＮＡの最初の断片と同じ長さの「完全長」転写物にはならない）、確保された核酸（た
とえば第一鎖ｃＤＮＡ）分子の３’端部を改変してもよい。たとえば、リンカー又はアダ
プターをｃＤＮＡ分子の３’端部にライゲートしてもよい。これは、Ｔ４　ＲＮＡリガー
ゼ又はＣｉｒｃｌｉｇａｓｅ（商標）（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｉｅｓ）などの一本鎖ライゲーション酵素を使用して達成してもよい。
【０１３６】
　代わりに、ヘルパープローブ（第一鎖ｃＤＮＡ分子の３’端部にハイブリダイズするこ
とができる部分的二本鎖ＤＮＡ分子）を、Ｔ４　ＤＮＡリガーゼなどの二本鎖ライゲーシ
ョン酵素を使用して確保された核酸（たとえば第一鎖ｃＤＮＡ）分子の３’端部にライゲ
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ートしてもよい。ライゲーションステップに適した他の酵素は当技術分野では公知であり
、たとえばＴｔｈ　ＤＮＡリガーゼ、Ｔａｑ　ＤＮＡリガーゼ、サーモコッカス（Ｔｈｅ
ｒｍｏｃｏｃｃｕｓ）菌種（９゜Ｎ株）ＤＮＡリガーゼ（９゜Ｎ（商標）ＤＮＡリガーゼ
、Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）及びＡｍｐｌｉｇａｓｅ（商標）（Ｅｐｉ
ｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）が含まれる。ヘルパープローブは、確
保された核酸（たとえば第一ｃＤＮＡ鎖）にライゲートされているヘルパープローブの一
部に相補的であるプライマーを用いて、第二鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）合成をそこか
らプライミングすることができる特定の配列も含む。追加の代替物は、確保された核酸、
たとえば第一鎖ｃＤＮＡ分子の３’端部でポリヌクレオチドテール、たとえばポリＡテー
ル、を組み込むターミナルトランスフェラーゼ活性酵素の使用を含む。第二鎖合成はポリ
Ｔプライマーを使用してプライミングしてもよく、これには追加の増幅のための特定の増
幅ドメインが含まれてもよい。「完全長」二本鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を生成
するための他の方法（又は最長第二鎖合成）は当技術分野では確立している。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、第二鎖合成は、たとえばＣｌｏｎｅｔｅｃｈ（登録商標）か
らのＳＭＡＲＴ（商標）技術を使用する鋳型切替えの方法を使用してもよい。ＳＭＡＲＴ
（ＲＮＡ鋳型の５’端部での切替え機構）技術は当技術分野では確立しており、逆転写酵
素、たとえばＳｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ（登録商標）ＩＩ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、が伸
長されたｃＤＮＡ分子の３’端部で数個のヌクレオチドを付加する、すなわち一本鎖ＤＮ
Ａオーバーハングが３’端部にあるＤＮＡ／ＲＮＡハイブリッドを作製することができる
という発見に基づいている。ＤＮＡオーバーハングは、オリゴヌクレオチドプローブがハ
イブリダイズしてｃＤＮＡ分子のさらなる伸長のための追加の鋳型を提供することができ
る標的配列を提供することができる。有利なことに、ｃＤＮＡオーバーハングにハイブリ
ダイズするオリゴヌクレオチドプローブは増幅ドメイン配列を含有しており、このドメイ
ン配列の相補体は合成された第一鎖ｃＤＮＡ産物に組み込まれる。ｃＤＮＡ第一鎖に組み
込まれている相補的増幅ドメイン配列にハイブリダイズすることになる増幅ドメイン配列
を含有するプライマーを反応混合物に添加して、適切なポリメラーゼ酵素及び鋳型として
ｃＤＮＡ第一鎖を使用する第二鎖合成をプライミングすることができる。この方法は、ア
ダプターをｃＤＮＡ第一鎖の３’端部にライゲートする必要性を回避する。鋳型切替えは
最初は５’キャップ構造を有する完全長ｍＲＮＡのために開発されたが、以来キャップ構
造のない切断型ｍＲＮＡでも等しくうまく機能することが実証されてきた。したがって、
鋳型切替えは、完全長及び／又は部分的若しくは切断型ｃＤＮＡ分子を生成する本発明の
方法において使用してもよい。したがって、本発明の好ましい実施形態では、第二鎖合成
は鋳型切替えを利用する、又はこれにより達成されてもよい。特に好ましい実施形態では
、鋳型切替え、すなわちｃＤＮＡ第一鎖をさらに伸長して相補的増幅ドメインを組み込む
反応、はインサイツで実施される（捕捉プローブが、直接的に又は間接的にアレイにまだ
結合している間に）。好ましくは、第二鎖合成反応もインサイツで実施される。
【０１３８】
　ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を増強する、濃縮する又は増幅することが必要である
又は有利なことがある実施形態では、増幅ドメインはＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子に
組み込まれてもよい。上記のように、捕捉プローブが増幅ドメインを含むユニバーサルド
メインを含む場合、第一増幅ドメインは確保された核酸分子（たとえばｃＤＮＡ分子）の
第一鎖に組み込まれてもよい。これらの実施形態では、第二鎖合成は第二増幅ドメインを
組み込むことができる。たとえば、第二鎖ｃＤＮＡを生成するのに使用されるプライマー
（たとえばランダムヘキサマープライマー、ポリＴプライマー、ヘルパープローブに相補
的であるプライマー）は、その５’端部に増幅ドメイン、すなわち増幅プライマーがハイ
ブリダイズすることができるヌクレオチド配列を含んでいることがある。したがって、得
られた二本鎖ＤＮＡは、二本鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のそれぞれの５’端部で
又は５’端部の方に向かって増幅ドメインを含むことがある。これらの増幅ドメインは、
増幅反応、たとえばＰＣＲにおいて使用されるプライマーのための標的として用いてもよ
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い。代わりに、確保された核酸分子（たとえば第一鎖ｃＤＮＡ分子）の３’端部にライゲ
ートされているリンカー又はアダプターは、第二増幅ドメインを含む第二ユニバーサルド
メインを含むことがある。同様に、第二増幅ドメインは、鋳型切替えにより第一鎖ｃＤＮ
Ａ分子に組み込まれていることがある。
【０１３９】
　捕捉プローブが、特に増幅ドメインを含んでいるユニバーサルドメインを含まない実施
形態では、ｃＤＮＡ分子の第二鎖は上記説明に従って合成されてもよい。得られた二本鎖
ＤＮＡ分子は、第一ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ鎖）の５’端部に（第一増幅ドメイン）、
たとえばｃＤＮＡ合成ステップにおいて、第二鎖ＤＮＡに組み込まれない場合は、第二の
ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ鎖）の５’端部に（第二増幅ドメイン）増幅ドメインを組み込
むように改変することができる。そのような増幅ドメインは、たとえばライゲーティング
二本鎖アダプターにより、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子の端部に組み込んでもよい。
ライゲーションステップに適した酵素は当技術分野では公知であり、たとえばＴｔｈ　Ｄ
ＮＡリガーゼ、Ｔａｑ　ＤＮＡリガーゼ、サーモコッカス（Ｔｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ）
菌種（９゜Ｎ株）ＤＮＡリガーゼ（９゜Ｎ（商標）ＤＮＡリガーゼ、Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａ
ｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、Ａｍｐｌｉｇａｓｅ（商標）（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）及びＴ４　ＤＮＡリガーゼが含まれる。好ましい実施形態では
、第一及び第二増幅ドメインは異なる配列を含む。
【０１４０】
　上記から、したがって、様々な方法及び技法並びに当技術分野で公知のそのような技法
の組合せにより、たとえばそのようなドメインを含むプライマーの使用、アダプターのラ
イゲーション、ターミナルトランスフェラーゼ酵素の使用により及び／又は鋳型切替え法
により、増幅ドメインを含むことがあるユニバーサルドメインを、確保された（すなわち
、伸長した又はライゲートされた）ＤＮＡ分子に（たとえばｃＤＮＡ分子、又はその相補
体（たとえば、第二鎖）に）付加してもよいことは明らかである。本明細書の考察から明
白であるように、そのようなドメインは、アレイからＤＮＡ分子を放出する前に又は後で
添加してもよい。
【０１４１】
　本発明の方法により合成された単一アレイ由来のＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のす
べてが、同じ第一及び第二増幅ドメインを含んでいることがあることは上記の説明から明
らかであろう。その結果として、単回増幅反応、たとえばＰＣＲは、ＤＮＡ（たとえばｃ
ＤＮＡ）分子のすべてを増幅するのに十分であることがある。したがって、好ましい実施
形態では、本発明の方法はＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を増幅するステップを含むこ
とがある。一実施形態では、増幅ステップは、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のアレイ
の基板からの放出後に実施される。他の実施形態では、増幅はアレイ上で（すなわち、ア
レイ上インサイツで）実施してもよい。増幅反応はアレイ上で実施できることが当技術分
野では公知であり、そのような反応を実行するためのオンチップ熱サイクラーが存在する
。したがって、一実施形態では、シーケンシングプラットフォームとして又はいかなる形
態の配列解析においても（たとえば、次世代シーケンシング技術において又はそれにより
）使用するための当技術分野では公知であるアレイは、本発明のアレイの基盤（たとえば
、イルミナビーズアレイ、等）として用いてもよい。
【０１４２】
　ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）の第二鎖の合成のためには、アレイの基板から放出された
ｃＤＮＡが部分的二本鎖核酸分子を含んでいる場合には、鎖置換ポリメラーゼ（たとえば
、Φ２９ＤＮＡポリメラーゼ、Ｂｓｔ（ｅｘｏ－）ＤＮＡポリメラーゼ、クレノー（ｅｘ
ｏ－）ＤＮＡポリメラーゼ）を使用するのが好ましい。たとえば、捕捉プローブが表面プ
ローブを介してアレイの基板に間接的に固定化され、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を
放出するステップは切断ステップを含む実施形態では、放出された核酸は少なくとも部分
的二本鎖（たとえば、ＤＮＡ：ＤＮＡ、ＤＮＡ：ＲＮＡ又はＤＮＡ：ＤＮＡ／ＲＮＡハイ
ブリッド）であることになる。鎖置換ポリメラーゼは、確実に第二ｃＤＮＡ鎖合成が位置
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ドメイン（フィーチャー識別ドメイン）の相補体を第二ＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡ鎖に組
み込むのに必要である。
【０１４３】
　アレイの表面又は基板から少なくとも一部のＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はそのア
ンプリコン）を放出するステップはいくつかの方法を使用して達成できることは明らかに
なるであろう。放出ステップの主目的は、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はそのアンプ
リコン）がアレイ上のそのフィーチャー（又は位置）に従って「タグ」付けされるように
捕捉プローブ（又はその相補体）の位置ドメインが組み込まれる（又は含まれる）分子を
生じることである。したがって、放出ステップは、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はそ
のアンプリコン）をアレイから取り除き、そのＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はアンプ
リコン）は位置ドメイン又はその相補体を含む（前記位置ドメイン又はその相補体が、た
とえば捕捉プローブの伸長により確保された核酸、たとえば第一鎖ｃＤＮＡに組み込まれ
ていた、及び場合によっては、第二鎖合成がアレイ上で起こる場合は第二鎖ＤＮＡにコピ
ーされていた、又は増幅がアレイ上で起こる場合はアンプリコンにコピーされていたせい
で）。それ故に、組織試料の様々な領域と関連付けることができる配列解析データを生じ
るためには、放出された分子が捕捉プローブ（又はその相補体）の位置ドメインを含むこ
とが不可欠である。
【０１４４】
　放出された分子は第一及び／又は第二鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はアンプリコ
ン）である可能性があるので、及び捕捉プローブはアレイ上に間接的に固定化されている
こともあるので、放出ステップがアレイからのＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子の切断の
ステップを含むことがあるけれども、放出ステップは核酸切断のステップを必要としない
、すなわち、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はアンプリコン）は、二本鎖分子を変性す
る、たとえば第二ｃＤＮＡ鎖を第一ｃＤＮＡ鎖から放出する、又はアンプリコンをその鋳
型から放出する、又は第一鎖ｃＤＮＡ分子（すなわち、伸長された捕捉プローブ）を表面
プローブから放出するだけで放出することができることは理解されるであろう。したがっ
て、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子は、核酸切断により及び／又は変性により（たとえ
ば、加熱して二本鎖分子を変性することにより）アレイから放出することができる。増幅
がアレイ上インサイツで実行される場合、これは当然のことながら、循環反応において変
性によりアンプリコンを放出することを包含することになる。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子は、捕捉プローブのユニバ
ーサルドメイン又は位置ドメインに位置していることがある切断ドメインの酵素的切断に
より放出される。上記のように、切断ドメインは、放出されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ
）分子が位置（識別）ドメインを含むように位置ドメインの上流に（５’端部に）位置し
ていなければならない。核酸切断のために適した酵素には、制限エンドヌクレアーゼ（た
とえばＲｓａｌ）が含まれる。他の酵素、たとえばウラシルＤＮＡグリコシラーゼ（ＵＤ
Ｇ）とＤＮＡグリコシラーゼ－リアーゼエンドヌクレアーゼＶＩＩＩの混合物（ＵＳＥＲ
（商標）酵素）又はＭｕｔＹとＴ７エンドヌクレアーゼＩ酵素の組合せは、本発明の方法
の好ましい実施形態である。
【０１４６】
　代わりの実施形態では、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子は物理的手段によりアレイの
表面又は基板から放出されることがある。たとえば、捕捉プローブが、たとえば表面プロ
ーブへのハイブリダイエーションを介してアレイの基板に間接的に固定化されている実施
形態では、核酸分子間の相互作用を破壊するだけで十分である可能性がある。核酸分子間
の相互作用を破壊する、たとえば二本鎖核酸分子を変性する、ための方法は、当技術分野
では周知である。ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を放出するための（すなわち、合成さ
れたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子をアレイからはぎ取る）率直な方法は、二本鎖分子
の水素結合に干渉する溶液を使用することである。本発明の好ましい実施形態では、ＤＮ
Ａ（たとえばｃＤＮＡ）分子は、加熱水、たとえば少なくとも８５℃、好ましくは少なく
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とも９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９℃の水又はバッファ
ーを適用することにより放出することができる。水素結合を破壊するのに十分な温度の使
用の代替案又は追加として、前記溶液は核酸分子間の相互作用をさらに不安定化して、Ｄ
ＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を放出することができる塩、界面活性剤、等を含んでいて
もよい。
【０１４７】
　高温液、たとえば９０～９９℃水の適用で、捕捉プローブ又は表面プローブをアレイ基
板に固定化するのに使用される共有結合を破壊するのに十分でもありうることは理解され
るであろう。それ故に、好ましい実施形態では、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子は、熱
水をアレイに適用して共有結合的に固定化された捕捉又は表面プローブを破壊することに
より放出してもよい。
【０１４８】
　放出されたＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡ分子（放出されたＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡ分子
を含む溶液）は、さらなる操作、たとえば第二鎖合成及び／又は増幅、のために収集され
ることは暗黙的に含まれる。にもかかわらず、本発明の方法は放出されたＤＮＡ（たとえ
ばｃＤＮＡ）分子を収集する又は回収するステップを含むとみることもできる。上記のよ
うに、インサイツ増幅との関連では、放出された分子は確保された核酸（たとえばｃＤＮ
Ａ）のアンプリコンを含んでいてもよい。
【０１４９】
　本発明の方法の実施形態では、どんな伸長されていない又はライゲートされていない捕
捉プローブも取り除くのが望ましいことがある。これは、たとえば、アレイからＤＮＡ分
子を放出するステップの後であってもよい。たとえば伸長されていない又はライゲートさ
れていないプローブの分解のための酵素（たとえばエキソヌクレアーゼ）の使用を含む、
いかなる望ましい又は都合のよい方法でも、そのような除去のために使用してもよい。
【０１５０】
　アレイから放出されており、上記の通りに改変されている可能性があるＤＮＡ（たとえ
ばｃＤＮＡ分子又はアンプリコン）は、研究するために解析される（たとえば、その配列
を決定するが、上記のように、実際の配列決定は必要ではなく、配列を解析するいかなる
方法を使用してもよい）。したがって、核酸解析のいかなる方法を使用してもよい。配列
解析のステップにより、位置付けられたドメインを同定することができ、それ故に解析さ
れた分子を組織試料内の位置に局在化することが可能になる。同様に、解析された分子の
性質又は同一性を決定することができる。このようにして、アレイ中（それ故に組織試料
中）の所与の位置の核酸（たとえばＲＮＡ）を決定することができる。それ故に、解析ス
テップは、解析された分子（及びそれ故に「標的」分子）及びその位置ドメインを同定す
るいかなる方法も含む又は使用してもよい。一般的に、そのような方法は配列特異的方法
になる。たとえば、前記方法は配列特異的プライマー又はプローブ、特に位置ドメインに
及び／又は検出される若しくは解析される特定の核酸分子（たとえば検出される核酸（た
とえばＲＮＡ若しくはｃＤＮＡ分子）に対応するＤＮＡ分子）に特異的であるプライマー
又はプローブを使用することがある。典型的には、そのような方法では、配列特異的増幅
プライマー、たとえばＰＣＲプライマーを使用してもよい。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、標的関連分子のサブセット又はファミリー（たとえば配列類
似性及び／又は保存されたドメインを共有するタンパク質の特定の群（たとえば受容体の
ファミリー）をコードする配列のすべて）を解析するのが望ましいことがある。それ故に
、本明細書に記載される増幅及び／又は解析法は、捕捉された核酸又はそれに由来する核
酸（たとえばアンプリコン）のサブセットにハイブリダイズする縮重又は遺伝子ファミリ
ー特異的プライマー又はプローブを使用してもよい。特に好ましい実施形態では、増幅及
び／又は解析法は、ユニバーサルプライマー（すなわち、捕捉された配列のすべてに共通
するプライマー）を標的分子のサブセットに特異的な縮重又は遺伝子ファミリー特異的プ
ライマーと組み合わせて利用してもよい。
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【０１５２】
　したがって、一実施形態では、配列解析の増幅ベースの、特にＰＣＲベースの方法が使
用される。
【０１５３】
　しかし、放出されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を改変する及び／又は増幅するス
テップは試料に追加の成分、たとえば酵素、プライマー、ヌクレオチド、等を導入しても
よい。それ故に、本発明の方法は、たとえばシーケンシング反応に干渉することがあるオ
リゴヌクレオチドプライマー、ヌクレオチド、塩、等を取り除くために、配列解析に先立
って放出されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ分子又はアンプリコン）を含む試料を精製する
ステップをさらに含むことがある。ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を精製するいかなる
適切な方法を使用してもよい。
【０１５４】
　上記のように、放出されたＤＮＡ分子の配列解析は直接的でも間接的でもよい。したが
って、配列解析基質（配列解析ステップ又は手順を受ける分子とみることもできる）はア
レイから放出される分子そのままでもよく、前記分子に由来する分子であってもよい。し
たがって、たとえば、シーケンシング反応を含む配列解析ステップとの関連ではシーケン
シング鋳型は、アレイから放出される分子でもよく、前記分子に由来する分子であっても
よい。たとえば、アレイから放出される第一及び／又は第二鎖ＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡ
分子、は配列解析を直接受けてもよく（たとえば、シーケンシング）、すなわち配列解析
反応又は手順に直接関与してもよい（たとえば、シーケンシング反応若しくはシーケンシ
ング手順、又はシーケンシングされる若しくは他の方法で同定される分子である）。イン
サイツ増幅との関連では、放出された分子はアンプリコンであってもよい。代わりに、放
出された分子は、配列解析（たとえば、シーケンシング又は他の手段による同定）の前に
第二鎖合成又は増幅のステップを受けてもよい。したがって、配列解析基質（たとえば、
鋳型）は、アレイから直接放出される分子のアンプリコン又は第二鎖でもよい。
【０１５５】
　二本鎖分子の両鎖は配列解析（たとえば、シーケンシングされる）を受けてもよいが、
本発明はこれに限定されず、一本鎖分子（たとえば、ｃＤＮＡ）が解析され（たとえば、
シーケンシングされ）てもよい。たとえば、様々なシーケンシング技術（たとえばＨｅｌ
ｉｃｏｓ　ｏｒ　Ｐａｃｂｉｏ技術又は開発中のナノポアシーケンシング技術）を単一分
子シーケンシングのために使用してもよい。したがって、一実施形態では、ＤＮＡ（たと
えばｃＤＮＡ）の第一鎖がシーケンシングを受けてもよい。第一鎖ＤＮＡ（たとえばｃＤ
ＮＡ）は、単一分子シーケンシングを可能にするために３’端部で改変される必要がある
こともある。これは、第二ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）鎖を取り扱うための手順に類似す
る手法によって実行することができる。そのような手法は当技術分野では公知である。
【０１５６】
　本発明の好ましい態様では、配列解析は捕捉された核酸（たとえばＲＮＡ）配列の一部
及び位置ドメインの配列を同定する又は明らかにすることになる。位置ドメイン（又はタ
グ）の配列は、核酸（たとえばｍＲＮＡ）分子が捕捉されたフィーチャーを同定すること
になる。捕捉された核酸（たとえばＲＮＡ）分子の配列は、それが対応する遺伝子を決定
するために、試料が由来する生物の配列データベースと比較されることがある。組織試料
のどの領域（たとえば、細胞）がフィーチャーと接触していたのかを決定することにより
、組織試料のどの領域が前記遺伝子を発現していた（又は、たとえば空間ゲノミクスの場
合では、遺伝子を含有していた）のかを決定することが可能である。この解析は、本発明
の方法により生成されるＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のすべてについて達成され、組
織試料の空間的トランスクリプトーム又はゲノムが得られる。
【０１５７】
　代表的な例として、シーケンシングデータは解析されて、その配列を捕捉プローブの特
定のスピーシーズに（すなわち位置ドメインの配列に従って）分類してもよい。これは、
たとえばそれぞれの捕捉プローブ位置ドメイン（タグ）配列について配列を個々のファイ
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ルに分類するＦａｓｔＸツールキットＦＡＳＴＱ　Ｂａｒｃｏｄｅスプリッターツールを
使用することにより達成することができる。それぞれのスピーシーズの（すなわちそれぞ
れのフィーチャー由来の）配列は解析されて、転写物の同一性を決定することができる。
たとえば、配列は、配列を１つ又は複数のゲノムデータベース、好ましくは組織試料が得
られた生物のデータベースと比較するＢｌａｓｔｎソフトウェアを使用して同定してもよ
い。本発明の方法により生成される配列に最大の類似性のあるデータベース配列の同一性
は前記配列に割り当てることができる。一般に、少なくとも１ｅ－６、好ましくは１ｅ－

７、１ｅ－８又は１ｅ－９の確実性を有するヒットのみが、首尾よく同定されたとみるこ
とができる。
【０１５８】
　本発明の方法ではいかなる核酸シーケンシング法でも使用できることは明らかであろう
。しかし、いわゆる「次世代シーケンシング」技法は、本発明において特に有用になる。
高処理シーケンシングは、これにより多数の核酸を極めて短期間で部分的にシーケンシン
グすることができるので、本発明の方法においては特に有用である。完全に又は部分的に
シーケンシングされたゲノムの数が最近激増したことに照らして、それぞれの分子が対応
する遺伝子を決定するために生成されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子の完全長をシー
ケンシングすることは不可欠ではない。たとえば、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のそ
れぞれの端部から最初の１００ヌクレオチドで、その核酸（たとえばｍＲＮＡ）が捕捉さ
れたフィーチャー（すなわち、アレイ上のその位置）と発現される遺伝子の両方を同定す
るのに十分であるはずである。ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子の「捕捉プローブ端部」
からの配列反応により、位置ドメインの配列及び少なくとも約２０塩基、好ましくは３０
又は４０塩基の転写物特異的配列データが得られる。「非捕捉プローブ端部」からの配列
反応により、少なくとも約７０塩基、好ましくは８０、９０又は１００塩基の転写物特異
的配列データが得られることがある。
【０１５９】
　代表的な例として、シーケンシング反応は、Ｉｌｌｕｍｉｎａ（商標）技術において使
用されるなどの可逆的ダイターミネーターに基づいていてもよい。たとえば、ＤＮＡ分子
は、たとえばガラス又はシリコンスライド上のプライマーに先ず結合され、局所的クロー
ンコロニーが形成されるように増幅される（ブリッジ増幅）。４種類のｄｄＮＴＰが添加
され、組み込まれなかったヌクレオチドは洗い流される。ピロシーケンスとは異なり、Ｄ
ＮＡは一度に１つのヌクレオチドのみを伸長することができる。蛍光標識されたヌクレオ
チドの画像がカメラで取られ、次に色素は終端３’ブロッカーと共にＤＮＡから化学的に
取り除かれ、次のサイクルが可能になる。これは必要な配列データが得られるまで繰り返
すことができる。この技術を使用すれば、数千の核酸を１つのスライド上で同時にシーケ
ンシングすることができる。
【０１６０】
　他の高処理シーケンシング技術、たとえばピロシーケンスは本発明の方法において等し
く適切である可能性がある。この方法では、ＤＮＡはオイル溶液中の水滴内で増幅され（
エマルジョンＰＣＲ）、それぞれの水滴には単一プライマー被覆ビーズに付着した単一Ｄ
ＮＡ鋳型が含有されており、このビーズは次にクローンコロニーを形成する。シーケンシ
ング装置には多くのピコリットル容積のウェルが含有され、それぞれのウェルは単一ビー
ズとシーケンシング酵素を含有している。ピロシーケンスは、新生ＤＮＡに付加される個
々のヌクレオチドの検出のために光を発するルシフェラーゼを使用し、組合せデータを使
用して配列読出しを生む。
【０１６１】
　開発中の技術の例は、ＤＮＡの重合中に放出される水素イオンの検出に基づいている。
シーケンシングされる鋳型ＤＮＡ鎖を含有するマイクロウェルは１種類のヌクレオチドで
満たされる。導入されたヌクレオチドが主要な鋳型ヌクレオチドに相補的である場合、前
記ヌクレオチドは成長中の相補鎖に組み込まれる。このせいで、超感受性イオンセンサー
を始動させる水素イオンが放出されるが、これは反応が起きたことを示している。ホモポ
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リマーリピートが鋳型配列に存在する場合、複数のヌクレオチドが一回のサイクルで組み
込まれることになる。このせいで、対応する数の水素イオンが放出されて電子シグナルは
比例して高くなる。
【０１６２】
　したがって、次世代のシーケンシングフォーマットは徐々に利用されるようになってい
ることは明白であり、そうしたプラットフォームの主な特長の１つとして実行時間が短く
なるにしたがって、他のシーケンシング技術が本発明の方法において有用になることは明
らかとなろう。
【０１６３】
　本発明の不可欠な特長は、上記のように、捕捉された核酸分子の相補鎖を捕捉プローブ
に固定する（たとえば捕捉されたＲＮＡ分子を逆転写する）ステップである。逆転写反応
は当技術分野では周知であり、代表的な逆転写反応では、反応混合物には逆転写酵素、ｄ
ＮＴＰ及び適切なバッファーが含まれる。反応混合物には、他の成分（たとえばリボヌク
レアーゼ阻害剤（複数可））が含まれることもある。プライマー及び鋳型は捕捉プローブ
の捕捉ドメインであり、捕捉されたＲＮＡ分子は上に記載されている。主題方法では、そ
れぞれのｄＮＴＰは典型的には、約１０～５０００μＭ、通常は約２０～１０００μＭに
及ぶ量で存在していることになる。ＤＮＡポリメラーゼ活性のある酵素を使用して、同等
の反応を実施して捕捉されたＤＮＡ分子の相補鎖を生成してもよいことは明らかであろう
。この種の反応は当技術分野では周知であり、下にさらに詳細に説明されている。
【０１６４】
　望ましい逆転写酵素活性は、１つ又は複数の別個の酵素によって提供されることがあり
、適切な例は、Ｍ－ＭＬＶ、ＭｕＬＶ、ＡＭＶ、ＨＩＶ、ＡｒｒａｙＳｃｒｉｐｔ（商標
）、ＭｕｌｔｉＳｃｒｉｂｅ（商標）、ＴｈｅｒｍｏＳｃｒｉｐｔ（商標）並びにＳｕｐ
ｅｒＳｃｒｉｐｔ（登録商標）Ｉ、ＩＩ及びＩＩＩ酵素である。
【０１６５】
　逆転写酵素反応はいかなる適切な温度でも実行でき、その温度は酵素の特性に依存する
ことになる。典型的には、逆転写酵素反応は３７～５５℃で実施されるが、この範囲外の
温度も適切であることもある。反応時間は、わずか１、２、３、４若しくは５分又は４８
時間にもなることがある。典型的には、反応は選択に従って、５～１２０分、好ましくは
５～６０、５～４５若しくは５～３０分又は１～１０若しくは１～５分間実行されること
になる。反応時間は決定的ではなく、いかなる所望の反応時間を使用してもよい。
【０１６６】
　前述の通り、方法のある種の実施形態には増幅ステップが含まれ、このステップでは、
たとえば試料を濃縮して核酸（たとえば組織試料から捕捉された転写物）のさらに良好な
表出を得るために生成されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子のコピー数が増加される。
増幅は所望により、線形でも指数関数的でもよく、興味深い代表的増幅プロトコールは、
ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）、等温増幅、等が含まれるが、これらに限定されない。
【０１６７】
　ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）は当技術分野では周知であり、米国特許第４６８３２
０２号、米国特許第４６８３１９５号、米国特許第４８００１５９号、米国特許第４９６
５１８８号及び米国特許第５５１２４６２号に記載されており、その開示は参照により本
明細書に組み込まれる。代表的ＰＣＲ増幅反応では、反応混合物はアレイからの上記の放
出されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子を含み、この分子はプライマー伸長反応におい
て用いられる１つ又は複数のプライマー、たとえば第一及び／又は第二増幅ドメインにハ
イブリダイズするＰＣＲプライマー（たとえば、幾何学的（又は指数関数的）増幅におい
て用いられるフォワード及びリバースプライマー又は線形増幅において用いられる単一プ
ライマー）と組み合わされる。放出されたＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子（以下、便宜
上鋳型ＤＮＡと呼ばれる）が接触されるオリゴヌクレオチドプライマーは、アニーリング
条件下（下にさらに極めて詳細に説明されている）で相補的鋳型ＤＮＡへのハイブリダイ
ゼーションを提供するのに十分な長さになる。プライマーの長さは増幅ドメインの長さに
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依存することになるが、一般的には少なくとも１０ｂｐ長、通常は少なくとも１５ｂｐ長
、さらに通常では少なくとも１６ｂｐ長になり、３０ｂｐ長にも又はさらに長くなること
もあり、プライマーの長さは一般的には１８～５０ｂｐ長、通常は約２０～３５ｂｐ長に
及ぶことになる。鋳型ＤＮＡは、鋳型ＤＮＡのプライマー伸長線形又は指数関数的増幅が
望まれるかどうかに応じて、単一プライマー又は２つのプライマー（フォワード及びリバ
ースプライマー）のセットに接触させてもよい。
【０１６８】
　上記の成分に加えて、主題方法において作製された反応混合物は典型的には、ポリメラ
ーゼ及びデオキシリボヌクレオシド三リン酸（ｄＮＴＰ）を含む。望ましいポリメラーゼ
活性は、１つ又は複数の別個のポリメラーゼ酵素により提供されることがある。多くの実
施形態では、反応混合物は少なくともファミリーＡポリメラーゼを含み、興味深い代表的
ファミリーＡポリメラーゼには、天然に存在するポリメラーゼ（Ｔａｑ）並びにＫｌｅｎ
ｔａｑ（Ｂａｒｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ（
１９９４）９１：２２１６～２２２０頁に記載されている）などのその誘導体及び類似体
を含むサーマス・アクアチカス（Ｔｈｅｒｍｕｓ　ａｑｕａｔｉｃｕｓ）ポリメラーゼ；
天然に存在するポリメラーゼ（Ｔｔｈ）並びにその誘導体及び類似体を含むサーマス・サ
ーモフィラス（Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ）ポリメラーゼ、等が含まれ
るがこれらに限定されない。実行される増幅反応が高忠実度反応である、ある種の実施形
態では、反応混合物は、たとえばファミリーＢポリメラーゼにより提供されることのある
ような３’－５’エキソヌクレアーゼ活性を有するポリメラーゼ酵素をさらに含んでいて
もよく、興味深いファミリーＢポリメラーゼには、Ｐｅｒｉｅｒ　ｅｔ　ａｌ．、Ｐｒｏ
ｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ　ＵＳＡ（１９９２）８９：５５７７～５５８１頁に記
載されているサーモコッカス・リトラリス（Ｔｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ　ｌｉｔｏｒａｌ
ｉｓ）ＤＮＡポリメラーゼ（Ｖｅｎｔ）；Ｌｕｎｄｂｅｒｇ　ｅｔ　ａｌ．、Ｇｅｎｅ（
１９９１）１０８：１～６頁に記載されているパイロコッカス・フリオサス（Ｐｙｒｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ｆｕｒｉｏｓｕｓ）ＤＮＡポリメラーゼ（Ｐｆｕ）、パイロコッカス・ヴェ
ッセイ（Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｗｏｅｓｅｉ（Ｐｗｏ））、等が含まれるがこれらに限
定されない。反応混合物がファミリーＡとファミリーＢポリメラーゼの両方を含む場合、
ファミリーＡポリメラーゼはファミリーＢポリメラーゼよりも多い量で反応混合物に存在
していてもよく、活性の違いは通常少なくとも１０倍、さらに通常では少なくとも約１０
０倍になる。通常、反応混合物は、存在する４種の天然に存在する塩基に対応して４つの
異なる種類のｄＮＴＰ（すなわちｄＡＴＰ、ｄＴＴＰ、ｄＣＴＰ及びｄＧＴＰ）を含むこ
とになる。主題方法では、それぞれのｄＮＴＰは典型的には、約１０～５０００μＭ、通
常は約２０～１０００μＭに及ぶ量で存在することになる。
【０１６９】
　主題方法の逆転写酵素及び／又は増幅ステップにおいて調製された反応混合物は、一価
イオンの供給源、二価陽イオンの供給源及び緩衝剤を含む水性緩衝媒体をさらに含んでい
ることがある。ＫＣｌ、Ｋ－アセテート、ＮＨ４－アセテート、Ｋ－グルタミン酸、ＮＨ

４Ｃｌ、硫酸アンモニウム、等などの一価イオンのいかなる都合の良い供給源も用いるこ
とができる。二価陽イオンは、マグネシウム、マンガン、亜鉛、等であってもよく、陽イ
オンは典型的にはマグネシウムになる。ＭｇＣｌ２、Ｍｇ－アセテート、等を含むマグネ
シウム陽イオンのいかなる都合の良い供給源も用いることができる。バッファー中に存在
するＭｇ２＋の量は０．５～１０ｍＭに及ぶことがあるが、好ましくは約３～６ｍＭに及
ぶことになり、理想的には約５ｍＭになる。バッファー中に存在していてもよい代表的な
緩衝剤又は塩には、Ｔｒｉｓ、Ｔｒｉｃｉｎｅ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ、等が含まれ、緩
衝剤の量は典型的には、約５～１５０ｍＭ、通常は約１０～１００ｍＭ、さらに通常は約
２０～５０ｍＭに及ぶことになり、ある種の好ましい実施形態では、緩衝剤は約６．０～
９．５に及ぶｐＨを与えるのに十分な量で存在することになり、もっとも好ましくは７２
℃でｐＨ７．３である。緩衝媒体に存在していてもよい他の薬剤には、ＥＤＴＡ、ＥＧＴ
Ａ、等などのキレート剤が含まれる。
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【０１７０】
　主題方法のステップの逆転写酵素、ＤＮＡ伸長又は増幅反応混合物を調製する際に、様
々な構成成分はいかなる都合の良い順番で組み合わせてもよい。たとえば、増幅反応では
、バッファーはプライマー、ポリメラーゼと、次に鋳型ＤＮＡと組み合わせてもよく、又
は様々な構成成分のすべてを同時に組み合わせて反応混合物を作製してもよい。
【０１７１】
　上記のように、本発明の好ましい実施形態では、ＤＮＡ（たとえばｃＤＮＡ）分子は核
酸分子の端部に増幅ドメインを付加することにより改変してもよく、これにはライゲーシ
ョン反応を含むことがある。ライゲーション反応は、捕捉プローブがアレイ表面に間接的
に固定化されている場合には、アレイ上での捕捉プローブのインサイツ合成にも必要とさ
れる。
【０１７２】
　当技術分野では公知であるように、リガーゼは、２つの直接隣接している核酸の並置さ
れた３’ヒドロキシルと５’リン酸終端間でのリン酸ジエステル結合の形成を触媒する。
いかなる都合の良いリガーゼでも用いてよく、興味深い代表的リガーゼには、温度感受性
及び熱安定性リガーゼが含まれるがこれらに限定されない。温度感受性リガーゼには、バ
クテリオファージＴ４　ＤＮＡリガーゼ、バクテリオファージＴ７リガーゼ及びイー・コ
リ（Ｅ．ｃｏｌｉ）リガーゼが含まれるがこれらに限定されない。熱安定性リガーゼには
、Ｔａｑリガーゼ、Ｔｔｈリガーゼ及びＰｆｕリガーゼが含まれるがこれらに限定されな
い。熱安定性リガーゼは、原核、真核又は古細菌生物を含むがこれらに限定されない好熱
性又は超好熱性生物から得られる。ある種のＲＮＡリガーゼも本発明の方法において用い
ることができる。
【０１７３】
　このライゲーションステップでは、適切なリガーゼ並びに必要である及び／又は望まし
いどんな試薬でも反応混合物と組み合わされて、関連オリゴヌクレオチドのライゲーショ
ンが起こるのに十分な条件下で維持される。ライゲーション反応条件は当業者には周知で
ある。ライゲーション中、ある種の実施形態における反応混合物は、約４℃～約５０℃、
たとえば約２０℃～約３７℃に及ぶ温度で、約５秒～約１６時間、たとえば約１分～約１
時間に及ぶ期間維持されてもよい。さらに他の実施形態では、反応混合物は約３５℃～約
４５℃、たとえば約３７℃～約４２℃に及ぶ温度で、たとえば３８℃、３９℃、４０℃又
は４１℃で又は約３８℃、３９℃、４０℃又は４１℃で、約２分～約８時間を含む、約５
秒～約１６時間、たとえば約１分～約１時間に及ぶ期間維持されてもよい。代表的な実施
形態では、ライゲーション反応混合物には、５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ　ｐＨ７．５、１０ｍＭ
　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＤＴＴ、１ｍＭ　ＡＴＰ、２５ｍｇ／ｍｌ　ＢＳＡ、０．２５
ユニット／ｍｌリボヌクレアーゼ阻害剤及びＴ４　ＤＮＡリガーゼが０．１２５ユニット
／ｍｌで含まれる。さらに別の代表的実施形態では、２．１２５ｍＭマグネシウムイオン
、０．２ユニット／ｍｌリボヌクレアーゼ阻害剤及び０．１２５ユニット／ｍｌ　ＤＮＡ
リガーゼが用いられる。反応におけるアダプターの量は試料中のＤＮＡ、たとえばｃＤＮ
Ａの濃度に依存することになり、一般にはＤＮＡ、たとえばｃＤＮＡのモル量の１０～１
００倍の間で存在することになる。
【０１７４】
　代表的な例として、本発明の方法は、以下の
　（ａ）アレイを組織試料に接触させるステップであって、前記アレイは捕捉プローブの
複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に固定化されている基板を備え、それぞれの
スピーシーズはアレイ上の別個の位置を占め、かつ前記プローブが逆転写酵素（ＲＴ）プ
ライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、前記捕捉プ
ローブのそれぞれのスピーシーズが、組織試料のＲＮＡが前記捕捉プローブにハイブリダ
イズするように、５’から３’に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
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を有する核酸を含む、ステップと、
　（ｂ）アレイ上の組織試料を撮像するステップと、
　（ｃ）捕捉されたｍＲＮＡ分子を逆転写してｃＤＮＡ分子を生成するステップと、
　（ｄ）アレイを洗浄して残余の組織を取り除くステップと、
　（ｅ）前記ｃＤＮＡ分子の少なくとも一部をアレイの表面化から放出するステップと、
　（ｆ）放出されたｃＤＮＡ分子上で第二鎖ｃＤＮＡ合成を実施するステップと、
　（ｇ）前記ｃＤＮＡ分子の配列を解析する（たとえば、シーケンシングする）ステップ
と
を含むことがある。
【０１７５】
　代わりの代表的な例として、本発明の方法は、以下の
　（ａ）アレイを組織試料に接触させるステップであって、前記アレイは捕捉プローブの
少なくとも２つのスピーシーズが、直接的に又は間接的に固定化されている基板を備え、
それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個の位置を占め、かつ前記プローブが逆転写酵素
（ＲＴ）プライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、
前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、組織試料のＲＮＡが前記捕捉プローブに
ハイブリダイズするように、５’から３’に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸を含む、ステップと、
　（ｂ）場合によって組織試料を再水和するステップと、
　（ｃ）捕捉されたｍＲＮＡ分子を逆転写して第一鎖ｃＤＮＡ分子を生成し、場合によっ
て第二鎖ｃＤＮＡ分子を合成するステップと、
　（ｄ）アレイ上の組織試料を撮像するステップと、
　（ｅ）アレイを洗浄して残余の組織を取り除くステップと、
　（ｆ）前記ｃＤＮＡ分子の少なくとも一部をアレイの表面化から放出するステップと、
　（ｇ）放出されたｃＤＮＡ分子を増幅するステップと、
　（ｈ）前記増幅されたｃＤＮＡ分子の配列を解析する（たとえば、シーケンシングする
）ステップと
を含むことがある。
【０１７６】
　さらに追加の代表的な例として、本発明の方法は、以下の
　（ａ）アレイを組織試料に接触させるステップであって、前記アレイは捕捉プローブの
複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に固定化されている基板を備え、それぞれの
スピーシーズがアレイ上の別個の位置を占め、かつ前記プローブが逆転写酵素（ＲＴ）プ
ライマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、前記捕捉プ
ローブのそれぞれのスピーシーズが、組織試料のＲＮＡが前記捕捉プローブにハイブリダ
イズするように、５’から３’に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
　（ｂ）場合によってアレイ上の組織試料を撮像するステップと、
　（ｃ）捕捉されたｍＲＮＡ分子を逆転写してｃＤＮＡ分子を生成するステップと、
　（ｄ）場合によって、ステップ（ｂ）としてまだ実施されていなければ、アレイ上の組
織試料を撮像するステップと、
　（ｅ）アレイを洗浄して残余の組織を取り除くステップと、
　（ｆ）前記ｃＤＮＡ分子の少なくとも一部をアレイの表面から放出するステップと、
　（ｇ）放出されたｃＤＮＡ分子上で第二鎖ｃＤＮＡ合成を実施するステップと、
　（ｈ）二本鎖ｃＤＮＡ分子を増幅するステップと、
　（ｉ）場合によってｃＤＮＡ分子を精製して、シーケンシング反応に干渉することがあ
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る成分を取り除くステップと、
　（ｊ）前記増幅されたｃＤＮＡ分子の配列を解析する（たとえば、シーケンシングする
）ステップと
を含むことがある。
【０１７７】
　本発明は上記の方法におけるステップのいかなる適切な組合せも含む。本発明が、たと
えば増幅がアレイ上インサイツで実施される場合に、これらの方法の変動も包含すること
は理解されるであろう。撮像ステップを省く方法も包含されている。
【０１７８】
　本発明は、（ｉ）アレイに接触させる組織試料からｍＲＮＡを捕捉するのに使用するた
めの、又は（ｉｉ）組織試料の（たとえば、一部の若しくは包括的）トランスクリプトー
ムを決定する及び／若しくは解析するのに使用するためのアレイを作る又は作製するため
の方法であって、捕捉プローブの複数のスピーシーズをアレイ基板に直接的に又は間接的
に固定化することを含み、前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’
に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む前記方法を含むとみることも可能である。
【０１７９】
　本発明のアレイを作製する方法は、捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズがアレイ上
のフィーチャーとして固定化されるようにさらに定義にしてもよい。
【０１８０】
　アレイ上に捕捉プローブを固定化する方法は、本明細書に記載されるいかなる適切な方
法でも使用して達成してもよい。捕捉プローブがアレイ上に間接的に固定化されている場
合、捕捉プローブはアレイ上で合成されてもよい。前記方法は、以下の
　（ａ）複数の表面プローブをアレイ基板に直接的又は間接的に固定化するステップであ
って、前記表面プローブが
　（ｉ）捕捉ドメインオリゴヌクレオチドの一部（核酸、たとえばＲＮＡを捕捉すること
に関与していない部分）にハイブリダイズすることができるドメイン、
　（ｉｉ）相補的位置ドメイン、及び
　（ｉｉｉ）相補的ユニバーサルドメイン
を含むステップと、
　（ｂ）アレイ上に固定化された表面プローブに、捕捉ドメインオリゴヌクレオチド及び
ユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドをハイブリダイズさせるステップと、
　（ｃ）鋳型重合によりユニバーサルドメインオリゴヌクレオチドを伸長して、捕捉プロ
ーブの位置ドメインを生成するステップと、
　（ｄ）位置ドメインを捕捉ドメインオリゴヌクレオチドにライゲートして、捕捉オリゴ
ヌクレオチドを作製するステップ
のうちのいずれか１つ又は複数を含んでいてもよい。
【０１８１】
　ステップ（ｄ）のライゲーションは、ステップ（ｃ）の伸長と同時に起こってもよい。
したがって、ステップ（ｄ）のライゲーションは別々のステップにおいて実行される必要
はないが、当然のことながら、これは必要な場合には包含されている。
【０１８２】
　本発明のアレイを作製する上記方法により作製されたアレイのフィーチャーは、上記説
明に従ってさらに定義されてもよい。
【０１８３】
　本発明は、ＲＮＡの検出又は解析及びトランスクリプトーム解析又は検出に関して上に
説明されているが、記載されている原理は細胞中のＤＮＡの検出又は解析に及びゲノム研
究に同様に適用することが可能であることは認識されるであろう。したがって、さらに広
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く見渡せば、本発明は核酸全般の検出に一般的に適用可能であると、さらにより詳細な態
様ではＤＮＡの解析又は検出のための方法を提供するとみることができる。空間情報はゲ
ノミクス関連、すなわち空間分解能でのＤＮＡ分子の検出及び／又は解析において価値が
あることもある。これは、本発明に従ってゲノムタグ付けにより達成することができる。
そのような局在化された又は空間的検出法は、たとえば組織の異なる細胞若しくは領域の
ゲノム変動を研究する、たとえば正常細胞若しくは組織と疾患細胞若しくは組織（たとえ
ば、正常細胞若しくは組織対腫瘍細胞若しくは組織）を比較するという状況において、又
は疾患進行におけるゲノム変化を研究する、等において有用であることがある。たとえば
、腫瘍組織は、前記組織が含有するゲノム変動（たとえば、変異及び／又は他の遺伝子異
常、たとえば染色体再編、染色体増幅／欠失／挿入、等）が異なることがある異種細胞集
団を含むことがある。異なる細胞におけるゲノム変動又は異なるゲノム遺伝子座の局所的
な形態での検出は、そのような状況において、たとえばゲノム変動の空間的分布を研究す
るのに有用であることがある。そのような方法の主な有用性は、腫瘍解析にあると考えら
れる。本発明の状況では、たとえば１つのフィーチャー上の細胞全体のゲノムを捕捉する
ように設計されているアレイを調製してもよい。したがって、組織試料中の異なる細胞を
比較することができる。当然のことながら、本発明はそのような設計に限定されてはおら
ず、他の変動も可能なことがあり、その場合ＤＮＡは局在化された方法で検出され、アレ
イで捕捉されたＤＮＡの位置は組織試料中の位置又は場所と関連付けられる。
【０１８４】
　したがって、さらに一般的な態様では、本発明は、組織試料中の核酸の局在化された検
出のための方法であって、
　（ａ）
捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固定化された基
板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記補足プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個
の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーション反応のためのプラ
イマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、
　前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
　（ｂ）アレイ上の捕捉プローブの位置と、組織試料中の位置とが関連付けられるように
前記アレイを組織試料に接触させ、組織試料の核酸を前記捕捉プローブの捕捉ドメインに
ハイブリダイズさせるステップと、
　（ｃ）前記捕捉プローブを伸長又はライゲーションプライマーとして用いて捕捉された
核酸分子からＤＮＡ分子を生成するステップであって、前記伸長された又はライゲートさ
れたＤＮＡ分子が位置ドメインによりタグ付けされるステップと、
　（ｄ）場合によって前記タグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成する及び／又は場合によ
って前記タグ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
　（ｅ）アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子及び／又はその相補体若しくは
アンプリコンの少なくとも一部を放出し、前記一部が位置ドメイン又はその相補体を含む
ステップと、
　（ｆ）前記放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析する（たとえば、
シーケンシングする）ステップと
を含む方法を提供するとみることができる。
【０１８５】
　上でさらに詳細に説明されたように、核酸解析のいかなる方法でも解析ステップにおい
て使用してもよい。典型的には、これはシーケンシングを含むことがあるが、実際の配列
決定を必ずしも実施する必要はない。たとえば、配列特異的解析方法を使用してもよい。
たとえば、配列特異的増幅反応を、たとえば、位置ドメインに及び／又は特定の標的配列
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、たとえば検出される特定の標的ＤＮＡ（すなわち、特定のｃＤＮＡ／ＲＮＡ又は遺伝子
又は遺伝子バリアント又はゲノム遺伝子座又はゲノムバリアント、等に対応する）に特異
的なプライマーを使用して実施してもよい。例となる解析法は配列特異的ＰＣＲ反応であ
る。
【０１８６】
　ステップ（ｆ）において得られる配列解析（たとえば、シーケンシング）情報を使用し
て、試料中の核酸に関する空間情報を得ることもできる。言い換えると、配列解析情報は
試料中の核酸の位置に関する情報を提供することができる。この空間情報は、たとえば決
定された又は同定された配列から得られた配列解析情報の性質から導かれることがあり、
たとえば前記空間情報は、使用される組織試料との関連ではそれ自体が空間的な情報を与
えることができる特定の核酸分子の存在を明らかにすることができる、及び／又は空間情
報（たとえば、空間的局在化）は、配列解析情報と相俟ってアレイ上の組織試料の位置か
ら導かれることがある。しかし、上記のように、空間情報は、配列解析データを組織試料
の画像と関連付けることにより都合よく得られることがあり、これは本発明の１つの好ま
しい実施形態を表す。
【０１８７】
　したがって、好ましい実施形態では、前記方法は、
　（ｇ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、前記組織試料はステップ（
ｃ）の前に又は後で撮像されるステップも含む。
【０１８８】
　ステップ（ａ）において言及されるプライマー伸長反応は、ポリメラーゼ触媒伸長反応
と定義してもよく、すなわちプライマーとして捕捉プローブを鋳型として捕捉された核酸
を利用して相補鎖を合成することにより、捕捉プローブに共有結合している捕捉された核
酸分子の相補鎖を獲得するように作用する。言い換えると、プライマー伸長反応は、どん
なポリメラーゼ酵素により実行されるいかなるプライマー伸長反応であってもよい。核酸
はＲＮＡであることもあり、又はＤＮＡであることもある。したがって、ポリメラーゼは
いかなるポリメラーゼでもよい。ポリメラーゼは逆転写酵素であることもあり、又はＤＮ
Ａポリメラーゼであることもある。ライゲーション反応はいかなるリガーゼにより実行さ
れてもよく、捕捉プローブに捕捉された核酸分子の相補鎖を固定するように作用する、す
なわち捕捉された核酸分子（捕捉プローブにハイブリダイズした）は部分的に二本鎖であ
り、相補鎖は捕捉プローブにライゲートされている。
【０１８９】
　そのような方法の一つの好ましい実施形態は、トランスクリプトームの決定及び／若し
くは解析のために、又はＲＮＡの検出のために上に記載されている方法である。代わりの
好ましい実施形態では、検出される核酸分子はＤＮＡである。そのような実施形態では、
本発明は、組織試料中のＤＮＡの局在化された検出のための方法であって、
　（ａ）捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記補足プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個
の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーション反応のためのプラ
イマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、
　前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
 
　（ｂ）アレイ上の捕捉プローブの位置と、組織試料中の位置とが関連付けられるように
前記アレイを組織試料に接触させ、組織試料のＤＮＡを前記捕捉プローブ中の捕捉ドメイ
ンにハイブリダイズさせるステップと、
　（ｃ）前記組織試料中のＤＮＡを断片化するステップであって、前記断片化がステップ
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（ｂ）において前記アレイを組織試料に接触させる前に、間に又は後で実行される、ステ
ップと、
　（ｄ）捕捉されたＤＮＡ断片を鋳型として用いてプライマー伸長反応において前記捕捉
プローブを伸長させて伸長されたＤＮＡ分子を生成する、又は前記捕捉されたＤＮＡ断片
をライゲーション反応において捕捉プローブにライゲートしてライゲートされたＤＮＡ分
子を生成するステップであって、前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が位置
ドメインによりタグ付けされる、ステップと、
　（ｅ）場合によって前記タグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成する及び／又は場合によ
って前記タグ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
　（ｆ）アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子並びに／又はその相補体及び／
若しくはアンプリコンの少なくとも一部を放出するステップであって、前記一部が位置ド
メイン又はその相補体を含む、ステップと、
　（ｇ）前記放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと
を含む方法を提供する。
【０１９０】
　前記方法は、
　（ｈ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、前記組織試料がステップ（
ｄ）の前に又は後で撮像されるステップを
さらに含むこともある。
【０１９１】
　標的核酸がＤＮＡである空間ゲノミクスとの関連では、撮像と画像関連付けステップを
含むことは、いくつかの状況では好ましいことがある。
【０１９２】
　ＤＮＡが捕捉される実施形態では、前記ＤＮＡは細胞中に存在することができるいかな
るＤＮＡ分子でもよい。したがって、前記ＤＮＡはゲノム（すなわち核ＤＮＡ、ミトコン
ドリアＤＮＡ又はプラスチドＤＮＡ（たとえば葉緑体ＤＮＡ））でもよい。好ましい実施
形態では、前記ＤＮＡはゲノムＤＮＡである。
【０１９３】
　ステップ（ｂ）における接触後、すなわち組織試料がアレイ上に置かれた後に断片化が
実行される場合、断片化はＤＮＡが捕捉ドメインにハイブリダイズされる前に起こること
が理解されるであろう。言い換えると、ＤＮＡ断片は、前記捕捉プローブ中の捕捉ドメイ
ンにハイブリダイズされる（又はさらに詳細には、ハイブリダイズさせる）。
【０１９４】
　有利なことに、しかし必ずしもそうではないが、本発明のこの態様の特定の実施形態で
は、組織試料のＤＮＡ断片に、アレイ上の捕捉プローブによるその捕捉を可能にする又は
促進する結合ドメインを与えてもよい。したがって、結合ドメインは捕捉プローブの捕捉
ドメインにハイブリダイズすることができる。したがって、そのような結合ドメインは捕
捉ドメインの相補体とみることもできるが（すなわち、結合ドメインは相補的捕捉ドメイ
ンとみることもできる）、捕捉ドメインと結合ドメイン間の絶対的相補性は必要ではなく
、結合ドメインが、生産的ハイブリダイゼーションを起こすのに十分相補的であること、
すなわち組織試料中のＤＮＡ断片が捕捉プローブの捕捉ドメインにハイブリダイズするこ
とができることだけが求められる。そのような結合ドメインの提供により、試料中のＤＮ
Ａが断片化ステップの後まで捕捉プローブに結合しないことが保証される。結合ドメイン
は、当技術分野で周知の手順により、たとえば結合ドメインを含有することができるアダ
プター又はリンカー配列のライゲーションにより、ＤＮＡ断片に与えてもよい。たとえば
、はみ出ている端部を有するリンカー配列を使用してもよい。結合ドメインは、ＤＮＡ断
片へのリンカーのライゲーションに続いて、結合ドメインを含有する一本鎖部分が捕捉プ
ローブの捕捉ドメインへのハイブリダイゼーションに利用可能であるように、そのような
リンカーの一本鎖部分に存在していてもよい。代わりに及び好ましい実施形態では、結合
ドメインは、ポリヌクレオチドテール、たとえばポリＡドメインなどのホモポリマーテー
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ルを導入するターミナルトランスフェラーゼ酵素を使用することにより導入してもよい。
これは、ＲＮＡ法との関連においてユニバーサルドメインを導入するために上に記載され
ている手順に類似する手順を使用して実行してもよい。したがって、有利な実施形態では
、共通の結合ドメインを導入することができる。言い換えると、すべてのＤＮＡ断片に共
通であり、アレイ上への断片の捕捉を達成するのに使用することができる結合ドメインで
ある。
【０１９５】
　テーリング反応が実行されて（共通の）結合ドメインを導入する場合、アレイ上の捕捉
プローブをテーリング反応から保護することができる、すなわち捕捉プローブを上記の通
りに遮断する又はマスクすることができる。これは、たとえば遮断オリゴヌクレオチドを
捕捉プローブに、たとえば捕捉プローブのはみ出ている端部（たとえば、一本鎖部分）に
ハイブリダイズさせることにより達成してもよい。たとえば、捕捉ドメインがポリＴ配列
を含む場合、そのような遮断オリゴヌクレオチドはポリＡオリゴヌクレオチドであっても
よい。遮断オリゴヌクレオチドは遮断された３’端部（すなわち、伸長する又はテールす
ることができない端部）を有していてもよい。捕捉プローブも、上で詳細に説明している
ように、化学的及び／又は酵素的改変により保護される、すなわち遮断されてもよい。
【０１９６】
　結合ドメインが上記のリンカーのライゲーションにより与えられる場合、捕捉プローブ
を伸長して捕捉プローブプライマーの位置タグを含む捕捉されたＤＮＡ断片の相補的コピ
ーを生成するのではなく、ＤＮＡ断片は捕捉プローブの３’端部にライゲートされてもよ
いことは理解されるであろう。上記のように、ライゲーションにはライゲートされる５’
端部がリン酸化される必要がある。したがって、一実施形態では、付加されるリンカーの
５’端部、すなわち捕捉プローブにライゲートされることになる端部（すなわち、ＤＮＡ
断片に付加されるリンカーのはみ出ていない端部）がリン酸化されることになる。そのよ
うなライゲーション実施形態では、したがって、リンカーを二本鎖ＤＮＡ断片にライゲー
トしてもよく、前記リンカーは結合ドメインを含有する一本鎖の突出した３’端部を有す
ることが分かることになる。アレイに接触すると、突出した端部は捕捉プローブの捕捉ド
メインにハイブリダイズする。このハイブリダイゼーションにより、付加されるリンカー
の５’端部（はみ出ていない）へのライゲーションのために捕捉プローブの３’端部が並
置される。捕捉プローブ、それ故に位置ドメインは、このようにしてこのライゲーション
により捕捉されたＤＮＡ断片に組み込まれる。そのような実施形態は図２１に図式的に示
されている。
【０１９７】
　したがって、本発明のこの態様の方法は、さらに詳細な実施形態では、
　（ａ）捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固定化
された基板を備えるアレイを提供するステップであって、
　前記補足プローブの複数のスピーシーズが、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個
の位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーション反応のためのプラ
イマーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、
　前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）前記アレイ上の前記捕捉プローブの前記位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、ステップと、
　（ｂ）アレイ上の捕捉プローブの位置と、組織試料中の位置とが関連付けられるように
前記アレイを組織試料に接触させるステップと、
　（ｃ）前記組織試料中のＤＮＡを断片化するステップであって、前記断片化がステップ
（ｂ）において前記アレイを組織試料に接触させる前に、間に又は後で実行される、ステ
ップと、
　（ｄ）前記捕捉ドメインにハイブリダイズすることができる結合ドメインを前記ＤＮＡ
断片に与えるステップと、
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　（ｅ）前記ＤＮＡ断片を前記捕捉プローブ中の捕捉ドメインにハイブリダイズさせるス
テップと、
　（ｆ）捕捉されたＤＮＡ断片を鋳型として用いてプライマー伸長反応において前記捕捉
プローブを伸長させて伸長されたＤＮＡ分子を生成する、又は前記捕捉されたＤＮＡ断片
をライゲーション反応において捕捉プローブにライゲートしてライゲートされたＤＮＡ分
子を生成するステップであって、前記伸長された又はライゲートされたＤＮＡ分子が位置
ドメインによりタグ付けされる、ステップと、
　（ｇ）場合によって前記タグ付けされたＤＮＡの相補鎖を生成する及び／又は場合によ
って前記タグ付けされたＤＮＡを増幅するステップと、
　（ｈ）アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子並びに／又はその相補体及び／
若しくはアンプリコンの少なくとも一部を放出するステップであって、前記一部が位置ド
メイン又はその相補体を含む、ステップと、
　（ｉ）前記放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと
を含むこともある。
【０１９８】
　前記方法は、場合によって
　（ｊ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、前記組織試料がステップ（
ｆ）の前に又は後で撮像される追加のステップを
含むこともある。
【０１９９】
　上記の核酸又はＤＮＡ検出の方法において、タグ付けされた核酸／ＤＮＡの相補的コピ
ーを生成する又はタグ付けされたＤＮＡを増幅する任意のステップは、ＲＮＡ／トランス
クリプトーム解析／検出法との関連で上で説明された原理に従って、鎖置換ポリメラーゼ
酵素の使用を伴うことがある。適切な鎖置換ポリメラーゼは上で考察されている。これは
、位置ドメインが相補的コピー又はアンプリコンにコピーされることを保証するためであ
る。これは特に捕捉プローブが、表面プローブへのハイビリダイゼーションによりアレイ
に固定化される場合に当てはまることになる。
【０２００】
　しかし、このステップにおける鎖置換ポリメラーゼの使用は不可欠ではない。たとえば
、非鎖置換ポリメラーゼを、位置ドメインにハイブリダイズするオリゴヌクレオチドのラ
イゲーションと一緒に使用してもよい。そのような手順はアレイ上での捕捉プローブの合
成について上で説明された手順に類似している。
【０２０１】
　一実施形態では、本発明の方法は、組織試料のゲノムすべて（たとえば組織試料の包括
的ゲノム）を決定する及び／又は解析するために使用することができる。しかし、前記方
法はこれに限定されず、前記ゲノムのすべて又は一部を決定する及び／又は解析すること
を包含している。したがって、前記方法は、ゲノムの一部又はサブセット（たとえば遺伝
子の又は染色体のサブセット又は群に対応する部分的ゲノム（たとえば（たとえば特定の
疾患又は状態、組織型、等に関連する）特定の遺伝子若しくは染色体のセット又はゲノム
の特定の領域若しくは部分））を決定する及び／又は解析することを含むことがある。し
たがって、前記方法を使用して、正常組織と比べた場合の腫瘍組織からのゲノム配列又は
ゲノム遺伝子座を検出する又は解析することができる、又は組織試料中の異なる細胞型内
でさえ、ゲノム配列又はゲノム遺伝子座を検出する又は解析することができる。異なる細
胞、細胞の群、組織又は組織の一部若しくは型における異なるゲノムバリアント又は遺伝
子座の存在若しくは非存在又は分布若しくは位置を調べることもできる。
【０２０２】
　別の態様から眺めると、上記の方法ステップは、組織試料の核酸（たとえばゲノム配列
、バリアント又は遺伝子座）に関する空間情報を得る方法を提供するとみることができる
。別の言い方をすれば、本発明の方法は、ゲノム、特に個々の又は空間的に分布するゲノ
ム、の標識化（又はタグ付け）のために使用してもよい。
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【０２０３】
　別の眺め方をすれば、本発明の方法は、組織試料中のＤＮＡの空間的検出のための方法
、或いは空間分解能でＤＮＡを検出するための、又は組織試料中のＤＮＡの局所的若しく
は空間的決定及び／若しくは解析のための方法とみることもできる。特に、前記方法は組
織試料中の遺伝子若しくはゲノム配列又はゲノムバリアント若しくは遺伝子座（たとえば
、ゲノムバリアント又は遺伝子座の分布）の局在化された若しくは空間的検出又は決定及
び／若しくは解析のために使用してもよい。局在化された／空間的検出／決定／解析は、
ＤＮＡが組織試料において細胞又は組織内のその天然の位置又は場所に局在化していても
よいことを意味する。したがって、たとえば、ＤＮＡは試料中の細胞若しくは細胞の群若
しくは細胞の型に、又は組織試料内の区域の特定の領域に局在化していてもよい。ＤＮＡ
の天然の場所又は位置（言い換えると、組織試料中のＤＮＡの場所又は位置）、たとえば
ゲノムバリアント又は遺伝子座を決定することができる。
【０２０４】
　したがって、本発明のアレイを使用すれば、前記アレイに接触される組織試料の核酸（
たとえばＤＮＡ）を捕捉することができることが理解されるであろう。前記アレイは、組
織試料の部分的若しくは包括的ゲノムを決定する及び／若しくは解析するために又は組織
試料の空間的に限定された部分的若しくは包括的ゲノムを得るために使用してもよい。し
たがって、本発明の方法は、組織試料中の１つ又は複数のゲノム配列（又はバリアント又
は遺伝子座）の空間的分布を定量する方法とみることもできる。別の表現をすれば、本発
明の方法を使用して、組織試料中の１つ又は複数のゲノム配列又はゲノムバリアント又は
ゲノム遺伝子座の空間的分布を検出することができる。さらに別のやり方では、本発明の
方法を使用して、組織試料内の１つ又は複数の位置での１つ又は複数のゲノム配列又はゲ
ノムバリアント又はゲノム遺伝子座の場所又は分布を同時に決定することができる。さら
に、前記方法は、空間分解能、たとえば二次元空間分解能での組織試料の核酸（たとえば
ＤＮＡ）の部分的又は包括的解析のための方法とみることもできる。
【０２０５】
　本発明は、捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間接的に、その上に固
定化された基板を備え、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個の位置を占め、かつ前
記プローブが伸長又はライゲーションプライマーとして機能できるように遊離の３’端部
を有する配向となっており、前記捕捉プローブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３
’に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）前記アレイに接触させる組織試料の核酸を捕捉するための捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、本発明の方法において使用するアレイを提供するとみることも
できる。
【０２０６】
　一態様では、捕捉される核酸分子はＤＮＡである。上記のＲＮＡ検出との関連において
説明された方法への類似により、たとえば標的ＤＮＡ中のモチーフの特定の配列（たとえ
ば保存された配列）への特異的ハイブリダイゼーションによって、捕捉ドメインは検出さ
れる特定のＤＮＡに、又はＤＮＡの特定の種類若しくは群に特異的であってもよい。代わ
りに、捕捉されるＤＮＡには、捕捉プローブの捕捉ドメインにより認識されることがある
結合ドメイン（たとえば上記の共通結合ドメイン）を与えてもよい。したがって、上記の
ように、結合ドメインは、たとえばホモポリマー配列（たとえばポリＡ）であってもよい
。さらに、そのような結合ドメインは、ＲＮＡ／トランスクリプトーム解析又は検出のた
めの方法と関連して上で説明された原理及び方法に従って又は類似して与えてもよい。そ
のような場合、捕捉ドメインは、組織試料のＤＮＡ分子に導入される結合ドメインに相補
的であってもよい。
【０２０７】
　上のＲＮＡ関連でも記載されたように、捕捉ドメインはランダム配列でも縮重配列でも
よい。したがって、ＤＮＡは、ランダム若しくは縮重捕捉ドメインに又は少なくとも部分
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的にランダム若しくは縮重配列を含む捕捉ドメインに結合することにより非特異的に捕捉
されてもよい。
【０２０８】
　関連する態様では、本発明は、捕捉プローブの複数のスピーシーズが、直接的に又は間
接的に、その上に固定化された基板を備え、それぞれのスピーシーズがアレイ上の別個の
位置を占め、かつ前記プローブがプライマー伸長又はライゲーション反応のためのプライ
マーとして機能できるように遊離の３’端部を有する配向となっており、前記アレイに接
触させる組織試料の核酸、たとえばＤＮＡ又はＲＮＡを捕捉するために、前記捕捉プロー
ブのそれぞれのスピーシーズが、５’から３’に向けて、
　（ｉ）アレイ上の捕捉プローブの位置に対応する位置ドメイン、及び
　（ｉｉ）捕捉ドメイン
を有する核酸分子を含む、
アレイの使用も提供する。
【０２０９】
　好ましくは、前記使用は組織試料中の核酸の局在化された検出を目的とし、
　（ａ）前記捕捉プローブを伸長又はライゲーションプライマーとして用いて捕捉された
核酸分子からＤＮＡ分子を生成するステップであって、前記伸長された又はライゲートさ
れた分子が位置ドメインによってタグ付けされるステップと、
　（ｂ）場合によって前記タグ付けされた核酸の相補鎖を生成する及び／又は前記タグ付
けされた核酸を増幅するステップと、
　（ｃ）アレイの表面から前記タグ付けされたＤＮＡ分子及び／又はその相補体若しくは
アンプリコンの少なくとも一部を放出するステップであって、前記一部が位置ドメイン又
はその相補体を含むステップと、
　（ｄ）放出されたＤＮＡ分子の配列を直接的に又は間接的に解析するステップと、場合
によって
　（ｅ）前記配列解析情報を前記組織試料の画像と関連付け、前記組織試料がステップ（
ａ）の前に又は後で撮像されるステップと
をさらに含む。
【０２１０】
　組織試料中のＤＮＡを断片化するステップは、当技術分野で公知のいかなる望ましい手
順を使用して実行してもよい。したがって、断片化の物理的方法（たとえば音波破砕又は
超音波処理）を使用してもよい。化学的方法も知られている。たとえば、エンドヌクレア
ーゼ（たとえば制限酵素）を用いた断片化の酵素的方法を使用してもよい。さらに、この
ための方法と酵素は当技術分野では周知である。断片化は、アレイ上に置くための組織試
料を調製する、たとえば組織切片を調製する前、間又は後に実行してもよい。都合の良い
ことに、断片化は組織を固定するステップにおいて達成してもよい。したがって、たとえ
ば、ホルマリン固定により、ＤＮＡは断片化されることになる。他の固定液でも同様の結
果を生じることができる。
【０２１１】
　本発明のこれらの態様においてアレイを調製し使用する詳細に関しては、ＲＮＡ法との
関連において上で与えられた説明及び詳細な点は、本明細書に記載されるさらに一般的な
核酸検出及びＤＮＡ検出法と同様に適用されることは理解されるであろう。したがって、
上記のすべての態様及び詳細が同様に適用される。たとえば、逆転写酵素プライマー及び
反応、等の考察は、上で言及される伸長プライマー、ポリメラーゼ反応、等のいかなる態
様と同様に適用することができる。同じように、第一及び第二鎖ｃＤＮＡ合成への言及は
、タグ付けされたＤＮＡ分子及びその相補体に同様に適用することができる。上記の配列
解析の方法を使用してもよい。
【０２１２】
　例として、捕捉ドメインは上記の捕捉プローブについて記載される通りでもよい。ポリ
Ｔ又はポリＴ含有捕捉ドメインは、たとえばＤＮＡ断片にポリＡ配列を含む結合ドメイン
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が与えられる場合に使用してもよい。
【０２１３】
　たとえば、増幅及び／又は切断のために、捕捉プローブ／タグ付けされたＤＮＡ分子（
すなわち、タグ付けされた伸長された又はライゲートされた分子）に上記のユニバーサル
ドメインを与えてもよい。
【０２１４】
　本発明は、以下の図を参照し、以下の非限定的実施例に準拠してさらに説明されること
になる。
【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】トランスクリプトーム解析のために組織切片からｍＲＮＡを捕捉するための整列
配置された「バーコード化」オリゴ－ｄＴプローブを使用する全体的構想を示す図である
。
【図２】対応する組織切片についての転写物存在量の視覚化の模式図を示す図である。
【図３】３’から５’表面プローブ組成及びアレイ表面に間接的に固定化されている５’
から３’配向捕捉プローブの合成を示す図である。
【図４】プローブ放出後にアレイ表面への蛍光標識されたプローブのハイブリダイゼーシ
ョンにより測定された、自製アレイからの酵素的切断（ＵＳＥＲ又はＲｓａｌ）の効率及
びＡｇｉｌｅｎｔ製アレイからの９９℃水による効率を示す棒グラフを示す図である。
【図５】Ａｇｉｌｅｎｔ社製市販のアレイからのＤＮＡ表面プローブの９９℃水媒介放出
後に捕捉された蛍光画像を示す図である。蛍光検出プローブは熱水処理後にハイブリダイ
ズされた。上のアレイは非処理対照である。
【図６】ｃＤＮＡ合成後にそれぞれ細胞質（上）及び核染色（中）で処理されたトランス
クリプトーム捕捉アレイ上の固定されたマウス脳組織切片並びに両方の染色を示す混合画
像（下）を示す図である。
【図７】模式図に見られる低密度自製ＤＮＡ捕捉アレイにわたりその起源について分類さ
れた読取りを収載する表を示す図である。
【図８】バーコード化マイクロアレイを使用して核及びＭａｐ２を特異的に染色したＦＦ
ＰＥマウス脳組織を示す図である。
【図９】核染色（白）及び可視形態学を用いたＦＦＰＥマウス脳嗅球を示す図である。
【図１０】低解像度アレイのために理論的スポッティングパターンを重ねた、核を染色（
白）したＦＦＰＥマウス脳嗅球（約２×２ｍｍ）を示す図である。
【図１１】中－高解像度アレイのために理論的スポッティングパターンを重ねた、核を染
色（白）したＦＦＰＥマウス脳嗅球（約２×２ｍｍ）を示す図である。
【図１２】糸球体領域（図９の右上）に焦点を合わせて画像を拡大したＦＦＰＥマウス脳
嗅球を示す図である。
【図１３】増幅中にＢ＿ハンドル（Ｂ＿Ｒ６）に連結されたランダムヘキサマープライマ
ー（Ｒ６）を使用するＵＳＥＲ放出から得られた生成物を示す図である；バイオアナライ
ザー上に表されている生成物。
【図１４】増幅中にＢ＿ハンドル（Ｂ＿Ｒ８）に連結されたランダムオクタマープライマ
ー（Ｒ８）を使用するＵＳＥＲ放出から得られた生成物を示す図である；バイオアナライ
ザー上に表されている生成物。
【図１５】アレイ全体で覆われたＦＦＰＥ脳組織上で実施された実験の結果を示す図であ
る。ｃＤＮＡの合成及び表面からの放出後のＩＤ特異的及び遺伝子特異的プライマー（Ｂ
２Ｍ　エクソン４）を用いて増幅されたＩＤ５（左）及びＩＤ２０（右）；増幅されたＩ
Ｄ５及びＩＤ２０。
【図１６】実施例４に記載される方法の原理、すなわち空間標識タグ配列（位置ドメイン
）を担持している固定化されたＤＮＡオリゴ（捕捉プローブ）を用いるマイクロアレイの
使用、の略図を示す図である。マイクロアレイのオリゴのそれぞれのフィーチャーは、１
）独自の標識タグ（位置ドメイン）及び２）捕捉配列（捕捉ドメイン）を担っている。
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【図１７】平均サイズ２００ｂｐまで前もって断片化されたゲノムＤＮＡを用いて実行さ
れた実施例５に記載されている空間ゲノミクスプロトコールの結果を示す図である。アレ
イ上で増幅された内部生成物はＤＮＡを標識し合成した。検出されたピークは予測された
サイズである。
【図１８】平均サイズ７００ｂｐまで前もって断片化されたゲノムＤＮＡを用いて実行さ
れた実施例５に記載されている空間ゲノミクスプロトコールの結果を示す図である。アレ
イ上で増幅された内部生成物はＤＮＡを標識し合成した。検出されたピークは予測された
サイズである。
【図１９】平均サイズ２００ｂｐまで前もって断片化されたゲノムＤＮＡを用いて実行さ
れた実施例５に記載されている空間ゲノミクスプロトコールの結果を示す図である。表面
オリゴに含有される１つの内部プライマー及び１つのユニバーサル配列を用いて増幅され
た生成物。アレイ上で実行された増幅はＤＮＡを標識し合成した。ゲノムＤＮＡのランダ
ム断片化及びターミナルトランスフェラーゼ標識化は極めて多様な試料プールを生成する
と仮定すると、予測される生成物はスメアである。
【図２０】平均サイズ７００ｂｐまで前もって断片化されたゲノムＤＮＡを用いて実行さ
れた実施例５に記載されている空間ゲノミクスプロトコールの結果を示す図である。表面
オリゴに含有される１つの内部プライマー及び１つのユニバーサル配列を用いて増幅され
た生成物。アレイ上で実行された増幅はＤＮＡを標識し合成した。ゲノムＤＮＡのランダ
ム断片化及びターミナルトランスフェラーゼ標識化は極めて多様な試料プールを生成する
と仮定すると、予測される生成物はスメアである。
【図２１】ポリＴ捕捉ドメインへのハイブリダイゼーションのために結合ドメインを導入
するためのＤＮＡ断片へのリンカーのライゲーション及び捕捉プローブへのそれに続くラ
イゲーションの略図を示す図である。
【図２２】高密度捕捉アレイ上で使用される５’から３’配向捕捉プローブの組成を示す
図である。
【図２３】高密度アレイの枠を示す図であり、枠は組織試料を方向付けるのに使用され、
蛍光マーカープローブのハイブリダイゼーションにより視覚化される。
【図２４】高密度アレイから切断された及び切断されていない捕捉プローブを示す図であ
り、枠プローブはウラシル塩基を含有していないので切断されない。捕捉プローブはポリ
Ａオリゴヌクレオチドに連結されたフルオロフォアで標識された。
【図２５】マウス嗅球から捕捉された転写物を用いて調製されたシーケンシングライブラ
リーのバイオアナライザー画像を示す図である。
【図２６】マウス嗅球から抽出された全ＲＮＡから捕捉された転写物のＭａｔｌａｂ視覚
化を示す図である。
【図２７】マウス嗅球組織からの捕捉後Ｍａｔｌａｂ視覚化を使用して捕捉アレイにわた
り視覚化されたＯｌｆｒ（臭覚受容体）転写物を示す図である。
【図２８】自製４１－ＩＤ－タグマイクロアレイについてのプリントのパターンを示す図
である。
【図２９】捕捉アレイ上でのポリＡテールゲノム断片の捕捉後のＡ４３１特異的転座から
生成された空間ゲノミクスライブラリーを示す図である。
【図３０】捕捉アレイ上のポリＡテールＵ２ＯＳゲノム断片へのスパイクド１０％及び５
０％ポリＡテールＡ４３１ゲノム断片の捕捉後のＡ４３１特異的転座の検出を示す図であ
る。
【図３１】組織画像で表面を覆われた４１－ＩＤ－タグ自製アレイ上のマウス嗅球組織か
ら捕捉されたＩＤ－タグ付けされた転写物のＭａｔｌａｂ視覚化を示す図である。明確に
するために、特定の遺伝子が同定された特異的フィーチャーは円で囲まれている。
【０２１６】
実施例１
アレイの調製
　以下の実験は、オリゴヌクレオチドプローブが５’又は３’端部のどちらかによりアレ
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イ基板に付着されて、ｍＲＮＡにハイブリダイズすることができる捕捉プローブを有する
アレイを生じる方法を示す。
【０２１７】
　５’から３’配向プローブをプリントした自製マイクロアレイの調製
　個々のタグ配列を有する２０個のＲＮＡ捕捉オリゴヌクレオチド（Ｔａｇ１～２０、表
１）は、捕捉プローブとして機能するようにガラススライド上にスポットされた。前記プ
ローブはＣ６スペーサーを有する５’－終端アミノリンカーを用いて合成された。すべて
のプローブがＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ、ＵＳＡ）により合
成された。ＲＮＡ捕捉プローブは、１５０ｍＭリン酸ナトリウム中、ｐＨ８．５、濃度２
０μＭで懸濁され、ＣｏｄｅＬｉｎｋ（商標）活性化マイクロアレイスライド（７．５ｃ
ｍ×２．５ｃｍ；Ｓｕｒｍｏｄｉｃｓ、Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ、ＭＮ、ＵＳＡ）上に
ナノプロッターＮＰ２．１／Ｅ（Ｇｅｓｉｍ、Ｇｒｏｓｓｅｒｋｍａｎｎｓｄｏｒｆ、Ｇ
ｅｒｍａｎｙ）を使用してスポットされた。プリント後、表面ブロッキングは製造業者の
使用説明書に従って実施された。プローブはスライド上の１６個の同一アレイにプリント
され、それぞれのアレイは予め定義されたプリントパターンを含有していた。１６個のサ
ブアレイは、１６－パッドマスク（ＣｈｉｐＣｌｉｐ（商標）Ｓｃｈｌｅｉｃｈｅｒ＆Ｓ
ｃｈｕｅｌｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ、Ｋｅｅｎｅ、ＮＨ、ＵＳＡ）によりハイブリダイ
ゼーション中は、分離されていた。
【０２１８】
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【０２１９】
　３’から５’配向プローブをプリントした自製マイクロアレイの調製、及び５’から３
’配向捕捉プローブの合成
　表１に示されるように、表面プローブオリゴヌクレオチドのプリントは、３’端部にア
ミノ－Ｃ７リンカーを付けて、上記の５’から３’配向プローブの場合と同じように実施
された。
【０２２０】
　捕捉プローブ合成のためにプライマーをハイブリダイズさせるため、４×ＳＳＣ及び０
．１％ＳＤＳ、２μＭの伸長プライマー（ユニバーサルドメインオリゴヌクレオチド）及
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び２μＭのスレッド結合プライマー（捕捉ドメインオリゴヌクレオチド）を含有するハイ
ブリダイゼーション溶液が５０℃で４分間インキュベートされた。その間、自製アレイは
ＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。前記アレイは引き続き、ウェルあた
り５０μＬのハイブリダイゼーション溶液を用いて、５０℃、３０分間、３００ｒｐｍ振
盪でインキュベートされた。
【０２２１】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水され、再びＣｈｉｐＣｌｉｐ
に戻された。
【０２２２】
　伸長及びライゲーション反応のために（捕捉プローブの位置ドメインを生成するため）
、１０×Ａｍｐｌｉｇａｓｅバッファー、２．５Ｕ　ＡｍｐｌｉＴａｑ　ＤＮＡポリメラ
ーゼＳｔｏｆｆｅｌ断片（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）、１０Ｕ　Ａｍｐｌ
ｉｇａｓｅ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、ｄＮＴＰ各々２
ｍＭ（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）及び水を含有する５０μＬの酵素混合物がそれぞれのウェル
にピペットで移された。それに続いて、前記アレイは５５℃で３０分間インキュベートさ
れた。インキュベーション後、前記アレイは、前述のアレイ洗浄法に従って洗浄されたが
、第一のステップは６分間ではなく１０分間の持続時間を有する。
【０２２３】
　前記方法は図３に描かれている。
【０２２４】
　組織調製
　以下の実験は、組織試料切片を本発明の方法において使用するために調製することがで
きる方法を示す。
【０２２５】
　新鮮な凍結組織の調製及び捕捉プローブアレイ上への切片作り
　新鮮な固定されていないマウス脳組織は必要ならば切り取って－４０℃冷イソペンタン
中で凍結させ、続いてクリオスタットを用いて１０μｍの切片化のためにマウントされた
。組織切片は、使用されるそれぞれの捕捉プローブアレイ上に適用された。
【０２２６】
　ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）組織の調製
　マウス脳組織は４％ホルマリン中で４℃で２４時間固定された。その後、前記組織は以
下の通りにインキュベートされた：７０％エタノール中１時間、３×インキュベーション
；８０％エタノール中１時間、１×インキュベーション；９６％エタノール中１時間、１
×インキュベーション；１００％エタノール中１時間、３×インキュベーション；及びキ
シレン中室温で１時間、２×インキュベーション。
【０２２７】
　次に、脱水された試料は液体低融点パラフィン中、５２～５４℃で最長３時間インキュ
ベートされ、その間パラフィンは１度交換され、残余キシレンを洗い落とした。次に、完
了した組織塊は室温で保存された。次に、切片は、使用されるそれぞれの捕捉プローブア
レイ上に、ミクロトームを用いてパラフィン中４μｍでカットされた。
【０２２８】
　切片はアレイスライド上で３７℃、２４時間乾燥され、室温で保存された。
【０２２９】
　ＦＦＰＥ組織の脱パラフィン
　ＣｏｄｅＬｉｎｋスライドに付着したホルマリン固定パラフィン化マウス脳１０μｍ切
片は、キシレン中１０分間で２度、９９．５％エタノール２分間；９６％エタノール２分
間；７０％エタノール２分間脱パラフィンされ、次に空気乾燥された。
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【０２３０】
　ｃＤＮＡ合成
　以下の実験は、組織試料切片からアレイ上に捕捉されたｍＲＮＡをｃＤＮＡ合成のため
の鋳型として使用することができることを示す。
【０２３１】
　チップ上でのｃＤＮＡ合成
　Ｗｈａｔｍａｎ社製の１６ウェルマスク及びＣｈｉｐＣｌｉｐスライドホルダーをＣｏ
ｄｅＬｉｎｋスライドに装着させた。ｃＤＮＡ合成を実施する場合はＩｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ社製Ｐｌａｔｉｎｕｍ（登録商標）Ｔａｑ　ＤＮＡポリメラーゼを用いるＳｕｐｅｒＳ
ｃｒｉｐｔ（商標）ＩＩＩ　Ｏｎｅ－ｓｔｅｐ　ＲＴ－ＰＣＲ　Ｓｙｓｔｅｍを使用した
。反応ごとに、２５μｌ　２×反応混合物（Ｐｌａｔｉｎｕｍ（登録商標）Ｔａｑ　ＤＮ
Ａポリメラーゼを用いるＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔ（商標）ＩＩＩ　Ｏｎｅ－ｓｔｅｐ　Ｒ
Ｔ－ＰＣＲ　Ｓｙｓｔｅｍ、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、２２．５μｌ　Ｈ２Ｏ及び０．５
μｌ　１００×ＢＳＡが混合され５０℃まで加熱された。ＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔＩＩＩ
／Ｐｌａｔｉｎｕｍ　Ｔａｑ酵素混合物が反応あたり２μｌで反応混合物に添加され、５
０μｌの反応混合物がチップ上のそれぞれのウェルに添加された。前記チップは５０℃で
３０分間インキュベートされた（サーモミキサーコンフォート、Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）。
　反応混合物はウェルから取り除かれ、スライドは、２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、５０
℃で１０分間；０．２×ＳＳＣ、室温で１分間；及び０．１×ＳＳＣ、室温で１分間を用
いて洗浄された。次に、チップは遠心乾燥された。
【０２３２】
　ＦＦＰＥ組織切片の場合、切片は組織を取り除く前に、この時点で染色し視覚化するこ
とができた、下の視覚化のセクションを参照されたい。
【０２３３】
　視覚化
　染色に先立つ蛍光マーカープローブのハイブリダイゼーション
　組織の適用に先立って、蛍光マーカープローブは、捕捉プローブアレイ上にプリントさ
れたマーカーオリゴヌクレオチドを含むフィーチャーにハイブリダイズされた。蛍光マー
カープローブは、組織視覚化後の得られた画像を方向付けるのに役立ち、画像をシーケン
シング後に得られる個々の捕捉プローブ「タグ」（位置ドメイン）配列についての得られ
た発現プロファイルと組み合わせることが可能になる。蛍光プローブをハイブリダイズさ
せるため、４×ＳＳＣ及び０．１％ＳＤＳ、２μＭの検出プローブ（Ｐ）を含有するハイ
ブリダイゼーション溶液は５０℃で４分間インキュベートされた。その間、自家アレイは
ＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。アレイはそれに続いて、ウェルあた
り５０μＬのハイブリダイゼーション溶液と一緒に５０℃、３０分間、３００ｒｐｍ振盪
でインキュベートされた。
【０２３４】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃、０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水された。
【０２３５】
　ｃＤＮＡ合成に先立つ又は後のＦＦＰＥ組織切片の一般的組織学的染色
　捕捉プローブアレイ上に固定化されたＦＦＰＥ組織切片は、前述のようにｃＤＮＡ合成
に先立って脱パラフィン後に洗浄され再水和された、又は前述のようにｃＤＮＡ合成後に
洗浄された。次に、前記切片は以下の通りに処理された；ヘマトキシリン中で３分間イン
キュベートする、脱イオン水を用いてすすぐ、水道水中で５分間インキュベートする、酸
性エタノール中８～１２回素早く浸す、水道水中２×１分間すすぐ、脱イオン水中２分間
すすぐ、エオシン中３０秒間インキュベートする、９５％エタノール中３×５分間洗浄す
る、１００％エタノール中３×５分間洗浄する、キシレン中３×１０分間洗浄する（一晩
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実行することができる）、ＤＰＸを使用してスライド上にカバーガラスを置く、一晩フー
ド内でスライドを乾燥させる。
【０２３６】
　ｃＤＮＡ合成に先立つ又は後のＦＦＰＥ組織切片中の標的タンパク質の一般的免疫組織
化学染色
　捕捉プローブアレイ上に固定化されたＦＦＰＥ組織切片は、前述のようにｃＤＮＡ合成
に先立って脱パラフィン後に洗浄され再水和された、又は前述のようにｃＤＮＡ合成後に
洗浄された。次に、前記切片は、全染色作業中乾燥させておくことなく以下の通りに処理
された；切片は室温で一晩湿潤チャンバー内で一次抗体（１×Ｔｒｉｓ緩衝食塩水（５０
ｍＭ　Ｔｒｉｓ、１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．６）、４％ロバ血清及び０．１％ｔｒ
ｉｔｏｎ－Ｘを含むブロッキング溶液中の希釈一次抗体）と一緒にインキュベートされる
；１×ＴＢＳを用いて３回すすぐ；室温で１時間湿潤チャンバー内で蛍光色素（ＦＩＴＣ
、Ｃｙ３又はＣｙ５）にコンジュゲートされた適合する二次抗体と一緒に切片をインキュ
ベートする。１×ＴＢＳを用いて３回すすぎ、できる限り多くのＴＢＳを取り除き、切片
をＰｒｏＬｏｎｇ　Ｇｏｌｄ＋ＤＡＰＩ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）と一緒にマウントし、
蛍光顕微鏡及び適合するフィルターセットを用いて解析する。
【０２３７】
　残余組織の除去
　凍結組織
　新鮮な凍結マウス脳組織では、ｃＤＮＡ合成に直に続く洗浄ステップだけで組織を完全
に取り除くのに十分であった。
【０２３８】
　ＦＦＰＥ組織
　付着したホルマリン固定パラフィン化マウス脳組織切片を有するスライドは、Ｃｈｉｐ
Ｃｌｉｐスライドホルダー及び１６ウェルマスク（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。ＲＮ
ｅａｓｙ　ＦＦＰＥキット（Ｑｉａｇｅｎ）由来の１５０μｌのプロテイナーゼＫダイジ
ェストバッファーごとに、１０μｌのプロテイナーゼＫ溶液（Ｑｉａｇｅｎ）が添加され
た。５０μｌの最終混合液がそれぞれのウェルに添加され、スライドは５６℃で３０分間
インキュベートされた。
【０２３９】
　捕捉プローブ（ｃＤＮＡ）放出
　ＰＣＲバッファー中ウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出（共有
結合プローブ）
　１６ウェルマスク及びＣｏｄｅＬｉｎｋスライドはＣｈｉｐＣｌｉｐホルダー（Ｗｈａ
ｔｍａｎ）に装着された。１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファーを１．８ｍＭ
　ＭｇＣｌ２（Ｒｏｃｈｅ）と一緒に、２００μＭ　ｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ
　Ｂｉｏｌａｂｓ）及び０．１Ｕ／１μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂ
ｉｏｌａｂｓ）を含有する５０μｌの混合物を３７℃まで加熱し、それぞれのウェルに添
加し、混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモミキサーコンフォ
ート；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）３７℃で３０分間インキュベートした。次に、放出されたｃ
ＤＮＡ及びプローブを含有する反応混合物は、ピペットを用いてウェルから回収された。
【０２４０】
　ＴｄＴ（ターミナルトランスフェラーゼ）バッファー中ウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合
物を用いた捕捉プローブ放出（共有結合プローブ）
　１×ＴｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢
酸カリウム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ
、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）；０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂ
ｉｏｌａｂｓ）；及び０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌａｂｓ）を含有する５０μｌの混合物は３７℃まで予加熱され、それぞれのウェルに添
加され、混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモミキサーコンフ
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ォート；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）３７℃で３０分間インキュベートされた。次に、放出され
たｃＤＮＡ及びプローブを含有する反応混合物はピペットを用いてウェルから回収された
。
【０２４１】
　熱湯を用いた捕捉プローブ放出（共有結合プローブ）
　１６ウェルマスク及びＣｏｄｅＬｉｎｋスライドはＣｈｉｐＣｌｉｐホルダー（Ｗｈａ
ｔｍａｎ）に装着された。５０μｌの９９℃水はピペットでそれぞれのウェルに移された
。９９℃水は３０分間反応させておいた。次に、放出されたｃＤＮＡ及びプローブを含有
する反応混合物はピペットを用いてウェルから回収された。
【０２４２】
　加熱ＰＣＲバッファーを用いた捕捉プローブ放出（ハイブリダイズされたインサイツ合
成捕捉プローブ、すなわち表面プローブにハイブリダイズされた捕捉プローブ）
　１×ＴｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢
酸カリウム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ
、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）；０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂ
ｉｏｌａｂｓ）；及び０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌａｂｓ）を含有する５０μｌの混合物は９５℃まで予熱された。混合物はそれぞれのウ
ェルに添加され、混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモミキサ
ーコンフォート；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）９５℃で５分間インキュベートされた。次に、放
出されたプローブを含有する反応混合物はウェルから回収された。
【０２４３】
　加熱したＴｄＴ（ターミナルトランスフェラーゼ）バッファーを用いた捕捉プローブ放
出（ハイブリダイズされたインサイツ合成された捕捉プローブ、すなわち表面プローブに
ハイブリダイズされた捕捉プローブ）
　１×ＴｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢
酸カリウム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ
、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）；０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂ
ｉｏｌａｂｓ）；及び０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏ
ｌａｂｓ）を含有する５０μｌの混合物は９５℃まで予熱された。次に、混合物はそれぞ
れのウェルに添加され、混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモ
ミキサーコンフォート；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）９５℃で５分間インキュベートされた。次
に、放出されたプローブを含有する反応混合物はウェルから回収された。
【０２４４】
　ＵＳＥＲ酵素及び９９℃まで加熱された水を用いてアレイを処理する有効性は図３に見
ることができる。ＵＳＥＲ酵素及びＲｓａｌ酵素を使用する酵素的切断は、上記の「自製
」アレイを使用して実施された（図４）。ＤＮＡ表面プローブの熱水媒介放出は、Ａｇｉ
ｌｅｎｔ社製の市販のアレイを使用して実施された（図５参照）。
【０２４５】
　プローブ収集及びリンカー導入
　実験は、アレイ表面から放出された第一鎖ｃＤＮＡを改変して、二本鎖ＤＮＡを作製し
、続いて増幅できることを示している。
【０２４６】
　Ｐｉｃｏｐｌｅｘ全ゲノム増幅キットによる全トランスクリプトーム増幅（得られたｄ
ｓＤＮＡの端に保持されていない位置ドメイン（タグ）配列を含む捕捉プローブ配列）
　捕捉プローブは、ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いて（共
有結合捕捉プローブ）、又は加熱ＰＣＲバッファーを用いて（ハイブリダイズされたイン
サイツ合成された捕捉プローブ、すなわち表面プローブにハイブリダイズされた捕捉プロ
ーブ）放出された。
【０２４７】
　放出されたｃＤＮＡは、Ｐｉｃｏｐｌｅｘ（Ｒｕｂｉｃｏｎ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ）ラン
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ダムプライマー全ゲノム増幅法を使用して増幅され、前記方法は製造業者の使用説明書に
従って実行された。
【０２４８】
　ターミナルトランスフェラーゼ（ＴｄＴ）を用いるｄＡテーリングによる全トランスク
リプトーム増幅（得られたｄｓＤＮＡの端に保持されている位置ドメイン（タグ）配列を
含む捕捉プローブ配列）
　捕捉プローブは、ＴｄＴ（ターミナルトランスフェラーゼ）バッファー中のウラシル切
断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いて（共有結合捕捉プローブ）、又は加熱ＴｄＴ（ターミナル
トランスフェラーゼ）バッファーを用いて（ハイブリダイズされたインサイツ合成された
捕捉プローブ、すなわち表面プローブにハイブリダイズされた捕捉プローブ）放出された
。
【０２４９】
　３８μｌの切断混合物は清潔な０．２ｍｌのＰＣＲ管に入れられた。混合物は、１×Ｔ
ｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢酸カリウ
ム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、ｗｗｗ
．ｎｅｂ．ｃｏｍ）；０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａ
ｂｓ）；０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）（
加熱された放出のためではない）；放出されたｃＤＮＡ（表面プローブから伸長された）
；及び放出された表面プローブを含有していた。ＰＣＲ管に、０．５μｌのリボヌクレア
ーゼＨ（５Ｕ／μｌ、最終濃度０．０６Ｕ／μｌ）、１μｌのＴｄＴ（２０Ｕ／μｌ、最
終濃度０．５Ｕ／μｌ）及び０．５μｌのｄＡＴＰ（１００ｍＭ、最終濃度１．２５ｍＭ
）が添加された。ｄＡテーリングでは、管は３７℃、１５分間熱サイクラー（Ａｐｐｌｉ
ｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中でインキュベートされ、続いて７０℃で１０分間ＴｄＴ
を不活化した。ｄＡテーリング後、ＰＣＲマスター混合物が調製された。前記混合物は、
１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×Ｆａｓｔｓｔａｒｔ　ＨｉＦｉ　ＰＣＲバッファー
（ｐＨ８．３）（Ｒｏｃｈｅ）；０．２ｍＭのそれぞれのｄＮＴＰ（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ
）；０．２μＭのそれぞれのプライマー、Ａ（捕捉プローブの増幅ドメインに相補的）及
びＢ＿（ｄＴ）２４（Ｅｕｒｏｆｉｎｓ　ＭＷＧ　Ｏｐｅｒｏｎ）（第一ｃＤＮＡ鎖の３
’端部にカップリングされることになるポリＡテールに相補的）；並びに０．１Ｕ／μｌ
　Ｆａｓｔｓｔａｒｔ　ＨｉＦｉ　ＤＮＡポリメラーゼ（Ｒｏｃｈｅ）を含有していた。
２３μｌのＰＣＲマスター混合物は９個の清潔な０．２ｍｌ　ＰＣＲ管に入れられた。２
μｌのｄＡテーリング混合物は前記管のうちの８個に添加され、２μｌの水（リボヌクレ
アーゼ／デオキシリボヌクレアーゼなし）が最後の管に添加された（陰性対照）。ＰＣＲ
増幅は以下のプログラムで実行され、ホットスタート、９５℃で２分間；第二鎖合成、５
０℃で２分間及び７２℃で３分間、３０ＰＣＲサイクルでの増幅、９５℃で３０秒間、６
５℃で１分間、７２℃で３分間並びに最終伸長、７２℃で１０分間。
【０２５０】
　反応後精製及び解析
　４つの増幅生成物はまとめてプールされ、Ｑｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉ
ａｇｅｎ）を通して処理され、３０μｌのＥＢ（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５
）中に溶出された。生成物はＢｉｏａｎａｌｙｚｅｒ（Ａｇｉｌｅｎｔ）上で解析された
。ＤＮＡ　１０００キットは製造業者の説明書に従って使用された。
【０２５１】
　シーケンシング
　Ｉｌｌｕｍｉｎａシーケンシング
　試料インデックス化を使用するＩｌｌｕｍｉｎａシーケンシングのためのｄｓＤＮＡラ
イブラリーは製造業者の説明書に従って実行された。シーケンシングはＨｉＳｅｑ２００
０プラットフォーム（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）上で実行された。
【０２５２】
　バイオインフォマティクス
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　ｄＡテーリングターミナルトランスフェラーゼアプローチを使用して増幅される全トラ
ンスクリプトームライブラリー由来のシーケンシングデータからデジタルトランスクリプ
トーム情報を得る
　シーケンシングデータは、ＦａｓｔＸツールキットＦＡＳＴＱバーコードスプリッター
ツールを通じて、それぞれの捕捉プローブ位置ドメイン（タグ）配列の個々のファイルに
分類された。次に、個々にタグ付けされたシーケンシングデータは、Ｔｏｐｈａｔマッピ
ングツールを用いたマウスゲノムへのマッピングを通じて解析された。得られたＳＡＭフ
ァイルは、ＨＴｓｅｑカウントソフトウェアを通じて転写物数について処理された。
【０２５３】
　Ｐｉｃｏｐｌｅｘ全ゲノム増幅キットアプローチを使用して増幅される全トランスクリ
プトームライブラリー由来のシーケンシングデータからデジタルトランスクリプトーム情
報を得る
　シーケンシングデータは、ＦａｓｔＸツールキットＦＡＳＴＱ－ｔｏ－ＦＡＳＴＡ変換
機を使用してＦＡＳＴＱフォーマットからＦＡＳＴＡフォーマットに変換された。シーケ
ンシング読取りはＢｌａｓｔｎを使用して捕捉プローブ位置ドメイン（タグ）配列に整列
させ、タグ配列のうちの１つに対して１ｅ－６よりもよいヒットを有する読取りは、それ
ぞれタグ配列ごとに個々のファイルに選り分けられた。次に、タグ配列読取りのファイル
は、Ｂｌａｓｔｎを使用してマウストランスクリプトームに整列させ、ヒットが収集され
た。
【０２５４】
　視覚化データと発現プロファイルを組み合わせる
　個々の捕捉プローブ位置ドメイン（タグ）配列の発現プロファイルは、染色を通じて組
織切片から得られる空間情報と組み合わされる。それによって組織切片の細胞コンパート
メントからのトランスクリプトームデータは、所与の構造背景における異なる細胞亜型に
ついての別個の発現フィーチャーを区別する利用可能性のある直接比較の様式で解析する
ことができる。
【０２５５】
実施例２
　図８～１２は、実施例１に記載される一般手順に従って、バーコードトランスクリプト
ーム捕捉アレイ上で染色されたＦＦＰＥマウス脳組織（嗅球）切片の視覚化に成功してい
ることを示している。実施例１における新鮮な凍結組織を用いた実験と比較すると、図８
のほうがＦＦＰＥ組織について良好な形態を示している。図９及び図１０は、異なる種類
のプローブ密度アレイ上に組織が配置されている様子を示している。
【０２５６】
実施例３
　ランダムプライマー第二鎖合成とそれに続くユニバーサルハンドル増幅による全トラン
スクリプトーム増幅（得られたｄｓＤＮＡの端に保持されているタグ配列を含む捕捉プロ
ーブ配列）
　ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出に続
いて（共有結合プローブ）
又は
　加熱ＰＣＲバッファーを用いた捕捉プローブ放出に続いて（ハイブリダイズされたイン
サイツ合成された捕捉プローブ）
１μｌリボヌクレアーゼＨ（５Ｕ／μｌ）は、１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する４０μｌ
の１×Ｆａｓｔｓｔａｒｔ　ＨｉＦｉ　ＰＣＲバッファー（ｐＨ８．３）（Ｒｏｃｈｅ、
ｗｗｗ．ｒｏｃｈｅ－ａｐｐｌｉｅｄ－ｓｃｉｅｎｃｅ．ｃｏｍ）、０．２ｍＭのそれぞ
れのｄＮＴＰ（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ、ｗｗｗ．ｆｅｒｍｅｎｔａｓ．ｃｏｍ）、０．１μ
ｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ
）、０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、放出
されたｃＤＮＡ（表面プローブから伸長された）及び放出された表面プローブを含有して
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いる２つの管のそれぞれに、最終濃度０．１２Ｕ／μｌで添加された。管は、熱サイクラ
ー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、ｗｗｗ．ａｐｐｌｉｅｄｂｉｏｓｙｓｔｅ
ｍｓ．ｃｏｍ）中、３７℃で３０分間、続いて７０℃で２０分間インキュベートされた。
１μｌのクレノーフラグメント（３’から５’ｅｘｏマイナス）（Ｉｌｌｕｍｉｎａ、ｗ
ｗｗ．ｉｌｌｕｍｉｎａ．ｃｏｍ）及び１μｌのハンドル連結ランダムプライマー（１０
μＭ）（Ｅｕｒｏｆｉｎｓ　ＭＷＧ　Ｏｐｅｒｏｎ、ｗｗｗ．ｅｕｒｏｆｉｎｓｄｎａ．
ｃｏｍ）は、最終濃度０．２３μＭで、２つの管（管のうちの１つにＢ＿Ｒ８（オクタマ
ー）及び残りの管にＢ＿Ｒ６（ヘキサマー））に添加された。２つの管は、熱サイクラー
（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、１５℃で１５分間、２５℃で１５分間
、３７℃で１５分間及び最後に７５℃で２０分間インキュベートされた。インキュベーシ
ョン後、１μｌのそれぞれのプライマー、Ａ＿Ｐ及びＢ（１０μＭ）（Ｅｕｒｏｆｉｎｓ
　ＭＷＧ　Ｏｐｅｒｏｎ）は、最終濃度それぞれ０．２２μＭで両方の管に添加された。
１μｌのＦａｓｔｓｔａｒｔ　ＨｉＦｉ　ＤＮＡポリメラーゼ（５Ｕ／μｌ）（Ｒｏｃｈ
ｅ）も、最終濃度０．１１Ｕ／μｌで両方の管に添加された。ＰＣＲ増幅は熱サイクラー
（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、以下のプログラム：ホットスタート、
９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃で１５秒間、５５℃で３０秒間、６８℃で
１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実行された。増幅後、２つの管のそれぞれ由
来の４０μｌはＱｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉａｇｅｎ、ｗｗｗ．ｑｉａｇ
ｅｎ．ｃｏｍ）を用いて精製され、３０μｌのＥＢ（１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８
．５）中に溶出された。精製された生成物はバイオアナライザー（Ａｇｉｌｅｎｔ、ｗｗ
ｗ．ｈｏｍｅ．ａｇｉｌｅｎｔ．ｃｏｍ）を用いて解析され、ＤＮＡ　７５００キットが
使用された。結果は図１３及び１４に示されている。
【０２５７】
　この実施例は、ランダムヘキサマー及びランダムオクタマー第二鎖合成の使用、それに
続く放出されたｃＤＮＡ分子から集団を生成する増幅を実証している。
【０２５８】
実施例４
　ｃＤＮＡ合成及びプローブ収集後のＩＤ特異的及び遺伝子特異的生成物の増幅
　ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出に続
く（共有結合プローブ）。
【０２５９】
　切断されたｃＤＮＡは、最終反応容積１０μｌで増幅された。１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２

を有する１．４×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー中、７μｌの切断された鋳
型、１μｌのＩＤ特異的フォワードプライマー（２μＭ）、１μｌの遺伝子特異的リバー
スプライマー（２μＭ）及び１μｌのＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドは、１．
８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー及び１Ｕの
ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドとの１０μｌの最終反応容積を与える。ＰＣＲ
増幅は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、以下のプログラム
：ホットスタート、９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃で１５秒間、５５℃で
３０秒間、６８℃で１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実行された。
【０２６０】
　プライマー配列、ほぼ２５０ｂｐの生成物になる。
ベータ－２マイクログロブリン（Ｂ２Ｍ）プライマー
５’－ＴＧＧＧＧＧＴＧＡＧＡＡＴＴＧＣＴＡＡＧ－３’（配列番号４３）
ＩＤ－１プライマー
５’－ＣＣＴＴＣＴＣＣＴＴＣＴＣＣＴＴＣＡＣＣ－３’（配列番号４４）
ＩＤ－５プライマー
５’－ＧＴＣＣＴＣＴＡＴＴＣＣＧＴＣＡＣＣＡＴ－３’（配列番号４５）
ＩＤ－２０プライマー
５’－ＣＴＧＣＴＴＣＴＴＣＣＴＧＧＡＡＣＴＣＡ－３’（配列番号４６）
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【０２６１】
　結果は図１５に示されている。これは２つの異なるＩＤプライマー（すなわち、マイク
ロアレイ上の異なる位置に配置されたＩＤタグに特異的である）及びすべてのプローブを
覆う脳組織由来の同じ遺伝子特異的プライマーを使用してＩＤ特異的及び遺伝子特異的生
成物の増幅に成功したことを示している。したがって、この実験は、生成物がＩＤタグ特
異的又は標的核酸特異的増幅反応により同定できることを確立している。異なるＩＤタグ
を区別することができることがさらに確立されている。第二の実験では、組織がアレイ上
のＩＤプローブ（すなわち、捕捉プローブ）の半分だけを覆うが、組織に覆われたスポッ
トで陽性結果（ＰＣＲ生成物）が得られた。
【０２６２】
実施例５
　空間ゲノミクス
　背景。前記方法はその目的として、組織試料からＤＮＡ分子を保持された空間分解能で
捕捉し、特定のＤＮＡ断片が組織のどの部分から生じているのかを決定することができな
ければならない。
【０２６３】
　方法。前記方法の原理は、空間標識タグ配列（位置ドメイン）を担持する固定化された
ＤＮＡオリゴ（捕捉プローブ）を有するマイクロアレイを使用することである。マイクロ
アレイのオリゴのそれぞれのフィーチャーは、１）独自の標識タグ（位置ドメイン）及び
２）捕捉配列（捕捉ドメイン）を担っている。どの標識タグが地理的にアレイ表面のどこ
に置かれているのかを追跡すれば、それぞれの標識タグから二次元で位置情報を引き出す
ことが可能になる。断片化されたゲノムＤＮＡが、たとえばＦＦＰＥ処理された組織の切
片の添加を通じて、マイクロアレイに添加される。この組織切片中のゲノムＤＮＡは、固
定処理により予め断片化されている。
【０２６４】
　組織片がアレイ上に置かれると、ユニバーサルテーリング反応が、ターミナルトランス
フェラーゼ酵素の使用を通じて実行される。テーリング反応により、組織中のゲノムＤＮ
Ａ断片の突出した３’端部にポリｄＡテールが付加される。表面上のオリゴは、ハイブリ
ダイズされ３’遮断されたポリｄＡプローブを介してターミナルトランスフェラーゼによ
るテーリングから遮断される。
【０２６５】
　ターミナルトランスフェラーゼテーリングに続いて、ゲノムＤＮＡ断片は、ポリｄＡテ
ールが表面オリゴ上のポリｄＴ捕捉配列に出会うことを通じてその近傍の空間的にタグ付
けされたオリゴにハイブリダイズすることができる。ハイブリダイゼーションが終了した
後、クレノーｅｘｏ－などの鎖置換ポリメラーゼは、ハイブリダイズしたゲノムＤＮＡ断
片に相補的な新しいＤＮＡ鎖を作製するためのプライマーとして表面上のオリゴを使用す
ることができる。新しいＤＮＡ鎖は、この時点で表面オリゴの標識タグの位置情報も含有
することになる。
【０２６６】
　最後のステップとして、新たに生成され標識されたＤＮＡ鎖は、酵素的手段、変性又は
物理的手段のいずれかを通じて表面から切断される。次に、鎖は収集され、ユニバーサル
ハンドルの導入、特異的アンプリコンの増幅及び／又はシーケンシングを通じて鎖の全セ
ットの下流増幅を受けることができる。
【０２６７】
　図１６はこの手順の模式図である。
【０２６８】
　材料及び方法
　５’から３’配向プローブをプリントした自製マイクロアレイの調製
　個々のタグ配列を有する２０個のＤＮＡ捕捉オリゴ（表１）は、捕捉プローブとして機
能するようにガラススライド上にスポットされた。プローブは、Ｃ６スペーサーを有する
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５’終端アミノリンカーを用いて合成された。すべてのプローブがＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ、ＵＳＡ）により合成された。ＤＮＡ捕捉プローブは、
１５０ｍＭリン酸ナトリウム中に、ｐＨ８．５、濃度２０μＭで懸濁され、ＣｏｄｅＬｉ
ｎｋ（商標）活性化マイクロアレイスライド（７．５ｃｍ×２．５ｃｍ；Ｓｕｒｍｏｄｉ
ｃｓ、Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ、ＭＮ、ＵＳＡ）上にナノプロッターＮＰ２．１／Ｅ（
Ｇｅｓｉｍ、Ｇｒｏｓｓｅｒｋｍａｎｎｓｄｏｒｆ、Ｇｅｒｍａｎｙ）を使用してスポッ
トされた。プリント後、表面ブロッキングは製造業者の使用説明書に従って実施された。
プローブはスライド上の１６個の同一アレイにプリントされ、それぞれのアレイは予め定
義されたプリントパターンを含有していた。１６個のサブアレイは１６－パッドマスク（
ＣｈｉｐＣｌｉｐ（商標）Ｓｃｈｌｅｉｃｈｅｒ＆Ｓｃｈｕｅｌｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃ
ｅ、Ｋｅｅｎｅ、ＮＨ、ＵＳＡ）によりハイブリダイゼーション中は、分離されていた。
【０２６９】
　３’から５’配向プローブをプリントした自製マイクロアレイの調製及び５’から３’
配向捕捉プローブの合成
　オリゴのプリントは、上記の５’から３’配向プローブを用いた場合のように実施され
た。
【０２７０】
　捕捉プローブ合成のためのプライマーをハイブリダイズさせるため、４×ＳＳＣ及び０
．１％ＳＤＳ、２μＭの伸長プライマー（Ａ＿プライマー）及び２μＭのスレッド結合プ
ライマー（ｐ＿ポリ＿ｄＴ）を含有するハイブリダイゼーション溶液が５０℃で４分間イ
ンキュベートされた。その間、自製アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着
された。前記アレイは引き続き、ウェルあたり５０μＬのハイブリダイゼーション溶液を
用いて、５０℃、３０分間、３００ｒｐｍ振盪でインキュベートされた。
【０２７１】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水され、再びＣｈｉｐＣｌｉｐ
に戻された。
【０２７２】
　伸長及びライゲーションのために、１０×Ａｍｐｌｉｇａｓｅバッファー、２．５Ｕ　
ＡｍｐｌｉＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼＳｔｏｆｆｅｌ断片（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓ
ｙｓｔｅｍｓ）、１０Ｕ　Ａｍｐｌｉｇａｓｅ（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ）、ｄＮＴＰ各々２ｍＭ（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）及び水を含有する５５μ
Ｌの酵素混合物がそれぞれのウェルにピペットで移される。それに続いて、前記アレイは
５５℃で３０分間インキュベートされる。インキュベーション後、前記アレイは、前述の
アレイ洗浄法に従って洗浄されるが、第一のステップは６分間ではなく１０分間の持続時
間を有する。
【０２７３】
　ｄＡテーリングからの表面オリゴ捕捉配列の保護のためのポリｄＡプローブのハイブリ
ダイゼーション
　表面オリゴ捕捉配列の保護のために３’ビオチン遮断ポリｄＡプローブをハイブリダイ
ズさせるため、４×ＳＳＣ及び０．１％ＳＤＳ、２μＭの３’ビオチン－ポリｄＡを含有
するハイブリダイゼーション溶液は５０℃で４分間インキュベートされた。その間、自製
アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。前記アレイは引き続き、ウ
ェルあたり５０μＬのハイブリダイゼーション溶液を用いて、５０℃、３０分間、３００
ｒｐｍ振盪でインキュベートされた。
【０２７４】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
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、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水され、再びＣｈｉｐＣｌｉｐ
に戻された。
【０２７５】
　ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）組織の調製
　マウス脳組織は４％ホルマリン中で４℃で２４時間固定された。その後、前記組織は以
下の通りにインキュベートされた：７０％エタノール中１時間、３×インキュベーション
；８０％エタノール中１時間、１×インキュベーション；９６％エタノール中１時間、１
×インキュベーション；１００％エタノール中１時間、３×インキュベーション；キシレ
ン中室温で１時間、２×インキュベーション。
【０２７６】
　次に、脱水された試料は液体低融点パラフィン中、５２～５４℃で最長３時間インキュ
ベートされ、その間パラフィンは１度交換され、残余キシレンを洗い落とした。次に、完
了した組織塊は室温で保存された。次に、切片は、使用されるそれぞれの捕捉プローブア
レイ上に、ミクロトームを用いてパラフィン中４μｍでカットされた。
【０２７７】
　切片はアレイスライド上で３７℃、２４時間乾燥され、室温で保存される。
【０２７８】
　ＦＦＰＥ組織の脱パラフィン
　ＣｏｄｅＬｉｎｋスライドに付着したホルマリン固定パラフィン化マウス脳１０μｍ切
片は、キシレン中１０分間で２度；９９．５％エタノール２分間；９６％エタノール２分
間；７０％エタノール２分間脱パラフィンされ、次に空気乾燥された。
【０２７９】
　ゲノムＤＮＡのユニバーサルテーリング
　ｄＡテーリングのために、１×ＴｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（
ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢酸カリウム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇ
ｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）、０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎ
ｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、１μｌのＴｄＴ（２０Ｕ／μｌ）及び０．５
μｌのｄＡＴＰ（１００ｍＭ）を含有する５０μｌの反応混合物が調製された。混合物は
アレイ表面に添加され、アレイは熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ
）中３７℃で１５分間インキュベートされ、続いてＴｄＴは７０℃で１０分間不活化され
た。この後、温度は再び５０℃まで下げられ、ｄＡテール付きゲノム断片の表面オリゴ捕
捉配列へのハイブリダイゼーションを可能にした。
【０２８０】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水された。
【０２８１】
　標識ＤＮＡの伸長
　１×クレノーバッファー、２００μＭのｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌ
ａｂｓ）及び１μｌのクレノー断片（３’から５’ｅｘｏマイナス）を含有する混合物５
０μｌを含有する反応混合物の５０μｌは３７℃まで加熱され、それぞれのウェルに添加
されて混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒、静止して６秒）３７℃で３０分間インキュベー
トされた（サーモミキサーコンフォート；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）。
【０２８２】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水された。
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【０２８３】
　残余組織の除去
　付着したホルマリン固定パラフィン化マウス脳組織切片を有するスライドは、Ｃｈｉｐ
Ｃｌｉｐスライドホルダー及び１６ウェルマスク（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。ＲＮ
ｅａｓｙ　ＦＦＰＥキット（Ｑｉａｇｅｎ）由来の１５０μｌのプロテイナーゼＫダイジ
ェストバッファーごとに、１０μｌのプロテイナーゼＫ溶液（Ｑｉａｇｅｎ）が添加され
た。５０μｌの最終混合液がそれぞれのウェルに添加され、スライドは５６℃で３０分間
インキュベートされた。
【０２８４】
　ＰＣＲバッファー中ウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出（共有
結合プローブ）
　１６ウェルマスク及びＣｏｄｅＬｉｎｋスライドはＣｈｉｐＣｌｉｐホルダー（Ｗｈａ
ｔｍａｎ）に装着された。１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠
実度反応バッファー（Ｒｏｃｈｅ）、２００μＭ　ｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　
Ｂｉｏｌａｂｓ）及び０．１Ｕ／１μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉ
ｏｌａｂｓ）を含有する５０μｌの混合物を３７℃まで加熱し、それぞれのウェルに添加
し、混ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモミキサーコンフォー
ト；Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）３７℃で３０分間インキュベートした。次に、放出されたｃＤ
ＮＡ及びプローブを含有する反応混合物は、ピペットを用いてウェルから回収された。
【０２８５】
　標識ＤＮＡの合成及びプローブ収集後のＩＤ特異的及び遺伝子特異的生成物の増幅
　ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出に続
く（共有結合プローブ）。
【０２８６】
　切断されたＤＮＡは、最終反応容積１０μｌで増幅された。１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を
有する１．４×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー中、７μｌの切断された鋳型
、１μｌのＩＤ特異的フォワードプライマー（２μＭ）、１μｌの遺伝子特異的リバース
プライマー（２μＭ）及び１μｌのＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドは、１．８
ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー及び１ＵのＦ
ａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドとの１０μｌの最終反応容積を与える。ＰＣＲ増
幅は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、以下のプログラム：
ホットスタート、９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃で１５秒間、５５℃で３
０秒間、６８℃で１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実行された。
【０２８７】
　ランダムプライマー第二鎖合成とそれに続くユニバーサルハンドル増幅による全ゲノム
増幅（得られたｄｓＤＮＡの端に保持されているタグ配列を含む捕捉プローブ配列）
　ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ放出に続
く（共有結合プローブ）。
【０２８８】
　反応混合物は、１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する４０μｌの１×Ｆａｓｔｓｔａｒｔ　
ＨｉＦｉ　ＰＣＲバッファー（ｐＨ８．３）（Ｒｏｃｈｅ、ｗｗｗ．ｒｏｃｈｅ－ａｐｐ
ｌｉｅｄ－ｓｃｉｅｎｃｅ．ｃｏｍ）、０．２ｍＭのそれぞれのｄＮＴＰ（Ｆｅｒｍｅｎ
ｔａｓ、ｗｗｗ．ｆｅｒｍｅｎｔａｓ．ｃｏｍ）、０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎｅｗ　
Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）、０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥ
Ｒ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、放出されたＤＮＡ（表面プローブ
から伸長された）及び放出された表面プローブを含有していた。管は、熱サイクラー（Ａ
ｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、ｗｗｗ．ａｐｐｌｉｅｄｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ．
ｃｏｍ）中、３７℃で３０分間、続いて７０℃で２０分間インキュベートされた。１μｌ
のクレノー断片（３’から５’ｅｘｏマイナス）（Ｉｌｌｕｍｉｎａ、ｗｗｗ．ｉｌｌｕ
ｍｉｎａ．ｃｏｍ）及び１μｌのハンドル連結ランダムプライマー（１０μＭ）（Ｅｕｒ
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ｏｆｉｎｓ　ＭＷＧ　Ｏｐｅｒｏｎ、ｗｗｗ．ｅｕｒｏｆｉｎｓｄｎａ．ｃｏｍ）は管に
添加された。管は、熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、１５
℃で１５分間、２５℃で１５分間、３７℃で１５分間及び最後に７５℃で２０分間インキ
ュベートされた。インキュベーション後、１μｌのそれぞれのプライマー、Ａ＿Ｐ及びＢ
（１０μＭ）（Ｅｕｒｏｆｉｎｓ　ＭＷＧ　Ｏｐｅｒｏｎ）は管に添加された。１μｌの
Ｆａｓｔｓｔａｒｔ　ＨｉＦｉ　ＤＮＡポリメラーゼ（５Ｕ／μｌ）（Ｒｏｃｈｅ）も管
に添加された。ＰＣＲ増幅は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中
で、以下のプログラム：ホットスタート、９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃
で１５秒間、５５℃で３０秒間、６８℃で１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実
行された。増幅後、管由来の４０μｌはＱｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉａｇ
ｅｎ、ｗｗｗ．ｑｉａｇｅｎ．ｃｏｍ）を用いて精製され、３０μｌのＥＢ（１０ｍＭ　
Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５）中に溶出された。精製された生成物はバイオアナライザー
（Ａｇｉｌｅｎｔ、ｗｗｗ．ｈｏｍｅ．ａｇｉｌｅｎｔ．ｃｏｍ）を用いて解析され、Ｄ
ＮＡ　７５００キットが使用された。
【０２８９】
　視覚化
　染色に先立つ蛍光マーカープローブのハイブリダイゼーション
　組織の適用に先立って、蛍光マーカープローブは、捕捉プローブアレイ上にプリントさ
れた指定されたマーカー配列にハイブリダイズされる。蛍光マーカープローブは、組織視
覚化後の得られた画像を方向付けるのに役立ち、画像をシーケンシング後に得られる個々
の捕捉プローブ「タグ」配列についての得られた発現プロファイルと組み合わせることが
可能になる。蛍光プローブをハイブリダイズさせるため、４×ＳＳＣ及び０．１％ＳＤＳ
、２μＭの検出プローブ（Ｐ）を含有するハイブリダイゼーション溶液は５０℃で４分間
インキュベートされた。その間、自製アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装
着された。アレイはそれに続いて、ウェルあたり５０μＬのハイブリダイゼーション溶液
と一緒に５０℃、３０分間、３００ｒｐｍ振盪でインキュベートされた。
【０２９０】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃、０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水された。
【０２９１】
　標識ＤＮＡの合成に先立つ又は後のＦＦＰＥ組織切片の一般的組織学的染色
　捕捉プローブアレイ上に固定化されたＦＦＰＥ組織切片は、前述のように標識ＤＮＡ合
成に先立って脱パラフィン後に洗浄され再水和される、又は前述のように標識ＤＮＡ合成
後に洗浄される。次に、前記切片は以下の通りに処理された；ヘマトキシリン中で３分間
インキュベートする、脱イオン水を用いてすすぐ、水道水中で５分間インキュベートする
、酸性エタノール中８～１２回素早く浸す、水道水中２×１分間すすぐ、脱イオン水中２
分間すすぐ、エオシン中３０秒間インキュベートする、９５％エタノール中３×５分間洗
浄する、１００％エタノール中３×５分間洗浄する、キシレン中３×１０分間洗浄する（
一晩実行することができる）、ＤＰＸを使用してスライド上にカバーガラスを置く、一晩
フード内でスライドを乾燥させる。
【０２９２】
　標識ＤＮＡの合成に先立つ又は後のＦＦＰＥ組織切片における標的タンパク質の一般的
免疫組織化学染色
　捕捉プローブアレイ上に固定化されたＦＦＰＥ組織切片は、前述のように標識ＤＮＡ合
成に先立って脱パラフィン後に洗浄され再水和される、又は前述のように標識ＤＮＡ合成
後に洗浄される。次に、前記切片は、全染色作業中乾燥させておくことなく以下の通りに
処理された；一次抗体をブロッキング溶液（１×ＴＢＳ（Ｔｒｉｓ緩衝食塩水（５０ｍＭ
　Ｔｒｉｓ、１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、ｐＨ７．６）、４％ロバ血清及び０．１％ｔｒｉｔ
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ｏｎ－Ｘ）に希釈する、切片を湿潤チャンバー中室温で一晩一次抗体と一緒にインキュベ
ートする、１×ＴＢＳを用いて３回すすぐ、切片を室温で１時間湿潤チャンバー内で蛍光
色素（ＦＩＴＣ、Ｃｙ３又はＣｙ５）にコンジュゲートされた適合する二次抗体と一緒に
インキュベートする、１×ＴＢＳを用いて３回すすぐ、できる限り多くのＴＢＳを取り除
き、切片をＰｒｏＬｏｎｇ　Ｇｏｌｄ＋ＤＡＰＩ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）と一緒にマウ
ントし、蛍光顕微鏡及び適合するフィルターセットを用いて解析する。
【０２９３】
実施例６
　この実験は実施例５の原理に従って、しかし組織ではなくアレイ上の断片化されたゲノ
ムＤＮＡを使用して行われた。ゲノムＤＮＡはそれぞれ平均サイズ２００ｂｐと７００ｂ
ｐまで予め断片化された。この実験は、前記原理が機能することを明らかにしている。断
片化されたゲノムＤＮＡはＦＦＰＥ組織に極めて類似している。
【０２９４】
　標識ＤＮＡの合成及びプローブ収集後の内部遺伝子特異的生成物の増幅
　１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー（Ｒ
ｏｃｈｅ）、２００μＭのｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）及び０
．１Ｕ／１μｌのＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）を含有する
ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ（共有結合
プローブ）放出に続く。
【０２９５】
　切断されたＤＮＡは、最終反応容積５０μｌで増幅された。４７μｌの切断された鋳型
に、１μｌのＩＤ特異的フォワードプライマー（１０μＭ）、１μｌの遺伝子特異的リバ
ースプライマー（１０μＭ）及び１μｌのＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドが添
加された。ＰＣＲ増幅は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、
以下のプログラム：ホットスタート、９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃で１
５秒間、５５℃で３０秒間、６８℃で１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実行さ
れた。
【０２９６】
　標識ＤＮＡの合成及びプローブ収集後の標識特異的及び遺伝子特異的生成物の増幅
　１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー（Ｒ
ｏｃｈｅ）、２００μＭのｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）及び０
．１Ｕ／１μｌのＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）を含有する
ＰＣＲバッファー中のウラシル切断ＵＳＥＲ酵素混合物を用いた捕捉プローブ（共有結合
プローブ）放出に続く。
【０２９７】
　切断されたＤＮＡは、最終反応容積５０μｌで増幅された。４７μｌの切断された鋳型
に、１μｌの標識特異的フォワードプライマー（１０μＭ）、１μｌの遺伝子特異的リバ
ースプライマー（１０μＭ）及び１μｌのＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度酵素ブレンドが添
加された。ＰＣＲ増幅は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中で、
以下のプログラム：ホットスタート、９４℃で２分間、続いて５０サイクルを９４℃で１
５秒間、５５℃で３０秒間、６８℃で１分間及び最終伸長、６８℃で５分間により実行さ
れた。
フォワード－ゲノムＤＮＡヒトプライマー
５’－ＧＡＣＴＧＣＴＣＴＴＴＴＣＡＣＣＣＡＴＣ－３’（配列番号４７）
リバース－ゲノムＤＮＡヒトプライマー
５’－ＧＧＡＧＣＴＧＣＴＧＧＴＧＣＡＧＧＧ－３’（配列番号４８）
Ｐ－標識特異的プライマー
５’－ＡＴＣＴＣＧＡＣＴＧＣＣＡＣＴＣＴＧＡＡ－３’（配列番号４９）
【０２９８】
　結果は図１７及び２０に示されている。前記図はアレイ上で増幅された内部生成物を示
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しており、図１７及び１８における検出されたピークは予想されたサイズである。したが
って、これはゲノムＤＮＡを捕捉し増幅できることを実証している。図１９及び２０では
、ゲノムＤＮＡのランダム断片化及びターミナルトランスフェラーゼ標識化が極めて多様
な試料プールを生成することを考えると、スメアである。
【０２９９】
実施例７
　ポリメラーゼ伸長及びターミナルトランスフェラーゼテーリングを使用する５’から３
’配向捕捉プローブの代替合成
　捕捉プローブ合成のためのプライマーをハイブリダイズさせるため、４×ＳＳＣ及び０
．１％ＳＤＳ及び２μＭの伸長プリマー（Ａ＿プライマー）を含有するハイブリダイゼー
ション溶液が５０℃で４分間インキュベートされた。その間、自製アレイ（実施例１参照
）はＣｈｉｐＣｌｉｐ（Ｗｈａｔｍａｎ）に装着された。前記アレイは引き続き、ウェル
あたり５０μＬのハイブリダイゼーション溶液を用いて、５０℃、３０分間、３００ｒｐ
ｍ振盪でインキュベートされた。
【０３００】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水され、再びＣｈｉｐＣｌｉｐ
に戻された。
【０３０１】
　１μｌのクレノー断片（３’から５’ｅｘｏマイナス）（Ｉｌｌｕｍｉｎａ、ｗｗｗ．
ｉｌｌｕｍｉｎａ．ｃｏｍ）は１０×クレノーバッファーと共に、ｄＮＴＰそれぞれ２ｍ
Ｍ（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）及び水は５０μｌの反応に混合され、それぞれのウェルにピペ
ットで移された。
【０３０２】
　アレイはＥｐｐｅｎｄｏｒｆサーモミキサーにおいて、１５℃で１５分間、２５℃で１
５分間、３７℃で１５分間及び最後に７５℃で２０分間インキュベートされた。
【０３０３】
　インキュベーション後、アレイはＣｈｉｐＣｌｉｐから取り除かれ、以下の３つのステ
ップ、１）５０℃で０．１％ＳＤＳを有する２×ＳＳＣ液、６分間、３００ｒｐｍ振盪で
、２）０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍ振盪で、及び３）０．１×ＳＳＣ、１分間
、３００ｒｐｍ振盪で洗浄された。次にアレイは、遠心脱水され、再びＣｈｉｐＣｌｉｐ
に戻された。
【０３０４】
　ｄＴテーリングのために、１×ＴｄＴバッファー（２０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－アセテート（
ｐＨ７．９）、５０ｍＭ酢酸カリウム及び１０ｍＭ酢酸マグネシウム）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇ
ｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、ｗｗｗ．ｎｅｂ．ｃｏｍ）、０．１μｇ／μｌ　ＢＳＡ（Ｎ
ｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、０．５μｌのリボヌクレアーゼＨ（５Ｕ／μ
ｌ）、１μｌのＴｄＴ（２０Ｕ／μｌ）及び０．５μｌのｄＴＴＰ（１００ｍＭ）を含有
する５０μｌの混合物が調製された。混合物はアレイ表面に添加され、アレイは熱サイク
ラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）中３７℃で１５分間インキュベートされ
、続いてＴｄＴは７０℃で１０分間不活化された。
【０３０５】
実施例８
　ＵＳＥＲシステム切断及びターミナルトランスフェラーゼを介した増幅を用いて５’か
ら３’高プローブ密度アレイ及びホルマリン固定凍結（ＦＦ凍結）組織を使用する空間ト
ランスクリプトーム
　アレイ調製
　予め製作された高密度マイクロアレイチップはＲｏｃｈｅ　Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎ（Ｍａ
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ｄｉｓｏｎ、ＷＩ、ＵＳＡ）に発注した。それぞれの捕捉プローブアレイは１３５０００
のフィーチャーを含有しており、そのうちの１３２６４０フィーチャーが、独自のＩＤタ
グ配列（位置ドメイン）及び捕捉領域（捕捉ドメイン）を含む捕捉プローブを担持してい
た。それぞれのフィーチャーは１３×１３μｍのサイズであった。捕捉プローブは、５’
から３’方向に、５つのｄＵＴＰ塩基（切断ドメイン）及びジェネラル増幅ドメインを含
有するユニバーサルドメイン、ＩＤタグ（位置ドメイン）並びに捕捉領域（捕捉ドメイン
）で構成されていた（図２２及び表２）。それぞれのアレイは、アレイ視覚化中に方向付
けを助ける蛍光プローブのハイブリダイゼーションを可能にするジェネリック３０ｂｐ配
列（表２）を担持するマーカープローブの枠（図２３）も取り付けられていた。
【０３０６】
　組織調製－ホルマリン固定凍結組織の調製
　動物（マウス）は５０ｍｌのＰＢＳ及び１００ｍｌの４％ホルマリン液を灌流された。
嗅球の切除後、組織は後固定のために２４時間、４％ホルマリン浴に漬けられた。次に、
組織はＰＢＳに溶解させた３０％ショ糖中で２４時間ショ糖処理され、形態を安定化させ
過剰なホルマリンを取り除いた。組織は制御された速度で－４０℃まで凍結降下させ、実
験間は－２０℃で保管した。３時間の組織後固定又は後固定なしの類似の調製は平行標本
について実行された。後固定のない２％ホルマリンを用いた灌流も首尾よく使用された。
同様に、ショ糖処理ステップは省くことができた。組織は１０μｍの切片を作るためにク
リオスタットにマウントされた。組織片は、使用されるそれぞれの捕捉プローブアレイ上
に貼り付けられた。場合によってさらに良好な組織付着性のために、アレイチップは５０
℃で１５分間置かれた。
【０３０７】
　随意の対照－切片組織からの全ＲＮＡ調製
　全ＲＮＡは、製造業者の使用説明書に従ってＲＮｅａｓｙＦＦＰＥキット（Ｑｉａｇｅ
ｎ）を使用して単一の組織切片（１０μｍ）から抽出された。組織切片から得られた全Ｒ
ＮＡは、ＲＮＡが組織切片から直接アレイ上に捕捉される実験との比較のために対照実験
で使用された。したがって、全ＲＮＡがアレイに適用される場合には、組織ステップの染
色、視覚化及び分解は省かれた。
【０３０８】
　オンチップ反応
　マーカープローブの枠プローブへのハイブリダイゼーション、逆転写、核染色、組織消
化及びプローブ切断反応はすべて、ウェルあたり５０μｌの反応容積で１６ウェルシリコ
ンガスケット（Ａｒｒａｙｉｔ、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ、ＣＡ、ＵＳＡ）において実施され
た。蒸発を防ぐために、カセットはプレートシーラー（ｉｎ　Ｖｉｔｒｏ　ＡＢ、Ｓｔｏ
ｃｋｈｏｌｍ、Ｓｗｅｄｅｎ）で覆われた。
【０３０９】
　随意－ｃＤＮＡ合成に先立つ組織透過処理
　プロテイナーゼＫを使用する透過処理のために、プロテイナーゼＫ（Ｑｉａｇｅｎ、Ｈ
ｉｌｄｅｎ、Ｇｅｒｍａｎｙ）は、ＰＢＳ中に１μｇ／ｍｌまで希釈された。前記溶液は
ウェルに添加され、スライドは室温で５分間インキュベートされ、続いて１０分間にわた
り８０℃まで徐々に増加させた。スライドは、逆転写反応前にＰＢＳ中で短時間で洗浄さ
れた。
【０３１０】
　代わりに、マイクロ波を使用する透過処理のために、組織付着後スライドは５０ｍｌの
０．２×ＳＳＣ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）を含有するガラス瓶の底に置かれ、マイ
クロ波オーブンにおいて８００Ｗで１分間加熱された。マイクロ波処理の直後、スライド
は紙ティシューの上に置かれ、不必要な大気曝露から保護されたチャンバー内で３０分間
乾燥された。乾燥後、ｃＤＮＡ合成が開始される前に、スライドは短時間水（リボヌクレ
アーゼ／デオキシリボヌクレアーゼなし）に浸され、最後に遠心分離により遠心乾燥され
た。



(74) JP 5916166 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

【０３１１】
　ｃＤＮＡ合成
　逆転写反応のために、プラチナＴａｑ付のＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔＩＩＩ　Ｏｎｅ－Ｓ
ｔｅｐ　ＲＴ－ＰＣＲ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ／Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ、ＵＳＡ）が使用された。逆転写反応は、最終容
積５０μｌで１×反応混合物、１×ＢＳＡ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ、
Ｉｐｓｗｉｃｈ、ＭＡ、ＵＳＡ）及び２μｌのＳｕｐｅｒＳｃｒｉｐｔＩＩＩ　ＲＴ／Ｐ
ｌａｔｉｎｕｍ　Ｔａｑ混合物を含有していた。この溶液は組織切片に適用する前に５０
℃まで加熱され、反応は５０℃で３０分間実施された。逆転写溶液はそれに続いてウェル
から取り除かれ、スライドは２時間風乾させておいた。
【０３１２】
　組織視覚化
　ｃＤＮＡ合成後、核染色及びマーカープローブの枠プローブ（アレイ上の組織試料の方
向付けを可能にするためにアレイ基板に付着しているプローブ）へのハイブリダイゼーシ
ョンは同時に実行された。濃度３００ｎＭのＤＡＰＩ及びＰＢＳ中濃度１７０ｎＭのマー
カープローブを有する溶液が調製された。この溶液はウェルに添加され、スライドは室温
で５分間インキュベートされ、続いてＰＢＳ中で短時間洗浄され、遠心乾燥させた。
【０３１３】
　代わりに、マーカープローブは、組織をアレイ上に置くのに先立って枠プローブにハイ
ブリダイズされた。次に、マーカープローブはハイブリダイゼーション溶液（４×ＳＳＣ
、０．１％ＳＤＳ）中１７０ｎＭまで希釈された。この溶液はチップに適用する前に５０
℃まで加熱され、ハイブリダイゼーションは５０℃、３０分間、３００ｒｐｍで実施され
た。ハイブリダイゼーション後、スライドは、２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、５０℃、１
０分間、３００ｒｐｍで、０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍで、及び０．１×ＳＳ
Ｃ、１分間、３００ｒｐｍで洗浄された。その場合、ｃＤＮＡ合成後の染色液は、ＰＢＳ
中３００ｎＭまで希釈された核ＤＡＰＩ染色を含有しているだけであった。前記溶液はウ
ェルに適用され、スライドは室温で５分間インキュベートされ、続いてＰＢＳ中で短時間
洗浄し、遠心乾燥させた。
【０３１４】
　切片はＺｅｉｓｓ　Ａｘｉｏ　Ｉｍａｇｅｒ　Ｚ２を用いて顕微鏡的に調べられ、Ｍｅ
ｔａＳｙｓｔｅｍｓソフトウェアを用いて処理された。
【０３１５】
　組織除去
　組織切片は、ＲＮｅａｓｙ　ＦＦＰＥキットからのＰＫＤバッファー（両方ともＱｉａ
ｇｅｎ社製）中に１．２５μｇ／μｌまで希釈されたプロテイナーゼＫを使用して、３０
０ｒｐｍで３秒間、次に静止させて６秒間の間隔を開けて混合させて、５６℃で３０分間
消化された。スライドはそれに続いて２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、５０℃、１０分間、
３００ｒｐｍで、０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍで、及び０．１×ＳＳＣ、１分
間、３００ｒｐｍで洗浄された。
【０３１６】
　プローブ放出
　シリコンガスケット付の１６ウェルハイブリダイゼーションカセット（Ａｒｒａｙｌｔ
）は３７℃まで予熱され、Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎスライドに装着させた。濃度未知の溶解バ
ッファー（Ｔａｋａｒａ）、０．１Ｕ／μｌ　ＵＳＥＲ酵素（ＮＥＢ）及び０．１μｇ／
μｌのＢＳＡからなる、３７℃まで予熱した容積５０μｌの切断混合物が表面固定化ｃＤ
ＮＡを含有するウェルのそれぞれに添加された。泡の除去後、スライドは密封され、サー
モミキサーコンフォート内、３７℃で３０分間インキュベートされ、３００ｒｐｍで３秒
間と間に静止６秒間をおくサイクル振盪させた。インキュベーション後、４５μｌの切断
混合物は使用されたウェルのそれぞれから収集され、０．２ｍｌのＰＣＲ管に入れられた
（図２４）。
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【０３１７】
　ライブラリー調製
　エキソヌクレアーゼ処理
　前記溶液を氷上で２分間冷却後、エキソヌクレアーゼＩ（ＮＥＢ）が添加され、伸長し
ていないｃＤＮＡプローブを取り除き、最終容積４６．２μｌ及び最終濃度０．５２Ｕ／
μｌにした。管は熱サイクラー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）において３７
℃で３０分間インキュベートされ、続いてエキソヌクレアーゼは８０℃で２５分間不活化
された。
【０３１８】
　ターミナルトランスフェラーゼによるｄＡテーリング
　エキソヌクレアーゼステップ後、４５μｌのポリＡテーリング混合物は、製造業者の使
用説明書に従って、ＴｄＴバッファー（Ｔａｋａｒａ）、３ｍＭのｄＡＴＰ（Ｔａｋａｒ
ａ）及びマニュファクチャラーズＴｄＴ酵素混合物（ＴｄＴ及びリボヌクレアーゼＨ）（
Ｔａｋａｒａ）から成るが、試料のそれぞれに添加された。混合物は熱サイクラーにおい
て３７℃で１５分間インキュベートされ、続いてＴｄＴは７０℃で１０分間不活化された
。
【０３１９】
　第二鎖合成及びＰＣＲ増幅
　ｄＡテーリング後、２３μｌのＰＣＲマスター混合物は、試料あたり４個の新しい０．
２ｍｌ　ＰＣＲ管に入れ、それぞれの管に２μｌ試料が鋳型として添加された。最終ＰＣ
Ｒは、１×Ｅｘ　Ｔａｑバッファー（Ｔａｋａｒａ）、２００μＭのそれぞれのｄＮＴＰ
（Ｔａｋａｒａ）、６００ｎＭのＡ＿プライマー（ＭＷＧ）、６００ｎＭのＢ＿ｄＴ２０
ＶＮ＿プライマー（ＭＷＧ）及び０．０２５Ｕ／μｌのＥｘ　Ｔａｑポリメラーゼ（Ｔａ
ｋａｒａ）から成っていた（表２）。第二ｃＤＮＡ鎖は、熱サイクラーにおいて９５℃で
３分間、５０℃で２分間及び７２℃で３分間の１サイクルを実行することにより作製され
た。次に、試料は、９５℃で３０秒間、６７℃で１分間及び７２℃で３分間の２０サイク
ル（ライブラリー調製のため）又は３０サイクル（ｃＤＮＡの存在を確認するため）を実
行することにより増幅され、続いて７２℃で１０分間最終伸長させた。
【０３２０】
　ライブラリー精製
　増幅後、４つのＰＣＲ（１００μｌ）は５００μｌの結合バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）
と混合され、Ｑｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉａｇｅｎ）に入れられ、増幅さ
れたｃＤＮＡを膜に結合させるために１７９００×ｇで１分間回転させた。次に、膜はエ
タノールを含有する洗浄バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて洗浄され、最後に５０μｌ
の１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３２１】
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉ
ｏｎｓ）を用いてＣＡ－精製（カルボン酸にコンジュゲートされた超常磁性ビーズによる
精製）によりさらに精製され濃縮された。１５０～２００ｂｐ未満の断片を取り除くため
に最終ＰＥＧ濃度１０％が使用された。増幅されたｃＤＮＡは１０分間ＣＡビーズ（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ）に結合させておき、次に１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ
８．５に溶出させた。
【０３２２】
　ライブラリー品質解析
　３０サイクル増幅された試料は、増幅されたｃＤＮＡライブラリーの存在を確認するた
めにＡｇｉｌｅｎｔバイオアナライザー（Ａｇｉｌｅｎｔ）を用いて解析され、ＤＮＡ高
感度キット又はＤＮＡ　１０００キットが、材料の量に応じて使用された。
【０３２３】
　シーケンシングライブラリー調製
　ライブラリーインデックス化
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　２０サイクル増幅された試料をさらに使用して、シーケンシングライブラリーを調製し
た。インデックスＰＣＲマスター混合物は試料ごとに調製され、２３μｌが６個の０．２
ｍｌ管に入れられた。２μｌの増幅され精製されたｃＤＮＡが６つのＰＣＲのそれぞれに
鋳型として添加され、１×Ｐｈｕｓｉｏｎマスター混合物（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）、５０
０ｎＭのＩｎＰＥ１．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）、５００ｎＭのＩｎｄｅｘ　１－１２（Ｉ
ｌｌｕｍｉｎａ）及び０．４ｎＭのＩｎＰＥ２．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）を含有するＰＣ
Ｒを作製した。試料は、熱サイクラーにおいて、９８℃で３０秒間、６５℃で３０秒間及
び７２℃で１分間の１８サイクルで増幅され、続いて７２℃で５分間最終伸長させた。
【０３２４】
　シーケンシングライブラリー精製
　増幅後、６つのＰＣＲ（１５０μｌ）は７５０μｌの結合バッファーと混合され、Ｑｉ
ａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラムに入れられ、増幅されたｃＤＮＡを膜に結合させるため
に１７９００×ｇで１分間回転させた（大きな試料容積（９００μｌ）のせいで、試料は
２つ（それぞれ４５０μｌ）に分割され２つの別々のステップで結合された）。次に、膜
はエタノールを含有する洗浄バッファーを用いて洗浄され、最後に５０μｌの１０ｍＭ　
Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３２５】
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボットを用いてＣＡ－精製によりさらに精製され
濃縮された。３００～３５０ｂｐ未満の断片を取り除くために最終ＰＥＧ濃度７．８％が
使用された。増幅されたｃＤＮＡは１０分間ＣＡビーズに結合させておき、次に１５μｌ
の１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。試料は、完成ライブラリーの存
在及びサイズを確認するためにＡｇｉｌｅｎｔバイオアナライザーを用いて解析され、Ｄ
ＮＡ高感度キット又はＤＮＡ　１０００キットが、材料の量に応じて製造業者の使用説明
書に従って使用された（図２５）。
【０３２６】
　シーケンシング
　前記ライブラリーは、製造業者の使用説明書に従って、望ましいデータ処理能力に応じ
て、Ｉｌｌｕｍｉｎａ　Ｈｉｓｅｑ２０００又はＭｉｓｅｑ上でシーケンシングされた。
場合によって読取り２では、カスタムシーケンシングプライマーＢ＿ｒ２を使用して、２
０Ｔのホモポリマーストレッチを通じたシーケンシングを回避した。
【０３２７】
　データ解析
　読取り１は５’端部で４２塩基刈り取られた。リード２は５’端部で２５塩基刈り取ら
れた（場合によって、カスタムプライマーが使用された場合には、読取り２から塩基は刈
り取られなかった）。次に、前記読取りはリピート遮蔽マスマスキュラス（Ｍｕｓ　ｍｕ
ｓｃｕｌｕｓ）９ゲノムアセンブリーへボウタイ（ｂｏｗｔｉｅ）を用いてマッピングさ
れ、出力はＳＡＭファイルフォーマットにフォーマットされた。マッピングされた読取り
は抜き出され、ＵＣＳＣ　ｒｅｆＧｅｎｅ遺伝子アノテーションを用いて推定された。イ
ンデックスは「インデックスファインダー」（インデックス回収のための自製ソフトウェ
ア）を用いて回収された。次に、すべての捕捉された転写物及びチップ上のそのそれぞれ
のインデックス位置に関する情報を含有するモンゴＤＢデータベースが作成された。
【０３２８】
　ｍａｔｌａｂ実施はデータベースと結び付けられ、データの空間視覚化及び解析が可能
になった（図２６）。
【０３２９】
　場合によって、データ視覚化は、正確な整列化のために蛍光標識された枠プローブを使
用し、空間トランスクリプトームデータ抽出を可能にする顕微鏡画像を重ね合わされた。
【０３３０】
実施例９
　ＭｕｔＹシステム切断及びＴｄＴを介する増幅を用いて３’から５’高プローブ密度ア
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レイ及びＦＦＰＥ組織を使用する空間トランスクリプトーム
　アレイ調製
　予め製作された高密度マイクロアレイチップはＲｏｃｈｅ　Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎ（Ｍａ
ｄｉｓｏｎ、ＷＩ、ＵＳＡ）に発注した。それぞれの使用された捕捉プローブアレイは７
２ｋのフィーチャーを含有しており、そのうちの６６０２２が、独自のＩＤタグ相補的配
列を含有していた。それぞれのフィーチャーは１６×１６μｍのサイズであった。捕捉プ
ローブは、３つの追加の塩基がプローブの上部（Ｐ’）ジェネラルハンドルに付加されて
プローブを長バージョンのＰ’、ＬＰ’にする以外は、自製プリントされた３’から５’
アレイのために使用されたプローブと同じように３’から５’に構成されていた（表２）
。それぞれのアレイは、アレイ視覚化中に方向付けを助ける蛍光プローブのハイブリダイ
ゼーションを可能にするジェネリック３０ｂｐ配列を担持するプローブの枠も取り付けら
れていた。
【０３３１】
　５’から３’配向捕捉プローブの合成
　高密度アレイ上での５’から３’配向捕捉プローブの合成は、伸長及びライゲーション
ステップが５５℃で１５分間、続いて７２℃で１５分間実行されたこと以外は、自製プリ
ントされたアレイの場合と同じように実行された。Ａハンドルプローブ（表２）は、下に
説明されるＭｕｔＹ酵素システムを通じたプローブのその後の放出を可能にするＡ／Ｇミ
スマッチを含んでいた。Ｐプローブは、表面上のさらに長いプローブに適合するようにさ
らに長いＬＰバージョンで置き換えられた。
【０３３２】
　ホルマリン固定パラフィン包埋組織の調製及び脱パラフィン
　これは、自製プロトコールにおいて上で説明された通りに実行された。
【０３３３】
　ｃＤＮＡ合成及び染色
　ｃＤＮＡ合成及び染色は、ビオチン標識ｄＣＴＰ及びｄＡＴＰが４つの定まったｄＮＴ
Ｐ（それぞれがビオチン標識したものの２５倍で存在していた）と共にｃＤＮＡ合成に添
加されたこと以外は、５’から３’配向高密度Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎアレイについてのプロ
トコールの通りに実行された。
【０３３４】
　組織除去
　組織除去は、実施例８において説明される５’から３’配向高密度Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎ
アレイについてのプロトコールと同じように実行された。
【０３３５】
　ＭｕｔＹによるプローブ切断
　シリコンガスケット（ＡｒｒａｙｌＴ）付の１６ウェルインキュベーションチャンバー
は３７℃まで予熱され、Ｃｏｄｅｌｉｎｋスライドに装着された。３７℃まで予熱され、
１×エンドヌクレアーゼＶＩＩＩバッファー（ＮＥＢ）、１０Ｕ／μｌのＭｕｔＹ（Ｔｒ
ｅｖｉｇｅｎ）、１０Ｕ／μｌのエンドヌクレアーゼＶＩＩＩ（ＮＥＢ）、０．１μｇ／
μｌのＢＳＡから成る容積５０μｌの切断混合物が、表面固定化ｃＤＮＡを含有するウェ
ルのそれぞれに添加された。泡を除去後、スライドは密封され、サーモミキサーコンフォ
ートにおいて３７℃で３０分間インキュベートされ、３００ｒｐｍで３秒間と間に６秒間
の静止でサイクル振盪した。インキュベーション後、プレートシーラーは取り除かれ、４
０μｌの切断混合物は使用されたウェルのそれぞれから収集されて、ＰＣＲプレートに置
かれた。
【０３３６】
　ライブラリー調製
　ビオチン－ストレプトアビジン媒介ライブラリー精製
　非伸長ｃＤＮＡプローブを取り除きバッファーを交換するために、ビオチン標識ｃＤＮ
Ａをストレプトアビジン被覆Ｃ１ビーズ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に結合させビーズを０
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．１Ｍ　ＮａＯＨ（新たに作製される）で洗浄することにより試料は精製された。精製は
ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）を用いて実行され、ビ
オチン標識ｃＤＮＡはＣ１ビーズに１０分間結合させておき、次に、ビーズ－水溶液を８
０℃まで加熱してビオチン－ストレプトアビジン結合を切断することにより２０μｌの水
中に溶出させた。
【０３３７】
　ターミナルトランスフェラーゼによるｄＡテーリング
　精製ステップ後、製造業者の使用説明書に従って、１８μｌのそれぞれの試料は新しい
０．２ｍｌのＰＣＲ管に入れられ、２２μｌのポリＡテーリングマスター混合物と混合さ
れて、溶解バッファー（Ｔａｋａｒａ、Ｃｅｌｌａｍｐ全トランスクリプトーム増幅キッ
ト）、ＴｄＴバッファー（Ｔａｋａｒａ）、１．５ｍＭ　ｄＡＴＰ（Ｔａｋａｒａ）及び
ＴｄＴ酵素混合物（ＴｄＴ及びリボヌクレアーゼＨ）（Ｔａｋａｒａ）から成る４０μｌ
の反応混合物とした。混合物は熱サイクラーにおいて３７℃で１５分間インキュベートさ
れ、続いてＴｄＴは７０℃で１０分間不活化された。
【０３３８】
　第二鎖合成及びＰＣＲ増幅
　ｄＡテーリング後、２３μｌのＰＣＲマスター混合物は、試料あたり４個の新しい０．
２ｍｌ　ＰＣＲ管に入れ、それぞれの管に２μｌ試料が鋳型として添加された。最終ＰＣ
Ｒは、１×Ｅｘ　Ｔａｑバッファー（Ｔａｋａｒａ）、２００μＭのそれぞれのｄＮＴＰ
（Ｔａｋａｒａ）、６００ｎＭのＡ＿プライマー（ＭＷＧ）、６００ｎＭのＢ＿ｄＴ２０
ＶＮ＿プライマー（ＭＷＧ）及び０．０２５Ｕ／μｌのＥｘ　Ｔａｑポリメラーゼ（Ｔａ
ｋａｒａ）から成っていた。第二ｃＤＮＡ鎖は、熱サイクラーにおいて９５℃で３分間、
５０℃で２分間及び７２℃で３分間の１サイクルを実行することにより作製された。次に
、試料は、９５℃で３０秒間、６７℃で１分間及び７２℃で３分間の２０サイクル（ライ
ブラリー調製のため）又は３０サイクル（ｃＤＮＡの存在を確認するため）を実行するこ
とにより増幅され、続いて７２℃で１０分間最終伸長させた。
【０３３９】
　ライブラリー精製
　増幅後、４つのＰＣＲ（１００μｌ）は５００μｌの結合バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）
と混合され、Ｑｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉａｇｅｎ）に入れられ、増幅さ
れたｃＤＮＡを膜に結合させるために１７９００×ｇで１分間回転させた。次に、膜はエ
タノールを含有する洗浄バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて洗浄され、最後に５０μｌ
の１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３４０】
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉ
ｏｎｓ）を用いてＣＡ－精製（カルボン酸にコンジュゲートされた超常磁性ビーズによる
精製）によりさらに精製され濃縮された。１５０～２００ｂｐ未満の断片を取り除くため
に最終ＰＥＧ濃度１０％が使用された。増幅されたｃＤＮＡは１０分間ＣＡビーズ（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ）に結合させておき、次に１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐ
Ｈ８．５に溶出させた。
【０３４１】
　二次ＰＣＲ増幅
　最終ＰＣＲは、１×ＥＸ　Ｔａｑバッファー（Ｔａｋａｒａ）、２００μＭのそれぞれ
のｄＮＴＰ（Ｔａｋａｒａ）、６００ｎＭのＡ＿プライマー（ＭＷＧ）、６００ｎＭのＢ
＿プライマー（ＭＷＧ）及び０．０２５Ｕ／μｌのＥｘ　Ｔａｑポリメラーゼ（Ｔａｋａ
ｒａ）から成っていた。試料は３分間で９５℃まで加熱し、次に、９５℃で３０秒間、６
５℃で１分間及び７２℃で３分間の１０サイクルを実行することにより増幅され、続いて
７２℃で１０分間最終伸長させた。
【０３４２】
　二次ライブラリー精製
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　増幅後、４つのＰＣＲ（１００μｌ）は５００μｌの結合バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）
と混合され、Ｑｉａｑｕｉｃｋ　ＰＣＲ精製カラム（Ｑｉａｇｅｎ）に入れられ、増幅さ
れたｃＤＮＡを膜に結合させるために１７９００×ｇで１分間回転させた。次に、膜はエ
タノールを含有する洗浄バッファー（Ｑｉａｇｅｎ）を用いて洗浄され、最後に５０μｌ
の１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３４３】
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉ
ｏｎｓ）を用いてＣＡ－精製（カルボン酸にコンジュゲートされた超常磁性ビーズによる
精製）によりさらに精製され濃縮された。１５０～２００ｂｐ未満の断片を取り除くため
に最終ＰＥＧ濃度１０％が使用された。増幅されたｃＤＮＡは１０分間ＣＡビーズ（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ）に結合させておき、次に１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐ
Ｈ８．５に溶出させた。
【０３４４】
　シーケンシングライブラリー調製
　ライブラリーインデックス化
　２０サイクル増幅された試料をさらに使用して、シーケンシングライブラリーを調製し
た。インデックスＰＣＲマスター混合物は試料ごとに調製され、２３μｌが６個の０．２
ｍｌ管に入れられた。２μｌの増幅され精製されたｃＤＮＡが６つのＰＣＲのそれぞれに
鋳型として添加され、１×Ｐｈｕｓｉｏｎマスター混合物（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）、５０
０ｎＭのＩｎＰＥ１．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）、５００ｎＭのＩｎｄｅｘ　１－１２（Ｉ
ｌｌｕｍｉｎａ）及び０．４ｎＭのＩｎＰＥ２．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）を含有するＰＣ
Ｒを作製した。試料は、熱サイクラーにおいて、９８℃で３０秒間、６５℃で３０秒間及
び７２℃で１分間の１８サイクルで増幅され、続いて７２℃で５分間最終伸長させた。
【０３４５】
　シーケンシングライブラリー精製
　増幅後、試料はＭＢＳロボットを用いてＣＡ精製により精製され濃縮された。３００～
３５０ｂｐ未満の断片を取り除くために最終ＰＥＧ濃度７．８％が使用された。増幅され
たｃＤＮＡを１０分間、ＣＡビーズに結合させておき、次に、１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒ
ｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３４６】
　１０μｌの増幅され精製された試料は、Ｃａｌｉｐｅｒ　ＸＴチップ上に置かれ、４８
０ｂｐから７２０ｂｐまでの断片はＣａｌｉｐｅｒ　ＸＴ（Ｃａｌｉｐｅｒ）で切り出さ
れた。試料は、完成ライブラリーの存在及びサイズを確認するためにＡｇｉｌｅｎｔバイ
オアナライザーを用いて解析され、ＤＮＡ高感度キットが使用された。
【０３４７】
　シーケンシング及びデータ解析
　シーケンシング及びバイオインフォマティックは、実施例８において説明された５’か
ら３’配向高密度Ｎｉｍｂｌｅｇｅｎアレイについてのプロトコールと同じように実行さ
れた。しかし、データ解析では、転写物のマッピングでは読取り１は使用されなかった。
特異的Ｏｌｆｒ転写物は、Ｍａｔｌａｂ視覚化ツールを使用して分類することができた（
図２７）。
【０３４８】
実施例１０
　プロテイナーゼＫ又はマイクロ波を通じた透過処理を用い、ＵＳＥＲシステム切断及び
ＴｄＴを介した増幅を用いる、５’から３’配向プローブとホルマリン固定凍結（ＦＦ－
凍結）組織を有する自製プリントされた４１－タグマイクロアレイを使用する空間トラン
スクリプトーム
　アレイ調製
　前記の通りであるが、実施例８の５’から３’配向高密度アレイにおけるプローブと同
じ組成を有する４１の独自のＩＤタグプローブのパターンで自製アレイはプリントされた
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（図２８）。
【０３４９】
　他のすべてのステップは、実施例８において説明されたプロトコールと同じように実行
された。
【０３５０】
実施例１１
　ｃＤＮＡ合成ステップを実施するための代替方法
　上記のチップ上のｃＤＮＡ合成は、鋳型切替えプライマーをｃＤＮＡ合成反応に添加す
ることにより第二鎖を作製する鋳型切替えと組み合わせることもできる（表２）。第二増
幅ドメインは、逆転写酵素により第一ｃＤＮＡ鎖の３’端部にカップリングされる終端塩
基に前記ドメインを結合させることにより導入され、第二鎖の合成をプライミングする。
ライブラリーは、アレイ表面からの二本鎖複合体の放出の直後に容易に増幅させることが
できる。
【０３５１】
実施例１２
　ＵＳＥＲシステム切断及びＴｄＴ－テーリング又は転座特異的プライマーを介した増幅
を用いた、５’から３’配向プローブ及び断片化されたポリＡテールｇＤＮＡを有する自
製プリントされた４１タグマイクロアレイを使用する空間ゲノミクス
　アレイ調製
　前記の通りであるが、実施例８の５’から３’配向高密度におけるプローブと同じ組成
を有する４１の独自のＩＤタグプローブのパターンでＣｏｄｅｌｉｎｋスライド（Ｓｕｒ
ｍｏｄｉｃｓ）を使用して自製アレイはプリントされた。
【０３５２】
　細胞からの全ＤＮＡ調製
　ＤＮＡ断片化
　ゲノムＤＮＡ（ｇＤＮＡ）は、Ａ４３１及びＵ２ＯＳ株化細胞から、製造業者の使用説
明書に従ってＤＮｅａｓｙキット（Ｑｉａｇｅｎ）により抽出された。ＤＮＡは製造業者
の使用説明書に従ってＣｏｖａｒｉｓ超音波処理器（Ｃｏｖａｒｉｓ）上で５００ｂｐま
で断片化された。
【０３５３】
　試料は、ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉｏｎｓ）を用いるＣ
Ａ精製（カルボン酸にコンジュゲートされた超常磁性ビーズによる精製）により精製され
濃縮された。１５０～２００ｂｐ未満の断片を取り除くために最終ＰＥＧ濃度１０％が使
用された。断片化されたＤＮＡは１０分間ＣＡビース（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に結合さ
せておき、次に１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。
【０３５４】
　随意対照－異なる株化細胞のスパイク
　Ａ４３１　ＤＮＡのＵ２ＯＳ　ＤＮＡへのスパイクを通じて、Ａ４３１　ＤＮＡの１％
、１０％又は５０％のスパイクからなど、異なるレベルの捕捉感度を測定することができ
る。
【０３５５】
　ターミナルトランスフェラーゼによるｄＡテーリング
　４５μｌポリＡテーリング混合物（製造業者の使用説明書によれば、ＴｄＴバッファー
（Ｔａｋａｒａ）、３ｍＭ　ｄＡＴＰ（Ｔａｋａｒａ）及びＴｄＴ酵素混合物（ＴｄＴ及
びリボヌクレアーゼＨ）（Ｔａｋａｒａ）から成る）は、０．５μｇの断片化されたＤＮ
Ａに添加された。混合物は熱サイクラーにおいて３７℃で３０分間インキュベートされ、
続いてＴｄＴは８０℃で２０分間不活化された。次に、ｄＡテール断片は製造業者の使用
説明書に従って、Ｑｉａｑｕｉｃｋ（Ｑｉａｇｅｎ）カラムを通じて浄化され、濃度は製
造業者の使用説明書に従って、Ｑｕｂｉｔシステム（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を使用して
測定された。
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【０３５６】
　オンチップ実験
　ハイブリダイゼーション、第二鎖合成及び切断反応は、１６ウェルシリコンガスケット
（Ａｒｒａｙｌｔ、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ、ＣＡ、ＵＳＡ）のチップ上で実施された。蒸発
を防ぐために、カセットはプレートシーラー（ｉｎ　Ｖｉｔｒｏ　ＡＢ、Ｓｔｏｃｋｈｏ
ｌｍ、Ｓｗｅｄｅｎ）で覆われた。
【０３５７】
　ハイブリダイゼーション
　１１７ｎｇのＤＮＡは、１×ＮＥＢバッファー（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａ
ｂｓ）及び１×ＢＳＡから成る総容積４５μｌ中で予め暖められたアレイ（５０℃）上の
ウェルに置かれた。混合物はＭＴＰブロックを備えたサーモミキサーコンフォート（Ｅｐ
ｐｅｎｄｏｒｆ）において５０℃で３０分間、３００ｒｐｍ振盪でインキュベートされた
。
【０３５８】
　第二鎖合成
　ハイブリダイゼーション混合物を取り除かずに、１×ＮＥＢバッファー、１．５μｌの
クレノーポリメラーゼ及び３．７５μｌのｄＮＴＰ（それぞれ２ｍＭ）から成る１５μｌ
のクレノー伸長反応混合物がウェルに添加された。反応混合物はサーモミキサーコンフォ
ート（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ）において３７℃で３０分間、振盪せずにインキュベートされ
た。
【０３５９】
　スライドはそれに続いて、２×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳ、５０℃、１０分間、３００ｒ
ｐｍで、０．２×ＳＳＣ、１分間、３００ｒｐｍで、及び０．１×ＳＳＣ、１分間、３０
０ｒｐｍで洗浄された。
【０３６０】
　プローブ放出
　１．８ｍＭ　ＭｇＣｌ２を有する１×ＦａｓｔＳｔａｒｔ高忠実度反応バッファー（Ｒ
ｏｃｈｅ）、２００μＭ　ｄＮＴＰ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）、１×
ＢＳＡ及び０．１Ｕ／１μｌ　ＵＳＥＲ酵素（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ
）を含有する容積５０μｌの混合物を３７℃まで加熱し、それぞれのウェルに添加し、混
ぜながら（３００ｒｐｍで３秒間、静止して６秒間）（サーモミキサーコンフォート；Ｅ
ｐｐｅｎｄｏｒｆ）３７℃で３０分間インキュベートした。次に、放出されたＤＮＡを含
有する反応混合物は、ピペットを用いてウェルから回収された。
【０３６１】
　ライブラリー調製
　増幅反応
　増幅は、７．５μｌの放出された試料、１μｌのそれぞれのプライマー及び０．５μｌ
の酵素から成る１０μｌの反応において実行された（Ｒｏｃｈｅ、ＦａｓｔＳｔａｒｔ　
ＨｉＦｉ　ＰＣＲシステム）。反応は、９４℃で２分間、１サイクルの９４℃で１５秒間
、５５℃で２分間、７２℃で２分間、３０サイクルの９４℃で１５秒間、６５℃で３０秒
間、７２℃で９０秒間及び最終伸長７２℃で５分間として循環された。
【０３６２】
　シーケンシングのためのライブラリーの調製では、２つのプライマーは、表面プローブ
Ａハンドル及び特異的転座プライマー（Ａ４３１では）又はＢハンドルに連結された特異
的ＳＮＰプライマーのいずれかから成っていた（表２）。
【０３６３】
　ライブラリー精製
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボット（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｂｉｏｓｏｌｕｔｉ
ｏｎｓ）を用いてＣＡ－精製（カルボン酸にコンジュゲートされた超常磁性ビーズによる
精製）によりさらに精製され濃縮された。１５０～２００ｂｐ未満の断片を取り除くため
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ｉｔｒｏｇｅｎ）に結合させておき、次に１５μｌの１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ
８．５に溶出させた。
【０３６４】
　ライブラリー品質解析
　試料は、増幅されたＤＮＡライブラリーの存在を確認するためにＡｇｉｌｅｎｔバイオ
アナライザー（Ａｇｉｌｅｎｔ）を用いて解析され、ＤＮＡ高感度キット又はＤＮＡ　１
０００キットが、材料の量に応じて使用された。
【０３６５】
　ライブラリーインデックス化
　２０サイクル増幅された試料をさらに使用して、シーケンシングライブラリーを調製し
た。インデックスＰＣＲマスター混合物は試料ごとに調製され、２３μｌが６個の０．２
ｍｌ管に入れられた。２μｌの増幅され精製されたｃＤＮＡが６つのＰＣＲのそれぞれに
鋳型として添加され、１×Ｐｈｕｓｉｏｎマスター混合物（Ｆｅｒｍｅｎｔａｓ）、５０
０ｎＭのＩｎＰＥ１．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）、５００ｎＭのＩｎｄｅｘ　１－１２（Ｉ
ｌｌｕｍｉｎａ）及び０．４ｎＭのＩｎＰＥ２．０（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）を含有するＰＣ
Ｒを作製した。試料は、熱サイクラーにおいて、９８℃で３０秒間、６５℃で３０秒間及
び７２℃で１分間の１８サイクルで増幅され、続いて７２℃で５分間最終伸長させた。
【０３６６】
　シーケンシングライブラリー精製
　精製され濃縮された試料は、ＭＢＳロボットを用いてＣＡ－精製によりさらに精製され
濃縮された。３００～３５０ｂｐ未満の断片を取り除くために最終ＰＥＧ濃度７．８％が
使用された。増幅されたＤＮＡは１０分間ＣＡビーズに結合させておき、次に１５μｌの
１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－Ｃｌ、ｐＨ８．５に溶出させた。試料は、完成されたライブラリー
の存在及びサイズを確認するためにＡｇｉｌｅｎｔバイオアナライザーを用いて解析され
、ＤＮＡ高感度キット又はＤＮＡ　１０００キットは製造業者の使用説明書に従って、材
料の量に応じて使用された（図２９）。
【０３６７】
　シーケンシング
　シーケンシングは、実施例８において説明された５’から３’配向高密度Ｎｉｍｂｌｅ
ｇｅｎアレイについてのプロトコールと同じように実行された。
【０３６８】
　ＤＮＡ解析
　ＤＮＡ解析は、整列配置されたＩＤ捕捉プローブの捕捉感度を決定するために実行され
た。読取り２は、転座又はＳＮＰプライマーのいずれかのその含有量に基づいて分類され
た。次に、これらの読取りは、読取り１に含有されるそのＩＤあたりで分類された。
【０３６９】
　随意対照－株化細胞特異的転座の直接増幅
　これは、ＰＣＲにより直接スパイクされた株化細胞の捕捉感度を測定するために使用さ
れた。Ａ４３１転座のためのフォワード及びリバースプライマー（表２）を使用して、第
二鎖コピーされ放出された物質における転座を試みその存在を検出した（図３０）。
【０３７０】



(83) JP 5916166 B2 2016.5.11

10

20

30

40

【表２】
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