
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体内のＳＭＮ遺伝子発現を調節するＳＭＮ遺伝子発現調節剤であって、
　基準ＳＭＮエクソン７発現レベルに対して、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７の発現
レベルを増加させるのに十分な量の酪酸ナトリウムまたは を含むＳＭＮ
遺伝子発現調節剤。
【請求項２】
　エクソン７欠損転写産物に対するエクソン７含有ＳＭＮ転写産物の比率を、少なくとも
５０％増加させる請求項１記載のＳＭＮ遺伝子発現調節剤。
【請求項３】
　被検体の脊柱筋萎縮症の治療用組成物であって、
　脊柱筋萎縮症の症状を改善するのに十分な量の酪酸ナトリウムまたは
を含む治療用組成物。
【請求項４】
　ヒトに使用される請求項３記載の治療用組成物。
【請求項５】
　ＳＭＮ１突然変異のホモ接合体に使用される請求項３または４記載の治療用組成物。
【請求項６】
　子宮内の胎児に投与される請求項３から５いずれか記載の治療用組成物。
【請求項７】
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　前記症状は、筋麻痺である請求項３から６いずれか記載の治療用組成物。
【請求項８】
　前記症状は、筋萎縮である請求項３から６いずれか記載の治療用組成物。
【請求項９】
　前記症状は、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７発現減少を伴うものである請求項３か
ら８いずれか記載の治療用組成物。
【請求項１０】
　基準ＳＭＮエクソン７発現レベルに対して、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７の発現
レベルを増加させることにより、被験体内のＳＭＮ遺伝子発現を調節する医薬品の製造に
おける、酪酸ナトリウムまたは の使用。
【請求項１１】
　被験体内の脊柱筋萎縮症の症状を改善する医薬品の製造における、酪酸ナトリウムまた
は の使用。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は の投与によって被験体内のＳＭＮエクソン７発
現を調節する方法を対象とする。
【０００２】
【従来技術】
脊柱筋萎縮症（ＳＭＡ）は脊髄前部ｈｏｍ細胞の変性を特徴とする常染色体劣性神経変性
疾患であり、筋萎縮を伴う筋麻痺に至る。ＳＭＡ患者は程度が異なる重篤さに苦しめられ
、そのため臨床的には発症年齢と進行率に応じてタイプ１（重度）、２（中間）または３
（軽度）に分類される。障害は生産１０，０００に対しておよそ１の割合で認められ、保
因者頻度は５０に対して１である（Ｚｅｒｒｅｓ　（１９９７）　Ｊ．　Ｎｅｕｒｏｌ．
　Ｓｃｉ．　１４６：６７－７２）。タイプ１の患者の余命は１８箇月以下であり、タイ
プ３の患者は成人まで生存することができる。
【０００３】
全てのタイプのヒト脊柱筋萎縮症は５番染色体の５ｑ１３座のＳＭＮ１遺伝子の突然変異
によるものである。大半の個体において、ＳＭＮ１の隣接した第二の遺伝子ＳＭＮ２が存
在する。ＳＭＮ１とＳＭＮ２はともにＳＭＮすなわち２９４アミノ酸ＲＮＡ－結合タンパ
ク質を暗号化する（Ｌｅｆｅｖｒｅ　ｅｔ　ａｌ．（１９９５）　Ｃｅｌｌ　８０：１５
５－１６５；　Ｍｏｎａｎｉ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９９）　Ｈｕｍ．　Ｍｏｌ．　Ｇｅ
ｎｅｔ．　８：１１７７－１１８３）。ゲノムレベルではＳＭＮ１遺伝子をＳＭＮ２遺伝
子と異ならせるヌクレオチドは５つしか発見されていない。さらに、２つの遺伝子は、エ
クソン７内のサイレント・ヌクレオチド変化、すなわち、ＳＭＮ１と比較してＳＭＮ１内
のエクソン７内のＣ→Ｔ変化６塩基対を除いて、同一のｍＲＮＡを発生させる。この突然
変異はエクソン・スプライシング・エンヘンサの活性を修飾する（Ｌｏｒｓｏｎ　ａｎｄ
　Ａｎｄｒｏｐｈｙ　（２０００）　Ｈｕｍ．　Ｍｏｌ．　Ｇｅｎｅｔ．　９：２５９－
２６５）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この変化およびイントロンおよびプロモータ領域内のその他のヌクレオチド変化の結果と
して、大半のＳＭＮ２転写産物にエクソン３，５または７が欠損する。反対に、ＳＭＮ１
遺伝子から転写されたｍＲＮＡは一般的に全長ｍＲＮＡであり、接合されて、エクソン３
，５または７を除去するのはその転写産物のごく一部にすぎない（Ｇｅｎｎａｒｅｌｌｉ
　ｅｔ　ａｌ．　（１９９５）　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．　Ｒｅｓ．　Ｃｏ
ｍｍｕｎ　２１３：３４２－３４８；　Ｊｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．　（２０００）　ｊ．　
Ｎｅｕｒｏｌ．　Ｓｃｉ．　１７３：１４７－１５３　）。
【０００５】
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さらに、大半の個体において、ＳＭＮ１よりＳＭＮ２の転写がはるかに少ない。ＳＭＮ１
の欠損の重篤さが示すように、ＳＭＮ２によって生成される低レベルの全長ＳＭＮタンパ
ク質では脊柱筋萎縮症から保護するのに不十分である（Ｌｅｆｅｖｒｅ，　前掲；　Ｃｏ
ｏｖｅｒｔ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９７）　Ｈｕｍ．　Ｍｏｌ．　Ｇｅｎｅｔ．　６：１
２０５－１２０４）。
【０００６】
今日まで脊柱筋萎縮症に対する効果的な治療法はない。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、新規な方法を用いて、様々な等級の化合物がＳＭＮエクソン７遺伝子発現の調
節に有益であり、したがって、ＳＭＡの治療に有効であることが確認された発見に基づく
ものである。さらにＳＭＡ患者および特定の遺伝子型と表現型を有する形質転換動物から
採取した細胞が新規な選別方法に有益であることも発見された。
【０００８】
したがって、本発明は被験体のＳＭＮ遺伝子発現を調節する方法を特徴とする。該方法は
、基準ＳＭＮエクソン７発現レベルに対して、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７の発現
レベルを増加させるのに十分な量のヒストン・デアセチラーゼ阻害剤を被験体に投与する
ことから成る。
【０００９】
ヒストン・デアチラーゼ阻害剤としては酪酸塩（例えば、酪酸ナトリウム、酪酸アルギニ
ン、および酪酸）；トラポクシン；およびトリコスタチンＡが挙げられる。
【００１０】
基準ＳＭＮエクソン７発現レベルは治療前の被験体の細胞内、または治療しなかった細胞
内のレベルとすることができる。該方法はＳＭＮエクソン７発現レベルを少なくとも約３
０％、５０％、７５％、１００％、１５０％、２００％、３００％、４００％、５００％
以上増加させることができる。代案として、増加はエクソン７欠損転写産物に対するエク
ソン７含有転写産物の比率で測ることもできる。この比率は少なくとも約３０％、５０％
、７５％、１００％、１５０％、２００％、３００％、４００％、５００％以上増加させ
ることができる。
【００１１】
　別の特徴は被験体の脊柱筋萎縮症を治療する方法である。該方法は脊柱筋萎縮症の症状
を改善させるのに十分な量の、例えば、下記の用量の、
を被験体に投与することから成る。被験体は哺乳動物、例えば、ヒトとすることができる
。ヒトの被験体はＳＭＮ１の突然変異について同型接合体とすることができる。
【００１２】
　被験体は、例えば、直接または間接に（例えば、母体を介して胎児に

を投与することによって子宮内で処理された胎児とすることができる。
【００１３】
本書において、「導入遺伝子」は人工物によって細胞内に挿入された核酸配列（例えば、
一つ以上のヒトのタンパク質をコード化する）を意味するものとする。導入遺伝子は染色
体ゲノムに組み込まれる。遺伝子導入配列は一部または全体が種－異質構造であってもよ
い、すなわち、遺伝子導入配列、またはその部分は、それが導入される細胞とは異なる種
からのものであってもよい。遺伝子導入配列は一部または全体が種－同質構造であっても
よい、すなわち、遺伝子導入配列、またはその部分は、それが導入される細胞と同じ種か
らのものであってもよい。遺伝子導入配列がそれが導入される細胞の内生遺伝子と同質で
あるとき（配列の意味で、あるいは種－同質構造の意味で）、遺伝子導入配列は次の一つ
または複数の特徴を有する：それが挿入される細胞のゲノムの配列を変化させるように細
胞のゲノム内に挿入するように設計されるか、挿入される（例えば、内生遺伝子の部位と
異なる部位に挿入されるか、その挿入によって内生遺伝子の配列が変化することになる）
；突然変異を含む、例えば、遺伝子導入配列の誤発現になる突然変異を含む；その挿入に

10

20

30

40

50

(3) JP 4018884 B2 2007.12.5

ヒストン・デアセチラーゼ阻害剤

ヒストン・デアセ
チラーゼ阻害剤



よって、それが挿入される遺伝子内に誤発現が起きる可能性がある、例えば、挿入により
それが挿入される遺伝子のノックアウトに至ることがある。導入遺伝子は一つまたは複数
の転写調節配列および選択した核酸の所望の発現レベルまたはパターンに必要なことがあ
る、イントロンなどの他の核酸配列、を含むことができる。導入遺伝子はアンチセンス転
写産物またはタンパク質を暗号化する転写産物などの、センス転写産物を提供することが
できる。
【００１４】
本書において、「遺伝子導入細胞」という用語は導入遺伝子を含む細胞を意味する。
【００１５】
本書において、「形質転換動物」は動物の細胞の一つ以上（例えば、全部）が本発明の分
野で既知の遺伝子導入技術になどによって、人為的に導入された異質構造核酸を含むヒト
でない動物である。導入遺伝子は細胞内に直接に、細胞前駆体内に導入することによって
間接に、あるいは顕微注射、変換、エレクトロポレーション、リポフェクション（ｌｉｐ
ｏｆｅｃｔｉｏｎ）、または組み替えウィルスによる感染によって導入できる。導入遺伝
子が間接的に導入される一つの例において、導入遺伝子は培養細胞内に導入され、培養細
胞の核または培養細胞の子孫の核は動物に成長する有核卵母細胞を発生するために核を除
去した卵母細胞内に顕微注射される。
【００１６】
本書において、内生遺伝子に関していう「崩壊」は内生遺伝子、そのエクソン、または内
生遺伝子、そのエクソンによって暗号化されたアミノ酸配列を不活性化するタイプの突然
変異を意味する。したがって、突然変異は崩壊した遺伝子またはその一部の欠損、不適切
なスプライシング（スプライシングの喪失を含む）、および／または崩壊した遺伝子また
はその一部への挿入を引き起こす突然変異の可能性がある。
【００１７】
被験体について（すなわち、ＳＭＡ動物モデル、例えば、遺伝子導入マウスモデル、およ
び患者）下記からＳＭＡの症状を選択した：誕生以前の、生誕後１０日未満の、または４
週間未満の致死；胎動減少；嗜眠；筋反応喪失または減退（例えば、反射消失、吐き気反
射喪失）；手震顫；末梢神経障害；ＥＭＧ（筋電図）によって検出されるような活性筋肉
収縮の大きな振幅、長時間の、多相放出；神経障害；筋肉弱化（例えば、骨盤帯筋、腕筋
、顔面筋の弱化、歩行不安定、後脚の麻痺、舌繊維束攣縮、および萎縮）；筋無力症；肥
大筋束（例えば、脹ら脛の偽肥大症）；筋束への脂肪浸透；筋束の繊維症；筋束壊死；筋
ジストロフィ；筋束萎縮（例えば、尾、体躯、または四肢）；尾、体躯、または四肢の筋
繊維の直径減少；尾の短縮拡大；尾先端の慢性的壊死；皮下浮腫；柔毛質の外被毛髪の減
少（例えば、Ｇｅｎｄｒｏｎ　ａｎｄ　ＭａｃＫｅｎｚｉｅ　（１９９９）　ＣＵｒｒｅ
ｎｔ　Ｏｐ．　ｉｎ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ　１２：１３７－１４２参照）。
【００１８】
当業者は症状の一覧のどれが特定の動物モデルに該当するかすぐに判断できる。例えば、
尾の短縮は尾のある動物にだけ該当し、手震顫は手のある動物（例えば、霊長類）にだけ
該当する。マウスのタイプ１の脊柱筋萎縮症の症状は誕生後１０日以内の致死、柔毛質の
外被毛髪の減少、および尾の短縮拡大が含まれる。
【００１９】
本書で使用する「調節」という用語は増減のいずれかにおける、程度の変化を意味する。
変化は定性的または定量的観察によって検出できる。定量的観察を行う場合、また包括的
分析が複数個の観察について実施されるとき、当業者は通常の統計分析を程度が変化した
、統計パラメータ、ｐ値、が０．０５未満である調節を識別するのに適用することができ
る。
【００２０】
本書で使用する「全長ＳＭＮ遺伝子発現」または「ＳＭＮエクソン７発現レベル」はＳＭ
Ｎ遺伝子が転写され、その結果転写産物がＳＭＮ遺伝子のエクソン７を含むシナリオを意
味する。具体的には、エクソン７含有転写産物がヒトのＳＭＮ１遺伝子から、あるいはヒ
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トのＳＭＮ２遺伝子から転写されるかは問題にならない。ＳＭＮエクソン７７含有転写産
物は２９４アミノ酸ＳＭＮポリペプチドに翻訳される。２９４アミノ酸ＳＭＮポリペプチ
ドのアミノ酸配列はＧｅｎＢａｎｋエントリ「ＧＩ：６２４１８６」に記載されている。
ＳＭＮエクソン７のアミノ酸配列はＧｅｎＢａｎｋエントリ「ＧＩ：６２４１８６」のお
よそヌクレオチド８６８と９２１の間に含まれる配列である。エクソン７の６番目の塩基
の同定は転写産物がＳＭＮ１に由来するときはＣ（シトシン）とすることができる、ある
いは転写産物がＳＭＮ２に由来するときはＵ（ウラシル）とすることができる。エクソン
７発現はＳＭＮ１が欠損または突然変異した細胞内で分析できる。このように、該当する
ＳＭＮエクソン７配列は位置８７３にウラシルを含み、配列の残りはＧｅｎＢａｎｋエン
トリ「ＧＩ：６２４１８６」のおよそヌクレオチド８６８と９２１から引用されたとおり
である。
【００２１】
本書に用いる「ヒストン・デアセチラーゼ阻害剤」は試験管内分析でヒストン・デアセチ
ラーゼ酵素の活性を減少させる分子である。試験管内阻害分析は吉田らの（（１９９０）
　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６５：１７１７４－１７１７９）に記載されている
。真核ヒストン・デアセチラーゼの純粋または半純粋標本はＦＭ３Ａ組織培養細胞から得
られた（例えば、東京大学のアユサワ博士から入手できる）。細胞は緩衝液Ａ（１５ｍＭ
燐酸カリ、ｐＨ７．５、５％グリセロールおよび０．２ｍＭ　ＥＤＴＡ）内で均質化され
る。均質化物は遠心分離する；ついで核はペレットにしてさらに遠心分離にかけ、１Ｍ（
ＮＨ４ ）２ ＳＯ４ を含む緩衝液で破断した。破断した核は超音波処理し、遠心分離で上澄
みを採取した。ヒストン・デアセチラーゼはＮＨ４ ）２ ＳＯ４ の濃度を３．５Ｍに上げて
この分画から沈殿させた。ペレットは緩衝液Ａ内に再懸濁し、それに対して透析し、ＤＥ
ＡＥ－セルロースカラムに充填して、線形ＮａＣｌ勾配（０－０．６Ｍ）で溶出させた。
０．２と０．３Ｍ　ＮａＣｌの間で溶出し、ヒストン・デアセチラーゼを含む分画が識別
された。その間０．５ｍＣｉ／ｍｌ［３Ｈ］アセテートと５ｍＭ酪酸ナトリウムの存在の
下でのＦＭ３Ａ細胞ｇｒｏｗから［３Ｈ］標識付きヒストンが得られた。ヒストンはＣａ
ｕｓｅｎｓらの方法（（１９７９）　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２５４：１７１６
－１７２３）を用いて細胞から抽出した。分析管は阻害剤分子を含むか、またはモック処
理を含むかのいずれか、例えば、その中に阻害剤が調製された溶液および／または緩衝液
、で調製する。ついで４μｌの［３Ｈ］標識付きヒストンと９６μｌのヒストン・デアセ
チラーゼを添加する。反応は１０μｌの濃縮ＨＣｌで停止する。遊離［３Ｈ］酢酸は１ｍ
ｌの酢酸エチルで抽出する；０．９ｍｌの溶剤層を５ｍｌのトルエンその他の許容される
閃光溶液に添加し、液体閃光計数器内で計数した。ヒストン・デアセチラーゼの阻害剤は
対照群に対して、例えば、約３０％、４０％、６０％、８０％、９０％以上遊離［３Ｈ］
酢酸を減少させるだろう。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明は脊柱筋萎縮症の治療を提供する。治療は２つの発見を含む選別方法を用いて識別
された。第一に、ＳＭＡ患者の転換細胞系内のＳＭＮ遺伝子エクソン７の発現を増加させ
る因子はＳＭＡの症状改善のために有効な因子の証左である。第二に、ＳＭＡ治療のため
の因子の有効性はマウスＳＭＮ座が欠損し、ヒトＳＭＮ２導入遺伝子を有するマウスに投
与することによって評価できる。この選別方法によりＳＭＡの治療の候補として酪酸ナト
リウムが識別された。
ＳＭＡ治療に有効な化合物の等級
【００２３】
酪酸ナトリウムはＳＭＡの症状改善に用いられる。他のブチル化物、例えば、酪酸その他
の酪酸塩（例えば、酪酸アルギニン）もＳＭＡの治療に有効である（例えば、米国特許第
５．９１２．２６９号参照）。
【００２４】
酪酸ナトリウムはヒストン・デアセチラーゼ阻害剤に成ることが知られている。他のヒス
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トン・デアセチラーゼ阻害剤にはトラポクシン（シクロ－（Ｌ－フェニルアラニル－Ｌ－
フェニルアラニル－Ｄ－ピペコニル－Ｌ－２－アミノ－８－オキソ－９，１０－エポキシ
－デカノイル）およびトリコスタチンが挙げられる。その他の阻害剤は例えば、吉田ら（
（１９９０）前掲）に記載の分析を用いて同定できる。例えば、分析と組み合わせて、候
補または無作為化合物の高処理量スクリーンによって新規な阻害剤が識別できる。これら
の因子はＳＭＡの症状改善に用いることができる。加えて、これらの因子と他のヒストン
・デアセチラーゼ阻害剤は組み合わせて投与できる。
【００２５】
酪酸ナトリウムの誘導体の有効性は本書に記載の分析によっても試験できる。可能性のあ
る誘導体は酪酸塩に類似しているが、構造、化学式が異なる化合物で、例えば、アルキル
鎖長が異なっている。かかる誘導体に含まれるのは；プロピオン酸ナトリウムおよび同様
の構造の化合物、例えば、イソ吉草酸ナトリウム、４－メチル吉草酸ナトリウム、メチル
・イソ酪酸塩、およびメチル・酪酸塩である。
【００２６】
酪酸ナトリウムの生産と科学特性は当業者には周知である。例えば、酪酸は炭水化物の発
酵から、またはＮｉ（ＣＯ）４ とＮｉＩ２ の存在の下での２００ａｔｍでの一酸化炭素と
のｎ－プロプラノールの反応によって得ることができる。
【００２７】
処方：有効量の阻害剤を含む組成物を治療を要する被験体に投与することができる。組成
物は、腸管、血管内、局所、経口、経鼻孔、直腸、皮下注射、筋注、または腹膜内に投与
することができる。一つの実施態様において、組成物は例えば、脳脊髄液内に注射できる
。
【００２８】
治療のための組成物は投与経路に適合するように処方される。組成物は錠剤、カプセル、
溶液、粉末、吸入剤、乳液、チンキ、トローチ、座薬または経皮膏薬として処方すること
ができる。
【００２９】
腸管、皮膚内、皮下投与のための溶液は下記を含むことができる：水、塩水、グリセリン
、固定オイル、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、またはその他の合成溶
剤などの無菌希釈液；ベンジルアルコール、またはメチルパラベンなどの殺菌剤；アスコ
ルビン酸または重亜硫酸塩ナトリウムなどの酸化防止剤；キレート化剤；酢酸塩または燐
酸塩などの緩衝剤。溶液はアンプル、使い捨て注射器、またはプラスチックまたはガラス
瓶に保存できる。
【００３０】
注射または静脈内投与のための処方には溶剤または核酸媒質などのキャリアを含めること
ができる。適切なキャリアには水、生理食塩水、静菌水、Ｃｒｅｍｏｐｈｏｒ　ＥＬ　 (t
m)　（ＢＡＳＦ，　Ｐａｒｓｉｐｐａｎｎｙ，　ＮＪ）燐酸塩緩衝食塩水（ＰＢＳ）、エ
タノール、ポリオール（例えば、グリセロール、グリコール、プロピレングリコール、な
ど）およびそれらの混合物が含まれる。これらの組成物は無菌で、注射できる流動性がな
ければならない。流動性はレシチンや界面活性剤などの被覆によって維持できる。細菌汚
染防止のために殺菌および抗菌剤、例えば、パラベン類、クロロブタノール、フェノール
、アスコルビン酸およびチメロザルを含めることができる。糖類とポリアルコール類、例
えば、マニトール、ソルビトール、塩化ナトリウムなどを用いて組成物内の等張性を維持
することができる。
【００３１】
無菌性は溶液の濾過殺菌によって保証される。代案として、溶液は個別に濾過殺菌した成
分から生産することができる。濾過殺菌した成分は真空乾燥または凍結乾燥して無菌粉末
を生産することができる。かかる粉末は無菌キャリア溶液によって注射の前に水和できる
。
【００３２】

10

20

30

40

50

(6) JP 4018884 B2 2007.12.5



経口組成物には錠剤、カプセル、トローチ、懸濁液、および溶液がある。かかる組成物は
不活性希釈液または食用キャリアで賦形することができる。カプセルは適切な希釈物と化
合物を組合せ、カプセルを混合物で充填することによって製造される。通常の希釈剤とし
て粉末セルロース、またはサッカロース、フラクトース、またはマニトールなどの糖類を
挙げることができる。錠剤は湿式または乾式顆粒化によって、または圧縮によって成形さ
れる。所望の化合物に加えて、錠剤のための組成物は下記を含むことができる：糖（例え
ば、ラクトース、フラクトース、グルコース、メチルセルロース、エチレンセルロース）
；ガム（例えば、ガムトラガカンス）；錠剤溶解物質（例えば、アルギニン酸、プリモゲ
ル、またはコムスターチ）；潤滑剤（例えば、ステアリン酸マグネシウムまたはＳｔｅｒ
ｏｔｅｓ）；摺動剤（例えば、コロイド状の二酸化シリコン）；甘味剤（例えば、サッカ
ロースまたはサッカリン）；香料（例えば、ハッカ、サリチル酸メチル、またはオレンジ
香料）；またはまたは同種の化合物。生物分解性ポリ－Ｄ、Ｌ－ラクチド－コ－グリコシ
ドまたはポリグリコシドは組成物の放出を遅延させる基質として使用できる（例えば、米
国特許第５，４１７，９８６、　４，６７５，３８１および４，４５０，１５０号を参照
）。
【００３３】
吸入投与のための化合物は、適切な駆動剤、例えば、液化不活性ガスなどを含む圧力容器
またはディスペンサからエアロゾルスプレーの形で供給される。代案として、化合物は米
国特許第４，９０７，５８３号に記載の乾燥粉末吸入装置で供給することもできる。これ
らの装置は液化駆動剤を使用しない。全身投与は鼻孔スプレーなどの経粘膜、または軟膏
、膏薬、ゲルまたはクリームなどの経皮手段を用いることもできる。かかる投与形態は全
身循環内への吸収を高めるために洗剤、胆汁塩、フシジン酸誘導体を含む。
【００３４】
用量：治療のための化合物の適切な用量を決定しなければならない。阻害剤の有効量は被
験体の脊柱筋萎縮症の兆候を改善するのに必要な量または用量である。個別の被験体の治
療に必要な量または用量の決定は当業者、例えば、医師、薬剤師、または研究者には通常
の作業である。通常の手順はヒトでない動物におけるＬＤ５０（母集団の５０％の致死用
量）およびＥＤ５０（母集団の５０％に治療効果のある用量）決定のために利用できる。
治療指数はＤＬ５０／ＥＤ５０の比で測定される。適切な比率は約２、５，１０，５０ま
たは１００以上である。かかる治療は高い有効性を発揮する用量で毒性がほとんどないの
で、高い治療指数の化合物、処方、および投与法を決定することができる。患部でない組
織への損傷を最小にしながら、化合物を患部組織、すなわち脊柱運動神経および脳幹ノイ
ロンに供給できる手段が利用できるときは、毒性または不所望の副作用のある化合物を使
用することができる。
【００３５】
ヒトに使用するための用量範囲の処方の際に、阻害剤の有効用量はＳＭＡ様細胞またはＳ
ＭＡ様遺伝子導入マウスでの研究から推定することができる。例えば、細胞培養分析での
治療に有効な用量は阻害剤が約５ｎｇ／ｍｌ、５０ｎｇ／ｍｌ、５００ｎｇ／ｍｌ、５μ
ｇ／ｍｌ００および５０μｍ／ｍｌである。この範囲になる阻害剤の循環血漿濃度を達成
するために用量は動物内で処方することができる。代表的な投与量では細胞培養分析で決
定したＩＣ５０（すなわち、症状の半最大阻害を達し得うる試験化合物の濃度）を越える
血漿濃度を発生させる。循環血漿濃度は、例えば、血液標本を取得することによって、ま
た高性能液体クロマトグラフィまたはマス分光分析によって決定することができる。
【００３６】
代案として、用量は後述のような動物モデルの試験から推定することもできる。約４μｇ
／日、１０μｇ／日、２０μｇ／日、３０μｇ／日、６０μｇ／日、および８０μｇ／日
、の投与量で飲料水内に阻害剤を入れたマウスに症状の軽減が認められた。ヒトの患者を
治療するのに適切な用量はおよそ０．４ｍｇ／ｋｇ／日、１ｍｇ／ｋｇ／日、２ｍｇ／ｋ
ｇ／日、４ｍｇ／ｋｇ／日、６０ｍｇ／ｋｇ／日、またはおよそ８０ｍｇ／ｋｇ／日、で
あると推定される。投与法によって適切な用量は変動し、例えば、約１００μｇ／ｋｇ／
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日から約５００ｍｇ／ｋｇ／日、まで変動する。患者への投与量は患者が医師、薬剤師ま
たは研究者の介護を受ける場合に最適化される。例えば、当初比較的低用量の酪酸ナトリ
ウムを投与することができる。患者は、本書に記載のごとく、兆候とＳＭＮエクソン７発
現が監視される。用量は適切な反応が得られるまで増量することができる。くわえて、特
定の被験体の特定用量レベルは年齢、体重、全体的健康状態、性別、被験体の食餌、投与
時間、投与経路、排泄率、組合せ投与される他の医薬品によっても変動する。
【００３７】
監視：阻害剤用量およびその他の治療の効果は被験体において求めることができる。例え
ば、被験体は臨床兆候、例えば、筋力、筋緊張、筋反応、吐き気反応、歩行能力、手の震
えなどを監視することができる。ＥＭＧ（筋電図）計を用いて能動筋収縮を評価してもよ
い。例えば、非治療被験体は広い振幅、長く、多相の放出などを示すことがある。被験体
は細胞内のＳＭＮエクソン７発現レベルへの影響を直接監視することもできる。例えば、
治療の間に被験体から血液または組織標本を取得し、標本の細胞内のＳＭＮエクソン７発
現レベルを、例えば、本書に記載の核酸またはポリペプチド検出法によって決定すること
ができる。代案として、その場での核酸交雑、またはその場での抗体染色を含む、組織病
理分析を使用して、本書に記載の佐薬と方法を用いる組織標本内のＳＭＮエクソン７発現
を決定することができる。
【００３８】
［選別佐薬］
細胞系：細胞系はＳＭＡ患者に由来する。かかる細胞は本書において「ＳＭＡ細胞」と呼
ぶ。細胞は各種の起源と組織から単離される。例えば、細胞は血液標本から、または生検
から単離できる。細胞は幹細胞、繊維芽細胞またはリンパ細胞とすることができる。細胞
は細胞のタイプと細胞の起源に応じて培養内に伝播される。所要成長因子は培地内に提供
される。例えば、培地に胎児牛血清、精製因子カクテル、または個別の成長因子を補給す
ることができる。細胞は不死化することなしに伝播させることができる。代案として、細
胞はウィルスまたは腫瘍形成遺伝子を有するプラスミド、または転換ウィルス性タンパク
質、例えば、乳頭腫Ｅ６またＥ７タンパク質を用いて不死化してもよい。
【００３９】
リンパ細胞系を単離して維持する手順は当業者には周知であり、適切な実験室の手引き書
、例えば、Ｃｏｌｉｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９９）　Ｓｅｃｔｉｏｎｓ　７．１９
．１－７．２２．２，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏ
ｇｙ　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　Ｉｎｃ．に見つけることができる。
【００４０】
Ｂ細胞はエプスタイン－バール・ウィルス（ＥＢＶ）によって不死化できる。ＥＢＶウィ
ルスは対数的に成長するＢ９５－８細胞（ＡＴＣＣ＃ＣＲＬ１６１２）から得られる。Ｂ
９５－８細胞は３７℃、５％ＣＯ２ 　加湿保温器内で３日間成長させる。培養はつぎに３
００×ｇ、４℃、で１０分間遠心分離する。上澄みを０．４５μｍフィルタで濾過し、ア
リコートを得て－１３０℃で保存する。　ヘパリンで凝血防止した末梢血液標本はＳＭＡ
患者から得られる。標本はＰＢＳで１：２に希釈する。１２ｍｌの希釈標本は１２ｍｌの
Ｆｉｃｏｌｌ－Ｈｙｐａｑｕｅを含む５０ｍｌの円錐遠心分離管内の下に置く。Ｆｉｃｏ
ｌｌ－Ｈｙｐａｑｕｅ　はＦｉｃｏｌｌ－Ｈｙｐａｑｕｅ　（Ｐｈａｒｍａｃｉａ）とし
て購入するか、最終体積が１Ｌになるように６４．０ｇのフィコール（分子量４００、０
００）、９９．０ｇのジアトリゾエートナトリウム、０．７ｇの塩化ナトリウムを水に溶
かして製造することができる。Ｆｉｃｏｌｌ勾配は室温で１５００×ｇで８分間、あるい
は２５００ｒｐｍで３０分間遠心分離する。軟膜界面を除去し、新しい５０ｍｌの円錐形
管に移し、ＰＢＳで２回洗浄する。線上はＰＢＳを添加し、３００×ｇで１５分間遠心分
離し、上澄みを捨てることで実施できる。細胞ペレットはつぎにＨＢＳＳ（ハンクス平衡
塩溶液）内に再懸濁され、２回洗浄される。最後に、細胞ペレットは２ｍｌから５ｍｌの
完全ＲＰＭＩ－１０培地内に再懸濁される。完全ＲＰＭＩ－１０内の２．５ｍｌの１０７

細胞は、ＥＢＶを含むＢ９５－８培養上澄みと混合され、２時間３７℃で保温し、ついで
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組織培養フラスコ内で１μｇ／ｍｌシクロスポリンのある５ｍｌの完全ＲＰＭＩ－１０と
組み合わせる。フラスコは加湿した３７℃、５％ＣＯ２ 保温器内で３週間保温する。つい
で、細胞を混合し、新しい培地で２つの新しい組織培養フラスコに分離した。１週間後、
細胞は低温保存するか、毎週完全ＲＰＭＩ－１０内に１：３に分離して長期培養に使用で
きる。
【００４１】
組織培養の転換またはトランスフェクションの手順は当業者には周知である；例えば、Ｓ
ａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８９）　ＭｏｌｅｃｕｌａｒＣｌｏｎｉｎｇ　：
Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，およびその他の適切な実験室
の手引き書参照。核酸を細胞内に挿入するためにとくに有益な２つの方法はエレクトロポ
レーションとリポフェクションである。エレクトロポレーションの場合、細胞を収集し、
２・１０６ －５・１０６ 細胞／ｍｌの濃度でＰＢＳ（燐酸塩緩衝塩水）内に再懸濁できる
。細胞の０．５ｍｌの混合物を２０－８０μｇの線形化し、単離したＤＮＡと組合せ、０
．４ｃｍ電極ギャップ槽（Ｂｉｏｒａｄ）内に置くことができる。エレクトロポレータ、
例えば、Ｂｉｏｒａｄ　Ｇｅｎｅ　Ｐｕｌｓｅｒを用いて２５ｍＡｍｐ、１０００μＦａ
ｒａｄ、無限抵抗で３３０ボルトパルスで細胞を脈動させる。ＤＮＡ構造が医薬品耐性マ
ーカー、例えば、ネオマイシン耐性遺伝子を含んでいるとき、細胞は薬品Ｇ４１８の存在
の下で培地内で成長させることができる。
【００４２】
リポフェクションの場合、２μｇの線形化し、単離したＤＮＡはＬｉｐｆｅｃｔＡＭＩＮ
Ｅ　（登録商標）（ＧｉｂｃｏＢＲＬ）またはその他のリポゾーマル剤と混合される。こ
の混合物を組織培養プレートの３．５ｃｍのウエル内の２・１０５ 細胞に添加する。４８
時間後、細胞を例えば、１；１０００に分割し、導入ＤＮＡ上に選択可能なマーカーが存
在する場合、細胞は選択医薬品の存在の下で成長させる。一つの実施態様において、細胞
はヒトＳＭＮ２遺伝子またはその断片を含むＤＮＡ、でリポフェクションを行う。かかる
ＤＮＡはエクソン７に融着したレポータ遺伝子、および／または選択自在なマーカーなど
の追加の特徴を含むことができる。
【００４３】
細胞は十分な量を成長させて、試験化合物の配列を選別する。代案として、細胞はＳＭＡ
治療としての個別の化合物の有効性の評価に使用することができる。
【００４４】
マウス：遺伝子導入動物発生は発明の分野においては通常のことである。遺伝子導入マウ
スの構築の一般的方法は　Ｈｏｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９４）Ｍａｎｉｐｕｌａｔ
ｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｍｏｕｓｅ　Ｅｍｂｒｙｏ，　ＣｏｌｄＳｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，　ＮｅｗＹｏｒｋに見出すことができる。ヒトＳＭ
Ｎ２遺伝子を有する遺伝子導入マウスを構築する。単離されたヒトＳＭＮ２遺伝子を有す
る核酸はＳＭＮ２座を結び付けるＹＡＣ、ＢＡＣ、またはＰ１クローンから得ることがで
きる。例えば、ヒトＳＭＮ２座を含むＢＡＣは薬３５ｋｂ、５０ｋｂ、８０ｋｂ、１００
ｋｂまたは好適には約１１０ｋｂを含むことができる。かかるＢＡＣはヒトＳＭＮ２遺伝
子の側面の遺伝子、例えば、ＳＥＲＦ１およびＮＡＩＰ、またはそれらの断片を含むこと
ができる（図１Ａ参照）。一つの例において、ＢＡＣ内のヒトのゲノムＤＮＡはヒト染色
体５の５ｑ１３領域からヒトＤＮＡに隣接し、同一である。
【００４５】
ＦＶＢ／Ｎ、Ｃ５７ＢＬ／６などの各種のマウス株は本発明に使用するのに適している。
【００４６】
突然変異マウスＳＭＮ座のあるマウスは遺伝子標的を用いて発生できる。座を標的にする
のにｐＧＧＫＯＶなどの正負選択ベクターを使用することができる。本発明はマウスＳＭ
Ｎ座とヒトＳＭＮ２導入遺伝子の同型接合破壊を有するマウスを特徴とする。かかるマウ
スはヒトＳＭＮ２遺伝子（ｈＳＭＮ２）を含む遺伝子導入マウスをマウスＳｍｎ遺伝子内
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破壊、すなわちＳｍｎ±について同型接合であるマウスと交差させることによって発生さ
れる。交差の子孫の中に本発明の別のマウスがいて、それはマウスＳｍｎ遺伝子内破壊、
すなわちＳｍｎ±について同型接合でありｈＳＭＮ２による導入遺伝子を有する。したが
って、マウスの下のタイプはＳｍｎ±ｈＳＭＮ２である。マウスは内生であろうと異種構
造であろうとＳｍｎに電子が欠けているので、存命できず、Ｓｍｎ±ｈＳＭＮ２マウスは
本発明の目的のためのファウンダ株として有益である。
【００４７】
Ｓｍｎ±ｈＳＭＮ２マウスは、ともにＳｍｎ±ｈＳＭＮ２ゲノタイプを有する姉妹細胞が
互いにつがいにされる、Ｆ１インタークロスを用いて発生できる。代案としてＳｍｎ±ｈ
ＳＭＮ２マウスは、ｈＳＭＮ２が欠けたＳｍｎ±マウスにつがわせることもできる。これ
らの交差の子孫には、マウスＳｍｎ遺伝子内破壊、すなわちＳｍｎ±について同型接合で
あり、さらにｈＳＭＮ２遺伝子を有するマウスが含まれる。これらのマウスはＳＭＡの症
状を示し、本書に記載のごとくヒトＳＭＡの動物モデルとして使用される。
【００４８】
これらのＳｍｎ±ｈＳＭＮ２マウスは（「ＳＭＡ様マウス」とも呼ばれ）重度の影響は受
けず、タイプ３の症状を示し、一部がもっと重い影響を受ける、同様のゲノタイプの子孫
を発生させるためのファウンダ株として発生させ、使用することができる。
【００４９】
[ＳＭＮエクソン７発現分析 ]
ＳＭＮエクソン７発現は例えば、試験化合物で処理した細胞内で、またはモック処理した
細胞内で監視する。一般的に「試験化合物」で処理した細胞内のＳＭＮエクソン７発現の
平均レベルは一連の負の対照試験（例えば、モック処理標本、または不活性試験化合物の
組）からの平均発現レベルより低く、平均の差が一連の負の対照試験野標準偏差の少なく
とも２．５倍のとき、「試験化合物」は脊柱筋萎縮症の治療の候補と見なされる。しかし
ながら、平均の差が小さいときでも、可能性のある化合物の同定に有益である。
【００５０】
ＳＭＮエクソン７発現の監視には数多くの技術がある。ＳＭＮエクソン７でコード化され
たペプチドを含むポリペプチドは、例えば、抗体によって検出できる。その他の方法も利
用可能である。
【００５１】
［核酸検出分析］
ｍＲＮＡ転写産物としてのエクソンの発現を定性的または定量的に分析するために当業者
は通常様々な技術を実施している。一般的に細胞は冷却され、例えば、洗剤あるいはフェ
ノールによって迅速に分解される。ＲＮＡは沈殿によって、あるいはポリアデニルＲＮＡ
、とくにｍＲＮＡを結合させるためにオリゴ－ｄＴカラムを用いて溶解物から精製する。
単離したＲＮＡは溶液内に、例えば、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ・ＨＣｌ　ｐＨ８．０，１ｍＭ
　ＥＤＴＡを含む水内に再懸濁する。水は汚染の可能性のあるヌクレアーゼを不活性化す
るか除去するために処理することができる。単離した細胞ＲＮＡはつぎに、例えば、ノー
ザンブロットを用いて、あるいは逆転写とＰＣＲ（ＲＴ－ＰＣＲ）を用いて、ＳＭＮエク
ソン７を調べる。
【００５２】
ＲＮＡ単離：ほ乳類の細胞からの全ＲＮＡの単離は当業者が通常実施していることである
（例えば、Ｓｍａｂｒｏｏｋ　ｅｔ　ａｌ．，前掲書参照）。細胞はＰＢＳで洗浄し、Ｒ
ＮＡ抽出緩衝液（０．１４Ｍ　ＮａＣｌ、１．５ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　Ｔｒｉｓ
・ＨＣｌ（ｐＨ８．６）、０．５％　Ｎｏｎｉｄｅｔ－Ｐ４０（ＮＰ－４０）、１ｍＭジ
チロトレイトール、Ｒｎａｓｉｎ）で分解し、２００μｇ／ｍｌでプロテイナーゼで消化
される。溶解物は２１－ゲージ針を何度も通して冷却する。溶解物はつぎにフェノール：
クロロホルム（１：１）で抽出し、遠心分離する。つぎに水系層を除去し、２．５倍の体
積の氷冷却エタノールで１時間、４℃で混合し、ついで遠心分離にかける。ＲＮＡペレッ
トは洗浄し、さらに分析するために再懸濁する。
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【００５３】
ノーザン・ブロッティング：単離したＲＮＡ、およぼ２－１０μｇ／レーンをアガロース
ゲル、例えば、６．５％のホルムアルデヒドと２０ｍＭ　ＭＯＰＳ（ｐＨ　７．０）８ｍ
Ｍ酢酸ナトリウム、１ｍＭ　ＥＤＴＡの上で電気泳動させる。ゲルは１２０Ｖで約２時間
、または適切な分離が達成されるまで電気泳動にかける。ゲルはつぎにニトロセルロース
フィルタの上に置いて、２ＸＳＳＣ（１Ｌあたり１７．３ｇ塩化ナトリウム、８．８２ｇ
クエン酸ナトリウム　ｐＨ７．０）およびＷｈａｔｍａｎ　３ＭＭ紙で作った芯を用いて
一晩ブロッティングする。ブロッティングの後、フィルタを洗浄し、紫外線光でクロスリ
ンクする。つぎにフィルタを方写真標識を付けたＳＭＮエクソン７プローブと混合する。
プローブはランダムプライマーで交雑し、Ｋｌｅｎｏｗ　ＤＮＡポリメラーゼ、３２Ｐ－
ｄＡＴＰ、ｄＣＴＰ、ｄＧＴＰおよびｄＴＴＰで保温した単離ＳＭＮエクソン７核酸から
生産できる。代案として、プローブは適切なプライマーと３２Ｐ－ｄＡＴＰを用いてＰＣ
Ｒによって生産することができる。プローブはつぎに変性され、１８％ホルムアルデヒド
、５ＸＳＳＣ、５Ｘデンハルト溶液、１％ＳＤＳおよび１００μｇ／ｍｌ変性サケ精液Ｄ
ＮＡからなる交雑緩衝液内でフィルタと組み合わされる。４２℃で８－１８時間保温した
後、交雑緩衝液を除去して乾燥し、放射能写真を撮影する。エクソン７を含むｍＲＮＡは
放射能写真上に帯として出現する。
【００５４】
ＲＴ－ＰＣＲ：単離したＲＮＡはプライマー、例えば、ランダムプライマー、およびＭＭ
ＬＶ逆転写酵素（Ｐｒｏｍｅｇａ）を用いて逆転写できる。この反応は一本鎖ｃＤＮＡを
発生させ、これを熱安定ＤＮＡポリメラーゼ、およびＳＭＮエクソン７を多う１対のプラ
イマーを用いてポリメラーゼ鎖反応（ＰＣＲ）によって増幅できる。プライマーの一端は
５’端でエクソン７に隣接し、他の端は３’端でエクソン７に隣接する。例えば、一つの
プライマーはエクソン６内の暗号化配列に、他はエクソン８内にアニル化することができ
る。代案として、プライマーの一方または両方をエクソン７自体の中の暗号化配列にアニ
ル化することができる。増幅生成物はアガロースゲル電気泳動、エチジウム染色、および
ＵＶ光源下の染色によって検出することができる。エクソン７核酸の増幅はエクソン７発
現の標識となる。
【００５５】
ＴａｑＭａｎ分析：実時間ＰＣＲ分析を用いて、ＴａｑＭａｎ技術とＰｅｒｋｉｎ－Ｅｌ
ｍｅｒＡＢＩ７７００配列検出システムを用いるエクソン７転写産物を高感度で検出でき
る。標本の逆転写の後、標本はエクソン７核酸またはその断片を含む断片の合成を開始さ
せるオリゴヌクレオチドとの標準ＰＣＲ反応のための調製される。その３’および５’端
で蛍光染料と共有結合し、エクソン７に交雑する第三のオリゴヌクレオチドが添加される
。６－ＦＡＭのような蛍光染料が５’端に使用され、５’半分を消光する染料は、ＴＡＭ
ＲＡのように、３’端に用いられる。消光の結果、使用の前の、蛍光信号は低い。しかし
ながら、エクソン７配列が存在する場合、標識を付けたオリゴヌクレオチドは分子間交雑
に参加する。Ｔａｑポリメラーゼのヌクレオ分解活性が３’消光染料を除去し、残ってい
る５’染料に蛍光を出させる。このように蛍光が最初に検出されたときのＰＣＲサイクル
はテンプレートの濃度に比例する。全ＲＮＡの量はアクチンなどの、試験プローブとは異
なる蛍光プロフィールを有し、対照ｍＲＮＡを補足するプローブオリゴヌクレオチドを含
む第二のオリゴヌクレオチドセットで内部的に制御できる。
【００５６】
エクソン７含有ＳＭＮｍＲＮＡ種を検出するのに他の分子技術を用いることができる。一
つの場合、リガーゼ鎖反応が用いられる。別のケースでは、マイクロアレイに対する交雑
が監視される。後述のようなマイクロアレイはスプライシングが処理による影響を受ける
ことがある他の転写産物を検出するのを助ける追加の核酸を含んでいる。
【００５７】
［抗体分析］
代案として、ＳＭＮエクソン７発現はエクソン７によって暗号化されるアミノ酸を含むポ
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リペプチドに固有の抗体を用いて監視される。固有の抗体の発生は当業者に周知である。
【００５８】
例えば、次のようにしてヒトＳＭＮエクソン７に抗体が発生する。配列にタンパク質発現
ベクターに適合する制限部位が側面に接するようにエクソン７核酸を増幅するためにオリ
ゴヌクレオチドが指定される。細菌、挿入細胞、酵母およびほ乳類細胞内にタンパク質を
過剰生産するために数多くのタンパク質発現ベクターが市販されている。一つの実施態様
において、グルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ（ＧＳＴ）遺伝子を含むベクターが使
用される（Ｐｈａｒｍａｃｉａ）。ベクターはＧＳＴとのインフレーム融合のための独自
の制限部位を含んでいる。ＰＣＲ増幅生成物はベクター内にインフレームクーロン化され
、大腸菌ホスト細胞に転換される。タンパク質合成を誘導した後、細胞を収穫し、分解す
る。ＳＭＮエクソン７へのＧＳＴ融合はグタチオン結合アガロース床上で精製され、遊離
グルタチオンで溶出される。代案として、トロンビンまたは因子Ｘａなどの特定のプロテ
アーゼで切断して抗原をカラムから除去することができる、ただし必要なプロテアーゼ切
断部位はＧＳＴ遺伝子と挿入遺伝子、すなわちＳＭＮエクソン７の間でリンカーに暗号化
されているものとする。必要ならば、抗原は例えば、イオン交換黒間とグラフィを用いて
、あるいはポリアクリルアミドゲル電気泳動によってさらに精製することができる。後者
の場合、抗原は摘出されたゲル帯から電気溶出できる。精製した抗原はウサギ、ハツカネ
ズミ、ハムスタ、マウス、またはラットを免役するのに用いられる。抗原に対する免疫反
応を高めるために佐薬が使用できる。使用可能な佐薬はＦｒｅｕｎｄ 'ｓ（完全または不
完全）、鉱物ゲル、例えば、水酸化アルミニウム、表面活性物質、例えば、リソレシチン
、プルロニックポリオール、ポリアニオン、ペプチド、油脂乳剤、キーホール・リンペト
・ヘモシアニン（ＫＬＨ）、およびヒトの中で使用するのに適した佐薬、例えば、ＢＣＧ
（カルメットーゲラン菌）およびコルニネバクテリウム・パルブムなどが挙げられる。
【００５９】
ハイブリドーマ細胞から産生したモノクローナル抗体は、ハイブリドーマが同質母集団ま
たは抗体を提供するので有益である。ハイブリドーマはハイブリドーマを産生するために
適切なミエローマ細胞で免役したマウスの脾臓からのリンパ細胞を融合して産生される（
参照：Ｋｏｈｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．　（１９７５）Ｎａｔｕｒｅ　２５６：４９５；　Ｋ
ｏｈｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．　（１９７６）　Ｅｕｒ．Ｊ．　Ｉｍｍｕｎｏｌ．　６：２９
２；　Ｈａｍｍｅｒｌｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，　（１９８１）　Ｉｎ　Ｍｏｎｏｃｌｏｎ
ａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ａｎｄ　Ｔ　Ｃｅｌｌ　Ｈｙｂｒｉｄｏｍａｓ，　Ｅｌｓ
ｅｖｉｅｒ，ＮＹ；　米国特許第４，３７６，１１０号；Ｋｏｓｂｏｒ　ｅｔ　ａｌ．　
（１９８３）　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　Ｔｏｄａｙ　４：７２；　Ｃｏｌｅ　ｅｔａｌ．
，　（１９８３）　Ｐｒｏｃ　Ｎａｔｌ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ　ＵＳＡ　８０：２０２６；
　Ｃｏｌｅ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８３）　　Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｉ
ｅｓ　ａｎｄ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｔｈｅｒａｐｙ，　Ａｌａｎ　Ｒ．　Ｌｉｓｓ，　Ｉｎｃ
．，　ｐｐ．　７７－９６　）。モノクローナル抗体は免疫グロブリン等級、例えば、Ｉ
ｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＥ、ＩｇＡまたはＩｇＤのものあるいは、その亜等級のものとするこ
とができる。モノクローナル抗体を生成するハイブリドーマは試験管内または生体内で、
例えば、マウス内で培養して腹水液を得ることができる。
【００６０】
抗体は抗原で、および／またはタンパク質Ａ－アガロースで結合したビード上で精製され
る。抗体はウェスタンブロット分析または免疫沈殿によって生の分解生成物内で抗原を選
択的に認識する能力によってその親和性と特異性が試験できる。ウェスタンブロット分析
または免疫沈殿は当業者には周知であり、Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９４）
　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，
　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，　ＮＹ　に記載されている。抗体はさらに修飾
してＦａｂ断片、Ｆ（ａｂ’）２断片、ヒト化抗体、キメラ抗体、および一本鎖抗体を発
生させることができる。
【００６１】
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代替例では、ＳＭＮエクソン７からの配列を含むペプチドが合成される。ペプチドはキャ
リアタンパク質、例えば、ＫＬＨタンパク質に結合され、上述のごとく、動物の免疫に用
いられる。
【００６２】
ＳＭＮエクソン７固有抗体はＳＭＡ細胞内、または組織標本および／または患者またはマ
ウスからの一部内のエクソン７発現を測定するのに用いられる。検出は抗体を検出可能な
物質に結合（すなわち共有結合）することによって（すなわち抗体標識付け）容易にする
ことができる。検出可能な物質の例としては各種の酵素、置換基、蛍光物質、発光物質、
生物発光物質、放射性物質などが挙げられる。適切な酵素の例としてはセイヨウワサビ・
ペロキシダーゼ、アルカリン・フォスファターゼ、β－ガラクトシダーゼまたはアセチル
コリネステラーゼが挙げられる；適切な蛍光物質の例としてはウンベリフェロン、フルオ
レセイン、フルオレセイン・イソチオシアネート、ロダミン、ジクロロトリアジニラミン
・フルオレセイン、塩化ダンシルまたはフィコエリスリンなどが挙げられる；発光物質の
例としてはルミノールが挙げられる；生物発光物質の例にはリュシフェラーゼ、リュシフ
ェリン、アクオリンが挙げられ；適切な放射性物質としては１２５Ｉ、１３１Ｉ、３５Ｓ
、３３Ｐ、３２Ｐおよび３Ｈが挙げられる。
【００６３】
細胞内のＳＭＮエクソン７発現を検出するために溶解物を調製することができる。細胞は
２５ｍＭ　Ｔｒｉｓ・ＨＣｌ（ｐＨ７．５）、ｍＭ塩化リン、１ｍＭジチオトレイトール
、０．１％ＮＰ－４０、０．５ｍＭ　ＰＭＳＦ内で溶解することができる。
【００６４】
清澄した溶解物はゲル電気泳動とウェスタンブロッティングで分析するか、あるいはプラ
スチック板を覆うのに使用して、ＥＬＩＳＡ（酵素結合基板分析）によって分析すること
ができる。
【００６５】
［レポーター遺伝子分析］
別の実施態様において、レポーター遺伝子を用いてＳＭＮ２エクソン７のスプライシング
が監視される。核酸構造において、レポーター遺伝子はそれ自体はスプライシング規制を
必要としない領域内でＳＭＮ２エクソン７にインフレーム融合される。構造はさらにＳＭ
Ｎ２遺伝子の代替スプライシング偏向がレポーターによって反復されるようにＳＭＮ２遺
伝子の残りの部分も含まれている。代案として、当業者は構造をＳＭＮ２遺伝子の小さな
領域に還元して、挿入レポーターを備えた還元領域がエクソンの代替スプライシング嗜好
を反復させることができる。酪産ナトリウムはレポーター構造の真実性を査定するために
有益な能動対照である。ＳＭＡレポーター細胞を発生するために核酸構造は例えば、トラ
ンスフェクション手順によって、またはリポフェクションによってＳＭＡ細胞に転換され
る。
【００６６】
一つの実施態様において、レポーター遺伝子は緑蛍光タンパク質である。第二の実施態様
において、レポーターはβ－ガラクトシダーゼである。さらに別の実施態様において、レ
ポーター遺伝子はアルカリン・フォスファターゼ、β－ラクタマーゼ、リュシフェラーゼ
またはクロラムフェニコール・アセチルトランスフェラーゼである。核酸構造はエピゾー
ム上で維持するかＣｈａｐｐｅｌの米国特許第５，２７２，０７１号およびＷＯ９１／０
６６６７に記載のごとく標的同質構造組み替えを用いて、染色体内に挿入される。
【００６７】
緑蛍光タンパク質（ＧＦＰ）または強化ＧＦＰ（ｅＧＦＰ）（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ，　Ｐａ
ｌｏ　Ａｌｔｏ，　ＣＡ）を用いる実施態様において、ＳＭＡレポーター細胞は微小力価
板内で成長し、そこでそれぞれのウエルは試験する単一の要因と接触している。例えば、
５時間、１０時間、２０時間、４０時間、または８０時間の所望の処理時間に続いて、微
小力価板は４８８ｎｍで光を発生するＵＶランプを用いて顕微鏡下で走査される。５０９
ｎｍで光を検出するように設定されたＣＣＤカメラとフィルタを用いてＧＦＰの蛍光を監
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視する、検出された蛍光はｍＲＮＡ転写産物内へのエクソン７の取込を促進する変性スプ
ライシングの結果として産出したレポーターの量に比例する。
【００６８】
β－ガラクトシダーゼを用いる実施態様において、β－ガラクトシダーゼを触媒とする反
応で発酵物を発生する基質が用いられる。ここでもＳＭＡレポーター細胞は微小力価板内
で成長し試験のために化合物と接触させられる。処理に続いて、細胞は洗剤緩衝液を用い
てウエル内で溶解され、基質にさらされる。溶解部と基質の添加はＧａｒａｃｔｏｎ－Ｓ
ｔａｒ（登録商標）基質（３－クロロ－５－（４－メトキシスピロ｛１，２－ジオキセタ
ン－３，２’－（４’クロロ）－トリシクロー［３．３．１．１３ ， ７ ］デカン｝－４－
イル）フェニル－Ｂ－Ｄ－ガラクトピラノシド；Ｔｒｏｐｉｘ，　Ｉｎｃ．，　Ｃａｔ．
＃　ＧＳ１００）の１：４０希釈、Ｓａｐｐｈｉｒｅ　ＩＩ（登録商標）発光信号エンハ
ンサー（Ｔｒｏｐｉｘ，　Ｉｎｃ．，　Ｃａｔ．＃　ＬＡＸ２５０）の１：５希釈、０．
０３％デオキシコール酸ナトリウム、０．０５３％ＣＴＡＢ、２５０ｍｌ　ＮａＣｌ、３
００ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．５）を含む緩衝液を加えることによって単一の過程で達
成される。細胞は室温でおよそ２時間混合物内に保温してから定量する。β－ガラクトシ
ダーゼ活性はＧａｒａｃｔｏｎ－Ｓｔａｒ（登録商標）基質のβ－ガラクトシダーゼ加水
分解の生成物によって発生した化学発光によって監視される。光信号の定量にセンサーを
取り付けた微小板読取器が用いられる。標準的ソフトウェア、例えば、Ｓｏｆｔｆｉｒｅ
　Ｐｒｏバージョン４．０データ分析ソフトウェアを用いて結果を分析する。未処理細胞
について平均化学発光を求める。平均を超える少なくとも２．５標準偏差で信号を発する
化合物はさらなる分析と試験の候補となる。同様に、アルカリン・フォスファターゼ、β
－ラクタマーゼ、およびリュシフェラーゼについては酵素によって生成物に転換されたと
きに蛍光を発する基質が利用可能である。
【００６９】
マイクロアレイ：大規模またはゲノム幅分析はＳＭＡ細胞内で過剰または過小発現した追
加の転写産物を同定できる。例えば、他の遺伝子のスプライシングはＳＭＮエクソン７ス
プライシングに影響する化合物によって影響されることがある。とくにＳＭＮ蛋白自体が
ｍＲＮＡスプライシングに関与している。したがって、全長ＳＭＮタンパク質の産出は他
の遺伝子のスプライシングに影響するかも知れない。代案として、化合物はＳＭＮ遺伝子
スプライシングに影響するのと同じ機転で他の遺伝子のスプライシングに直接影響するこ
ともある。
【００７０】
どの場合にも、影響された転写産物は標準マイクロアレイ実験によって識別できる。マイ
クロアレイはそれぞれの番地が位置同定可能であり、付着した唯一の核酸配列を有する、
複数個の番地を有する二次元基板を含むことができる。ｃＤＮＡは未処理ＳＭＡ細胞と処
理したＳＭＡ細胞から調製することができる。ｃＤＮＡは例えば、蛍光プローブで標識を
付け、アドレス指定可能な場所でより大きな数のエクソン配列を含むマイクロアレイに交
雑される。処理済みおよび未処理細胞からのｃＤＮＡの交雑パターンを比較し、処理によ
ってレベルが変化したエクソンを同定する。例えば、この実験は処理として酪酸ナトリウ
ムで実施する。影響されたエクソンはその後の医薬品スクリーンでプローブとして用いる
ことができる。代案として、エクソンを含む遺伝子を同定して、レポーター構造を影響さ
れたエクソンのスプライシングを監視するために指定することができる。
【００７１】
［試験化合物選別］
本発明はＳＭＮエクソン７発現のモジュレータを識別するための方法（本書では「選別分
析」とも称す）を提供する。「試験化合物」はどんな化合物でもよく、例えば、小さな有
機分子、炭水化物、脂質、アミノ酸、ポリペプチド、ヌクレオシド、核酸、またはペプチ
ド核酸が挙げられる。一つまたは複数の試験化合物は天然、合成、または両者とすること
ができる。試験化合物は本書に記載の方法によって分析される唯一の物質である。代案と
して、本書に記載の方法によって順次、または同時に試験化合物の収集を分析することが
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できる。
【００７２】
かかるモジュレータは巨大分子と小型分子を含む、例えば、化学式重量がモルあたり約１
０，０００グラム未満、モルあたり約５，０００グラム未満、モルあたり約１，０００グ
ラム未満、モルあたり約５００グラム未満の分子である。巨大分子にはポリペプチド、例
えば、タンパク質、タンパク質錯体、およびグリコプロテイン、核酸、例えば、ＤＮＡ、
ＲＮＡおよびＰＮＡ（ペプチド核酸）が含まれるがそれらに限定されない。小型分子には
ペプチド、ペプチドミメンチック（例えば、ペプトイド）、アミノ酸、アミノ酸類似物、
ポリヌクレオチド、ポリヌクレオチド類似物、ヌクレオチド、ヌクレオチド類似物、有機
または無機化合物、（例えば、異質有機および有機金属化合物を含む）が含まれるがそれ
らに限定されない。モジュレータは医薬品スクリーンを用いて識別できる。分子は個別に
、または並行して選別できる。化合物は市販化学品仕入先、例えば、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄ
ｒｉｃｈ　Ｃｏｒｐ．，　Ｓｔ．　Ｌｏｕｉｓ，　ＭＯから入手できる。
【００７３】
後者の大規模な例は高収率医薬品スクリーンである。後方化合物のかかるライブラリは作
り出すか、あるいは例えば、Ｃｈｅｍｂｒｉｄｇｅ　Ｃｏｒｐ．，　ＳａｎＤｉｅｇｏ，
　ＣＡ，から購入できる。ライブラリは化合物の広範な領域を覆うように指定することが
できる。例えば、ライブラリは１０，０００，５０，０００または１００，０００以上の
独自の化合物を含むことができる。単なる説明として、ライブラリはピリジン、キノリン
、フラン、ピリミジン、トリアジン、ピロール、イミダゾール、ナフサレン、ベンジミダ
ゾール、ピペリジン、ピラゾール、ベンゾキサゾール、ピロリジン、チフェン、ティアゾ
ール、ベンゾチアゾール、およびモルフォリンからなるヘテロサイクルから構築すること
ができる。代案として、先の実験と傍証から、強化ポテンシャル化合物の等級または区分
を示唆することができる。ライブラリはかかる薬品の等級も含むように指定または合成す
ることができる。
【００７４】
［高処理量選別］
システム患者からの形質転換細胞は高処理量医薬品選別に用いることができる。例えば、
細胞は６ウエル、３２ウエル、６４ウエル、９６ウエル、３８４ウエルプレートなどの小
型の微小力価プレート内で成長させることができる。高密度微小力価プレートはポリヂメ
チルシロキサンなどのポリマー（例えば、Ｄｏｗ－ＣｏｍｉｎｇのＳｙｌｇａｒｄ３８４
）とアクリル型から製作できる。型はその中に化合物を分散させることができる細胞の成
長のためのウエルを備えている。例えば、型は容量２μｌの１５３６のウエル、または容
量２５０ｎｌの６１４４ウエルを備えることができる。形質転換ＳＭＡ細胞はそれぞれの
ウエル内で成長する。ついで複数個の候補化合物を選別できる。代案として、上述のよう
なライブラリを選別できる。ライブラリはロボット操作可能なかたちで、例えば、微小力
価プレートの形で提供できる。化合物は微小力価プレート内で細胞に添加される。ついで
、ＳＭＮエクソン７発現レベルを監視する。高処理量スクリーンはさらに上述のごとくＳ
ＭＮ２エクソン７のスプライシングを監視するためにレポーター遺伝子を用いることによ
って容易になる。
【００７５】
化合物はプールし、ついでプールを試験することもできる。正のプールはその後の分析の
ために分割する。方法のいかなるを問わず、ＳＭＮエクソン７発現レベルを増加させる化
合物は「候補」化合物または医薬品と見なされる。候補化合物は上述のごとくＳＭＡ細胞
で試験される。それらはまた、本書に記載のごとく、ＳＭＡ様マウスでも試験される。再
試験で正の候補化合物は「先導」化合物と見なされる。
【００７６】
［化合物の至適化］
先導化合物が識別されたら、医療化学の標準原則を用いて化合物の誘導体を生産すること
ができる。誘導体は改善された薬力学特性、例えば、有効性、薬動力学、安定性、溶解性
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、クリアランスについて選別できる。上記の分析において、化合物活性の元になる半分は
当業者が一般的に実施している構造－活性関係（ＳＡＲ）の検査によって記述することが
できる。医薬品化学の当業者は鉛化合物上で半分を修飾し、化合物の有効性に対する修飾
の影響を測定し、それによって効能を増加させて誘導体を生産することができる。例えば
、Ｎａｇａｒａｊａｎ　ｅｔ　ａｌ．　（１９８８）　Ｊ．　Ａｎｔｉｂｉｏｌ．　４１
：１４３０－８参照。修飾にはＮ－アシル化、アミノ化、アミド化、酸化、還元、アルキ
ル化、エステル化および水酸化が含まれる。さらに鉛化合物の生物化学標的が既知である
か決定されたとき、構造および鉛化合物の構造は誘導体の設計と至適化を報せることがで
きる。分子修飾ソフトウェアは市販されている（例えば、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｉｍｕ
ｌａｔｉｏｎｓ，　Ｉｎｃ．）。
【００７７】
さらに詳細に述べるまでもなく、上記の明細によって当業者は本発明を実施できるものと
思量される。後述の実例は説明のためだけのものであり、如何なる場合にも開示の残りの
部分を限定するものと見なされない。本書で引用した全ての刊行物は参照によってその全
体が本書に含まれる。
【００７８】
【実施例】
［１．細胞系内のＳＭＮエクソン７発現のための医薬品スクリーン］
脊柱筋萎縮症の医薬品を識別するためにＳＭＡ患者の３つ全てのタイプのＥＢＶ転換リン
パ細胞系を開発し、次のように分析した。
【００７９】
転換細胞系：異なる重度のＳＭＡ患者からリンパ細胞を単離した。患者から血液全体を抽
出し、ヘパリンで凝血防止し、ＰＢＳ（燐酸塩緩衝塩水）で１：１希釈した。希釈した標
本はＦｉｃｏｌｌ＝Ｈｙｐａｑｕｅ勾配の上に重ね、２５００ｒｐｍ、３０分間、室温で
遠心分離した。軟膜を遠心分離標本から採取し、５ｍｌＰＢＳで２度洗浄し、採取し、５
ｍｌのＲＰＭＩ培地、０．５ｍｌＥｐｓｔｅｉｎ－Ｂａｒｒウィルス（ＥＢＶ株）、５０
μｌＰＨＡおよび５０μｌのシクロスポリン（０．２ｍｇ／ｍｌ）内に再懸濁した。ウィ
ルス処理した標本は十分混合し、Ｔ字フラスコに移して、５％ＣＯ２ 保温器内で３７℃で
、３週間保温した。
【００８０】
ＳＭＮ２遺伝子からのエクソン７発現を増加させる能力についていくつかの医薬品を選別
した。２種類のスクリーンが記載される。一つはＲＴ－ＰＣＲ分析を使用するもので、他
方はＳＭＮエクソン７エピトープに固有の抗体を使用する。
【００８１】
ＲＴ－ＰＣＲ分析：処理リンパ細胞と未処理対照からの全ＲＮＡを無作為プライマー５’
－ＴＮ１０－３’およびＭＭＬＶ逆転写酵素（Ｐｒｏｍｅｇｒａ）を用いて逆転写した。
得られた一本鎖ｃＤＮＡを全ＳＭＮ暗号化領域をおおう３つのプライマー対の一つを用い
てポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）によって増幅した。エクソン４に対する５’未翻訳領
域からの核酸断片の増幅のためのプライマー対は５’－ＣＧＣＴＧＣＧＣＡＴＣＣＧＣＧ
ＧＧＴＴＴＧＣＴＡＴＧＧＣ－３’（正プライマー、Ｐ１，ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）お
よび５’－ＴＣＣＣＡＧＴＣＴＴＧＧＣＣＣＴＧＧＣＡＴ－３’（逆プライマー，Ｐ２，
ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２）であった。エクソン４からエクソン６の核酸断片の増幅のため
のプライマー対は５’－ＡＡＣＡＴＣＡＡＧＣＣＣＡＡＡＴＣＴＧＣ－３’　（正プライ
マー、Ｐ３，ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３）および５’－ＧＣＣＡＧＴＡＴＧＡＴＡＧＣＣＡ
ＣＴＣＡＴＧＴＡＣＣＡＴＧ－３’　（逆プライマー，Ｐ４，ＳＥＱＩＤ　ＮＯ：４）で
あった。エクソン６からエクソン８の核酸断片の増幅のためのプライマー対は５’－ＣＴ
ＣＣＣＡＴＡＴＧＴＣＣＡＧＡＴＴＣＴＣＴＴＧＡＴＧＡＴＧＣ－３’（正プライマー、
Ｐ５，ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：５）および５’－ＡＣＴＧＣＣＴＣＡＣＣＡＣＣＧＴＧＣＴ
ＧＧ－３’　（逆プライマー，Ｐ６，ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：６）であった。全長ＳＭＮｃ
ＤＮＡの増幅のためにプライマーＰ１とＰ６を用いた。ＰＣＲ増幅生成物はアガロースゲ
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ル上で分析した。
【００８２】
プライマーＰ５とＰ６からの４１９ベースペア帯の生成は増加したエクソン７発現を示し
、３６５ベースペア帯はエクソン７を排除するスプライスパターンを示す。
【００８３】
ウェスタンブロット分析：エクソン７からのヒトＳＭＮアミノ酸２７９－２８８またはエ
クソン２からのアミノ酸７２－８４のいずれかを含有する合成ペプチドでウサギを免役し
た。固有抗体（Ｈ７およびＨ２バッチ）を製造者の指示に従ってＥＡＨ－セラロース４Ｂ
カラム（Ｐｈａｍａｃｉａ）でウサギの生血清から生成した。
【００８４】
処理済みおよび未処理のＳＭＡリンパ細胞から調製したタンパク質標本は１２％分離ゲル
上の５％ポリアクリルアミド積層ゲル上に充填し、Ｌａｅｍｍｌｉの方法を用いて不連続
緩衝液でゲルを流した。電気泳動後、タンパク質はジフルオルポリビニル膜に電気泳動で
移した（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｃｏｒｐ．，　Ｍａｒｌｂｏｒｏｕｇｈ，　ＭＡ，　ＵＳ
Ａ）。移した後に、膜は室温で２時間の間４％ＢＳＡ（牛血清アルブミン）を含むＴＢＳ
Ｔ（５０ｍＭ　Ｔｒｉｓ・ＨＣｌｐＨ７．５，１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、０．０５％　Ｔｗ
ｅｅｎ）内でブロックした。ブロックはＴＢＳＴ内のアンチ－ＳＭＮエクソン２（Ｈ２）
またはアンチ－ＳＭＮエクソン７（Ｈ７）抗体の１：８００希釈で保温した。ブロットは
ＴＢＳＴ内で３×２０分間洗浄し、つぎに室温で１時間ＴＢＳＴ内の抗ウサギＩｇＧアル
カリンフォスフォターゼ共役物（Ｓｉｇｍａ）の１：３２，０００希釈で保温した。二次
抗体は現像緩衝液（１００ｍＭ　ＮａＣｌ、５ｍＭ　ＭｇＣｌ２ 、１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ
・ＨＣｌ　ｐＨ９．５）内で５－ブロモ－４－クロロ－３－燐酸インドールと３％ニトロ
ブルー　テトラゾリウムで検出した。
【００８５】
［２．ＳＭＡ様細胞系に対する酪酸ナトリウムの作用］
化合物の一つである酪酸ナトリウムはＳＭＮ２遺伝子のエクソン７発現パターンを変えた
。エクソン７含有ＳＭＮｍＲＮＡの量は５ｎｇ／ｍｌから５０μｇ／ｍｌの酪酸ナトリウ
ムで培養したリンパ細胞内で増加し、最大増加は医薬品添加から４時間後であった。くわ
えて、ＳＭＡ患者の３つ全てのタイプからのリンパ細胞は全長ＳＭＮ転写産物の増加レベ
ルを示した。これら細胞タイプの少なくとも一つはＳＭＮ１遺伝子欠損を含んでいるので
、ＳＭＮエクソン７の増加は必然的にＳＭＮ２スプライシング内の変性によるものである
。
【００８６】
上述のＲＴ－ＰＣＲ法はＳＭＮ２遺伝子の代替スプライスパターンの決定に使用された。
未処理の細胞内で、ＳＭＮ２は通常エクソン７除去のために切断される。しかしながら、
酪酸ナトリウム処理後、ＳＭＮ２転写産物のスプライシングはＳＭＮ１転写産物のスプラ
イシングと同様にエクソン７を含むように変化した。処理によって、未処理群に対して、
全長ＳＭＮｍＲＮＡ転写産物の量も増加した。
【００８７】
加えて、酪酸ナトリウム処理の結果、エクソン７含有ＳＭＮタンパク質レベルも増加した
。異なるタイプのＳＭＡ患者から確立したリンパ細胞系は酪酸ナトリウムの量を変えて処
理し、未処理の対照群と比較した。上述のごとく発生したＨ２およびＨ７抗体を用いるウ
ェスタンブロット分析は酪酸ナトリウムが無傷のＳＭＮタンパク質の量を増加させること
を示した。無傷のＳＭＮタンパク質の量を増加は５ｎｇ／ｍｌから５０μｇ／ｍｌの酪酸
ナトリウムで４時間刺激した後のシトソルおよび核分画の両方で認められた。
【００８８】
［３．ＳＭＡ様症状のマウス発生］
遺伝子導入マウス：マウスＳＭＮ遺伝子内に突然変異を有するマウスはプラスミドｐＧＧ
ＫＯＶ－ＳＭＮで発生した（Ｈｓｉｅｈ－Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，　（２０００）　Ｎａｔ
ｕｒｅ　Ｇｅｎ．　２４：６６－７０）。このプラスミドはマウスＳＭＮ座の１．６ｋｂ
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欠損を含む。欠損はエクソン７を除去する。ｐＧＧＫＯＶ－Ｓｍｎを発生するために、Ｓ
ＭＮｃＤＮＡエクソン２から８を跨ぐマウスのゲノムクローンＭＳＧ２４－４の４．６ｋ
ｂ　ＢａｍＨＩ断片および０．６ｋｂ　Ｎｄｅｌ断片をｐＧＧＫＯＶベクターの、それぞ
れ、ＢａｍＨＩおよびＣｌａＩ部位にクローンした（図１Ｂ参照）。ｐＧＧＫＯＶベクタ
ーおよびその使用法の詳細に関しては、Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９６）　ＥＭＢＯ　
Ｊ．　１１５：７１４－７２４参照。
【００８９】
ｐＧＧＫＯＶ－ＳｍｎはＮｏｒＩで線形にしてＥ１４ＴＧ２ａ胎児幹細胞内にエレクトロ
ポレーションした。（Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，　前掲書）に記載のごとくＳｍｎエクソン７
を破壊する同質構造組み替えを得るために、ＨＰＲＴの組込とＨＳＶ－チミジン・キナー
ゼの反組込のために細胞を選択した。細胞は標準手順を用いてＣ５７ＢＬ／６胚盤胞内に
注入した。結果として得られたマウスを交配し、Ｓｍｎ遺伝子破壊について異形接合であ
る個体をゲノタイプによって識別した。
【００９０】
ｈＳＭＮ２遺伝子導入マウスは次のように発生した。ｈＳＭＮ２　ＢＡＣクローン７Ｃの
１１５ｋｂインサートをＮｏｔＩで摘出し、アガロースゲルで精製し、ゲルから電気溶出
した。１１５ｋｂインサートは動原体側から末端小粒側まで、ＳＭＮ２遺伝子、ＳＥＲＦ
１遺伝子、およびＳＥＲＦ１遺伝子の末端小粒側の核酸の３５ｋｂを含んでいる（図１Ａ
参照）。ＤＮＡはつぎに２ｎｇ／μｌに希釈し、（Ｈｏｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．　前掲書）
に記載のごとく、ＦＶＢ／Ｎオスのマウス前核内に注入した。
【００９１】
ｈＳＭＮ２Ｓｍｎ±マウスを発生するために、マウスＳｍｎ破壊について異質接合のマウ
スをｈＳＭＮ２ｔｒａｓｇｅｎｅを含むマウスと交差した。子孫はゲノタイプによってｈ
ＳＭＮ２Ｓｍｎ±マウスを識別した。
【００９２】
ｈＳＭＮ２Ｓｍｎ±マウスを発生するために、ｈＳＭＮ２Ｓｍｎ±マウスをＳｍｎ±マウ
スと交差した。マウスＳＭＮ座が欠損している子孫はゲノタイピングで識別した。ｈＳＭ
Ｎ２ｔｒａｎｓｇｅｎｅの存在も確認された。ｈＳＭＮ２Ｓｍｎ±ゲノタイプを有するか
かるマウスはＳＭＡ症状の範囲を示し、「ＳＭＡ様」マウスと呼ばれる。
【００９３】
最も重い病理のマウス（タイプ１）は柔毛質の毛髪を生ぜず生誕後１０日以内に死亡した
。中間重度のマウス（タイプ２）は不活発で、およそ２から４週間で死亡した。これらの
マウスは尾先端の慢性壊死、筋萎縮、後ろ脚の皮下浮腫、後ろ脚の麻痺を頻繁に示した。
タイプ３のマウスは生存し、正常に交配した。これらのマウスの軽微な症状としては短く
太い尾が挙げられる。
【００９４】
［４．酪酸ナトリウムによるタイプ２と３のＳＭＡ様マウスの治療］
ＳＭＡ様マウスの症状に対する酪酸ナトリウムの効果を調査した。酪酸ナトリウムをタイ
プ２の症状の１０匹のＳＭＡ様マウスとタイプ３の症状の１０匹のＳＭＡ様マウスに投与
した。これらのマウスは生誕時にゲノタイプと表現型で識別した。その後、それらの飲料
水に酪酸ナトリウムの０．８μｇ／ｍｌまたは８μｇ／ｍｌ溶液を補給した。飲料水は無
制限に利用可能とした。ＳＭＡ様マウスが摂取した酪酸ナトリウム量はやく４から８０μ
ｇ／日と推定される。酪酸ナトリウムを処理したタイプ２のＳＭＡ様マウスの生存時間は
、未処理マウスよりも長く、平均して４から５日長かった。
【００９５】
ＳＭＡ様マウスの尾表現型に対する酪酸ナトリウム投与の作用も監視した。未処理のタイ
プ２と３のＳＭＡ様マウスの尾は筋繊維の直径が減少し、筋束萎縮、群萎縮、および皮下
浮腫が認められた（Ｈｓｉｅｈ－Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．　（２０００）　前掲書）。しかし
ながら、酪酸ナトリウム治療により、タイプ２ＳＭＡ様マウスの尾の表現型は２００百タ
イプ３ＳＭＡ様マウスよりも大きい実験監視において、野種に近く回復した。処理マウス
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の尾は平均５ｃｍの長さで、未処理マウスの尾の長さは約１ｃｍであった。注目すべきこ
とに、処理マウスの尾は平均５ｃｍの長さで、野種のマウスのへ筋長さの６ｃｍに近い。
尾の先端から発する頻繁な慢性壊死は、未処理ＳＭＡ様マウスの５０％と比較して、酪酸
ナトリウム処理ＳＭＡ様マウスでは大幅に２％に低下した。同様に、未処理ＳＭＡ様マウ
スと比較して、処理ＳＭＡ様マウスの尾は萎縮筋束が少なく、群萎縮が少なく、皮下浮腫
が少なかった。ウェスタンブロット分析およぼ免疫組織化学研究の結果は、酪酸ナトリウ
ム処理ＳＭＡ様マウスでは、エクソン７含有ＳＭＮ蛋白レベルが、脊髄運動ノイロンを含
む多数の組織で評価された。ＳＭＡ患者からの転換リンパ細胞の上述の分析における化合
物の作用とＳＭＡ様疾患動物の神経学表現型の間にきわめて強い相関があった。
【００９６】
［５．ＳＭＡ様マウスの子宮内治療］
重度のＳＭＡマウスに対する酪酸ナトリウムの治療効果を評価するために、試験化合物を
ｈＳＭＮ２Ｓｍｎ±交雑雑種からの妊娠マウスに投与した。ＳＭＡ様表現型をもって生ま
れたマウスの数を数え、タイプによって分類した。一つにケースにおいて、４から８μｇ
／日の酪酸ナトリウムを性交後１５日から開始して分娩まで飲料水に任意に補給してｈＳ
ＭＮ２Ｓｍｎ±交雑雑種からの妊娠マウスに投与した（表１）。
【００９７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９８】
重度の疾患の子孫（すなわちタイプ１の症状のある）の数は母親を酪酸ナトリウムで処理
したとき未処理母親からの子孫に比べて減少した。子孫については、酪酸ナトリウム処理
した母親の子孫のわずか７％がタイプ１の症状を有し、これに対して未処理母親からの子
孫では１０％であった。これらの結果は妊娠した交雑交配母親の１５日目の酪酸ナトリウ
ム処理が子孫マウスの臨床症状を重いＳＭＡ群（タイプ１）から軽度タイプＳＭＡ群（タ
イプ２と３）に改善したことを示している。統計ｐ価は０．０５未満であった。
【００９９】
４０から８０μｇ／日の酪酸ナトリウムというより高い用量での追加実験でも、処理した
母親の子孫は未処理母親からの子孫よりも症状が軽減した。
【０１００】
その他の実施態様は下記のようなものとして特許請求の範囲に含まれている。
【０１０１】
（Ａ１）　被験体内のＳＭＮ遺伝子発現を調節するための方法において、基準ＳＭＮエク
ソン７発現レベルに対して、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７の発現レベルを増加させ
るのに十分な量のヒストン・デアセチラーゼ阻害剤を被験体に投与することから成る方法
。
【０１０２】
（Ａ２）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩、トラポクシンまたはトリコスタチン
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Ａであることを特徴とする上記（Ａ１）に記載の方法。
【０１０３】
（Ａ３）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸ナトリウムであることを特徴とする上記
（Ａ２）に記載の方法。
【０１０４】
（Ａ４）　エクソン７欠損転写産物に対するエクソン７含有ＳＭＮ転写産物の比率が少な
くとも５０％増加することを特徴とする上記（Ａ１）に記載の方法。
【０１０５】
（Ａ５）　エクソン７欠損転写産物に対するエクソン７含有ＳＭＮ転写産物の比率が少な
くとも１００％増加することを特徴とする上記（Ａ１）に記載の方法。
【０１０６】
　（Ａ６）被験体の脊柱筋萎縮症を治療する方法において、脊柱筋萎縮症の症状を改善さ
せるのに十分な量の を被験体に投与することを含む方法
。
【０１０７】
（Ａ７）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩、トラポクシンまたはトリコスタチン
Ａであることを特徴とする上記（Ａ６）に記載の方法。
【０１０８】
（Ａ８）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩であることを特徴とする上記（Ａ７）
に記載の方法。
【０１０９】
（Ａ９）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸ナトリウムであることを特徴とする上記
（Ａ７）に記載の方法。
【０１１０】
（Ａ１０）　被験体がヒト若しくは非ヒトであることを特徴とする上記（Ａ６）に記載の
方法。
【０１１１】
（Ａ１１）　被験体がＳＭＮ１の突然変異について同型接合体であることを特徴とする上
記（Ａ１０）に記載の方法。
【０１１２】
　（Ａ１２）被験体が胎児であり、 が子宮内で被験体に
投与されることを特徴とする上記（Ａ１１）に記載の方法。
【０１１３】
（Ａ１３）　症状が筋麻痺であることを特徴とする上記（Ａ６）に記載の方法。
【０１１４】
（Ａ１４）　症状が筋萎縮であることを特徴とする上記（Ａ６）に記載の方法。
【０１１５】
（Ａ１５）　被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７発現減少であることを特徴とする上記（
Ａ６）に記載の方法。
【０１１６】
（Ｂ１）　基準ＳＭＮエクソン７発現レベルに対して、被験体の細胞内のＳＭＮエクソン
７の発現レベルを増加させるのに十分な量のヒストン・デアセチラーゼ阻害剤を含む、被
験体内のＳＭＮ遺伝子発現を調節するＳＭＮ遺伝子発現調節剤。
【０１１７】
（Ｂ２）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩、トラポクシンまたはトリコスタチン
Ａであることを特徴とする上記（Ｂ１）に記載のＳＭＮ遺伝子発現調節剤。
【０１１８】
（Ｂ３）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸ナトリウムであることを特徴とする上記
（Ｂ２）に記載のＳＭＮ遺伝子発現調節剤。
【０１１９】
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（Ｂ４）　エクソン７欠損転写産物に対するエクソン７含有ＳＭＮ転写産物の比率が少な
くとも５０％増加することを特徴とする上記（Ｂ１）に記載のＳＭＮ遺伝子発現調節剤。
【０１２０】
（Ｂ５）　エクソン７欠損転写産物に対するエクソン７含有ＳＭＮ転写産物の比率が少な
くとも１００％増加することを特徴とする上記（Ｂ１）に記載のＳＭＮ遺伝子発現調節剤
。
【０１２１】
　（Ｂ６）脊柱筋萎縮症の治療用組成物であって、脊柱筋萎縮症の症状を改善させるのに
十分な量の を含むことを特徴とする治療用組成物。
【０１２２】
（Ｂ７）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩、トラポクシンまたはトリコスタチン
Ａであることを特徴とする上記（Ｂ６）に記載の治療用組成物。
【０１２３】
（Ｂ８）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸塩であることを特徴とする上記（Ｂ７）
に記載の治療用組成物。
【０１２４】
（Ｂ９）　ヒストン・デアチラーゼ阻害剤が酪酸ナトリウムであることを特徴とする上記
（Ｂ７）に記載の治療用組成物。
【０１２５】
（Ｂ１０）　ヒト用の治療用組成物であることを特徴とする上記（Ｂ６）に記載の治療用
組成物。
【０１２６】
（Ｂ１１）　ＳＭＮ１の突然変異について同型接合体（ homozygous）用の治療用組成物で
あることを特徴とする上記（Ｂ１０）に記載の治療用組成物。
【０１２７】
　（Ｂ１２）胎児用の治療用組成物であり、 が子宮内で
の投与用のものであることを特徴とする上記（Ｂ１１）に記載の治療用組成物。
【０１２８】
（Ｂ１３）　筋麻痺に対するものであることを特徴とする上記（Ｂ６）に記載の治療用組
成物。
【０１２９】
（Ｂ１４）　筋萎縮に対するものであることを特徴とする上記（Ｂ６）に記載の治療用組
成物。
【０１３０】
（Ｂ１５）　被験体の細胞内のＳＭＮエクソン７発現減少を伴うものであることを特徴と
する上記（Ｂ６）に記載の治療用組成物。
【０１３１】
【配列表】
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【図面の簡単な説明】
【図１】　図１Ａは本発明の方法に使用したヒトＳＭＮ座の模式図である。図１Ｂはマウ
スのＳＭＮ前記と本発明の方法におけるマウス座内へのヒトの配列の挿入の模式図である
。
【図２】　各種の酪酸ナトリウム濃度（ｍｌあたりの量で表示）で処理した転換リンパ細
胞内のエクソン７欠損ＳＭＮ転写産物に対するエクソン７を有するものの割合（Ｅ７ｉｎ
．／Ｅ７ｅｘ．）を表す棒グラフである。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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