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(57)【要約】
本方法は、ポリヌクレオチド及び増幅試薬混合物を組み
合わせて、反応混合物を形成するステップであって、反
応混合物が、溶液中で、可逆的に結合した二価イオンを
含む、ステップと、可逆的に結合した二価イオンを放出
するように反応混合物のｐＨを調整し、それによってポ
リヌクレオチドの増幅を開始するステップを含む。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ポリヌクレオチド及び増幅試薬混合物を組み合わせて、反応混合物を形成するス
テップであって、反応混合物が溶液中で可逆的に結合した二価イオンを含む、ステップと
、
（ｂ）可逆的に結合した二価イオンを放出するように反応混合物のｐＨを調整し、
それによってポリヌクレオチドの増幅を開始するステップと
を含む方法。
【請求項２】
二価イオンが、マグネシウム、カルシウム、銅、亜鉛、マンガン、鉄、カドミウム及び
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鉛からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
二価イオンがマグネシウムである、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
増幅試薬混合物がｐＨ感受性キレート化剤を含む、請求項１〜３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項５】
ｐＨ感受性キレート化剤が、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）
四酢酸、ＥＧＴＡ誘導体及びＥＤＴＡ誘導体からなる群から選択される、請求項４に記載
の方法。
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【請求項６】
増幅試薬混合物が温度感受性バッファーを含む、請求項１〜５のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項７】
温度感受性バッファーがトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含む、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
反応混合物のｐＨが温度感受性バッファーのｐＨに従って調整される、請求項６又は７
に記載の方法。
【請求項９】
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反応混合物のｐＨが、第１の温度から第２の温度に反応混合物の温度を変化させること
によって調整される、請求項１〜８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
第２の温度での温度感受性バッファーのｐＫａが、第１の温度での温度感受性バッファ
ーのｐＫａより少なくとも０．４低い、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
温度感受性バッファーが−０．０４℃−１〜−０．０１５℃−１のΔｐＫａを有する、
請求項６〜１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
第１の温度が、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約３０℃であ
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る、請求項９〜１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
第２の温度が、約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０℃、約５０℃〜約６０℃、約６
０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０℃、又は約９０℃〜約１００℃
である、請求項９〜１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
増幅試薬混合物がニッキングエンドヌクレアーゼを含む、請求項１〜１３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１５】
増幅試薬混合物がＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む、請求項１〜１４のいずれか一
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項に記載の方法。
【請求項１６】
増幅試薬混合物が逆転写酵素を含む、請求項１〜１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
キレート化剤濃度対二価イオン濃度の比が約０．５〜約２である、請求項１〜１６のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
第１の温度での遊離二価イオンの濃度が約０〜約１０ｍＭである、請求項９〜１７のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
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第２の温度での遊離二価イオンの濃度が約５ｍＭ〜約５０ｍＭである、請求項９〜１８
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態の１つ又は複数の構成成分を含む、請求項１〜１９のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態のマグネシウム塩を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含む、請求項２０に記載の
方法。
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【請求項２３】
凍結乾燥されたマグネシウム塩がバッファー中で再構成されて、溶液中でマグネシウム
イオンを形成する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤がバッファー中で再構成される、請求項２２に
記載の方法。
【請求項２５】
溶液中のマグネシウムイオンがｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する、請求項２
３又は２４に記載の方法。
【請求項２６】
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バッファーが温度感受性バッファーである、請求項２３又は２４に記載の方法。
【請求項２７】
ｐＨ感受性キレート化剤が溶液中の遊離マグネシウムイオンに可逆的に結合するように
バッファーのｐＨが作動可能である、請求項２３〜２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
ポリヌクレオチドの増幅が実質的に等温条件下で起こる、請求項１〜２７のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項２９】
増幅試薬混合物と組み合わせる前にポリヌクレオチドが変性していない、請求項１〜２
８のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項３０】
組み合わせるステップが、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約
３０℃の温度で実施される、請求項１〜２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
ポリヌクレオチドの増幅が、反応混合物の温度が約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５
０℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９
０℃、又は約９０℃〜約１００℃になるまで起こらない、請求項１〜３０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項３２】
ポリヌクレオチドの増幅が、第１の温度と第２の温度の間での反応混合物の温度の反復
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サイクルなしで起こる、請求項１〜３１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３３】
増幅試薬混合物の１つ又は複数の構成成分が、流体装置、カートリッジ又は側方流動装
置での使用に適する容器で提供される、請求項１〜３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
ポリヌクレオチドの増幅が、組み合わせるステップ（ａ）で形成される反応混合物にさ
らなる試薬を加えずに起こる、請求項１〜３３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
増幅されたポリヌクレオチドを検出するステップ（ｃ）をさらに含む、請求項１〜３４
のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項３６】
増幅されたポリヌクレオチドの検出が、組み合わせるステップ（ａ）で形成される反応
混合物にさらなる試薬を加えずに起こる、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
反応混合物中の少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも
８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％又は実質的に全ての二価イオンが可溶形態
である、請求項１〜３６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
二価イオンがｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
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二価イオンが遊離二価イオンを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
二価イオンが結合した二価イオンと遊離二価イオンの両方を含む、請求項３７に記載の
方法。
【請求項４１】
溶液中の二価イオンが沈殿物の溶解から形成されない、請求項１〜４０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項４２】
ポリヌクレオチドの増幅の前に、二価イオンの２０％未満、１５％未満、１０％未満、
５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成しない、請
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求項１〜４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
増幅されたポリヌクレオチドの検出の前に、二価イオンの２０％未満、１５％未満、１
０％未満、５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成
しない、請求項３５に記載の方法。
【請求項４４】
反応混合物が、沈殿形態で結合した二価イオンを含まない、請求項１〜４３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４５】
（ａ）ポリヌクレオチド及び増幅試薬混合物を組み合わせて反応混合物を形成するステ
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ップであって、増幅試薬混合物が溶液中で可逆的に結合したマグネシウムイオン、温度感
受性バッファー及びｐＨ感受性キレート化剤を含む、ステップと、
（ｂ）反応混合物の温度を、
（ｉ）ポリヌクレオチドの増幅が阻害されるように、ｐＨ感受性キレート化剤が溶液中
の遊離マグネシウムイオンに可逆的に結合するように温度感受性バッファーのｐＨが作動
可能である第１の温度から、
（ｉｉ）ポリヌクレオチドの増幅が進行することができるように、結合したマグネシウ
ムイオンをｐＨ感受性キレート化剤から放出するように温度感受性バッファーのｐＨが作
動可能である第２の温度に調整し、
それによってポリヌクレオチドの増幅を開始するステップと
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を含む方法。
【請求項４６】
ｐＨ感受性キレート化剤が、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）
四酢酸、ＥＧＴＡ誘導体及びＥＤＴＡ誘導体からなる群から選択される、請求項４５に記
載の方法。
【請求項４７】
温度感受性バッファーがトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含む、請求項４５
又は４６に記載の方法。
【請求項４８】
第２の温度での温度感受性バッファーのｐＫａが、第１の温度での温度感受性バッファ
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ーのｐＫａより少なくとも０．４低い、請求項４５〜４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４９】
温度感受性バッファーが−０．０４℃−１〜−０．０１５℃−１のΔｐＫａを有する、
請求項４５〜４８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５０】
第１の温度が、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約３０℃であ
る、請求項４５〜４９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５１】
第２の温度が、約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０℃、約５０℃〜約６０℃、約６
０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０℃、又は約９０℃〜約１００℃
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である、請求項４５〜５０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５２】
増幅試薬混合物がニッキングエンドヌクレアーゼを含む、請求項４５〜５１のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５３】
増幅試薬混合物がＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む、請求項４５〜５２のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５４】
増幅試薬混合物が逆転写酵素を含む、請求項４５〜５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５５】
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キレート化剤濃度対マグネシウムイオン濃度の比が約０．５〜約２である、請求項４５
〜５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５６】
第１の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度が約０〜約１０ｍＭである、請求項４５
〜５５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５７】
第２の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度が約５ｍＭ〜約５０ｍＭである、請求項
４５〜５６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５８】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態の１つ又は複数の構成成分を含む、請求項４５〜５７の
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いずれか一項に記載の方法。
【請求項５９】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態のマグネシウム塩を含む、請求項４５〜５８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６０】
増幅試薬混合物が凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含む、請求項４５〜５９の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項６１】
凍結乾燥されたマグネシウム塩がバッファー中で再構成されて、溶液中でマグネシウム
イオンを形成する、請求項５９に記載の方法。
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【請求項６２】
凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤がバッファー中で再構成される、請求項６０に
記載の方法。
【請求項６３】
溶液中のマグネシウムイオンがｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する、請求項６
１に記載の方法。
【請求項６４】
バッファーが温度感受性バッファーである、請求項６１又は６２に記載の方法。
【請求項６５】
ｐＨ感受性キレート化剤が溶液中の遊離マグネシウムイオンに可逆的に結合するように
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バッファーのｐＨが作動可能である、請求項６１〜６４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６６】
ポリヌクレオチドの増幅が実質的に等温条件下で起こる、請求項４５〜６５のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６７】
増幅試薬混合物と組み合わせる前にポリヌクレオチドが変性していない、請求項４５〜
６６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６８】
組み合わせるステップが、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約
３０℃の温度で実施される、請求項４５〜６７のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項６９】
ポリヌクレオチドの増幅が、反応混合物の温度が約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５
０℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９
０℃、又は約９０℃〜約１００℃になるまで起こらない、請求項４５〜６８のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７０】
ポリヌクレオチドの増幅が、第１の温度と第２の温度の間での反応混合物の温度の反復
サイクルなしで起こる、請求項４５〜６９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７１】
増幅試薬混合物の１つ又は複数の構成成分が、流体装置、カートリッジ又は側方流動装
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置での使用に適する容器で提供される、請求項４５〜７０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７２】
ポリヌクレオチドの増幅が、組み合わせるステップ（ａ）で形成される反応混合物にさ
らなる試薬を加えずに起こる、請求項４５〜７１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７３】
増幅されたポリヌクレオチドを検出するステップ（ｃ）をさらに含む、請求項４５〜７
２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７４】
増幅されたポリヌクレオチドの検出が、組み合わせるステップ（ａ）で形成される反応
混合物にさらなる試薬を加えずに起こる、請求項７３に記載の方法。
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【請求項７５】
反応混合物中の少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも
８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％又は実質的に全てのマグネシウムイオンが
可溶形態である、請求項４５〜７４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７６】
マグネシウムイオンがｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する、請求項７５に記載
の方法。
【請求項７７】
マグネシウムイオンが遊離マグネシウムイオンを含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項７８】
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マグネシウムイオンが、結合したマグネシウムイオンと遊離マグネシウムイオンの両方
を含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項７９】
溶液中のマグネシウムイオンが沈殿物の溶解から形成されない、請求項４５〜７８のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項８０】
ポリヌクレオチドの増幅の前に、マグネシウムイオンの２０％未満、１５％未満、１０
％未満、５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成し
ない、請求項４５〜７９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８１】

10

増幅されたポリヌクレオチドの検出の前に、マグネシウムイオンの２０％未満、１５％
未満、１０％未満、５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿
物を形成しない、請求項７３に記載の方法。
【請求項８２】
反応混合物が、沈殿形態で結合したマグネシウムイオンを含まない、請求項４５〜８１
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８３】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬及び溶液中のｐＨ依存性の可逆的に結合したマグ
ネシウムイオンを含む組成物。
【請求項８４】

20

温度感受性バッファー及びｐＨ感受性キレート化剤をさらに含む、請求項８３に記載の
組成物。
【請求項８５】
温度感受性バッファーがトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含む、請求項８４
に記載の組成物。
【請求項８６】
温度感受性バッファーが−０．０４℃−１〜−０．０１５℃−１のΔｐＫａを有する、
請求項８４又は８５に記載の組成物。
【請求項８７】
ｐＨ感受性キレート化剤がエチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）四

30

酢酸である、請求項８４〜８６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８８】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がニッキングエンドヌクレアーゼを含む、請求項
８３〜８７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８９】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む、請求項
８３〜８８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９０】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が逆転写酵素を含む、請求項８３〜８９のいずれ
か一項に記載の組成物。
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【請求項９１】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がリコンビナーゼを含む、請求項８３〜９０のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項９２】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が凍結乾燥形態の１つ又は複数の構成成分を含む
、請求項８３〜９１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９３】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が凍結乾燥形態のマグネシウム塩を含む、請求項
８３〜９２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９４】
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核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含む
、請求項８３〜９３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９５】
凍結乾燥されたマグネシウム塩がバッファー中で再構成されて、溶液中でマグネシウム
イオンを形成する、請求項９３に記載の組成物。
【請求項９６】
凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤がバッファー中で再構成される、請求項９４に
記載の組成物。
【請求項９７】
バッファーが温度感受性バッファーである、請求項９５又は９６に記載の組成物。
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【請求項９８】
溶液中のマグネシウムイオンが沈殿物の溶解から形成されない、請求項８３〜９７のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項９９】
沈殿形態で結合したマグネシウムイオンを含まない、請求項８３〜９８のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１００】
１つ又は複数の構成成分が、流体装置、カートリッジ又は側方流動装置での使用に適す
る容器で提供される、請求項８３〜９９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０１】

20

核酸増幅のための１つ又は複数の試薬、温度感受性バッファー、ｐＨ感受性キレート化
剤及びマグネシウム塩を含む組成物。
【請求項１０２】
温度感受性バッファーがトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含む、請求項１０
１に記載の組成物。
【請求項１０３】
温度感受性バッファーが−０．０４℃−１〜−０．０１５℃−１のΔｐＫａを有する、
請求項１０１又は１０２に記載の組成物。
【請求項１０４】
ｐＨ感受性キレート化剤がエチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）四

30

酢酸である、請求項１０１〜１０３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０５】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がニッキングエンドヌクレアーゼを含む、請求項
１０１〜１０４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０６】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む、請求項
１０１〜１０５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０７】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が逆転写酵素を含む、請求項１０１〜１０６のい
ずれか一項に記載の組成物。
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【請求項１０８】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬がリコンビナーゼを含む、請求項１０１〜１０７
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０９】
核酸増幅のための１つ又は複数の試薬が凍結乾燥形態の１つ又は複数の構成成分を含む
、請求項１０１〜１０８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１０】
マグネシウム塩が凍結乾燥形態である、請求項１０１〜１０９のいずれか一項に記載の
組成物。
【請求項１１１】
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ｐＨ感受性キレート化剤が凍結乾燥形態である、請求項１０１〜１１０のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１１２】
凍結乾燥されたマグネシウム塩がバッファー中で再構成されて、溶液中のマグネシウム
イオンを形成する、請求項１１０に記載の組成物。
【請求項１１３】
凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤がバッファー中で再構成される、請求項１１１
に記載の組成物。
【請求項１１４】
バッファーが温度感受性バッファーである、請求項１１２又は１１３に記載の組成物。
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【請求項１１５】
溶液中のマグネシウムイオンが沈殿物の溶解から形成されない、請求項１１２に記載の
組成物。
【請求項１１６】
沈殿形態で結合したマグネシウムイオンを含まない、請求項１０１〜１１５のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項１１７】
１つ又は複数の構成成分が、流体装置、カートリッジ又は側方流動装置での使用に適す
る容器で提供される、請求項１０１〜１１６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１８】

20

（ａ）酵素及び試薬混合物を組み合わせて反応混合物を形成するステップであって、反
応混合物は溶液中で可逆的に結合した二価イオンを含む、ステップと、
（ｂ）可逆的に結合した二価イオンを放出するように反応混合物のｐＨを調整し、
それによって酵素を活性化させるステップと
を含む方法。
【請求項１１９】
二価イオンが、マグネシウム、カルシウム、銅、亜鉛、マンガン、鉄、カドミウム及び
鉛からなる群から選択される、請求項１１８に記載の方法。
【請求項１２０】
試薬混合物がｐＨ感受性キレート化剤を含む、請求項１１８又は１１９に記載の方法。
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【請求項１２１】
試薬混合物が温度感受性バッファーを含む、請求項１１８〜１２０のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１２２】
反応混合物のｐＨが温度感受性バッファーのｐＨに従って調整される、請求項１２１に
記載の方法。
【請求項１２３】
反応混合物のｐＨが、第１の温度から第２の温度に反応混合物の温度を変化させること
によって調整される、請求項１１８〜１２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２４】

40

酵素がＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼである、請求項１１８〜１２３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１２５】
酵素がニッキングエンドヌクレアーゼである、請求項１１８〜１２３のいずれか一項に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［技術分野］
この開示は、核酸増幅に関する。
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【０００２】
［背景］
多くの酵素（核酸と相互作用するほとんど全ての酵素及びほとんどのプロテアーゼを包
含する）は、二価イオン補因子を必要とする。例えば、核酸増幅反応に関わる酵素は、補
因子として二価のマグネシウムイオン（Ｍｇ＋＋）をしばしば必要とする。
【０００３】
核酸増幅は、非特異的増幅生成物を生成することができる。用いられる酵素が周囲温度
でしばしば活性であるので、多くの場合、これは、増幅手順自体の前の非特異的オリゴヌ
クレオチドプライミング及び以降のプライマー伸長事象による。例えば、プライマー二量
体化及び以降の伸長による増幅生成物が、しばしば観察される。この問題を克服するため

10

に用いられる方法は、増幅反応に関わる少なくとも１つの構成成分（例えば、酵素又は二
価のマグネシウムイオン補因子）が、反応混合物の温度が適当な温度に到達するまで反応
混合物から分離されているか、不活性状態に保たれる、いわゆる「ホットスタート」反応
を含む。
【０００４】
［概要］
この開示は、酵素反応の制御方法の開発に、少なくとも一部、基づく。
【０００５】
さらにこの開示は、単純な試薬を用いるホットスタート反応の利点を提供することがで
きる、核酸増幅のための方法及び組成物の開発に、少なくとも一部、基づく。
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【０００６】
一態様では、本開示は、（ａ）ポリヌクレオチド及び増幅試薬混合物を組み合わせて、
反応混合物を形成するステップであって、反応混合物が溶液中で可逆的に結合した二価イ
オンを含む、ステップと、（ｂ）可逆的に結合した二価イオンを放出するように反応混合
物のｐＨを調整し、それによってポリヌクレオチドの増幅を開始するステップとを含む方
法を提供する。
【０００７】
一部の実施形態では、二価イオンは、マグネシウム、カルシウム、銅、亜鉛、マンガン
、鉄、カドミウム及び鉛からなる群から選択される。
【０００８】

30

一部の実施形態では、二価イオンは、マグネシウムである。
【０００９】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、ｐＨ感受性キレート化剤を含むこと
ができる。ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエ
ーテル）四酢酸（ＥＧＴＡ）、ＥＧＴＡ誘導体及びＥＤＴＡ誘導体からなる群から選択す
ることができる。溶液中の二価イオンは、ｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合するこ
とが好ましい。ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチ
ルエーテル）四酢酸であることが好ましい。
【００１０】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、温度感受性バッファーを含むことが
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できる。一部の実施形態では、温度感受性バッファーは、トリス（ヒドロキシメチル）ア
ミノメタンを含むことができる。
【００１１】
本発明の任意の実施形態では、反応混合物のｐＨは、温度感受性バッファーのｐＨに従
って調整してもよい。
【００１２】
本発明の任意の実施形態では、反応混合物のｐＨは、第１の温度から第２の温度に反応
混合物の温度を変化させることによって調整してもよい。
【００１３】
本発明の任意の実施形態では、第２の温度での温度感受性バッファーのｐＫａは、第１

50

(11)

JP 2015‑518735 A 2015.7.6

の温度での温度感受性バッファーのｐＫａより少なくとも０．４低い。
【００１４】
本発明の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、−０．０４℃−１〜−０．０
１５℃−１のΔｐＫａを有する。
【００１５】
本発明の任意の実施形態では、第１の温度は、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃
、又は約２０℃〜約３０℃である。第１の温度は、約２０℃〜約３０℃であることが好ま
しい。
【００１６】
本発明の任意の実施形態では、第２の温度は、約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０
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℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０
℃、又は約９０℃〜約１００℃である。第２の温度は、約５０℃〜約６０℃であることが
好ましい。
【００１７】
本発明の具体的な実施形態では、第１の温度は約２０℃〜約３０℃であり、第２の温度
は約５０℃〜約６０℃である。
【００１８】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、ニッキングエンドヌクレアーゼ、Ｄ
ＮＡ若しくはＲＮＡポリメラーゼ、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素を含む。具体的
な実施形態では、増幅試薬混合物は、ニッキングエンドヌクレアーゼ及びＤＮＡ又はＲＮ
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Ａポリメラーゼを含む。他の実施形態では、増幅試薬混合物は、リコンビナーゼ及びＤＮ
Ａ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。これらの実施形態は、逆転写酵素を任意選択で含むこ
とができる。
【００１９】
本発明の任意の実施形態では、キレート化剤濃度対二価イオン濃度の比は、約０．５〜
約２である。
【００２０】
本発明の任意の実施形態では、第１の温度での遊離二価イオンの濃度は、約０〜約１０
ｍＭである。
【００２１】
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本発明の任意の実施形態では、第２の温度での遊離二価イオンの濃度は、約５ｍＭ〜約
５０ｍＭである。
【００２２】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、凍結乾燥形態の１つ又は複数の構成
成分を含むことができる。具体的な実施形態では、増幅試薬混合物は、凍結乾燥形態のマ
グネシウム塩を含むことができる。凍結乾燥されたマグネシウム塩は、バッファー中で再
構成して、溶液中でマグネシウムイオンを形成することができる。他の実施形態では、増
幅試薬混合物は、凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含むことができる。凍結乾燥
されたｐＨ感受性キレート化剤は、バッファー中で再構成することができる。これらの実
施形態によれば、バッファーは温度感受性バッファーであってもよい。一部の実施形態で

40

は、溶液中のマグネシウムイオンは、ｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する。前述
の実施形態のいずれかによれば、ｐＨ感受性キレート化剤が溶液中の遊離マグネシウムイ
オンに可逆的に結合するようにバッファーのｐＨが作動可能である。増幅試薬混合物は、
溶液中でｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合したマグネシウムイオンを含むことが好
ましく、溶液中のマグネシウムイオンは、凍結乾燥されたマグネシウム塩の温度感受性バ
ッファー中での再構成から形成される。
【００２３】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、実質的に等温条件下で起こ
ることができる。
【００２４】
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本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドは、増幅試薬混合物と組み合わせる前
に変性していない。
【００２５】
本発明の任意の実施形態では、組み合わせるステップは、約０℃〜約１０℃、約１０℃
〜約２０℃、又は約２０℃〜約３０℃の温度で実施される。組み合わせるステップは、約
２０℃〜約３０℃の温度で実施されることが好ましい。
【００２６】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、反応混合物の温度が約３０
℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０
℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０℃、又は約９０℃〜約１００℃になるまで起こらない。

10

ポリヌクレオチドの増幅は、反応混合物の温度が約５０℃〜約６０℃になるまで起こらな
いことが好ましい。
【００２７】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、第１の温度と第２の温度の
間での反応混合物の温度の反復サイクルなしで起こることができる。
【００２８】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物の１つ又は複数の構成成分は、流体装置
、カートリッジ又は側方流動装置での使用に適する容器で提供することができる。
【００２９】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、組み合わせるステップ（ａ
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）で形成される反応混合物にさらなる試薬を加えずに起こることができる。
【００３０】
本発明の任意の実施形態では、本方法は（ｃ）増幅されたポリヌクレオチドを検出する
ステップをさらに含むことができる。ステップ（ｃ）を含む本方法のさらなる実施形態で
は、増幅されたポリヌクレオチドを検出することは、組み合わせるステップ（ａ）で形成
される反応混合物にさらなる試薬を加えずに起こることができる。
【００３１】
本発明の任意の実施形態では、反応混合物中の少なくとも５０％、少なくとも６０％、
少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％又は実質的
に全ての二価イオンは、可溶形態である。さらなる実施形態では、二価イオンは、ｐＨ感

30

受性キレート化剤に可逆的に結合する。さらなる実施形態では、二価イオンは、遊離二価
イオンを含む。他の実施形態では、二価イオンは、結合した二価イオンと遊離二価イオン
の両方を含む。
【００３２】
本発明の任意の実施形態では、溶液中の二価イオンは、沈殿物の溶解から形成されない
。
【００３３】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅の前に、二価イオンの２０％未
満、１５％未満、１０％未満、５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にい
ずれも沈殿物を形成しない。

40

【００３４】
ステップ（ｃ）を含む本方法のさらなる実施形態では、増幅されたポリヌクレオチドの
検出の前に、二価イオンの２０％未満、１５％未満、１０％未満、５％未満、１％未満が
沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成しない。
【００３５】
本発明の任意の実施形態では、反応混合物は、沈殿形態で結合した二価イオンを含まな
い。
【００３６】
本発明の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドは、組み合わせるステップ（ａ）の前
に、例えば３０℃、４０℃、５０℃又は６０℃を超える温度に予熱されない。
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【００３７】
本発明の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、組み合わせるステップ（ａ）の前に
、例えば３０℃、４０℃、５０℃又は６０℃を超える温度に予熱されない。
【００３８】
本発明の任意の実施形態では、ステップ（ａ）でポリヌクレオチドと組み合わされる増
幅試薬混合物の温度は、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約３０
℃である。ステップ（ａ）でポリヌクレオチドと組み合わされる増幅試薬混合物の温度は
、約２０℃〜約３０℃であることが好ましい。
【００３９】
別の態様では、本開示は、（ａ）ポリヌクレオチド及び増幅試薬混合物を組み合わせて
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反応混合物を形成するステップであって、増幅試薬混合物が溶液中で可逆的に結合したマ
グネシウムイオン、温度感受性バッファー及びｐＨ感受性キレート化剤を含むステップと
、（ｂ）反応混合物の温度を、（ｉ）ポリヌクレオチドの増幅が阻害されるように、ｐＨ
感受性キレート化剤が溶液中で遊離マグネシウムイオンに可逆的に結合するように温度感
受性バッファーのｐＨが作動可能である第１の温度から、（ｉｉ）ポリヌクレオチドの増
幅が進行することができるように、結合したマグネシウムイオンをｐＨ感受性キレート化
剤から放出するように温度感受性バッファーのｐＨが作動可能である第２の温度に調整し
、それによってポリヌクレオチドの増幅を開始するステップとを含む方法を提供する。
【００４０】
前述の方法の任意の実施形態では、ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール−

20

ビス（２−アミノエチルエーテル）四酢酸、ＥＧＴＡ誘導体及びＥＤＴＡ誘導体からなる
群から選択することができる。ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール−ビス（
２−アミノエチルエーテル）四酢酸であることが好ましい。
【００４１】
前述の方法の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、トリス（ヒドロキシメチ
ル）アミノメタンを含むことができる。
【００４２】
前述の方法の任意の実施形態では、第２の温度での温度感受性バッファーのｐＫａは、
第１の温度での温度感受性バッファーのｐＫａより少なくとも０．４低い。
30

【００４３】
−１

前述の方法の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、−０．０４℃

〜−０

−１

．０１５℃

のΔｐＫａを有する。

【００４４】
前述の方法の任意の実施形態では、第１の温度は、約０℃〜約１０℃、約１０℃〜約２
０℃、又は約２０℃〜約３０℃である。第１の温度は、約２０℃〜約３０℃であることが
好ましい。
【００４５】
前述の方法の任意の実施形態では、第２の温度は、約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約
５０℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約
９０℃、又は約９０℃〜約１００℃である。第２の温度は、約５０℃〜約６０℃であるこ
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とが好ましい。
【００４６】
前述の方法の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、ニッキングエンドヌクレアーゼ
、ＤＮＡ若しくはＲＮＡポリメラーゼ、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素を含むこと
ができる。具体的な実施形態では、増幅試薬混合物は、ニッキングエンドヌクレアーゼ及
びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。他の実施形態では、増幅試薬混合物は、リコン
ビナーゼ及びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。これらの実施形態は、逆転写酵素を
任意選択で含むことができる。
【００４７】
前述の方法の任意の実施形態では、キレート化剤濃度対マグネシウムイオン濃度の比は
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、約０．５〜約２である。
【００４８】
前述の方法の任意の実施形態では、第１の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度は、
約０〜約１０ｍＭである。
【００４９】
前述の方法の任意の実施形態では、第２の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度は、
約５〜約５０ｍＭである。
【００５０】
前述の方法の任意の実施形態では、増幅試薬混合物は、凍結乾燥形態の１つ又は複数の
構成成分を含むことができる。具体的な実施形態では、増幅試薬混合物は、凍結乾燥形態
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のマグネシウム塩を含む。凍結乾燥されたマグネシウム塩は、バッファー中で再構成して
、溶液中でマグネシウムイオンを形成することができる。他の実施形態では、増幅試薬混
合物は、凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含む。凍結乾燥されたｐＨ感受性キレ
ート化剤は、バッファー中で再構成することができる。これらの実施形態によれば、バッ
ファーは温度感受性バッファーであってもよい。一部の実施形態では、溶液中のマグネシ
ウムイオンは、ｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合する。前述の実施形態のいずれか
によれば、ｐＨ感受性キレート化剤が溶液中で遊離マグネシウムイオンを可逆的に結合す
るようにバッファーのｐＨが作動可能である。増幅試薬混合物は、ｐＨ感受性キレート化
剤に可逆的に結合した溶液中のマグネシウムイオンを含むことが好ましく、溶液中のマグ
ネシウムイオンは、凍結乾燥されたマグネシウム塩の温度感受性バッファー中での再構成
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から形成される。
【００５１】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、実質的に等温条件下で
起こることができる。
【００５２】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドは、増幅試薬混合物と組み合わせ
る前に変性していない。
【００５３】
前述の方法の任意の実施形態では、組み合わせるステップは、約０℃〜約１０℃、約１
０℃〜約２０℃、又は約２０℃〜約３０℃の温度で実施される。組み合わせるステップは
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、約２０℃〜約３０℃の温度であることが好ましい。
【００５４】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、反応混合物の温度が約
３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０℃、約５０℃〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約
７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０℃、又は約９０℃〜約１００℃になるまで起こらな
い。ポリヌクレオチドの増幅は、反応混合物の温度が約５０℃〜約６０℃になるまで起こ
らないことが好ましい。
【００５５】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、第１の温度と第２の温
度の間での反応混合物の温度の反復サイクルなしで起こる。
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【００５６】
前述の方法の任意の実施形態では、増幅試薬混合物の１つ又は複数の構成成分は、流体
装置、カートリッジ又は側方流動装置での使用に適する容器で提供することができる。
【００５７】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅は、組み合わせるステップ
（ａ）で形成される反応混合物にさらなる試薬を加えずに起こることができる。
【００５８】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は（ｃ）増幅されたポリヌクレオチドを検出
するステップをさらに含むことができる。ステップ（ｃ）を含む本方法のさらなる実施形
態では、増幅されたポリヌクレオチドを検出することは、組み合わせるステップ（ａ）で
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形成される反応混合物にさらなる試薬を加えずに起こることができる。
【００５９】
前述の方法の任意の実施形態では、反応混合物中の少なくとも５０％、少なくとも６０
％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％又は実
質的に全ての二価イオンは、可溶形態である。さらなる実施形態では、二価イオンは、ｐ
Ｈ感受性キレート化剤に可逆的に結合してもよい。さらなる実施形態では、二価イオンは
、遊離二価イオンを含むことができる。他の実施形態では、二価イオンは、結合した二価
イオンと遊離二価イオンの両方を含むことができる。
【００６０】
前述の方法の任意の実施形態では、溶液中の二価イオンは、沈殿物の溶解から形成され
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ない。
【００６１】
前述の方法の任意の実施形態では、ポリヌクレオチドの増幅の前に、二価イオンの２０
％未満、１５％未満、１０％未満、５％未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的
にいずれも沈殿物を形成しない。
【００６２】
ステップ（ｃ）を含む前述の方法のさらなる実施形態では、増幅されたポリヌクレオチ
ドの検出の前に、二価イオンの２０％未満、１５％未満、１０％未満、５％未満、１％未
満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成しない。
【００６３】
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前述の方法の任意の実施形態では、反応混合物は、沈殿形態で結合した二価イオンを含
まない。
【００６４】
別の態様では、本開示は、核酸増幅のための１つ又は複数の試薬及び溶液中でｐＨ依存
性の可逆的に結合したマグネシウムイオンを含む組成物を提供する。
【００６５】
前述の組成物の任意の実施形態では、組成物は温度感受性バッファー及びｐＨ感受性キ
レート化剤をさらに含むことができる。具体的な実施形態では、温度感受性バッファーは
、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを含むことができる。他の具体的な実施形態
では、ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテ
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ル）四酢酸を含むことができる。組成物は、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン及
びエチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）四酢酸をさらに含むことが好
ましい。
【００６６】
前述の組成物の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、−０．０４℃−１〜−
０．０１５℃−１のΔｐＫａを有することができる。
【００６７】
前述の組成物の任意の実施形態では、核酸増幅のための１つ又は複数の試薬は、ニッキ
ングエンドヌクレアーゼ、ＤＮＡ若しくはＲＮＡポリメラーゼ、逆転写酵素及び／又はリ
コンビナーゼを含むことができる。具体的な実施形態では、１つ又は複数の試薬は、ニッ
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キングエンドヌクレアーゼ及びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。他の実施形態では
、１つ又は複数の試薬は、リコンビナーゼ及びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。こ
れらの実施形態は、逆転写酵素を任意選択で含むことができる。
【００６８】
前述の組成物の任意の実施形態では、核酸増幅のための１つ又は複数の試薬は、凍結乾
燥形態の１つ又は複数の構成成分を含むことができる。具体的な実施形態では、１つ又は
複数の試薬は、凍結乾燥形態のマグネシウム塩を含むことができる。凍結乾燥されたマグ
ネシウム塩は、バッファー中で再構成して、溶液中でマグネシウムイオンを形成すること
ができる。他の実施形態では、１つ又は複数の試薬は、凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレー
ト化剤を含むことができる。凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤は、バッファー中で
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再構成することができる。これらの実施形態によれば、バッファーは温度感受性バッファ
ーであってもよい。前述の組成物は、溶液中でｐＨ依存性の可逆的に結合したマグネシウ
ムイオンを含むことが好ましく、溶液中のマグネシウムイオンは、凍結乾燥されたマグネ
シウム塩の温度感受性バッファー中での再構成から形成される。
【００６９】
前述の組成物の任意の実施形態では、溶液中のマグネシウムイオンは、沈殿物の溶解か
ら形成されない。
【００７０】
前述の組成物の任意の実施形態では、組成物は、沈殿形態で結合したマグネシウムイオ
10

ンを含まない。
【００７１】
前述の組成物の任意の実施形態では、１つ又は複数の構成成分は、流体装置、カートリ
ッジ又は側方流動装置での使用に適する容器で提供される。
【００７２】
別の態様では、本開示は、核酸増幅のための１つ又は複数の試薬、温度感受性バッファ
ー、ｐＨ感受性キレート化剤及びマグネシウム塩を含む組成物を提供する。
【００７３】
前述の組成物の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、トリス（ヒドロキシメ
チル）アミノメタンを含むことができる。

20

【００７４】
−１

前述の組成物の任意の実施形態では、温度感受性バッファーは、−０．０４℃

〜−

−１

０．０１５℃

のΔｐＫａを有することができる。

【００７５】
前述の組成物の任意の実施形態では、ｐＨ感受性キレート化剤は、エチレングリコール
−ビス（２−アミノエチルエーテル）四酢酸を含むことができる。
【００７６】
組成物は、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン及びエチレングリコール−ビス（
２−アミノエチルエーテル）四酢酸を含むことが好ましい。
【００７７】
前述の組成物の任意の実施形態では、核酸増幅のための１つ又は複数の試薬は、ニッキ

30

ングエンドヌクレアーゼ、ＤＮＡ若しくはＲＮＡポリメラーゼ、逆転写酵素及び／又はリ
コンビナーゼを含むことができる。具体的な実施形態では、１つ又は複数の試薬は、ニッ
キングエンドヌクレアーゼ及びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。他の実施形態では
、１つ又は複数の試薬は、リコンビナーゼ及びＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼを含む。こ
れらの実施形態は、逆転写酵素を任意選択で含むことができる。
【００７８】
前述の組成物の任意の実施形態では、１つ又は複数の試薬は、凍結乾燥形態の１つ又は
複数の構成成分を含むことができる。具体的な実施形態では、１つ又は複数の試薬は、凍
結乾燥形態のマグネシウム塩を含むことができる。凍結乾燥されたマグネシウム塩は、バ
ッファー中で再構成して、溶液中でマグネシウムイオンを形成することができる。他の実

40

施形態では、１つ又は複数の試薬は、凍結乾燥形態のｐＨ感受性キレート化剤を含むこと
ができる。凍結乾燥されたｐＨ感受性キレート化剤は、バッファー中で再構成することが
できる。これらの実施形態によれば、バッファーは温度感受性バッファーであってもよい
。前述の組成物は、温度感受性バッファーで再構成されて、溶液中でｐＨ依存性の可逆的
に結合したマグネシウムイオンを形成する凍結乾燥されたマグネシウム塩を含むことが好
ましい。
【００７９】
前述の組成物の任意の実施形態では、溶液中のマグネシウムイオンは、沈殿物の溶解か
ら形成されない。
【００８０】
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前述の組成物の任意の実施形態では、組成物は、沈殿形態で結合したマグネシウムイオ
ンを含まない。
【００８１】
前述の組成物の任意の実施形態では、１つ又は複数の構成成分は、流体装置、カートリ
ッジ又は側方流動装置での使用に適する容器で提供することができる。
【００８２】
さらに別の態様では、本開示は、（ａ）酵素及び試薬混合物を組み合わせて、反応混合
物を形成するステップであって、反応混合物が溶液中で可逆的に結合した二価イオンを含
む、ステップと、（ｂ）可逆的に結合した二価イオンを放出するように反応混合物のｐＨ
を調整し、それによって酵素を活性化させるステップとを含む方法を提供する。

10

【００８３】
前述の方法の任意の実施形態では、二価イオンは、マグネシウム、カルシウム、銅、亜
鉛、マンガン、鉄、カドミウム及び鉛からなる群から選択される。
【００８４】
前述の方法の任意の実施形態では、試薬混合物は、ｐＨ感受性キレート化剤を含むこと
ができる。
【００８５】
前述の方法の任意の実施形態では、試薬混合物は、温度感受性バッファーを含むことが
できる。
20

【００８６】
前述の方法の任意の実施形態では、反応混合物のｐＨは、温度感受性バッファーのｐＨ
に従って調整してもよい。
【００８７】
前述の方法の任意の実施形態では、反応混合物のｐＨは、第１の温度から第２の温度に
反応混合物の温度を変化させることによって調整してもよい。
【００８８】
前述の方法の実施形態では、酵素はＤＮＡ又はＲＮＡポリメラーゼであってもよい。
【００８９】
前述の方法の任意の実施形態では、酵素はニッキングエンドヌクレアーゼであってもよ

30

い。
【００９０】
本発明の方法は、ポリヌクレオチドを、例えば実質的に等温であるか等温でない条件下
で増幅する反応を含むことができる。例えば、増幅反応は、ニッキング及び伸長増幅反応
（ＮＥＡＲ）又はリコンビナーゼポリメラーゼ増幅（ＲＰＡ）を含むことができる。
【００９１】
別の態様では、本開示は、ニッキングエンドヌクレアーゼ（例えば、Ｎ．ＢｓｔＮＢＩ
）、ＤＮＡポリメラーゼ（例えば、好熱性ＤＮＡポリメラーゼ）及びｐＨ感受性キレート
化剤（例えば、ＥＧＴＡ）を含む組成物（例えば、乾燥組成物）を特徴とする。一部の実
施形態では、組成物は温度感受性バッファー（例えば、トリス）をさらに含む。実施形態
では、組成物は逆転写酵素をさらに含む。一部の実施形態では、本発明の組成物又は方法
は、（ｉ）標的配列アンチセンス鎖の３

末端に相補的な３

40

末端の認識領域、ニッキン

グ酵素結合部位、認識領域上流のニッキング部位及び前記ニッキング部位上流の安定化領
域を有する核酸配列を含むフォワード鋳型、並びに／又は（ｉｉ）標的配列センス鎖（例
えば、標的配列アンチセンス鎖の相補体）の３

末端に相補的な３

末端の認識領域、ニ

ッキング酵素結合部位、認識領域上流のニッキング部位及び前記ニッキング部位上流の安
定化領域を有するヌクレオチド配列を含むリバース鋳型を含むことができる。一部の実施
形態では、組成物は、マグネシウム塩又はマグネシウムイオンをさらに含むことができる
。
【００９２】
一部の実施形態では、本発明の組成物又は方法は、例えば、Ｎｔ．ＢｓｐＱＩ、Ｎｂ．
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ＢｂｖＣＩ、Ｎｂ．ＢｓｍＩ、Ｎｂ．ＢｓｒＤＩ、Ｎｂ．ＢｔｓＩ、Ｎｔ．ＡｌｗＩ、Ｎ
ｔ．ＢｂｖＣＩ、Ｎｔ．ＢｓｔＮＢＩ、Ｎｔ．ＣｖｉＰＩＩ、Ｎｂ．ＢｐｕｌＯｌ、Ｎｔ
．ＢｐｕｌＯＩ及びＮ．ＢｓｐＤ６Ｉからなる群から選択される、１つ又は複数のニッキ
ング酵素を含むことができる。特定の実施形態では、ニッキング酵素はＮｔ．ＮＢｓｔ．
ＮＢＩ、Ｎｂ．ＢｓｍＩ及びＮｂ．ＢｓｒＤＩからなる群から選択することができる。ニ
ッキング酵素は、Ｎｔ．ＢｓｔＮＢＩ又はＮ．ＢｓｐＤ６Ｉであることが好ましい。当業
者は、本明細書で具体的に指摘されるもの以外の様々なニッキング酵素を本発明の方法及
び組成物で用いることができることを承知している。
【００９３】
一部の実施形態では、本発明の組成物又は方法は、標的の認識領域に結合し、認識領域

10

上流のニッキング酵素結合領域及びニッキング酵素結合領域上流の安定化領域も含有する
オリゴヌクレオチドであってもよい、鋳型を含むことができる。「認識領域」は、標的配
列上の核酸配列に相補的である、鋳型上の核酸配列であってもよい。標的配列上の認識領
域は、鋳型に相補的でありそれに結合する、標的配列上のヌクレオチド配列であってもよ
い。「安定化領域」は、例えば、ニッキング及び／又は伸長反応のために分子を安定化す
るように設計されている、例えば約５０％のＧＣ含有量を有する核酸配列であってもよい
。
【００９４】
さらに別の態様では、本開示は、リコンビナーゼ（例えば、ＵｖｓＸ）、ＤＮＡポリメ
ラーゼ及びｐＨ感受性キレート化剤（例えば、ＥＧＴＡ）を含む組成物（例えば、乾燥組

20

成物）を特徴とする。一部の実施形態では、組成物は、温度感受性バッファー（例えば、
トリス）をさらに含む。本発明の組成物又は方法は、（ｉ）一本鎖ＤＮＡ結合タンパク質
（例えば、ｇｐ３２）、（ｉｉ）ＵｖｓＹ、及び（ｉｉｉ）密集剤（例えば、ポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ））の中の１つ又は複数を含むことができる。一部の実施形態では
、組成物は、マグネシウム塩又はマグネシウムイオンをさらに含むことができる。一部の
実施形態では、本発明の組成物及び方法は、Ｅ．コリ（Ｅ．ｃｏｌｉ）ｒｅｃＡ及びＴ４
バクテリオファージｕｖｓＸなどのリコンビナーゼ、ポリメラーゼ、例えばＥ．コリＤＮ
ＡポリメラーゼＩクレノウ断片、Ｂｓｔポリメラーゼ、ファイ−２９ポリメラーゼ、バシ
ルス・サブチリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｓｕｂｔｉｌｉｓ）Ｐｏｌ

Ｉ（Ｂｓｕ）、Ｐｏ

ｌＶ、並びにＥ．コリ及びＴ４からの一本鎖ＤＮＡ結合タンパク質（例えばｇｐ３２タン
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パク質）など、工学的に作製され改変された類似体を含むことができることが好ましい。
【００９５】
ポリヌクレオチド又は増幅されたポリヌクレオチド生成物に十分に相補的でありそれに
ハイブリダイズする標識プローブは、本発明の任意の態様又は実施形態で用いることがで
きる。
【００９６】
別の態様では、核酸増幅のためのポリヌクレオチド増幅試薬、例えばＤＮＡ若しくはＲ
ＮＡポリメラーゼ、ニッキング酵素、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素、並びに、１
つ又は複数の温度感受性ｐＨバッファー、１つ又は複数のｐＨ感受性キレート化剤、並び
に、１つ又は複数の二価イオン、例えばマグネシウムイオン及び／又は１つ又は複数の二
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価金属塩、例えばマグネシウム塩若しくは硫酸マグネシウム、を含有する側方流動装置が
提供される。一部の実施形態では、これらの構成成分の１つ又は複数は凍結乾燥してもよ
い。
【００９７】
別の態様では、核酸増幅のためのポリヌクレオチド増幅試薬、例えばＤＮＡ若しくはＲ
ＮＡポリメラーゼ、ニッキング酵素、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素、並びに、１
つ又は複数の温度感受性ｐＨバッファー、１つ又は複数のｐＨ感受性キレート化剤、並び
に、１つ又は複数の二価イオン、例えばマグネシウムイオン及び／又は１つ又は複数の二
価金属塩、例えばマグネシウム塩若しくは硫酸マグネシウム、を含有するマイクロ流体装
置が提供される。一部の実施形態では、これらの構成成分の１つ又は複数は凍結乾燥して
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もよい。
【００９８】
別の態様では、核酸増幅のためのポリヌクレオチド増幅試薬、例えばＤＮＡ若しくはＲ
ＮＡポリメラーゼ、ニッキング酵素、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素、並びに、１
つ又は複数の温度感受性ｐＨバッファー、１つ又は複数のｐＨ感受性キレート化剤、並び
に、１つ又は複数の二価イオン、例えばマグネシウムイオン及び／又は１つ又は複数の二
価金属塩、例えばマグネシウム塩若しくは硫酸マグネシウム、を含有するカートリッジが
提供される。一部の実施形態では、これらの構成成分の１つ又は複数は凍結乾燥してもよ
い。
【００９９】

10

別の態様では、核酸増幅のためのポリヌクレオチド増幅試薬、例えばＤＮＡ若しくはＲ
ＮＡポリメラーゼ、ニッキング酵素、リコンビナーゼ及び／又は逆転写酵素、並びに、１
つ又は複数の温度感受性ｐＨバッファー、１つ又は複数のｐＨ感受性キレート化剤、並び
に、１つ又は複数の二価イオン、例えばマグネシウムイオン及び／又は１つ又は複数の二
価金属塩、例えばマグネシウム塩若しくは硫酸マグネシウム、を含有する試料調製及び転
移装置が提供される。一部の実施形態では、これらの構成成分の１つ又は複数は凍結乾燥
してもよい。
【０１００】
本明細書に記載される方法及び組成物は、反応を反応温度まで予熱する必要性なしで、
核酸増幅反応を可能にすることができる。それらは、予熱なしで核酸増幅反応の選択性、

20

感受性及び再現性の増加を可能にすることもできる。
【０１０１】
別の態様では、本開示は、
（ａ）標的を含む試料並びに（ｂ）結合剤、結合剤によって結合したイオン、バッファー
、及びイオンが結合剤によって結合しているときにイオンの存在下で第１の活性を有し、
イオンが結合剤から遊離しているときにイオンの存在下で第２の異なる活性を有する少な
くとも１つの構成成分を含む増幅試薬を含む試薬を含む混合物を形成するステップと、
第１の温度から第２の温度まで混合物の温度を増加させることによって、増幅試薬の少な
くとも１つの構成成分の活性を第１の活性から第２の活性に変化させるのに十分な量のイ
オンを結合剤から放出するステップと
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を含む方法を提供する。
【０１０２】
前述の方法の任意の実施形態では、試料は、ヒト又は動物からの試料、例えば、液体、
例えば血液、血漿、血清、痰、鼻スワブ、膣スワブ、唾液、粘液又は髄液であってもよい
。
【０１０３】
前述の方法の任意の実施形態では、標的は、ポリヌクレオチド、例えば細菌又はウイル
スなどの病原体からのポリヌクレオチドであってもよい。試料中に存在する標的は、二本
鎖ポリヌクレオチド又は一本鎖ポリヌクレオチドであってもよい。
【０１０４】

40

標的が二本鎖ポリヌクレオチドである前述の方法の任意の実施形態では、二本鎖ポリヌ
クレオチドの約５０％、約３５％、約２５％、約１５％、約７．５％、約５％又は約２．
５％を超えて完全に変性させるのに十分な温度までポリヌクレオチドの温度を上げること
なく、本方法を実施することができる。例えば、二本鎖ポリヌクレオチドの事実上全てが
アニールされたままである温度を超えて温度を上げることなく、本方法を実施することが
できる。
【０１０５】
前述の方法の任意の実施形態では、少なくとも１つの構成成分の活性が第２の状態にあ
る間、増幅試薬は標的を増幅することができる。増幅するステップは、混合物を形成する
ステップの後に標的の増幅及び／又は検出に関与するさらなる試薬と混合物を組み合わせ
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ずに実施することができる。
【０１０６】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は標的の存在及び／又は量を検出することを
さらに含むことができる。検出することは、少なくとも約１０６倍、例えば少なくとも約
１０６倍、少なくとも約１０７倍、少なくとも約１０８倍、少なくとも約１０９倍、少な
くとも約１０１０倍、少なくとも約１０１１倍、又は少なくとも約１０１２倍標的の量を
増幅した後に実施することができる。
【０１０７】
増幅することを含む前述の方法の任意の実施形態では、温度が約第２の温度にあるとき
、例えば第２の温度から約１５℃以内、第２の温度から約１０℃以内、第２の温度から約
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７．５℃以内、第２の温度から約５℃以内、第２の温度から約２．５℃以内、又は事実上
第２の温度のとき、増幅の総量の少なくとも約５０％、少なくとも約７５％、少なくとも
約９０％、少なくとも約９５％又は事実上全てを実施することができる。
【０１０８】
前述の方法の任意の実施形態では、混合物を形成するステップは、試料と接触するとき
に凍結乾燥形態である試薬と試料を接触させることを含むことができる。
【０１０９】
検出することを含む前述の方法の任意の実施形態では、検出するステップは、試料と試
薬を接触させてから約２５分未満、約２０分未満又は約１７．５分未満で実施することが
できる。前述の方法の任意の実施形態では、混合物を形成するステップは、混合物に隣接
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する周囲温度から約３０℃、約２５℃、約２０℃、約１５℃、約１０℃、約５℃を超えて
より高くに混合物の温度を上昇させることなく、実施することができる。例えば、混合物
を形成するステップは、試薬が試薬に隣接する周囲温度程度で実施することができる。
【０１１０】
前述の方法の任意の実施形態では、混合物を形成するステップは、形成するステップの
直前に試薬の温度を試薬の温度より高く実質的に上昇させることなく実施することができ
る。形成するステップの直前の試薬の温度は、試薬を囲む周囲温度とほぼ同じであっても
よい。
【０１１１】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、混合物の温度を第１の温度より高く上昇
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させた後の各場合に、混合物を、（ａ）標的の増幅及び／若しくは検出に関与するさらな
る試薬、又は（ｂ）任意のさらなる試薬と接触させることなく実施することができる。
【０１１２】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、イオンの量を放出するステップの後の各
場合に、（ａ）標的の増幅及び／若しくは検出に関与するさらなる試薬、又は（ｂ）任意
のさらなる試薬を加えずに実施することができる。
【０１１３】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、少なくとも１つの構成成分を第２の状態
から第１の状態に戻すことなく実施することができる。
【０１１４】
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前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、放出されたイオンの量の約２５％、約１
５％、約１０％又は約５％を超えて同時に再結合することなく実施することができる。
【０１１５】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、増幅試薬の少なくとも１つの構成成分の
活性を第１の活性から第２の活性に変化させるのに十分なイオンの量を含む不溶性沈殿物
と試料及び／又は標的とを接触させることなく実施することができる。
【０１１６】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、増幅試薬の少なくとも１つの構成成分の
活性を第１の活性から第２の活性に変化させるのに十分なイオンの量を含む不溶性沈殿物
と試料及び／又は標的とを接触させ、その後沈殿物を溶解することなく実施することがで
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きる。
【０１１７】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、混合物から放出されたイオンの量の約２
５％、約１５％、約１０％、約５％、約２．５％を超えて沈殿させることなく実施するこ
とができる。
【０１１８】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、増幅試薬の少なくとも１つの構成成分の
活性を第２の活性から第１の活性に変化させるのに十分なイオンの量を沈殿させることな
く実施することができる。
【０１１９】
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前述の方法の任意の実施形態では、第１の温度は、混合物に隣接する周囲温度であって
もよい。
【０１２０】
前述の方法の任意の実施形態では、８０℃より高い温度、７０℃より高い温度、６５℃
より高い温度又は６０℃より高い温度まで混合物の温度を上げることなく第１の方法を実
施することができる。
【０１２１】
前述の方法の任意の実施形態では、第１の温度は約４０℃未満、約３５℃未満、約３０
℃未満、又は約２７．５℃未満であってもよい。
【０１２２】

20

前述の方法の任意の実施形態では、第２の温度は、少なくとも約４０℃、少なくとも約
４５℃、少なくとも約５０℃又は少なくとも約５５℃であってもよい。
【０１２３】
前述の方法の任意の実施形態では、第２の温度は、約７５℃未満、約６７．５℃未満、
約６２．５℃未満、約６０℃未満又は約５６．５℃以下であってもよい。
【０１２４】
検出することを含む前述の方法の任意の実施形態では、温度が約第２の温度にあるとき
、例えば第２の温度から約１５℃以内、第２の温度から約１０℃以内、第２の温度から約
７．５℃以内、第２の温度から約５℃以内、第２の温度から約２．５℃以内、又は事実上
同じ温度のとき、検出を実施することができる。
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【０１２５】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、第１及び第２の温度の間で混合物の温度
を循環させずに実施することができる。
【０１２６】
前述の方法の任意の実施形態では、本方法は、混合物に存在する二本鎖ポリヌクレオチ
ドが実質的にアニールするより低い温度と、混合物に存在する二本鎖ポリヌクレオチドが
実質的に変性する第２の温度の間で混合物の温度を循環させずに実施することができる。
【０１２７】
前述の方法の任意の実施形態では、形成するステップ及び組み合わせるステップは、ハ
ウジング内の流体ネットワークの中で実施することができる。ハウジングは、持ち運びの
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できるもの、例えば携帯できるものであってもよい。ハウジングはその中に保存される試
薬を含む使い捨てハウジングであってもよく、第１の方法は試料をハウジングの流体ネッ
トワークに導入することを含むことができる。ハウジングはバッテリーなどの内部電源、
及びバッテリーによって電力を供給され、混合物の温度を第２の温度に上げるのに十分な
ヒーターを含むことができる。
【０１２８】
前述の方法の任意の実施形態では、試薬は、混合物を形成する前に凍結乾燥してもよい
。
【０１２９】
前述の方法の任意の実施形態では、結合剤はｐＨ感受性結合剤であってもよく、バッフ
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ァーは温度感受性バッファーであってもよく、第１の温度から第２の温度に混合物の温度
を上昇させることは、混合物のｐＨが第１のｐＨから第２の異なるｐＨに変化するように
バッファーの緩衝能力を変化させ、結合剤は第２のｐＨでイオンの十分な量を放出する。
【０１３０】
前述の方法の任意の実施形態では、少なくとも１つの構成成分は、ＤＮＡポリメラーゼ
、ＲＮＡポリメラーゼ、ニッキングエンドヌクレアーゼ又はリコンビナーゼなどの酵素で
あってもよい。例えば、酵素は、Ｎｔ．ＢｓｔＮＢＩ又はＮ．ＢｓｐＤ６Ｉなどのニッキ
ング酵素であってもよい。
【０１３１】
前述の方法の任意の実施形態では、結合剤は、エチレングリコール−ビス（２−アミノ
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エチルエーテル）四酢酸、ＥＧＴＡ誘導体及びＥＤＴＡ誘導体などのキレーターであって
もよい。前述の方法の実施形態のいずれでも、イオンは、マグネシウム、カルシウム、銅
、亜鉛、マンガン、鉄、カドミウム及び鉛であってもよい。前述の方法の実施形態のいず
れでも、バッファーはトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンであってもよい。前述の
方法の実施形態のいずれでも、増幅試薬は、ＮＥＡＲによって標的を増幅するのに十分な
試薬の量を含むことができる。例えば、キレーターはエチレングリコール−ビス（２−ア
ミノエチルエーテル）四酢酸であってもよく、イオンはマグネシウムであってもよく、バ
ッファーはトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンであってもよく、少なくとも１つの
構成成分はＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、Ｎｔ．ＢｓｔＮＢＩ又はＮ．Ｂｓ
ｐＤ６Ｉであってもよく、増幅試薬はＮＥＡＲによって標的を増幅するのに十分な試薬の
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量を含むことができる。
【０１３２】
前述の方法の任意の実施形態では、少なくとも１つの構成成分の活性は、イオンの量が
結合剤によって結合しているときより放出されたイオンの量の存在下で少なくとも約１０
倍高く、イオンの量が結合剤によって結合しているときより放出されたイオンの量の存在
下で少なくとも約２０倍高く、イオンの量が結合剤によって結合しているときより放出さ
れたイオンの量の存在下で少なくとも約５０倍高く、又はイオンの量が結合剤によって結
合しているときより放出されたイオンの量の存在下で少なくとも約１００倍高い。活性は
、標的の増幅に関するものであってもよい。
【０１３３】
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標的が増幅される前述の方法の任意の実施形態では、増幅率は、イオンの量が結合剤に
よって結合した場合より放出されたイオンの量の存在下で少なくとも約１０倍高くてもよ
く、イオンの量が結合剤によって結合した場合より放出されたイオンの量の存在下で少な
くとも約２０倍高くてもよく、イオンの量が結合剤によって結合した場合より放出された
イオンの量の存在下で少なくとも約５０倍高くてもよく、又はイオンの量が結合剤によっ
て結合した場合より放出されたイオンの量の存在下で少なくとも約１００倍高くてもよい
。
【０１３４】
標的が増幅される前述の方法の任意の実施形態では、増幅率は、第１の構成成分が第１
の状態にあったときと比較して少なくとも１つの構成成分が第２の状態にあるときに少な
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くとも約１０倍高くてもよく、第１の構成成分が第１の状態にあったときと比較して少な
くとも１つの構成成分が第２の状態にあるときに少なくとも約２０倍高くてもよく、第１
の構成成分が第１の状態にあったときと比較して少なくとも１つの構成成分が第２の状態
にあるときに少なくとも約５０倍高くてもよく、第１の構成成分が第１の状態にあったと
きと比較して少なくとも１つの構成成分が第２の状態にあるときに少なくとも約１００倍
高くてもよい。
【０１３５】
増幅することを含む前述の方法の任意の実施形態では、増幅の総量の少なくとも約５０
％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％又は事実上全ては、
混合物に存在する二本鎖ポリヌクレオチドの５０％、３０％、２０％、１０％又は５％を
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超えて完全に変性する温度まで混合物の温度を上げずに実施することができる。例えば、
第１の方法は、混合物に存在する二本鎖ポリヌクレオチドの５０％、３０％、２０％、１
０％又は５％を超えて最初に完全に変性させずに実施される増幅の総量の少なくとも約５
０％、少なくとも約７５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％又は事実上全てを
増幅することによって実施することができる。
【０１３６】
例えば「ＸからＹの間」のような本明細書に開示される全ての範囲は、その端点を含む
。
【０１３７】
本発明の１つ又は複数の実施形態の詳細は、付随する図及び以下の記載に示される。本
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発明の他の特徴、目的及び利点は、以下の記載及び図、並びに特許請求の範囲から明らか
となる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】鋳型なし（ＮＴＣ）、１００コピーの鋳型（１００ｃｐ）、鋳型なしでＥＧＴＡ
あり（ＮＴＣ＋ＥＧＴＡ）及び１００コピーの鋳型とＥＧＴＡ（１００ｃｐ＋ＥＧＴＡ）
を含有するＮＥＡＲ反応の蛍光を表すグラフである。
【図２】全ての場合ＥＧＴＡを有し、鋳型なし（ｎｔｃ）、２０コピーの鋳型（２０ｃｐ
）及び２００コピーの鋳型（２００ｃｐ）を含有するＮＥＡＲ反応の蛍光を表すグラフで
ある。実線はＲｏｘ標識分子ビーコン蛍光データであり、破線はＳｙＢｒ

ＩＩ蛍光デー
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タである。
【０１３９】
［詳細な説明］
この開示は、反応混合物中の二価イオンを可逆的に結合することによって、二価イオン
補因子を必要とする酵素の活性を制御することができるという発見に少なくとも一部基づ
く。例示的な方法では、反応混合物は、酵素及び試薬混合物を組み合わせることによって
調製され、反応混合物は溶液中で可逆的に結合した二価イオンを含む。次に、反応混合物
のｐＨを調整して可逆的に結合した二価イオンを放出し、それによって酵素を活性化させ
る。
30

【０１４０】
本開示は、二価イオン補因子を必要とする酵素が関わる任意の反応に適用できる。酵素
に必須である二価イオン補因子には、マグネシウム、カルシウム、銅、亜鉛、マンガン、
鉄、カドミウム及び鉛が含まれる。
【０１４１】
例示的な適用は、反応に関わる少なくとも１つの構成成分（例えば、酵素又は二価イオ
ン補因子）が、反応混合物の温度が適当な温度に到達するまで反応混合物から分離されて
いるか、不活性状態に保たれる、いわゆる「ホットスタート」反応にある。
【０１４２】
この開示は、温度感受性バッファー及びｐＨ感受性キレート化剤を含む新規の「ホット
スタート」核酸増幅反応を可能にする。例示的な方法では、反応混合物は、反応の１つ又
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は複数の酵素構成成分のための補因子として必要とされる遊離マグネシウムイオンをｐＨ
感受性キレート化剤が可逆的に結合するように温度感受性バッファーのｐＨが作動可能で
あり、反応の進行が阻害される第１の温度（例えば、室温）で調製される。次に、反応混
合物の温度は、結合した二価のマグネシウムイオンをｐＨ感受性キレート化剤から放出し
、反応が進行するように温度感受性バッファーのｐＨが作動可能である第２の温度に調整
される。
本開示を考慮すると、当業者は、用いる具体的な核酸増幅方法の特性に基づいて、第１
の温度、第２の温度、温度感受性バッファーの条件、及びｐＨ感受性キレート化剤を選択
することができる。高い反応温度が必要とされる場合は、用いる酵素は好熱種（例えば、
テルムス・アカティクス（Ｔｈｅｒｍｕｓ

ａｑｕａｔｉｃｕｓ））から取り出すことが
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できる。
【０１４３】
例えば、ニッキング及び伸長増幅反応（ＮＥＡＲ）は、５６℃の温度で作動することが
できる。反応混合物は通常室温で調製され、標的核酸、オリゴヌクレオチド、ＤＮＡポリ
メラーゼ、ニッキングエンドヌクレアーゼ、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンバ
ッファー（ｐＨ８）、エチレングリコール−ビス（２−アミノエチルエーテル）四酢酸（
ＥＧＴＡ）、１つ又は複数の塩（例えば、１つ又は複数の一価及び／又は二価のマグネシ
ウム塩）及びｄＮＴＰを含む。このｐＨで、ＥＧＴＡはマグネシウムイオンに比較的強く
結合し、このように、ニッキング及びポリメラーゼ酵素へのマグネシウムイオンの結合を
阻止する。一般に、マグネシウムイオンがない場合、反応で酵素は酵素活性を示さず、反
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応は効果的に停止させられる。温度を５６℃に上昇させると、その温度で温度感受性バッ
ファーのｐＨはｐＨ７．４未満に低下する。このｐＨで、マグネシウムイオンへのＥＧＴ
Ａの有効な結合は減少し、ＥＧＴＡ−マグネシウム錯体からのマグネシウムイオンの解離
をもたらす。マグネシウムイオンはニッキング及びポリメラーゼ酵素と自由に相互作用し
てホロ酵素を形成し、増幅反応が進行する。
【０１４４】
本明細書で用いられるバッファー又は緩衝薬剤は、溶液のｐＨを調節するために用いる
ことができる弱い酸又は塩基である。核酸増幅反応に一般に適合するバッファーを含むバ
ッファーは、当技術分野で周知である。緩衝される溶液のｐＨが温度によって予想通り変
わるように、多くのバッファーのｐＨは溶液の温度に一部依存する。トリス（ヒドロキシ

20

メチル）アミノメタン（トリス）バッファーの温度依存性を、表１に示す。
【０１４５】
【表１】

30

40

【０１４６】
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例示的な市販バッファー３−｛［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］アミノ｝プロパ
ンスルホン酸（ＴＡＰＳ）、グリシルグリシン、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）
グリシン（ビシン）、トリス、グリシンアミド、Ｎ−トリス（ヒドロキシメチル）メチル
グリシン（トリシン）、４−２−ヒドロキシエチル−１−ピペラジンエタン−スルホン酸
（ＨＥＰＥＳ）、２｛［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］アミノ｝エタンスルホン酸
（ＴＥＳ）、３−（Ｎ−モルホリノ）プロパンスルホン酸（ＭＯＰＳ）、Ｎ，Ｎ−ビス（
２−ヒドロキシエチル）−２−アミノエタンスルホン酸（ＢＥＳ）、Ｎ−（２−アセトア
ミド）−２−アミノエタンスルホン酸（ＡＣＥＳ）、ピペラジン−Ｎ，Ｎ

−ビス（２−

エタンスルホン酸）（ＰＩＰＥＳ）及び２−（Ｎ−モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥ
Ｓ）の特性を表２に示す。

10

【０１４７】
【表２】

20

30
【０１４８】
一部の実施形態では、温度感受性バッファーには、例えばトリシン、グリシンアミド、
ビシン、グリシルグリシン、ＴＥＳ（トリス−ヒドロキシメチル）メチル−アミノエタン
スルホン酸）、ＡＣＥＳ（（Ｎ−２−アセトアミド−２−アミノエタンスルホン酸）、及
びトリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンの１つ又は複数が含まれる。
【０１４９】
一部の実施形態では、第２の温度での温度感受性バッファーのｐＫａは、第１の温度で
の温度感受性バッファーのｐＫａより少なくとも１、０．９、０．８、０．７、０．６、
０．５又は０．４低い。一部の実施形態では、第２の温度での反応混合物のｐＨは、第１
の温度での反応混合物のｐＨより少なくとも１、０．９、０．８、０．７、０．６、０．

40

５又は０．４低い。
【０１５０】
一部の実施形態では、温度感受性バッファーは、−０．０１０℃−１以下、例えば−０
．０１５℃−１以下、−０．０２０℃−１以下、−０．０２５℃−１以下、又は−０．０
３０℃−１以下のΔｐＫａ（例えば、第１及び第２の温度の間）を有する。一部の実施形
態では、温度感受性バッファーは、−０．０４０℃−１と−０．０１０℃−１、−０．０
１５℃−１、−０．０２０℃−１、−０．０２５℃−１、及び−０．０３０℃−１のいず
れか１つの間のΔｐＫａ（例えば、第１及び第２の温度の間）を有する。
【０１５１】
ｐＨ感受性キレート化剤は、本明細書で用いるように、二価イオンが、例えば酵素の補
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因子として化学反応に関与することができないように、二価イオン、例えばマグネシウム
イオンと可溶性錯体を形成する化学物質である。Ｍａｇｕｉｒｅら、２００２年、Ｂｉｏ
ｍｅｔａｌｓ、１５巻：２０３〜２１０頁は、マグネシウム生化学のレビューを提供する
。マグネシウムイオンに結合する多くのｐＨ感受性キレート化剤は、当技術分野で公知で
ある。ｐＨ感受性キレート化剤の例示的なクラスには、ポリアミノカルボン酸（例えば、
エチレングリコール四酢酸（ＥＧＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ニトリ
ロ三酢酸（ＮＴＡ）、ＮＴＡ誘導体、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）、ＩＤＡ誘導体、クエン酸
、シュウ酸、Ｎ−（ヒドロキシエチル）−エチレンジアミン三酢酸（ＨＥＤＴＡ）及びジ
エチルトリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ））、アゾベンゼン（例えば、Ｍｏｍｏｔａｋｅら、
２００３年、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ

Ｌｅｔｔ．、４４巻：７２７７〜８０頁を参照）

、及びアルコキシ酢酸（例えば、Ｓｔａｒｅｋら、２００６年、Ａｃｔａ

10

Ｐｏｌ．Ｐｈ

ａｒｍ．、６３巻：８９〜９４頁を参照）が含まれる。ｐＨ感受性キレート化剤の非限定
例が、本明細書に記載される。マグネシウムイオンへのほとんどのｐＨ感受性キレート化
剤の結合は、溶液のｐＨに依存する。ｐＨが低下するに従い、キレート化剤への結合につ
いて、水素イオンは、マグネシウムイオンとの競合に成功する（例えば、ｐＨ依存性キレ
ート化剤及びマグネシウム錯体の有効な安定度定数又は条件安定度定数はｐＨの低下に従
い低下する）。
【０１５２】
一部の実施形態では、ｐＨ依存性キレート化剤は、一座配位ｐＨ依存性キレート化剤（
例えば、本明細書に記載されるか当技術分野で公知である一座配位ｐＨ依存性キレート化

20

剤のいずれか）である。一部の実施形態では、一座配位ｐＨ感受性キレート化剤は、クエ
ン酸である。
【０１５３】
一部の実施形態では、ｐＨ依存性キレート化剤は、多座配位ｐＨ依存性キレート化剤（
例えば、本明細書に記載されるか当技術分野で公知である多座配位ｐＨ依存性キレート化
剤のいずれか）である。多座配位ｐＨ感受性キレート化剤は、類似した一座配位ｐＨ感受
性キレート化剤によって形成されるものより安定したマグネシウム錯体を通常形成し、複
数のｐＨ感受性官能基の存在のためによりｐＨ依存性である。これらの官能基は、ｐＨが
変化するに従い、異なるプロトン化状態を形成する。その結果、有効な安定度定数又は条
件安定度定数は、ｐＨの低下に従い低下する。一部の実施形態では、多座配位ｐＨ感受性
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キレート化剤は、１つ又は複数（例えば、少なくとも２つ、３つ又は４つ）のカルボキシ
レート及び／又はアミノ官能基を含有する（例えば、エチレングリコール−ビス（２−ア
ミノエチルエーテル）四酢酸（ＥＧＴＡ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ＥＧ
ＴＡ誘導体、ＥＤＴＡ誘導体、Ｎ−メチルイミノ二酢酸、ニトリロ三酢酸（ＮＴＡ）、Ｎ
ＴＡ誘導体、ＤＬ−２−（２−メチルチオエチル）ニトリロ酢酸、（２−ヒドロキシトリ
メチレン）ジニトリロ四酢酸、ＤＬ−１−エチルエチレンジニトリロ四酢酸Ｎ，Ｎ−ジア
ミド、ＤＬ−１−メチルエチレンジニトリロ四酢酸Ｎ，Ｎ−ジアミド、エチレンジイミノ
ジプロパン二酸（ＥＤＤＭ）、エチレンジイミノジ−２−プロパン酸、エチレンジイミノ
二酢酸（ＥＤＤＡ）、Ｎ−（２−ピリジルメチル）イミノ二酢酸、１，３−フェニレンジ
ニトリロ四酢酸、エチレンジニトリロテトラ（３−プロパン酸）、イミノ二酢酸（ＩＤＡ
）、ＩＤＡ誘導体、シュウ酸、ｏ，ｐ−ＥＤＤＨＡ（エチレンジアミン−Ｎ−（ｏ−ヒド
ロキシフェニル酢酸）−Ｎ−（ｐ−ヒドロキシフェニル酢酸）、ｏ，ｏ−ＥＤＤＨＡ及び
ｐ，ｐ−ＥＤＤＨＡ）。
【０１５４】
表３は、一部の非限定的な例示的ｐＨ感受性キレート化剤のマグネシウム−リガンド安
定度定数及び酸解離定数の対数を示す。
【０１５５】
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【表３】

10
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【０１５６】
一部の実施形態では、マグネシウムイオン及びｐＨ感受性キレート化剤の錯体の安定度
定数の対数は、１〜９（例えば、２〜９、２〜６及び３〜６）である。
【０１５７】
一部の実施形態では、第１の温度は、約０℃〜約３０℃（例えば、約１０℃〜約３０℃
、約０℃〜約５℃、約５℃〜約１０℃、約１０℃〜約１５℃、約１５℃〜約２０℃、約２
０℃〜約２５℃、又は約２５℃〜約３０℃）である。一部の実施形態では、第２の温度は

30

、約３０℃〜約１００℃（例えば、約３０℃〜約４０℃、約４０℃〜約５０℃、約５０℃
〜約６０℃、約６０℃〜約７０℃、約７０℃〜約８０℃、約８０℃〜約９０℃、又は約９
０℃〜約１００℃）である。
【０１５８】
本開示を考慮すれば、当業者は、核酸増幅反応で１つ又は複数の酵素反応が第１の温度
で阻害され、第２の温度で許容されるように、第１の温度及び第２の温度でマグネシウム
イオン結合の所望量を提供するために、１つ又は複数の温度感受性バッファー及び１つ又
は複数のｐＨ依存性キレート化剤の対を選択することができる。ｐＨ及びｐＨ依存性キレ
ート化剤濃度などの因子に基づくマグネシウムイオン結合及び遊離マグネシウムイオン濃
度の予測を助けるアルゴリズムは、例えば、Ｓｃｈｏｅｎｍａｋｅｒｓら、１９９２年、
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Ｂｉｏｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ、１２巻：８７０〜８７４頁及びＦｕｊｉｓｈｉｒｏら、１
９９５年、Ｃｏｍｐｕｔ．Ｂｉｏｌ．Ｍｅｄ．、２５巻：６１〜８０頁に記載される。そ
のようなアルゴリズムのバージョンは、ｗｗｗ．ｒｕ．ｎｌ／ｏｒｇａｎｐｈｙ／ｃｈｅ
ｌａｔｏｒ／Ｃｈｅｌｍａｉｎ．ｈｔｍｌ及びｍａｘｃｈｅｌａｔｏｒ．ｓｔａｎｆｏｒ
ｄ．ｅｄｕで得ることができる。
【０１５９】
一部の実施形態では、キレート化剤濃度対マグネシウムイオン濃度の比は、約０．１〜
１０（例えば、約０．１〜０．５、約０．２〜１、約０．５〜２、約１〜５又は約２〜１
０）である。
【０１６０】
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一部の実施形態では、第１の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度は、約０〜約１０
ｍＭ（例えば、約０〜約０．１ｍＭ、約０〜約０．２ｍＭ、約０〜約０．５ｍＭ、約０〜
約１ｍＭ、約０〜約２ｍＭ、又は約０〜約５ｍＭ）である。
【０１６１】
一部の実施形態では、第２の温度での遊離マグネシウムイオンの濃度は、約５〜約５０
ｍＭ（例えば、約５〜約１０ｍＭ、約５〜約２０ｍＭ、約１０〜約２０ｍＭ、又は約１０
〜約５０ｍＭ）である。
【０１６２】
多数の等温核酸増幅技術が公知であり、その例には、例えば、ニッキング及び伸長増幅
反応（ＮＥＡＲ）、リコンビナーゼポリメラーゼ増幅（ＲＰＡ）、核酸の等温及びキメラ
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プライマー開始増幅（ＩＣＡＮ）、転写媒介増幅（ＴＭＡ）、核酸配列ベース増幅（ＮＡ
ＳＢＡ）、シグナル媒介ＲＮＡ増幅技術（ＳＭＡＲＴ）、鎖置換増幅（ＳＤＡ）、ローリ
ングサークル増幅（ＲＣＡＴ）、リガーゼ増幅反応、ＤＮＡのループ媒介等温増幅（ＬＡ
ＭＰ）、等温多置換増幅、ヘリカーゼ依存性増幅（ＨＤＡ）、単一プライマー等温増幅（
ＳＰＩＡ）及び環状ヘリカーゼ依存性増幅が含まれる。ポリメラーゼ連鎖反応及びその変
種を用いることもできる。これらの非等温反応は、典型的には、核酸鎖の分離を引き起こ
すために熱循環を用いる。等温及び非等温増幅方法は、例えば、Ｇｉｌｌら、Ｎｕｃｌｅ
ｏｓｉｄｅｓ

Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ

Ｎｕｃｌｅｉｃ

Ａｃｉｄｓ

２００８年２７

巻：２２４〜２４３頁；Ｍｕｋａｉら、２００７年、Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１４２巻：２
７３〜２８１頁；Ｖａｎ

Ｎｅｓｓら、ＰＮＡＳ

２００３年１００巻：４５０４〜４５

20

０９頁；Ｔａｎら、Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．２００５年、７７巻：７９８４〜７９９２頁；
Ｌｉｚａｒｄら、Ｎａｔｕｒｅ

Ｂｉｏｔｅｃｈ．１９９８年、６巻：１１９７〜１２０

２頁；Ｍｏｒｉら、Ｊ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒ．２００９年１５巻：６２〜
６９頁；Ｎｏｔｏｍｉら、ＮＡＲ

２０００年、２８巻：ｅ６３頁；及びＫｕｒｎら、Ｃ

ｌｉｎ．Ｃｈｅｍ．２００５年、５１巻：１０号、１９７３〜１９８１頁に議論される。
これらの一般的増幅技術のための他の参考文献には、例えば、米国特許第７，１１２，４
２３号；第５，４５５，１６６号；第５，７１２，１２４号；第５，７４４，３１１号；
第５，９１６，７７９号；第５，５５６，７５１号；第５，７３３，７３３号；第５，８
３４，２０２号；第５，３５４，６６８号；第５，５９１，６０９号；第５，６１４，３
８９号；及び第５，９４２，３９１号；並びに米国特許公開番号ＵＳ２００３００８２５

30

９０；ＵＳ２００３０１３８８００；ＵＳ２００４００５８３７８；ＵＳ２００６０１５
４２８６；ＵＳ２００９００８１６７０及びＵＳ２００９００１７４５３が含まれる。上
記文書の全ては、参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６３】
上の増幅反応は、典型的には、補因子として二価のマグネシウムイオンを必要とする１
つ又は複数の酵素、例えば、ＤＮＡポリメラーゼ、ＩＩ型制限エンドヌクレアーゼ（例え
ば、ＩＩＳ型又はニッキングエンドヌクレアーゼ）、リコンビナーゼ（例えば、ＲｅｃＡ
、ＵｖｓＸ）、逆転写酵素、ＤＮＡ依存性ＲＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡ依存性ＲＮＡポリ
メラーゼ、リボヌクレアーゼＨ酵素又はＤＮＡリガーゼを用いる。したがって、ｐＨ依存
性キレート化剤の作用によって遊離マグネシウムイオンが低減されるとき、反応を阻害す
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ることができる。
【０１６４】
この開示により提供される増幅反応には、実質的に等温条件下で起こる反応が含まれる
。この開示には、増幅試薬混合物と組み合わせる前にポリヌクレオチドが変性していない
増幅反応も含まれる。さらに、第１の温度と第２の温度の間での反応混合物の温度の反復
サイクルなしでポリヌクレオチドが増幅される、増幅反応が提供される。
【０１６５】
ポリヌクレオチドの増幅は、ポリヌクレオチドを増幅試薬混合物と組み合わせることか
ら形成される初期反応混合物にさらなる試薬を加えずに起こることができる。初期反応混
合物にさらなる試薬を加えない一部の場合にも、増幅されたポリヌクレオチドを検出する

50

(29)

JP 2015‑518735 A 2015.7.6

ことができる。
【０１６６】
ＮＥＡＲは、核酸の等温増幅のための１つの例示的な方法である。ＮＥＡＲ反応は、短
い標的配列を増幅するために、鎖置換ＤＮＡポリメラーゼと組み合わせてニッキングエン
ドヌクレアーゼ（ニッキング制限エンドヌクレアーゼ又はニッキング酵素としても知られ
る）を用いる。ＮＥＡＲ法は、例えば、ＵＳ２００９／００１７４５３及びＵＳ２００９
／００８１６７０に開示され、それぞれは参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６７】
ＲＰＡは、核酸の等温増幅のための１つの例示的な方法である。ＲＰＡは、オリゴヌク
レオチドプライマーに二重鎖ＤＮＡの相同配列と対を形成させることが可能であるリコン

10

ビナーゼとして知られる酵素を採用する。この方法では、ＤＮＡ合成は、標的の二本鎖Ｄ
ＮＡの規定の点に向けられる。２つの遺伝子特異的プライマーを用いると、標的配列が存
在する場合には、指数関数的な増幅反応が開始される。反応は急速に進行し、わずかな標
的コピーから検出可能なレベルまで特異的増幅をもたらす。ＲＰＡ法は、例えば、ＵＳ７
，２７０，９８１；ＵＳ７，３９９，５９０；ＵＳ７，７７７，９５８；ＵＳ７，４３５
，５６１；ＵＳ２００９／００２９４２１及びＷＯ２０１０／１４１９４０に開示され、
その全ては参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６８】
等温増幅反応の構成成分は、溶液及び／又は乾燥（例えば、凍結乾燥）形態で提供する
ことができる。構成成分の１つ又は複数が乾燥形態で提供される場合は、再懸濁又は再構

20

成バッファー（例えば、温度感受性バッファー）を提供することもできる。
【０１６９】
増幅反応の特定のタイプに基づいて、反応混合物は、バッファー（例えば、温度感受性
バッファー）、塩、ヌクレオチド、及び反応が進行するために必要な他の構成成分を含有
することができる。
【０１７０】
マグネシウムは、塩、例えば硫酸マグネシウム及び塩化マグネシウムとして提供するこ
とができる。例えば塩の形態のマグネシウムは、溶液及び／又は乾燥（例えば、凍結乾燥
）形態で提供することもできる。バッファーから再構成されると、凍結乾燥されたマグネ
シウム塩は解離して、酵素補因子として作用するように利用できる遊離マグネシウムイオ

30

ン（Ｍｇ＋＋）を形成する。
【０１７１】
一部の実施形態では、反応混合物中の少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくと
も７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、少なくとも９５％又は実質的に全ての
二価イオン、例えばマグネシウムイオンは、可溶形態である。溶解した二価イオンは、遊
離であるかｐＨ感受性キレート化剤に可逆的に結合してもよい。
【０１７２】
溶液中の一部の二価イオン、例えば溶液中のマグネシウムイオンは、酸、例えばリン酸
を溶液に加えると固体として沈殿することができることが知られている。この沈殿反応は
、ＰＣＲのために必要とされるマグネシウムイオンを室温で隔離するために、「ホットス

40

タート」ＰＣＲで一般的に用いられる。ＰＣＲの初期化ステップで温度を９５℃以上に上
げると、マグネシウム沈殿物は溶解してマグネシウムイオンを遊離させ、酵素の補因子と
して作用させる。
【０１７３】
本発明の方法及び組成物のいずれにおいても、溶液中の二価イオン（例えばマグネシウ
ムイオン）は、酸性条件下でマグネシウムイオンの沈殿から形成されるマグネシウム沈殿
物などの沈殿物の溶解から形成されない。本発明の方法及び組成物の任意の実施形態では
、反応混合物は、沈殿形態で結合した二価イオンを含まない。さらなる実施形態では、ポ
リヌクレオチドの増幅の前に、二価イオンの２０％未満、１５％未満、１０％未満、５％
未満、１％未満が沈殿物を形成するか又は実質的にいずれも沈殿物を形成しない。本発明
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のために、乾燥又は凍結乾燥形態で提供される試薬混合物の構成成分、例えば凍結乾燥形
態で提供されるマグネシウム塩は沈殿物でなく、凍結乾燥形態は沈殿形態でない。
【０１７４】
標的核酸は、哺乳動物（例えば、ヒト）、植物、真菌（例えば、酵母）、原生動物、細
菌又はウイルスに存在する核酸であってもよい。例えば、標的核酸は、対象の生物体のゲ
ノム（例えば、染色体）又は染色体外核酸に存在してもよい。一部の実施形態では、標的
核酸は、ＲＮＡ、例えばｍＲＮＡである。一部の実施形態では、標的核酸は、ＤＮＡ（例
えば二本鎖ＤＮＡ）である。特定の実施形態では、標的核酸は、対象の生物体に特異的で
あり、すなわち、標的核酸は、他の生物体に見出されないか、対象の生物体に類似した生
10

物体に見出されない。
【０１７５】
標的核酸は、細菌、例えばグラム陽性菌又はグラム陰性菌に存在してもよい。非限定的
な例示的細菌種には、アシネトバクター属（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ）の種のＡＴＣ
Ｃ５４５９株、アシネトバクター・カルコアセチクス（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ
ａｌｃｏａｃｅｔｉｃｕｓ）、エロコッカス・ビリダンス（Ａｅｒｏｃｏｃｃｕｓ
ｒｉｄａｎｓ）、バクテロイデス・フラジリス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ
ｉｓ）、ボルデテラ・パータスシス（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ
ルデテラ・パラパータスシス（Ｂｏｒｄｅｔｅｌｌａ

ｃ
ｖｉ

ｆｒａｇｉｌ

ｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）、ボ

ｐａｒａｐｅｒｔｕｓｓｉｓ）、

カンピロバクター・ジェジュニ（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ
トリジウム・ディフィシール（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｊｅｊｕｎｉ）、クロス

ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ）、クロス

トリジウム・パーフリンジェンス（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

20

ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ）

、コリネバクテリウム属（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ）の種、クラミジア・ニュー
モニエ（Ｃｈｌａｍｙｄｉａ
ｈｌａｍｙｄｉａ

ｔｒａｃｈｏｍａｔｉｓ）、シトロバクター・フロインジ（Ｃｉｔｒ

ｏｂａｃｔｅｒ
ａｃｔｅｒ

ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）、クラミジア・トラコマチス（Ｃ

ｆｒｅｕｎｄｉｉ）、エンテロバクター・エロゲネス（Ｅｎｔｅｒｏｂ

ａｅｒｏｇｅｎｅｓ）、エンテロコッカス・ガリナルム（Ｅｎｔｅｒｏｃｏ

ｃｃｕｓ

ｇａｌｌｉｎａｒｕｍ）、エンテロコッカス・フェシウム（Ｅｎｔｅｒｏｃｏ

ｃｃｕｓ

ｆａｅｃｉｕｍ）、エンテロバクター・フェカリス（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅ

ｒ

ｆａｅｃａｌｉｓ）（例えば、ＡＴＣＣ２９２１２）、エシェリヒア・コリ（Ｅｓｃ

ｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ）（例えば、ＡＴＣＣ２５９２７）、ガードネレラ・バジナ

リス（Ｇａｒｄｎｅｒｅｌｌａ
ｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ
ｈｉｌｕｓ

30

ｖａｇｉｎａｌｉｓ）、ヘリコバクター・ピロリ（Ｈｅ

ｐｙｌｏｒｉ）、ヘモフィルス・インフルエンザ（Ｈａｅｍｏｐ

ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ）（例えば、ＡＴＣＣ４９２４７）、クレブシエラ・

ニューモニエ（Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ
フィラ（Ｌｅｇｉｏｎｅｌｌａ

ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）、レジオネラ・ニューモ

ｐｎｅｕｍｏｐｈｉｌａ）（例えば、ＡＴＣＣ３３４９

５）、リステリア・モノシトゲネス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ

ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）

（例えば、ＡＴＣＣ７６４８）、ミクロコッカス属（Ｍｉｃｒｏｃｏｃｃｕｓ）の種のＡ
ＴＣＣ１４３９６株、モラクセラ・カタラーリス（Ｍｏｒａｘｅｌｌａ

ｃａｔａｒｒｈ

ａｌｉｓ）、マイコバクテリウム・カンサシー（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
ａｓｉｉ）、マイコバクテリウム・ゴルドネ（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｋａｎｓ
ｇｏｒｄｏ

ｎａｅ）、マイコバクテリウム・フォーツイツム（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
ｔｕｉｔｕｍ）、マイコプラズマ・ニューモニエ（Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ
ｎｉａｅ）、マイコプラズマ・ホミニス（Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ
イセリア・メニンギティス（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
ｅ）、オリゲラ・ウレスラリス（Ｏｌｉｇｅｌｌａ
ルジノーサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ

ｆｏｒ

ｐｎｅｕｍｏ

ｈｏｍｉｎｉｓ）、ナ

ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｓ）（例えば、Ａ

ＴＣＣ６２５０）、ナイセリア・ゴノロエ（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
ラ・ムルトシダ（Ｐａｓｔｅｕｒｅｌｌａ

40

ｇｏｎｏｒｒｈｏｅａ

ｕｒｅｔｈｒａｌｉｓ）、パスツレ

ｍｕｌｔｏｃｉｄａ）、シュードモナス・エ

ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）（例えば、ＡＴＣＣ１０

１４５）、プロピオニバクテリウム・アクネス（Ｐｒｏｐｉｏｎｉｂａｃｔｅｒｉｕｍ
ａｃｎｅｓ）、プロテウス・ミラビリス（Ｐｒｏｔｅｕｓ

ｍｉｒａｂｉｌｉｓ）、プロ
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ｖｕｌｇａｒｉｓ）、サルモネラ属（Ｓａｌｍｏ

ｎｅｌｌａ）の種のＡＴＣＣ３１１９４株、サルモネラ・タイフィムリウム（Ｓａｌｍｏ
ｎｅｌｌａ

ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）、セラチア・マルセッセンス（Ｓｅｒｒａｔｉａ

ｍａｒｃｅｓｃｅｎｓ）（例えば、ＡＴＣＣ８１０１）、スタフィロコッカス・アウレ
ウス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ａｕｒｅｕｓ）（例えば、ＡＴＣＣ２５９２３）

、スタフィロコッカス・エピダーミディス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ｅｐｉｄｅ

ｒｍｉｄｉｓ）（例えば、ＡＴＣＣ１２２２８）、スタフィロコッカス・ルグヅネンシス
（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ｌｕｇｄｕｎｅｎｓｉｓ）、スタフィロコッカス・サ

プロフィティクス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ

ｓａｐｒｏｐｈｙｔｉｃｕｓ）、ス

トレプトコッカス・ニューモニエ（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ

ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ

10

）（例えば、ＡＴＣＣ４９６１９）、ストレプトコッカス・ピオゲネス（Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｃｏｃｃｕｓ
ｏｃｏｃｃｕｓ

ｐｙｏｇｅｎｅｓ）、ストレプトコッカス・アガラクチエ（Ｓｔｒｅｐｔ
ａｇａｌａｃｔｉａｅ）（例えば、ＡＴＣＣ１３８１３）、トレポネー

マ・パリヅマ（Ｔｒｅｐｏｎｅｍａ

ｐａｌｌｉｄｕｍａ）、ビリダンス連鎖球菌群（例

えば、ＡＴＣＣ１０５５６）、バシラス・アントラシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ
ａｃｉｓ）、バシラス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ
フィロミラジア（Ｆｒａｎｃｉｓｅｌｌａ

ａｎｔｈｒ

ｃｅｒｅｕｓ）、フランキセラ・

ｐｈｉｌｏｍｉｒａｇｉａ）（ＧＡＯ１−２

８１０）、フランキセラ・ツラレンシス（Ｆｒａｎｃｉｓｅｌｌａ

ｔｕｌａｒｅｎｓｉ

ｓ）（ＬＶＳＢ）、エルシニア・シュードツベルクロシス（Ｙｅｒｓｉｎｉａ

ｐｓｅｕ

ｄｏｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）（ＰＢ１／＋）、エルシニア・エンテロコリティカ（Ｙ
ｅｒｓｉｎｉａ

20

ｅｎｔｅｒｏｃｏｌｉｔｉｃａ）、Ｏ：９血清型、及びエルシニア・ペ

スティス（Ｙｅｒｓｉｎｉａ

ｐｅｓｔｉｓ）（Ｐ１４−）が含まれる。一部の実施形態

では、標的核酸は、アシネトバクター（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ）、エロコッカス（
Ａｅｒｏｃｏｃｃｕｓ）、バクテロイデス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ）、ボルデテラ（Ｂ
ｏｒｄｅｔｅｌｌａ）、カンピロバクター（Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ）、クロストリ
ジウム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ）、コリネバクテリウム（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉ
ｕｍ）、クラミジア（Ｃｈｌａｍｙｄｉａ）、シトロバクター（Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ
）、エンテロバクター（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒ）、エンテロコッカス（Ｅｎｔｅｒｏ
ｃｏｃｃｕｓ）、エシェリヒア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）、ヘリコバクター（Ｈｅｌｉ
ｃｏｂａｃｔｅｒ）、ヘモフィルス（Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ）、クレブシエラ（Ｋｌｅ

30

ｂｓｉｅｌｌａ）、レジオネラ（Ｌｅｇｉｏｎｅｌｌａ）、リステリア（Ｌｉｓｔｅｒｉ
ａ）、ミクロコッカス（Ｍｉｃｒｏｃｏｃｃｕｓ）、モビリンカス（Ｍｏｂｉｌｉｎｃｕ
ｓ）、モラクセラ（Ｍｏｒａｘｅｌｌａ）、マイコバクテリウム（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒ
ｉｕｍ）、マイコプラズマ（Ｍｙｃｏｐｌａｓｍａ）、ナイセリア（Ｎｅｉｓｓｅｒｉａ
）、オリゲラ（Ｏｌｉｇｅｌｌａ）、パスツレラ（Ｐａｓｔｅｕｒｅｌｌａ）、プレボテ
ラ（Ｐｒｅｖｏｔｅｌｌａ）、ポルフィロモナス（Ｐｏｒｐｈｙｒｏｍｏｎａｓ）、シュ
ードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、プロピオニバクテリウム（Ｐｒｏｐｉｏｎｉｂ
ａｃｔｅｒｉｕｍｕ）、プロテウス（Ｐｒｏｔｅｕｓ）、サルモネラ（Ｓａｌｍｏｎｅｌ
ｌａ）、セラチア（Ｓｅｒｒａｔｉａ）、スタフィロコッカス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃ
ｃｕｓ）、ストレプトコッカス（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ）、トレポネーマ（Ｔｒｅ

40

ｐｏｎｅｍａ）、バシラス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）、フランキセラ（Ｆｒａｎｃｉｓｅｌｌ
ａ）又はエルシニア（Ｙｅｒｓｉｎｉａ）から選択される細菌属の種に存在する。一部の
実施形態では、標的核酸は、Ａ群連鎖球菌又はＢ群連鎖球菌に見出される。
【０１７６】
例示的なクラミジアの標的核酸には、クラミジアの潜在プラスミドで見出される配列が
含まれる。
【０１７７】
例示的なＭ．ツベルクロシス（Ｍ．ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ）の標的核酸には、ＩＳ
６１１０（ＵＳ５，７３１，１５０を参照）及び／又はＩＳ１０８１（例えば、Ｂａｈａ
ｄｏｒら、２００５年、Ｒｅｓ．Ｊ．Ａｇｒ．Ｂｉｏｌ．Ｓｃｉ．、１巻：１４２〜１４
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５頁を参照）で見出される配列が含まれる。
【０１７８】
例示的なＮ．ゴノレア（Ｎ．ｇｏｎｏｒｒｈｅａ）の標的核酸には、ＮＧＯ０４６９（
例えば、Ｐｉｅｋａｒｏｗｉｃｚら、２００７年、ＢＭＣ

Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．、７巻

：６６頁を参照）及びＮＧＯ０４７０で見出される配列が含まれる。
【０１７９】
例示的なＡ群連鎖球菌の標的核酸には、Ｓｐｙ１２５８（例えば、Ｌｉｕら、２００５
年、Ｒｅｓ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．、１５６巻：５６４〜５６７頁を参照）、Ｓｐｙ０１
９３、ｌｙｔＡ、ｐｓａＡ及びｐｌｙ（米国特許出願公開第２０１０／０２３４２４５号
10

を参照）で見出される配列が含まれる。
【０１８０】
例示的なＢ群連鎖球菌の標的核酸には、ｃｆｂ遺伝子（例えば、Ｐｏｄｂｉｅｌｓｋｉ
ら、１９９４年、Ｍｅｄ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．、１８３巻：２３９〜
２５６頁を参照）で見出される配列が含まれる。
【０１８１】
一部の実施形態では、標的核酸は、ウイルスの核酸である。例えば、ウイルスの核酸は
、ヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）、インフルエンザウイルス（例えば、インフルエンザ
Ａ型ウイルス、インフルエンザＢ型ウイルス又はインフルエンザＣ型ウイルス）又はデン
グ熱ウイルスで見出すことができる。例示的なＨＩＶ標的核酸には、Ｐｏｌ領域で見出さ

20

れる配列が含まれる。
【０１８２】
一部の実施形態では、標的核酸は、原生動物の核酸である。例えば、原生動物の核酸は
、プラスモディウム属（Ｐｌａｓｍｏｄｉｕｍ）の種、リーシュマニア属（Ｌｅｉｓｈｍ
ａｎｉａ）の種、トリパノソーマ・ブルーセイ・ガンビエンス（Ｔｒｙｐａｎｏｓｏｍａ
ｂｒｕｃｅｉ

ｇａｍｂｉｅｎｓｅ）、トリパノソーマ・ブルーセイ・ローデシエンス

（Ｔｒｙｐａｎｏｓｏｍａ

ｂｒｕｃｅｉ

・クルージ（Ｔｒｙｐａｎｏｓｏｍａ

ｒｈｏｄｅｓｉｅｎｓｅ）、トリパノソーマ

ｃｒｕｚｉ）、エントアメーバ属（Ｅｎｔａｍｏ

ｅｂａ）の種、トキソプラズマ属（Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ）の種、トリコモナス・バギナ
リス（Ｔｒｉｃｈｏｍｏｎａｓ
（Ｇｉａｒｄｉａ

ｖａｇｉｎａｌｉｓ）及びジアルジア・デュオデナリス

ｄｕｏｄｅｎａｌｉｓ）で見出すことができる。

30

【０１８３】
一部の実施形態では、標的核酸は、哺乳動物（例えば、ヒト）の核酸である。例えば、
哺乳動物の核酸は、循環腫瘍細胞、上皮細胞又は線維芽細胞で見出すことができる。
【０１８４】
一部の実施形態では、標的核酸は、真菌（例えば、酵母）の核酸である。例えば、真菌
の核酸は、カンジダ属（Ｃａｎｄｉｄａ）種（例えば、カンジダ・アルビカンス（Ｃａｎ
ｄｉｄａ

ａｌｂｉｃａｎｓ））で見出すことができる。

【０１８５】
本発明の態様及び実施形態のいずれかで増幅生成物を検出することは、典型的には、標
的核酸に対応する増幅生成物に十分に相補的であってハイブリダイズする標識プローブの

40

使用を含む。したがって、増幅生成物の存在、量及び／又は同一性は、増幅生成物に相補
的である蛍光標識プローブなどの標識プローブをハイブリダイズすることによって検出す
ることができる。一部の実施形態では、対象の標的核酸配列の検出は、生成物がリアルタ
イムで測定されるように、等温増幅方法と標識プローブの併用を含む。別の実施形態では
、対象の増幅された標的核酸配列の検出は、膜などの固体支持体への増幅された標的核酸
の移動、及び増幅された標的核酸配列に相補的であるプローブ、例えば標識プローブで膜
を探索することを含む。さらに別の実施形態では、対象の増幅された標的核酸配列の検出
は、アドレス可能な位置を有する所定のアレイに整列され、増幅された標的核酸に相補的
であるプローブへの、標識された、増幅された標的核酸のハイブリダイゼーションを含む
。
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【０１８６】
典型的には、増幅反応では１つ又は複数のプライマーが利用される。標的核酸の増幅は
、標的核酸とハイブリダイズして、その増幅を方向付けることが可能である１つ又は複数
のプライマーと標的核酸を接触させることを含む。一部の実施形態では、両方とも標的核
酸とハイブリダイズするフォワード及びリバースプライマーを含むプライマー対と試料を
接触させる。
【０１８７】
リアルタイム増幅は、エンドポイント検出と対照的に、反応の間に発光された蛍光をア
ンプリコン生成の指標としてモニターする。反応のリアルタイム進行は、一部の系で見る
ことができる。典型的には、リアルタイム法は、蛍光リポーターの検出を含む。典型的に

10

は、蛍光リポーターのシグナルは、反応での増幅生成物の量に正比例して増加する。各サ
イクルで蛍光発光の量を記録することによって、増幅生成物の量の最初の有意な増加が標
的鋳型の初期量と相関する指数増殖期の間、増幅反応をモニターすることが可能である。
核酸標的の出発コピー数が多いほど、蛍光の有意な増加が観察されるのが早い。
【０１８８】
一部の実施形態では、蛍光標識プローブは、蛍光共鳴エネルギー転移（ＦＲＥＴ）に、
又は、増幅された標的核酸とのＤＮＡプローブのハイブリダイゼーションをリアルタイム
で検出する方法として、試料の蛍光発光波長の変化に依存する。例えば、異なるプローブ
上の蛍光発生標識の間（例えば、ＨｙｂＰｒｏｂｅｓを用いる）、又は同じプローブ上の
蛍光団と非蛍光性失活剤の間（例えば、分子ビーコン又はＴＡＱＭＡＮ（登録商標）プロ

20

ーブを用いる）で起こるＦＲＥＴは、対象のＤＮＡ配列と特異的にハイブリダイズするプ
ローブを識別することができ、このように、試料中の標的核酸の存在及び／又は量を検出
することができる。一部の実施形態では、増幅生成物を識別するために用いられる蛍光標
識ＤＮＡプローブは、スペクトルが異なる発光波長を有し、それらは例えば多重反応で、
同じ反応管の中で増幅生成物を区別することを可能にする。例えば、多重反応は、対照核
酸などの２つ以上の標的核酸の増幅生成物の同時検出を可能にする。
【０１８９】
一部の実施形態では、標的核酸に特異的なプローブは、同位体標識又は非同位体標識に
よって検出可能に標識され、代替の実施形態では、増幅された標的核酸が標識される。プ
ローブは、標的核酸種の指標、例えば標的核酸種の増幅生成物として検出することができ

30

る。非同位体標識は、例えば、蛍光性若しくは発光性の分子、又は酵素、補因子、酵素基
質若しくはハプテンを含むことができる。プローブは、ＲＮＡ、ＤＮＡ又は両方の混合物
の一本鎖又は二本鎖の調製物とインキュベートすることができ、ハイブリダイゼーション
を判定することができる。一部の例では、ハイブリダイゼーションは、例えば標識プロー
ブからの、シグナルの増加又は減少などのシグナルの検出可能な変化をもたらす。したが
って、ハイブリダイゼーションを検出することは、ハイブリダイゼーションの前の標識か
らのシグナルと比較して、ハイブリダイゼーションの間か後の標識プローブからのシグナ
ルの変化を検出することを含むことができる。
【０１９０】
一部の方法では、増幅生成物は、フローストリップを用いて検出することができる。一

40

部の実施形態では、１つの検出可能な標識は色を生成し、第２の標識は、固定化抗体又は
抗体断片によって認識されるエピトープである。両方の標識を含有する生成物は、固定化
抗体に付着し、固定化抗体の位置で色を生成する。この検出方法に基づくアッセイは、例
えば、全等温増幅反応に適用することができるフローストリップ（ディップスティック）
であってもよい。陽性増幅は、標的核酸の増幅の指標としてフローストリップの上でバン
ドを生成するが、陰性増幅はいかなるカラーバンドも生成しない。
【０１９１】
一部の実施形態では、標的核酸の量（例えば、コピー数）は、本明細書に開示される方
法を用いて近似的に数量化することができる。例えば、標的核酸の既知量を並行反応で増
幅することができ、試料から得られる増幅生成物の量は、並行反応で得られる増幅生成物
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の量と比較することができる。一部の実施形態では、標的核酸のいくつかの既知量を複数
の並行反応で増幅することができ、試料から得られる増幅生成物の量は、並行反応で得ら
れる増幅生成物の量と比較することができる。試料中の標的核酸が並行反応での標的核酸
として反応構成成分に同様に利用できると仮定すると、試料中の標的核酸の量は、これら
の方法を用いて近似的に数量化することができる。
【０１９２】
本明細書に開示される方法のための反応構成成分は、標的核酸の検出で使用するための
キットの形態で供給してもよい。そのようなキットでは、１つ又は複数の反応構成成分の
適当な量が１つ又は複数の容器で提供されるか、基質の上に保持される（例えば、静電的
相互作用又は共有結合によって）。標的核酸に特異的な核酸プローブ及び／又はプライマ

10

ーを提供することもできる。反応構成成分、核酸プローブ及び／又はプライマーは、水溶
液に、又は例えばフリーズドライ若しくは凍結乾燥された粉末、ペレット若しくはビーズ
として懸濁してもよい。構成成分などが供給される容器（複数可）は、供給形態を保持す
ることが可能な任意の従来の容器、例えばマイクロチューブ、アンプル、ボトル又は一体
式試験装置、例えば流体装置、カートリッジ、側方流動若しくは他の類似した装置であっ
てもよい。キットは、標的核酸の検出で使用するための標識又は非標識核酸プローブを含
むことができる。一部の実施形態では、キットは、本明細書に記載される方法のいずれか
、例えば核酸の抽出及び／又は精製のない粗製マトリックスを用いる方法で構成成分を用
いるための説明書をさらに含むことができる。
20

【０１９３】
一部の適用では、１つ又は複数の反応構成成分は、個々の、典型的には使い捨て式のチ
ューブ又は同等の容器で、予め測定された単回使用量で提供してもよい。そのような配置
では、標的核酸の存在について試験する試料を個々のチューブに加え、増幅を直接に実行
することができる。
【０１９４】
キットで供給される構成成分の量は任意の適当な量であってもよく、製品が向かう標的
市場によって決めることができる。適当な量を決定するための一般的なガイドラインは、
例えば、Ｊｏｓｅｐｈ
ｅｃｕｌａｒ
ｏｌｄ

Ｓａｍｂｒｏｏｋ及びＤａｖｉｄ

Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ

Ｓｐｒｉｎｇ

ｉｎ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｈａｒｂｏｒ

；及びＦｒｅｄｅｒｉｃｋ

Ｗ．Ｒｕｓｓｅｌｌ、Ｍｏｌ
Ｍａｎｕａｌ、第３版、Ｃ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｐｒｅｓｓ、２００１年

Ｍ．Ａｕｓｕｂｅｌ、Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｂｉｏｌｏｇｙ、Ｊｏｈｎ
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Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ

Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、２０

０３年に見出すことができる。
【実施例】
【０１９５】
実施例１．ＥＧＴＡによる増幅反応
ｐＨ依存性キレート化剤ＥＧＴＡの有り無しで、ＮＥＡＲ増幅をホットスタート条件下
で実施した。０又は１００コピーの精製されたインフルエンザＡ型ウイルスＲＮＡ、及び
１５０ｎＭのフォワード鋳型、２５０ｎＭのリバース鋳型、及び２００ｎＭの分子ビーコ
ンプローブを用いてアッセイを設定した。鋳型及び分子ビーコンプローブの配列は、以下
の通りであった：フォワード鋳型、５
ＧＡＣＡＧＣＣＡＧＡＣＡ−３

−ＡＧＡＣＴＣＣＡＣＡＣＧＧＡＧＴＣＴＡＣＴ

（配列番号１）；リバース鋳型、５

ＡＴＡＴＧＧＡＧＴＣＴＴＧＡＴＧＧＣＣＡＴＣＣＧＡＡ
ーコンプローブ、５
−ＢＨＱ１−３

−ＡＧＡＣＴＣＣ

（配列番号２）；及び分子ビ

−６−Ｆａｍ−ＣＴＧＧＴＡＧＣＣＡＧＧＣＡ

ＧＣＧＡＣＣＡＧ

（配列番号３）。以下の条件下で反応を実行した：１００ｍＭトリス−

Ｃｌ（２０℃でｐＨ７．９）、１５ｍＭ
１５ｍＭ
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ＭｇＳＯ４、１４ｍＭ

Ｎａ２ＳＯ４、１５ｍＭ（ＮＨ４）２ＳＯ４、

ＥＧＴＡ、１ｍＭ

ＤＴＴ、０．１％

Ｘ−１００、０．３ｍＭの各ｄＮＴＰ、１９．２ＵのＢｓｔ

Ｔｒｉｔｏｎ

ＤＮＡポリメラーゼ及び

１５ＵのＮｔ．ＢｓｔＮＢＩニッキング酵素。アッセイの構成成分を室温で組み合わせ、
約２０分の間室温に維持し、その後反応を５６℃に置いた。リアルタイム蛍光を用いて反
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応を１０分の間モニターした。ＥＧＴＡ及び１００コピーのウイルスＲＮＡを含む反応だ
けで、増幅を観察した（図１）。
【０１９６】
この実施例は、増幅反応において温度感受性バッファー及びｐＨ依存性キレート化剤を
含むことが、ホットスタート条件下で増幅を向上させることを実証する。
【０１９７】
実施例２．ＥＧＴＡ及び凍結乾燥された構成成分による増幅
凍結乾燥された構成成分を用いて、ホットスタート条件下でＮＥＡＲ反応を実施した。
凍結乾燥された反応ペレットに、５０ｍＭトリス−ＨＣｌ（２０℃でｐＨ７．７５）、１
５ｍＭ

（ＮＨ４）２ＳＯ４、１５ｍＭ

ＭｇＳＯ４及び１５ｍＭ

ＥＧＴＡを含有する

10

５０μＬの再構成バッファーを加えた。凍結乾燥されたペレットからの構成成分は、再構
成後の５０μＬに、５０ｎＭフォワード鋳型、７５０ｎＭリバース鋳型、３００ｎＭ分子
ビーコンプローブ、５０ｍＭトレハロース、２２５ｍＭマンニトール、５０ｍＭトリス−
ＨＣｌ（２０℃でｐＨ８．５）、１ｍＭ
ｒｉｔｏｎ

ＤＴＴ、５ｍＭ

Ｎａ２ＳＯ４、０．１％

Ｘ−１００、０．３ｍＭの各ｄＮＴＰ、０．２×ＳＹＢＲ

、１２０ＵのＭａｎｔａ

Ｔ

Ｇｒｅｅｎ

Ｉ

ＤＮＡポリメラーゼ及び１５ＵのＮｔ．ＢｓｔＮＢＩニッキン

グ酵素を含んでいた。鋳型及び分子ビーコンプローブの配列は、以下の通りであった：フ
ォワード鋳型、５
ＡＡＡＡ−３

−ＣＧＡＣＴＣＣＡＴＡＴＧＧＡ

（配列番号４）、リバース鋳型、５

ＴＣＴＣＡＴＣＴＴＴＣＣＧＴＣＣＣＣ−３

ＧＴＣＣＴＣＧＴＣＡＧＡＣＣＣ
−ＴＧＡＣＴＣＣＡＴＡＴＧＧＡＧ

（配列番号５）、及び分子ビーコン、５

−Ｒｏｘ−ＴＣＧＧＧＧＣＡＧＡＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＣＧＡ−ＢＨＱ２−３
号６）。マイコバクテリウム・ボビス（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
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（配列番

ｂｏｖｉｓ）ＢＣ

Ｇ（ＡＴＣＣ１９０１１５株）からの２０又は２００コピーのゲノムＤＮＡを用いて増幅
を実施した。混合物は、１５分の間室温に保持した。室温でのインキュベーションの後、
反応を５６℃に移行し、リアルタイム蛍光を用いて反応を４０分の間モニターした。ＥＧ
ＴＡが反応に存在したとき、鋳型なしの対照と比較して、２０又は２００コピーの鋳型Ｄ
ＮＡを用いて有意な増幅が観察された（図２）。
【０１９８】
この実施例は、ホットスタート条件下で、増幅反応において温度感受性バッファー及び
ｐＨ依存性キレート化剤を含むことが、増幅を許容することを実証する。
【０１９９】
他の実施形態
本発明のいくつかの実施形態が記載されている。それにもかかわらず、本発明の精神及
び範囲から逸脱することなく、様々な改変を加えることができることが理解されよう。し
たがって、他の実施形態は以下の特許請求の範囲内である。
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