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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞におけるSerpina1の発現を阻害する2本鎖RNAi物質であって、
　該2本鎖RNAi物質が2本鎖領域を形成するセンス鎖およびアンチセンス鎖を含み、
　該センス鎖が配列番号41のヌクレオチド配列を含み、該アンチセンス鎖が配列番号129
のヌクレオチド配列を含み、
　該センス鎖のすべてのヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のすべてのヌクレオチドが
修飾ヌクレオチドであり、
　該センス鎖が3’末端に結合したリガンドと結合している2本鎖RNAi物質。
【請求項２】
　該修飾ヌクレオチドの少なくとも1が、3’末端デオキシチミン(dT)ヌクレオチド、2’-
O-メチル修飾ヌクレオチド、2’-フルオロ修飾ヌクレオチド、2’-デオキシ-修飾ヌクレ
オチド、ロックドヌクレオチド、脱塩基ヌクレオチド、2’-アミノ-修飾ヌクレオチド、2
’-アルキル-修飾ヌクレオチド、モルホリノヌクレオチド、ホスホルアミデート、非天然
塩基を含むヌクレオチド、5’-ホスホロチオエート基を含むヌクレオチド、およびコレス
テリル誘導体またはドデカン酸ビスデシルアミド基と結合した末端ヌクレオチドからなる
群から選ばれる、請求項1に記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項３】
　少なくとも1本鎖が少なくとも1のヌクレオチドの3’オーバーハングを含む、請求項1記
載の2本鎖RNAi物質。
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【請求項４】
　各鎖が21～30ヌクレオチドを有する、請求項1記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項５】
　該ヌクレオチドの修飾が、LNA、HNA、CeNA、2’-メトキシエチル、2’-O-アルキル、2
’-O-アリル、2’-C-アリル、2’-フルオロ、2’-デオキシ、2’-ヒドロキシル、および
それらの組み合わせからなる群から選ばれる、請求項1記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項６】
　該ヌクレオチドの修飾が2’-O-メチルまたは2’-フルオロ修飾である、請求項5記載の2
本鎖RNAi物質。
【請求項７】
　該リガンドが二価または三価の分岐鎖リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGal
NAc誘導体である、請求項1記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項８】
　該リガンドが、

【化１】

である、請求項1記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項９】
　下記式：

【化２】

［式中、XはOまたはSである。］
に示すようにリガンドに結合している、請求項7記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項１０】
　さらに少なくとも1のホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結
合を含む、請求項1記載の2本鎖RNAi物質。
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【請求項１１】
　該RNAi物質が6～8ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含む、請求項10記載の2本
鎖RNAi物質。
【請求項１２】
　アンチセンス鎖が5’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合および3’末端に2
ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、センス鎖が5’末端または3’末端に少な
くとも2のホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含む、請求項11記載の2本鎖RNAi物質
。
【請求項１３】
　該RNAi物質が、GfsusCfcAfaCfaGfCfAfcCfaAfuAfuCfuUfL96（配列番号２１７）のヌクレ
オチド配列を含むセンス鎖およびasAfsgAfuAfuUfgGfugcUfgUfuGfgAfcsUfsg（配列番号３
０５）のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖を含み；a、c、g、およびuは２’－Ｏ－
メチル（２’－ＯＭｅ）A、C、G、およびUであり；Af、Cf、GfおよびUfは２’－フルオロ
A、C、GおよびUであり；sはホスホロチオエート結合であり；L96はＮ－［トリス（Ｇａｌ
ＮＡｃ－アルキル）－アミドドデカノイル）］－４－ヒドロキシプロリノールである、請
求項1記載の2本鎖RNAi物質。
【請求項１４】
　請求項1～13のいずれかに記載の2本鎖RNAi物質を含む医薬組成物。
【請求項１５】
　該RNAi物質が非緩衝溶液で投与される、請求項14記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　該非緩衝溶液が生理食塩水または水である、請求項15記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　該siRNAが緩衝溶液と共に投与される、請求項14記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　該緩衝溶液が、酢酸塩、クエン酸塩、プロラミン、炭酸塩、またはリン酸塩、またはそ
れらのあらゆる組み合わせを含む、請求項17記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　該緩衝溶液がリン酸緩衝生理食塩水(PBS)である、請求項18記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　細胞におけるSerpina1の発現を阻害するインビトロでの方法であって、
(a)細胞を、請求項1～13のいずれかに記載の2本鎖RNAi物質または請求項14に記載の医薬
組成物と接触させ；
(b)工程(a)で作製した細胞をSerpina1遺伝子のmRNA転写産物を分解するのに充分な時間維
持することにより、細胞におけるSerpina1遺伝子の発現を阻害することを含む方法。
【請求項２１】
　Serpina1関連疾患を有する対象を治療するための組成物であって、治療的有効量の請求
項1～13のいずれかに記載の2本鎖RNAi物質または請求項14に記載の医薬組成物を含む組成
物。
【請求項２２】
　該Serpina1関連疾患が肝疾患である、請求項21記載の組成物。
【請求項２３】
　肝疾患が慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝線維症、および/または肝細胞癌からなる群か
ら選ばれる、請求項22記載の組成物。
【請求項２４】
　2本鎖RNAi物質が0.01mg/kg～10mg/kgまたは0.5mg/kg～50mg/kgの用量である、請求項21
記載の組成物。
【請求項２５】
　2本鎖RNAi物質が皮下投与される、請求項24記載の組成物。
【請求項２６】
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　2本鎖RNAi物質が静脈内投与される、請求項24記載の組成物。
【請求項２７】
　Serpina1欠損変異体を有する対象の肝細胞癌の発生を阻害するための組成物であって、
治療的有効量の請求項1～13のいずれかに記載の2本鎖RNAi物質または請求項14に記載の医
薬組成物を含む組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本願は米国仮出願No. 61/826,125（2013年5月22日出願）米国仮出願No. 61/898,695（2
013年11月1日出願）、米国仮出願No. 61/979,727（2014年4月15日出願）、米国仮出願No.
 61/989028（2014年5月6日出願）の優先権の利益を主張する。本願は、米国仮出願No. 61
/561,710（2011年11月18日出願）およびPCT/US2012/065601（2012年11月16日出願）に関
連する。各前記出願の全内容は本明細書の一部を構成する。
（配列表）
　本願はASCIIフォーマットで電子化して提出した配列表を含み、これは本明細書の一部
を構成する。該ASCIIコピー（2014年5月20日作製）は121301-00620　SL.txtという名であ
り、サイズが199,204バイトである。
【背景技術】
【０００２】
　Serpinalは、肝細胞、単核単球、肺胞マクロファージ、腸細胞、および骨髄細胞が産生
する好中球エラスターゼと主に複合体を形成し、その活性を阻害するα-1-アンチトリプ
シンをコードする。Serpinal遺伝子の1または両コピーに変化を有する対象は、α-1-アン
チトリプシン欠乏症にかかることがあり、肺および肝臓のエラスターゼ活性が正常より高
くなることで肺気腫および/または慢性肝疾患が発生するリスクがある。
【０００３】
　罹患した対象ではα-1-アンチトリプシンの欠乏は野生型の機能的α-1-アンチトリプシ
ンの欠乏である。ある場合には、Serpina1遺伝子の1または両コピーに変化を有する対象
はヌル対立遺伝子を保有する。他の場合には、Serpina1遺伝子の1または両コピーに変化
を有する対象は不全対立遺伝子を保有する。
【０００４】
　例えば、Serpina1の不全対立遺伝子、例えばPIZ対立遺伝子を有する対象は、合成部位
から体内の作用部位に適切に輸送することができないミスホールドしたタンパク質を産生
しうる。そのような対象は、典型的には肺および/または肝疾患を発生するリスクがある
。Serpina1ヌル対立遺伝子、例えばPIヌル(Granite Falls)を有する対象は典型的には肺
疾患を発生するリスクのみがある。
【０００５】
　α-1-アンチトリプシン欠乏から生じる肝疾患は、ミスホールドし、細胞の外へ容易に
輸送されない肝細胞で産生される変異型のα-1-アンチトリプシンの結果である。これは
、肝細胞中でミスホールドしたタンパク質の蓄積をもたらし、限定されるものではないが
、慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝線維症、および/または肝細胞癌を含む1またはそれ以上
の肝疾患または障害を引き起こしうる。
【０００６】
　α-1-アンチトリプシン欠乏から生じる肝疾患の患者を治療するための選択肢は、肝炎
ワクチン接種、支持療法、および有害物質（例えばアルコールやNSAID）の回避を含め現
在非常に限られている。置換α-1-アンチトリプシン療法が利用可能であるが、そのよう
な治療法はこれらの対象の肝疾患には効果がなく、肝臓移植が有効なことがあるが、これ
は困難かつ高価でリスクのある方法であり、肝臓は容易に得られない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(5) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

【０００７】
　したがって、当該分野において、慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝線維症、および/また
は肝細胞癌などのSerpina1関連疾患の有効な治療法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（発明の要約）
　以下により詳細に記載するように、本明細書は、1本鎖および2本鎖ポリヌクレオチド、
例えばRNAi物質、例えば2本鎖iRNA物質、標的化Serpina1などの物質を含む組成物を開示
する。Serpina1の発現を阻害し、Serpina1関連疾患、例えば、慢性肝疾患、肝炎、肝硬変
、肝線維症、および/または肝細胞癌を治療するための本発明の組成物の使用方法も開示
する。
【０００９】
　したがって、ある局面において、本発明は細胞におけるSerpina1の発現を阻害する2本
鎖RNAi物質を提供する。該2本鎖RNAi物質は2本鎖領域を形成するセンス鎖およびアンチセ
ンス鎖を含み、該センス鎖が配列番号1、配列番号2、または配列番号3、配列番号4、配列
番号5、配列番号6、配列番号7、配列番号8、配列番号9、配列番号10、または配列番号11
のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオ
チドを含み、該アンチセンス鎖が配列番号15、配列番号16、または配列番号17、配列番号
18、配列番号19、配列番号20、配列番号21、配列番号22、配列番号23、配列番号24、また
は配列番号25のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15
連続ヌクレオチドを含み、該センス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドおよびアンチセ
ンス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが修飾ヌクレオチドであり、該センス鎖は3’
末端に結合したリガンドと結合している。
【００１０】
　ある態様において、アンチセンス鎖のヌクレオチド配列の3ヌクレオチドの違いの1つが
アンチセンス鎖のシード領域のヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ア
ンチセンス鎖ミスマッチヌクレオチドはユニバーサル塩基を含む。
【００１１】
　ある態様において、該センス鎖のすべての該ヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のす
べての該ヌクレオチドが修飾ヌクレオチドである。
【００１２】
　ある態様において、該センス鎖および該アンチセンス鎖は、表1、2、5、7、8、および9
のいずれかに記載の配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌク
レオチドを含む相補的な領域を含む。
【００１３】
　ある態様において、修飾ヌクレオチドの少なくとも1は、3’末端デオキシチミン(dT) 
ヌクレオチド、2’-O-メチル 修飾ヌクレオチド、2’-フルオロ修飾ヌクレオチド、2’-
デオキシ-修飾ヌクレオチド、ロックドヌクレオチド、脱塩基ヌクレオチド、2’-アミノ-
修飾ヌクレオチド、2’-アルキル-修飾ヌクレオチド、モルホリノヌクレオチド、ホスホ
ルアミデート、非天然塩基を含むヌクレオチド、5’-ホスホロチオエート基を含むヌクレ
オチド、およびコレステリル誘導体と結合した末端ヌクレオチドまたはドデカン酸ビスデ
シルアミド基からなる群から選ばれる。
【００１４】
　ある態様において、少なくとも1本鎖は少なくとも1ヌクレオチドの3’オーバーハング
を含む。
【００１５】
　別の態様において、少なくとも1本鎖は少なくとも2ヌクレオチドの3’オーバーハング
を含む。
【００１６】
　別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することができる2
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本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的に相
補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質的に
相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質が式(
III)：
　センス： 5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’
-nq’5’ (III)
［式中、 
　i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　p、p’、q、およびq’がそれぞれ独立して0～6である；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　NbおよびNb’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～10ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　それぞれ存在していてもいなくてもよいnp、np’、nq、およびnq’はそれぞれ独立して
オーバーハングヌクレオチドを表す；
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表す；
　Nbの修飾はYの修飾と異なり、Nb’の修飾はY’の修飾と異なる；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合している。］
で示される、RNAi物質を提供する。
【００１７】
　ある態様において、Na’は1～25ヌクレオチドを含み、5’末端から2～9位の1の1～25ヌ
クレオチドの1つがヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ミスマッチ塩
基はユニバーサル塩基である。
【００１８】
　ある態様において、iが0であり；jが0であり；iが1であり；jが1であり；iとjの両方が
0であるか；またはiとjの両方が1である。別の態様において、kが0であり；lが0であり；
kが1であり；lが1であり；ｋとｌの両方が0であるか；またはｋとｌの両方が1である。
【００１９】
　ある態様において、XXXがX’X’X’と相補的であり、YYYがY’Y’Y’と相補的であり、
ZZZがZ’Z’Z’と相補的である。
【００２０】
　ある態様において、YYYモチーフは該センス鎖の開裂部位またはその付近に生じる。
【００２１】
　ある態様において、Y’Y’Y’モチーフは5’末端からアンチセンス鎖の11、12、および
13位に生じる。
【００２２】
　ある態様において、Y’は2’-O-メチルである。
【００２３】
　ある態様において、式(III)は、式(IIIa)：
　センス： 5’np-Na-YYY-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-Y’Y’Y’-Na’-nq’5’ (IIIa)。
【００２４】
　別の態様において、式(III)は、式(IIIb)：
　センス： 5’np-Na-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-Y’Y’Y’-Nb’-Z’Z’Z’-Na’-nq’5’ (IIIb)
［式中、NbおよびNb’はそれぞれ独立して1～5修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチ
ド配列を表す。］
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で示される。
【００２５】
　さらに別の態様において、式(III)は、式(IIIc)：
　センス： 5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-X’X’X’-Nb’-Y’Y’Y’-Na’-nq’5’ (IIIc)
［式中、NbおよびNb’はそれぞれ独立して1～5修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチ
ド配列を表す。］
で示される。
【００２６】
　ある態様において、式(III)は、式(IIId)：
　センス： 5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-X’X’X’-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-Z’Z’Z’-Na’-nq’5
’ (IIId)
［式中、NbおよびNb’はそれぞれ独立して1～5修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチ
ド配列を表し、NaおよびNa’はそれぞれ独立して2～10修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌ
クレオチド配列を表す。］
で示される。
【００２７】
　ある態様において、該2本鎖領域は長さ15～30ヌクレオチド対である。別の態様におい
て、該2本鎖領域は長さ17～23ヌクレオチド対である。さらに別の態様において、該2本鎖
領域は長さ17～25ヌクレオチド対である。ある態様において、該2本鎖領域は長さ23～27
ヌクレオチド対である。別の態様において、該2本鎖領域は長さ19～21ヌクレオチド対で
ある。別の態様において、該2本鎖領域は長さ21～23ヌクレオチド対である。ある態様に
おいて、各鎖は15～30ヌクレオチドを有する。別の態様において、各鎖は19～30ヌクレオ
チドを有する。
【００２８】
　ある態様において、該ヌクレオチドの修飾は、LNA、HNA、CeNA、2’-メトキシエチル、
2’-O-アルキル、2’-O-アリル、2’-C-アリル、2’-フルオロ、2’-デオキシ、2’-ヒド
ロキシル、およびそれらの組み合わせからなる群から選ばれる。別の態様において、該ヌ
クレオチドの修飾は2’-O-メチルまたは2’-フルオロ修飾である。
【００２９】
　ある態様において、該リガンドは二価または三価の分岐鎖リンカーを介して結合した1
またはそれ以上のGalNAc誘導体である。別の態様において、該リガンドは、
【化１】

である。
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【００３０】
　ある態様において、該リガンドは該センス鎖の3’末端と結合している。
【００３１】
　ある態様において、該RNAi物質は下記式に示すリガンドと結合している：
【化２】

［式中、XはOまたはSである。］。特定の態様において、XはOである。
【００３２】
　ある態様において、該物質は、さらに少なくとも1のホスホロチオエートまたはメチル
ホスホネートヌクレオチド間結合を含む。
【００３３】
　ある態様において、該ホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結
合は1本鎖の3’末端にある。ある態様において、該鎖はアンチセンス鎖である。別の態様
において、該鎖はセンス鎖である。
【００３４】
　ある態様において、該ホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結
合は1本鎖の5’末端にある。ある態様において、該鎖はアンチセンス鎖である。別の態様
において、該鎖はセンス鎖である。
【００３５】
　ある態様において、該ホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結
合は1本鎖の5’末端と3’末端の両方にある。ある態様において、該鎖はアンチセンス鎖
である。
【００３６】
　ある態様において、該RNAi物質は6～8ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含む。
ある態様において、該アンチセンス鎖は5’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結
合、3’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該センス鎖は5’末端ま
たは3’末端に少なくとも2のホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含む。
【００３７】
　ある態様において、該2本鎖のアンチセンス鎖の5’末端の1位の塩基対はAU塩基対であ
る。
【００３８】
　ある態様において、Yヌクレオチドは2’-フルオロ修飾を含む。
【００３９】
　ある態様において、Y’ヌクレオチドは2’-O-メチル 修飾を含む。
【００４０】
　ある態様において、p’＞0である。別の態様においてp’＝2である。
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【００４１】
　ある態様において、q’＝0、p＝0、q＝0であり、p’オーバーハングヌクレオチドは標
的mRNAと相補的である。別の態様において、q’＝0、p＝0、q＝0であり、およびp’オー
バーハングヌクレオチドは標的mRNAと非相補的である。
【００４２】
　ある態様において、該センス鎖は全部で21ヌクレオチドを有し、該アンチセンス鎖は全
部で23ヌクレオチドを有する。
【００４３】
　ある態様において、少なくとも1のnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合った
ヌクレオチドと結合している。
【００４４】
　ある態様において、すべてのnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合ったヌクレ
オチドと結合している。
【００４５】
　ある態様において、該RNAi物質は表1、2、5、7、8、および9のいずれかに記載のRNAi物
質の群から選ばれる。
【００４６】
　ある態様において、該RNAi物質はAD-58681、AD-59054、AD-61719、およびAD-61444から
なる群から選ばれる。
【００４７】
　別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害する2本鎖RNAi物質
を提供する。該2本鎖RNAi物質は2本鎖領域を形成するセンス鎖とアンチセンス鎖を含み、
該センス鎖が、配列番号1、配列番号2、または配列番号3、配列番号4、配列番号5、配列
番号6、配列番号7、配列番号8、配列番号9、配列番号10、または配列番号11のヌクレオチ
ド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオチドを含み、
該アンチセンス鎖が配列番号15、配列番号16、または配列番号17、配列番号18、配列番号
19、配列番号20、配列番号21、配列番号22、配列番号23、配列番号24、または配列番号25
のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオ
チドを含み、該センス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾および2
’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み、該センス鎖が5’末端に2つのホス
ホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該アンチセンス鎖の実質的にすべての該ヌク
レオチドが2’-O-メチル修飾および2’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み
、該アンチセンス鎖が5’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合、3’末端に2ホ
スホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該センス鎖が3’末端の分岐鎖二価または
三価リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。
【００４８】
　ある態様において、アンチセンス鎖のヌクレオチド配列の3ヌクレオチドの違いの1つが
アンチセンス鎖のシード領域のヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ア
ンチセンス鎖はミスマッチヌクレオチドにユニバーサル塩基を含む。
【００４９】
　ある態様において、該センス鎖のすべての該ヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のす
べての該ヌクレオチドが修飾を含む。
【００５０】
　別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することができる2
本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的に相
補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質的に
相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質が式(
III)：
　センス： 5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’
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-nq’5’ (III)
［式中、 
　i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　p、p’、q、およびq’がそれぞれ独立して0～6である；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　 NbおよびNb’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～10ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　それぞれ存在しても存在しなくてもよいnp、np’、nq、およびnq’はそれぞれ独立して
オーバーハングヌクレオチドを表す；
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表し、該修飾は2’-O-メチルまたは2’-フル
オロ修飾である；
　Nbの修飾はYの修飾と異なり、Nb’の修飾はY’の修飾と異なる；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合している。］
で示されるRNAi物質を提供する。
【００５１】
　さらに別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することがで
きる2本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的
に相補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質
的に相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質
が式(III)：
　センス： 5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’
-nq’5’ (III)
［式中、
　i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　それぞれ存在していてもいなくてもよいnp、nq、およびnq’はそれぞれ独立してオーバ
ーハングヌクレオチドを表す；
　p、q、およびq’はそれぞれ独立して0～6である；
　np’＞0、および少なくとも1のnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合ったヌク
レオチドと結合している；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　NbおよびNb’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～10ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表し、該修飾は2’-O-メチルまたは2’-フル
オロ修飾である；
　Nbの修飾はYの修飾と異なり、Nb’の修飾はY’の修飾と異なる；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合している。］
で示される、RNAi物質を提供する。
【００５２】
　さらなる局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することができ
る2本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的に
相補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質的
に相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質が
式(III)：
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　センス： 5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’
-nq’5’ (III)
［式中、i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　それぞれ存在していてもいなくてもよいnp、nq、およびnq’はそれぞれ独立してオーバ
ーハングヌクレオチドを表す；
　p、q、およびq’がそれぞれ独立して0～6である；
　np’＞0、および少なくとも1のnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合ったヌク
レオチドと結合している；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　NbおよびNb’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～10ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表し、該修飾は2’-O-メチルまたは2’-フル
オロ修飾である；
　Nbの修飾はYの修飾と異なり、Nb’の修飾はY’の修飾と異なる；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合し、該リガンドは二価または三価の分岐鎖
リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体である。］
で示されるRNAi物質を提供する。
【００５３】
　別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することができる2
本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的に相
補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質的に
相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質が式(
III)：
　センス： 5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’
　アンチセンス： 3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na’
-nq’5’ (III)
［式中、i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　それぞれ存在していてもいなくてもよいnp、nq、およびnq’はそれぞれ独立してオーバ
ーハングヌクレオチドを表す；
　p、q、およびq’がそれぞれ独立して0～6である；
　np’＞0、および少なくとも1のnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合ったヌク
レオチドと結合している；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　NbおよびNb’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～10ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表し、該修飾は2’-O-メチルまたは2’-フル
オロ修飾である；
　Nbの修飾はYの修飾と異なり、Nb’の修飾はY’の修飾と異なる；
　該センス鎖は少なくとも1のホスホロチオエート結合を含む；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合し、該リガンドは二価または三価の分岐鎖
リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体である。］
で示されるRNAi物質を提供する。
【００５４】
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　さらに別の局面において、本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害することがで
きる2本鎖RNAi物質などのRNAi物質であって、該2本鎖RNAi物質がアンチセンス鎖と実質的
に相補的なセンス鎖を含み、該アンチセンス鎖がSerpina1をコードするmRNAの部分と実質
的に相補的な領域を含み、各鎖が長さ約14～約30ヌクレオチドであり、該2本鎖RNAi物質
が式(III)：
　センス： 5’np-Na -YYY-Na-nq 3’ 
　アンチセンス： 3’np’-Na’-Y’Y’Y’-Na’-nq’5’ (IIIa)
［式中、それぞれ存在していてもいなくてもよいnp、nq、およびnq’はそれぞれ独立して
オーバーハングヌクレオチドを表す；
　p、q、およびq’がそれぞれ独立して0～6である；
　np’＞0、および少なくとも1のnp’がホスホロチオエート結合を介して隣り合ったヌク
レオチドと結合している；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して修飾または非修飾またはそれらの組み合わせである0
～25ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、各配列は少なくとも2の異なる
修飾ヌクレオチドを含む；
　YYYおよびY’Y’Y’はそれぞれ独立して3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の1モチ
ーフを表し、該修飾は2’-O-メチルまたは2’-フルオロ修飾である；
　該センス鎖は少なくとも1のホスホロチオエート結合を含む；および
　該センス鎖は少なくとも1のリガンドと結合し、該リガンドは二価または三価の分岐鎖
リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体である。］
で示されるRNAi物質を提供する。
【００５５】
　ある態様において、Na’は1～25ヌクレオチドを含み、5’末端から2～9位の1の1～25ヌ
クレオチドの1つがヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ミスマッチ塩
基はユニバーサル塩基である。
【００５６】
　本発明は、本発明の2本鎖RNAi物質を含む細胞、ベクター、宿主細胞、および医薬組成
物も提供する。
【００５７】
　ある態様において、本発明は、表1、2、5、7、8、および9のいずれかに記載のRNAi物質
の群から選ばれるRNAi物質を提供する。
【００５８】
　本発明は修飾アンチセンスポリヌクレオチド物質を含む組成物も提供する。該物質は細
胞のSerpina1の発現を阻害することができ、表1、2、5、7、8、および9のいずれかに記載
の配列の群から選ばれるセンス配列と相補的な配列を含み、該ポリヌクレオチドは長さ約
14～約30ヌクレオチドである。
【００５９】
　別の局面において、本発明は、本発明の2本鎖RNAi物質を含む細胞を提供する。
【００６０】
　ある態様において、該RNAi物質は医薬組成物を用いて投与する。
【００６１】
　好ましい態様において、該RNAi物質は溶液で投与する。あるそのような態様において、
該siRNAは非緩衝溶液を用いて投与する。ある態様において、該siRNAは水を用いて投与す
る。他の態様において、該siRNAは緩衝溶液、例えば酢酸緩衝液、クエン酸緩衝液、プロ
ラミン緩衝液、炭酸緩衝液、またはリン酸緩衝液、またはそれらのあらゆる組み合わせを
用いて投与する。ある態様において、該緩衝溶液はリン酸緩衝生理食塩水(PBS)である。
【００６２】
　ある態様において、該医薬組成物はさらに脂質製剤を含む。ある局面において、本発明
は、細胞のSerpina1発現を阻害する方法を提供する。該方法は、該細胞と本発明のRNAi物
質、例えば2本鎖RNAi物質、組成物、ベクター、または医薬組成物を接触させ、工程(a)で
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作製した細胞をSerpina1遺伝子のｍRNA転写産物の分解を得るのに充分な時間維持するこ
とにより、細胞におけるSerpina1遺伝子の発現を阻害することを含む。
【００６３】
　ある態様において、該細胞は対象内にある。
【００６４】
　ある態様において、該対象はヒトである。
【００６５】
　ある態様において、Serpina1発現は、少なくとも約30％、35％、40％、45％、50％、55
％、60％、65％、70％、75％、80％、85％、90％、または95％阻害される。
【００６６】
　別の局面において、本発明は、Serpina1関連疾患を有する対象の治療方法を提供する。
該方法は、該対象に治療的有効量の本発明のRNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質、組成物、
ベクター、または医薬組成物を投与することにより対象を治療することを含む。
【００６７】
　別の局面において、本発明は、Serpina1関連疾患を有する対象の治療方法を提供する。
該方法は、該対象に治療的有効量の2本鎖RNAi物質を皮下投与することにより該対象を治
療することを含み、該2本鎖RNAi物質は2本鎖領域を形成するセンス鎖とアンチセンス鎖を
含み、該センス鎖は配列番号1、配列番号2、または配列番号3、配列番号4、配列番号5、
配列番号6、配列番号7、配列番号8、配列番号9、配列番号10、または配列番号11のヌクレ
オチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオチドを含
み、該アンチセンス鎖は配列番号15、配列番号16、または配列番号17、配列番号18、配列
番号19、配列番号20、配列番号21、配列番号22、配列番号23、配列番号24、または配列番
号25のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌク
レオチドを含み、該アンチセンス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修
飾および2’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み、該アンチセンス鎖が5’
末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合、3’末端に2ホスホロチオエートヌクレ
オチド間結合を含み、該センス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾
および2’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み、該センス鎖が5’末端に2つ
のホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該センス鎖が3’末端の分岐鎖二価ま
たは三価リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。
【００６８】
　ある態様において、アンチセンス鎖のヌクレオチド配列の3ヌクレオチドの違いの1つが
アンチセンス鎖のシード領域のヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ア
ンチセンス鎖ミスマッチヌクレオチドはユニバーサル塩基を含む。
【００６９】
　ある態様において、該センス鎖のすべての該ヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のす
べての該ヌクレオチドは修飾を含む。
【００７０】
　ある態様において、該Serpina1関連疾患は、肝疾患、例えば、慢性肝疾患、肝炎、肝硬
変、肝線維症、および/または肝細胞癌である。
【００７１】
　ある態様において、該対象に対する該RNAi物質の投与は、肝硬変、線維症、および/ま
たは肝臓におけるSerpina1タンパク質の蓄積の減少をもたらす。別の態様において、該対
象に対する該RNAi物質の投与は、例えばさらに肺の炎症の減少をもたらす。
【００７２】
　ある態様において、該対象はヒトである。
【００７３】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質は、約0.01mg/kg～約10mg/kg、
約0.5mg/kg～約50mg/kg、約10mg/kg～約30mg/kg、約10mg/kg～約20mg/kg、約15mg/kg～約
20mg/kg、約15mg/kg～約25mg/kg、約15mg/kg～約30mg/kg、または約20mg/kg～約30mg/kg
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の用量で投与する。
【００７４】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質は、皮下または静脈内投与する
。
【００７５】
　さらに別の局面において、本発明は、Serpina1欠損変異体を有する対象における肝細胞
癌の発生を阻害する方法を提供する。該方法は、該対象に治療的有効量の本発明のRNAi物
質、例えば2本鎖RNAi物質、組成物、ベクター、または医薬組成物を投与することにより
該対象における癌細胞癌の発生を阻害することを含む。
【００７６】
　別の局面において、本発明は、Serpina1欠損変異体を有する対象における肝細胞癌の発
生を阻害する方法を提供する。該方法は、該対象に治療的有効量の2本鎖RNAi物質を皮下
投与することによりSerpina1欠損変異体を有する対象における肝細胞癌の発生を阻害する
ことを含み、該2本鎖RNAi物質が2本鎖領域を形成するセンス鎖とアンチセンス鎖を含み、
該センス鎖が配列番号1、配列番号2、または配列番号3、配列番号4、配列番号5、配列番
号6、配列番号7、配列番号8、配列番号9、配列番号10、または配列番号11のヌクレオチド
配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオチドを含み、該
アンチセンス鎖が配列番号15、配列番号16、または配列番号17、配列番号18、配列番号19
、配列番号20、配列番号21、配列番号22、配列番号23、配列番号24、または配列番号25の
ヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオチ
ドを含み、該アンチセンス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾およ
び2’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み、該アンチセンス鎖が5’末端に2
ホスホロチオエートヌクレオチド間結合、3’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間
結合を含み、該センス鎖の実質的にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾および2
’-フルオロ修飾からなる群から選ばれる修飾を含み、該センス鎖が5’末端に2つのホス
ホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該センス鎖が3’末端の分岐鎖二価または三
価リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。
【００７７】
　ある態様において、アンチセンス鎖のヌクレオチド配列の3ヌクレオチドの違いの1つが
アンチセンス鎖のシード領域のヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ア
ンチセンス鎖ミスマッチヌクレオチドはユニバーサル塩基を含む。
【００７８】
　ある態様において、該センス鎖のすべての該ヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のす
べての該ヌクレオチドは修飾を含む。
【００７９】
　ある態様において、該対象は霊長類または齧歯類である。別の態様において、該対象は
ヒトである。
【００８０】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を約0.01mg/kg～約10mg/kgまた
は約0.5mg/kg～約50mg/kgの用量で投与する。別の態様において、該2本鎖RNAi物質を約10
mg/kg～約30mg/kgの用量で投与する。
【００８１】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を約3mg/kgの用量で投与する。
別の態様において、該2本鎖RNAi物質を約10mg/kgの用量で投与する。さらに別の他の態様
において、該2本鎖RNAi物質を約0.5mg/kgの用量で1週間に2回投与する。さらに別の態様
において、該2本鎖RNAi物質を約10mg/kgの用量で隔週に投与する。さらに別の態様におい
て、該2本鎖RNAi物質を約0.5～約1mg/kgの用量で1週間に1回投与する。
【００８２】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を1週間に2回投与する。別の態
様において、該RNAi物質を隔週に投与する。
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【００８３】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を皮下または静脈内投与する。
【００８４】
　別の局面において、本発明は、Serpina1欠損変異体を有する対象の肝臓におけるミスホ
ールドしたSerpina1の蓄積を減少させる方法を提供する。該方法は、該対象に治療的有効
量の本発明のRNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質、組成物、ベクター、または医薬組成物を
投与することにより該対象の肝臓におけるミスホールドしたSerpina1の蓄積を減少させる
ことを含む。
【００８５】
　別の局面において、本発明は、Serpina1欠損変異体を有する対象の肝臓におけるミスホ
ールドしたSerpina1の蓄積を減少させる方法を提供する。該方法は、該対象に治療的有効
量の2本鎖RNAi物質を皮下投与することによりSerpina1欠損変異体を有する対象の肝臓に
おけるミスホールドしたSerpina1の蓄積を減少させることを含み、該2本鎖RNAi物質は2本
鎖領域を形成するセンス鎖とアンチセンス鎖を含み、該センス鎖は配列番号1、配列番号2
、または配列番号3、配列番号4、配列番号5、配列番号6、配列番号7、配列番号8、配列番
号9、配列番号10、または配列番号11のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌクレオチド以下
が異なる少なくとも15連続ヌクレオチドを含み、該アンチセンス鎖は配列番号15、配列番
号16、または配列番号17、配列番号18、配列番号19、配列番号20、配列番号21、配列番号
22、配列番号23、配列番号24、または配列番号25のヌクレオチド配列のいずれかと3ヌク
レオチド以下が異なる少なくとも15連続ヌクレオチドを含み、該アンチセンス鎖の実質的
にすべての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾および2’-フルオロ修飾からなる群から選
ばれる修飾を含み、該アンチセンス鎖が5’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結
合、3’末端に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含み、該センス鎖の実質的にす
べての該ヌクレオチドが2’-O-メチル修飾および2’-フルオロ修飾からなる群から選ばれ
る修飾を含み、該センス鎖が5’末端に2つのホスホロチオエートヌクレオチド間結合を含
み、該センス鎖が3’末端の分岐鎖二価または三価リンカーを介して結合した1またはそれ
以上のGalNAc誘導体と結合している。
【００８６】
　ある態様において、アンチセンス鎖のヌクレオチド配列の3ヌクレオチドの違いの1つが
アンチセンス鎖のシード領域のヌクレオチドミスマッチである。ある態様において、該ア
ンチセンス鎖ミスマッチヌクレオチドがユニバーサル塩基を含む。
【００８７】
　ある態様において、該センス鎖のすべての該ヌクレオチドおよび該アンチセンス鎖のす
べての該ヌクレオチドが修飾を含む。
【００８８】
　ある態様において、該対象は霊長類または齧歯類である。別の態様において、該対象は
ヒトである。
【００８９】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を約0.01mg/kg～約10mg/kgまた
は約0.5mg/kg～約50mg/kgの用量で投与する。別の態様において、該2本鎖RNAi物質を約10
mg/kg～約30mg/kgの用量で投与する。
【００９０】
　ある態様において、該RNAi物質、例えば2本鎖RNAi物質を皮下または静脈内投与する。
【００９１】
　本発明をさらに下記詳細な説明および図面で説明する。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】ヒトAATのZ-AAT型を発現するトランスジェニックマウスにおける示したsiRNAのi
n vivo効果と反応の持続時間を示すグラフである。
【図２】低IC50値の5つのsiRNAのin vivo効果を示す。ヒトZ-AAT対立遺伝子を発現するト
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ランスジェニックマウスに10mg/kgのsiRNA2本鎖を第0日に注射し、血清ヒトAATを投与後2
1日間追跡した（図2A）。各点は3匹のマウスの平均を示し、誤差バーは標準偏差を示す。
図2Bは各群のGAPDHについて正規化したhAAT mRNAレベルを示す。バーは平均を示し、誤差
バーは標準偏差を示す。
【図３】用量反応性の持続的AAT抑制を示す。図3Aは、特に、トランスジェニックマウス
に皮下投与した種々の濃度のAD-59054で達成された血清hAATタンパク質レベルの最大ノッ
クダウンを示す有効性曲線を示す。各点は3匹のマウスの平均を示し、誤差バーは標準偏
差を示す。AAT siRNAの0.3、1、3または10mg/kgの単回投与後のノックダウンの持続時間
を図3Bに示す。hAATレベルを各動物につき3回の前採血の平均値に対して正規化した。PBS
群を血清hAATレベルの変動性を表すためのコントロールに用いる。各データ点は3匹のマ
ウスの平均を示し、誤差バーは標準偏差を示す。図3Cでは、動物にAD-59054を0.5mg/kgの
用量で1週間に2回投与した。各データ点は4動物からの平均相対血清hAATであり、誤差バ
ーは標準偏差を示す。
【図４】Z-AATの減少に伴う腫瘍発生率の減少を示す。図4Aは、線維症肝の老齢マウスにP
BSまたは10mg/kg siRNA2本鎖AD58681を隔週(Q2W)で11用量皮下投与し、最終投与後7日に
屠殺する試験計画を示す。図4Bはコントロールおよび処置群の肝臓hAAT mRNAレベルを示
す。図4Cはコントロールおよび処置群の肝臓Col1a2 mRNAレベルを示す。図4Dはコントロ
ールおよび処置群の肝臓PtPrc mRNAレベルを示す。
【図５】Z-AATの減少に伴う腫瘍発生率の減少を示す。血清サンプルを図4Aの試験計画に
基づいて処置したマウスから採取し、hAAT抑制の程度をモニターした。図5Aは初回投与後
の血清hAATタンパク質レベルを示す。図5Bおよび図5CはPBSまたはAAT siRNAで処置した2
同腹子からの肝切片のPAS染色を示す。より暗い色のドットは小球またはZ-AAT凝集物を示
す。
【図６】示した化合物のin vivo効果を示す。
【図７】AD-59054、AD-61719、またはAD-61444を1mg/kg(7A)または3mg/kg(7B)の用量で単
回投与後の非ヒト霊長類におけるAATのノックダウンの持続時間を示すグラフである。各
データ点は3匹の動物の平均であり、誤差バーは標準偏差を示す。
【図８】図8AはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体1のヌクレオチド配列(配列番号1)
を示す；図8BはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体3のヌクレオチド配列(配列番号2)
を示す；図8CはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体2のヌクレオチド配列(配列番号3)
を示す；図8DはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体4のヌクレオチド配列(配列番号4)
を示す；図8EはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体5のヌクレオチド配列(配列番号5)
を示す；図8FはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体6のヌクレオチド配列(配列番号6)
を示す；図8GはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体7のヌクレオチド配列(配列番号7)
を示す；図8HはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体8のヌクレオチド配列(配列番号8)
を示す；図8IはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体9のヌクレオチド配列(配列番号9)
を示す；図8JはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体10のヌクレオチド配列(配列番号1
0)を示す；図8KはホモサピエンスSerpina1転写産物変異体11のヌクレオチド配列(配列番
号11)を示す；図8LはアカゲザルSerpina1のヌクレオチド配列(配列番号12)を示す；図8M
はアカゲザルSerpina1転写産物変異体6のヌクレオチド配列(配列番号13)を示す；図8Nは
アカゲザルSerpina1転写産物変異体4のヌクレオチド配列(配列番号14)を示す；図8Oは配
列番号1の逆相補物(配列番号15)を示す；図8Pは配列番号2の逆相補物(配列番号16)を示す
；図8Qは配列番号3の逆相補物(配列番号17)を示す；図8Rは配列番号4の逆相補物(配列番
号18)を示す；図8Sは配列番号5の逆相補物(配列番号19)を示す；図8Tは配列番号6の逆相
補物(配列番号20)を示す；図8Uは配列番号7の逆相補物(配列番号21)を示す；図8Vは配列
番号8の逆相補物(配列番号22)を示す；図8Wは配列番号9の逆相補物(配列番号23)を示す；
図8Xは配列番号10の逆相補物(配列番号24)を示す；図8Yは配列番号11の逆相補物(配列番
号25)を示す；図8Zは配列番号12の逆相補物(配列番号26)を示す；図8AAは配列番号13の逆
相補物(配列番号27)；そして図8ABは配列番号14の逆相補物(配列番号28)を示す。
【００９３】
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(発明の詳細な説明）
　本発明は、例えば、1本鎖および2本鎖オリゴヌクレオチド、例えばRNAi物質、例えば2
本鎖iRNA物質、標的化Serpina1などの物質を含む組成物を提供する。Serpina1発現を阻害
し、Serpina1関連疾患、例えば肝疾患、例えば慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝線維症、お
よび/または肝細胞癌を治療するための本発明の組成物の使用方法も開示する。
I. 定義
【００９４】
　本発明をより容易に理解することができるように、特定の用語を最初に定義する。さら
に、パラメーターの値または値の範囲を記載するときは記載した値の中間の値と範囲も本
発明の部分であることを意図するものとすることに留意すべきである。
【００９５】
　冠詞「a」および「an」は、本明細書では冠詞の文法的対象の1またはそれ以上（すなわ
ち少なくとも1）を表すのに用いる。例として、「an element（要素）」は1要素または1
より多い要素、例えば複数の要素を意味する。
【００９６】
　用語「（を）含む」は、本明細書では用語「限定されるものではないが～を含む」を意
味するために用い、それと互換性に用いる。
【００９７】
　用語「または」は、本明細書では文脈が明確にそうでないと示さない限り用語「および
/または」を意味するために用い、それと互換性に用いる。
【００９８】
　本明細書で用いている「Serpina1」は、セルピンペプチダーゼ阻害剤、クレードA、メ
ンバー1遺伝子またはタンパク質を表す。Serpina1はα-1-アンチトリプシン、α-1-アン
チトリプシン、AAT、プロテアーゼ阻害剤1、PI、PI1、アンチエラスターゼ、およびアン
チトリプシンとしても知られる。
【００９９】
　用語Serpina1は以下のものを含む：ヒトSerpina1、そのアミノ酸およびヌクレオチド配
列は、例えばGenBank登録番号GI：189163524(配列番号1)、GI：189163525(配列番号2)、G
I：189163526(配列番号3)、GI：189163527(配列番号4)、GI：189163529(配列番号5)、GI
：189163531(配列番号6)、GI：189163533(配列番号7)、GI：189163535(配列番号8)、GI：
189163537(配列番号9)、GI：189163539(配列番号10)、および/またはGI：189163541(配列
番号11)で示される；アカゲザルSerpina1、そのアミノ酸およびヌクレオチド配列は、例
えばGenBank登録番号GI：402766667(配列番号12)、GI：297298519(配列番号13)、および/
またはGI：297298520(配列番号14) で示される；マウスSerpina1、そのアミノ酸およびヌ
クレオチド配列は、例えばGenBank登録番号GI：357588423、および/またはGI：357588426
で示される；およびラット、そのアミノ酸およびヌクレオチド配列は、例えばGenBank登
録番号GI：77020249で示される。Serpina1 mRNA配列のさらなる例は、例えばGenBankおよ
びOMIMを用いて容易に利用可能である。
【０１００】
　Serpina1の120以上の対立遺伝子が同定されており、「M」対立遺伝子は、野生型または
「正常」対立遺伝子(例えば「PIM1-ALA213」(PI、M1Aとしても知られる)、「PIM1-VAL213
」(PI、MIVとしても知られる)、「PIM2」、「PIM3」、および「PIM4」)と考えられる。さ
らなる変異体は、例えばA(1)ATVarデータベース(例えば、Zaimidou、S.、et al.(2009) H
um Mutat. 230(3)：308-13およびwww.goldenhelix.org/A1ATVar参照)にみることができる
。
【０１０１】
　本明細書で用いている用語「Serpina1欠乏対立遺伝子」は、適切にホールドされていな
いタンパク質を産生する変異体対立遺伝子を表し、細胞内で凝集することがあり、肝臓の
合成部位から体内の作用部位に適切に輸送されない。
【０１０２】
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　典型的なSerpina1欠乏対立遺伝子は、「Z対立遺伝子」、「S対立遺伝子」、「PIM(Malt
on)対立遺伝子」、および「PIM(Procida)対立遺伝子」を含む。
【０１０３】
　本明細書で用いている用語「Z対立遺伝子」、「PIZ」、および「Z-AAT」は、関連コド
ンがGAGからAAGに変化した結果342位のアミノ酸がグルタミンからリジンに変化しているS
erpina1の変異体対立遺伝子を表す。Z対立遺伝子のホモ接合対象は「PIZZ」ということが
できる。Z-AAT突然変異は、Serpinal欠乏患者の95％を占め、100,000人のアメリカ人と世
界で300万人の個体に存在すると推定される。Z対立遺伝子は、白人では多形頻度に達し、
アジア人や黒人にはないか希である。ホモ接合ZZ表現型は肺気腫と肝疾患両方の高いリス
クと関連がある。Z-AATタンパク質は、小胞体中で正しくホールドされず、凝集し、分泌
を減少させるループシートポリマー、アンホールドタンパク質反応の誘発、アポトーシス
、小胞体過負荷反応、自食作用、ミトコンドリアストレス、および肝細胞機能変化をもた
らす。
【０１０４】
　本明細書で用いている用語「PIM(Malton)」および「M(Malton)-AAT」は、成熟タンパク
質の51または52位の隣接フェニルアラニン残基の1つが欠失しているSerpina1の変異体対
立遺伝子を表す。この1アミノ酸の欠失がβシート、B6の1本鎖を短くし、肝臓における正
常なプロセシングと分泌を妨げ、肝細胞封入体と肝臓からの該タンパク質の分泌障害と関
連する。
【０１０５】
　本明細書で用いている用語「PIS」は、264位のグルタミン酸がバリンで置換されている
Serpina1の変異体対立遺伝子を表す。この変異体タンパク質の大部分は細胞内で分解する
が、白人ポピュレーションではPIS対立遺伝子が高頻度にみられ、Zまたはヌル対立遺伝子
を有する化合物ヘテロ接合体がしばしば生じる。
【０１０６】
　本明細書で用いている「標的配列」は、一次転写産物のRNAプロセシングの産物であるm
RNAを含む、Serpina1遺伝子の転写中に形成されるmRNA分子のヌクレオチド配列の隣接部
分を表す。
【０１０７】
　本明細書で用いている用語「配列を含む鎖」は、標準的ヌクレオチド命名法を用いて表
す配列で示されるヌクレオチド鎖を含むオリゴヌクレオチドを表す。
【０１０８】
　「G」、「C」、「A」、および「U」は、それぞれ一般的に、それぞれ塩基としてグアニ
ン、シトシン、アデニン、およびウラシルを含むヌクレオチドを表す。「T」および「dT
」は、本明細書では互換性に用い、核酸塩基がチミン、例えばデオキシリボチミン、2’-
デオキシチミジン、またはチミジンであるデオキシリボヌクレオチドを表す。しかしなが
ら、用語「リボヌクレオチド」または「ヌクレオチド」または「デオキシリボヌクレオチ
ド」は、さらに以下に詳述する修飾ヌクレオチド、またはリボヌクレオチド部分も表すこ
とができると理解されよう。当業者は、グアニン、シトシン、アデニン、およびウラシル
は、オリゴヌクレオチドの塩基対合特性を実質的に変化させない他の部分と置換すること
ができ、そのような置換部分を有するヌクレオチドを含むことを十分理解している。例え
ば、限定されるものではないが、イノシンをその塩基として含むヌクレオチドはアデニン
、シトシン、またはウラシルを含むヌクレオチドと塩基対合することができる。したがっ
て、ウラシル、グアニン、またはアデニンを含むヌクレオチドは、本発明のヌクレオチド
配列において例えばイノシンを含むヌクレオチドで置換しうる。そのような置換部分を含
む配列は本発明の態様である。本明細書で互換性に用いている用語「iRNA」、「RNAi物質
」、「iRNA物質」、「RNA干渉物質」は、該用語が本明細書で定義しているRNAを含む、RN
A誘導サイレンシング複合体(RISC)経路を介してRNA転写産物の標的とする開裂を仲介する
物質を表す。iRNAは、RNA干渉(RNAi)として知られるプロセスを介するmRNAの配列特異的
分解を指示する。iRNAは、細胞、例えば哺乳動物対象などの対象中の細胞中のSerpina1の
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発現を調節、例えば阻害する。
【０１０９】
　ある態様において、本発明のRNAi物質は、標的RNA配列、例えばSerpina1標的mRNA配列
と相互作用して標的RNAの開裂を指示する1本鎖RNAを含む。理論に縛られることを望まな
いが、細胞中で誘導される長い2本鎖RNAは、Dicerとして知られるタイプIIIエンドヌクレ
アーゼによりsiRNAに分解する(Sharp et al.(2001) Genes Dev. 15：485)。Dicer、リボ
ヌクレアーゼ-III様酵素は、dsRNAをRNAの特徴的2塩基3’オーバーハングと干渉する19～
23塩基対に短くプロセシングする(Bernstein、et al.、(2001) Nature 409：363)。次に
、siRNAをRNA誘導サイレンシング複合体(RISC)に組み込み、1またはそれ以上のヘリカー
ゼがsiRNA2本鎖を解いて相補的アンチセンス鎖が標的認識をもたらすのを可能にする(Nyk
anen、et al.、(2001) Cell 107：309)。適切な標的mRNAと結合すると、RISC内の1または
それ以上のエンドヌクレアーゼは標的を開裂しサイレンシングを誘導する(Elbashir、et 
al.、(2001) Genes Dev. 15：188)。したがって、ある局面において、本発明は、細胞内
に生じた、標的遺伝子、すなわちSerpina1遺伝子のサイレンシングをもたらすRISC複合体
の形成を促進する1本鎖RNA(siRNA)に関する。したがって、用語「siRNA」は、本明細書で
は上記RNAiについても用いる。
【０１１０】
　別の態様において、該RNAi物質は、細胞または生物に導入して標的mRNAを阻害する1本
鎖siRNAでありうる。1本鎖RNAi物質はRISCエンドヌクレアーゼArgonaute2と結合し、次い
で標的mRNAを開裂する。該1本鎖siRNAは、一般的には15～30ヌクレオチドであり、化学的
に修飾されている。1本鎖siRNAの設計と試験は、米国特許No. 8,101,348およびLima et a
l.、(2012) Cell 150：883-894に記載されており、これらの全内容は本明細書の一部を構
成する。本明細書に記載のあらゆるアンチセンスヌクレオチド配列を本明細書に記載のま
たはLima et al.、(2012) Cell 150；：883-894に記載の方法により化学的に修飾された1
本鎖siRNAとして用いることができる。
【０１１１】
　さらに別の態様において、本発明は、Serpina1を標的とする1本鎖アンチセンスオリゴ
ヌクレオチド分子を提供する。「1本鎖アンチセンスオリゴヌクレオチド分子」は標的mRN
A(すなわちSerpina1)内の配列と相補的である。1本鎖アンチセンスオリゴヌクレオチド分
子は、該mRNAに対する塩基対合および翻訳機構の物理的妨害により化学量論的に翻訳を阻
害することができる（Dias、N. et al.、(2002) Mol Cancer Ther 1：347-355参照）。あ
るいはまた、該1本鎖アンチセンスオリゴヌクレオチド分子は、標的にハイブリダイズし
、RNaseH開裂事象により標的を開裂することにより標的mRNAを阻害する。該1本鎖アンチ
センスオリゴヌクレオチド分子は、長さ約10～約30ヌクレオチドであり、標的配列と相補
的な配列を有しうる。例えば、該1本鎖アンチセンスオリゴヌクレオチド分子は、本明細
書に記載のアンチセンスヌクレオチド配列のいずれか由来の少なくとも約10、11、12、13
、14、15、16、17、18、19、20、またはそれ以上の連続ヌクレオチドである配列、例えば
、表1、2、5、7、8、または9のいずれかに記載の配列を含むか、または本明細書に記載の
標的部位のいずれかと結合しうる。該1本鎖アンチセンスオリゴヌクレオチド分子は修飾R
NA、DNA、またはその組み合わせを含みうる。
【０１１２】
　別の態様において、本発明の組成物、用途、および方法に用いるための「iRNA」は2本
鎖RNAであり、本明細書では「2本鎖RNAi物質」、「2本鎖RNA(dsRNA)分子」、「dsRNA物質
」、または「dsRNA」という。用語「dsRNA」は、標的RNA、すなわちSerpina1遺伝子に対
して「センス」および「アンチセンス」方向という2つのアンチパラレルおよび実質的に
相補的な核酸鎖を含む2本鎖構造を有するリボ核酸分子の複合体を表す。本発明のある態
様において、2本鎖RNA(dsRNA)は、本明細書でRNA干渉またはRNAiという翻訳後遺伝子サイ
レンシングメカニズムにより標的RNA、例えばmRNAの分解を引き起こす。
【０１１３】
　一般的には、dsRNA分子の各鎖の大部分のヌクレオチドはリボヌクレオチドであるが、
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本明細書に詳述するように、各または両鎖は、1またはそれ以上の非リボヌクレオチド、
例えばデオキシリボヌクレオチド、および/または修飾ヌクレオチドを含むことができる
。さらに、本明細書で用いている「RNAi物質」は化学修飾を含むリボヌクレオチドを含む
ことがあり、RNAi物質は複数のヌクレオチドに実質的な修飾を含みうる。そのような修飾
は、本明細書に記載のまたは当該分野で知られたすべてのタイプの修飾を含みうる。siRN
Aタイプの分子に用いるあらゆるそのような修飾は、この明細書および特許請求の範囲の
目的で「RNAi物質」に含まれる。
【０１１４】
　2本鎖構造を形成する2本の鎖は、1本の大きなRNA分子の異なる部分であるか、または異
なるRNA分子でありうる。2本の鎖が1本の大きな分子の部分であり、1本鎖の3’末端と2本
鎖構造を形成する各他の鎖の5’末端の間がヌクレオチドの連続した鎖で連結している場
合は、連結するRNA鎖を「ヘアピンループ」という。2本の鎖が1本鎖の3’末端と2本鎖構
造を形成する各他の鎖の5’末端の間がヌクレオチドの連続した鎖以外の手段で共有結合
している場合は、連結構造を「リンカー」という。RNA鎖は、同じかまたは異なる数のヌ
クレオチドを有しうる。塩基対の最大数は、dsRNAから2本鎖で存在するあらゆるオーバー
ハングを引いた最小鎖のヌクレオチド数である。2本鎖構造に加えて、RNAi物質は1または
それ以上のヌクレオチドオーバーハングを含みうる。
【０１１５】
　ある態様において、本発明のRNAi物質は、標的RNA配列、例えばSerpina1標的mRNA配列
と相互作用して標的RNAの開裂を指示する24～30ヌクレオチドのdsRNAである。理論に縛ら
れることを望まないが、細胞中に導入される長い2本鎖RNAは、Dicerとして知られるタイ
プIIIエンドヌクレアーゼによりsiRNAに分解する(Sharp et al.(2001) Genes Dev. 15：4
85)。Dicer、リボヌクレアーゼ-III様酵素は、特徴的な2塩基の3’オーバーハングを有す
るRNAと干渉し、dsRNAを19～23塩基対の短さにプロセシングする(Bernstein、et al.、(2
001) Nature 409：363)。次に、siRNAは、RNA誘導サイレンシング複合体(RISC)に組み込
まれ、1またはそれ以上のヘリカーゼがsiRNA2本鎖を解き、相補的アンチセンス鎖が標的
認識を導くのを可能にする(Nykanen、et al.、(2001) Cell 107：309)。適切な標的mRNA
と結合すると、RISC内の1またはそれ以上のエンドヌクレアーゼは、標的を開裂してサイ
レンシングを誘導する(Elbashir、et al.、(2001) Genes Dev. 15：188)。本明細書で用
いている「ヌクレオチドオーバーハング」は、RNAi物質の1本鎖の3’末端が他の鎖の5’
末端の間末端を超えて伸張している（または逆もある）ときにRNAi物質の2本鎖構造から
突き出ているヌクレオチドを表す。「平滑」または「平滑末端」は、2本鎖RNAi物質の末
端に不対ヌクレオチドがない、すなわちヌクレオチドオーバーハングがないことを意味す
る。「平滑末端」RNAi物質は、その全ての長さにわたり2本差である、すなわち該分子の
いずれの末端にヌクレオチドオーバーハングがないdsRNAである。本発明のRNAi物質は、1
末端にヌクレオチドオーバーハング(すなわち、1オーバーハング末端と1平滑末端を有す
る物質)または両末端にヌクレオチドオーバーハングを有するRNAi物質を含む。
【０１１６】
　用語「アンチセンス鎖」は、標的配列(例えば、ヒトSerpina1 mRNA)と実質的に相補的
な領域を含む2本鎖RNAi物質の鎖を表す。本明細書で用いている用語「Serpina1をコード
するmRNAの部分と相補的な領域」は、Serpina1 mRNA配列の部分と実質的に相補的なアン
チセンス鎖の領域を表す。相補的な領域が標的配列と完全に相補的ではない場合は、ミス
マッチは末端領域でほぼ許容され、存在する場合は、一般的には末端領域、または例えば
5’および/または3’末端の8、7、6、5、4、3、または2ヌクレオチド以内の領域にある。
【０１１７】
　下記実施例に示すように、驚くべきことに、本明細書に記載のRNAi物質のアンチセンス
鎖のシード領域中の1ヌクレオチドミスマッチがCを除くすべての塩基で許容されることを
みいだした。「シード領域」は、標的mRNAの認識に関与するRNAi物質のアンチセンス鎖中
の領域であり、例えばアンチセンス鎖の5’末端からヌクレオチド2～8に対応する。シー
ド領域をアニールし、次いでArgonauteは、組み込んだアンチセンス鎖の5’末端から10ヌ
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クレオチドの相補的mRNA配列を核酸分解して、標的mRNAの開裂が生じる。したがって、あ
る態様において、本発明のRNAi物質のアンチセンス鎖は、アンチセンス鎖のシード領域に
1ヌクレオチドミスマッチ、例えばアンチセンス鎖の5’末端末端から2～8位のいずれかに
ミスマッチを含む。
【０１１８】
　本明細書で用いている用語「センス鎖」は、アンチセンス鎖の領域と実質的に相補的な
領域を含むdsRNAの鎖を表す。
【０１１９】
　本明細書で用いている用語「開裂領域」は、開裂部位の直近に位置する領域を表す。開
裂部位は開裂が起きる標的上の部位である。ある態様において、開裂領域は、開裂部位の
いずれかの末端と直近の3塩基を含む。ある態様において、開裂領域は開裂部位のいずれ
かの末端と直近の2塩基を含む。ある態様において、開裂部位は、具体的には、アンチセ
ンス鎖のヌクレオチド10および11によって結合した部位に生じ、開裂部位はヌクレオチド
11、12、および13を含む。
【０１２０】
　特記しないかぎり本明細書で用いている用語「相補的な」は、第2のヌクレオチド配列
に関連して第1のヌクレオチド配列を説明するのに用いるときは、当業者が理解するであ
ろうように、ある条件下で第2ヌクレオチド配列を含むオリゴヌクレオチドまたはポリヌ
クレオチドとハイブリダイズして2本鎖構造を形成する第1ヌクレオチド配列を含むオリゴ
ヌクレオチドまたはポリヌクレオチドの能力を表す。そのような条件は、例えばストリン
ジェント条件であることができ、該ストリンジェント条件は400mM NaCl、40mM PIPES pH6
.4、1mM EDTA、50℃または70℃、12～16時間、次いで洗浄を含みうる。生物内部で遭遇す
ることがある生理的関連条件などの他の条件を適用することができる。例えば、相補的配
列は、核酸の関連機能を生じさせるのに十分である（例えばRNAi）。当業者は、ハイブリ
ダイズしたヌクレオチドの最終的な応用に応じて2つの配列の相補性を試験するのに最も
適した一連の条件を決定することができるだろう。
【０１２１】
　配列は、第1および第2ヌクレオチド配列の全長にわたり第１ヌクレオチド配列のヌクレ
オチドと第2ヌクレオチド配列のヌクレオチドが塩基対になるときにそれぞれに対して「
完全に相補的」でありうる。しかしながら、第1配列が本明細書において第2配列に対して
「実質的に相補的」という場合は、2つの配列は、完全に相補的でありうるか、またはそ
の最終的応用に最も関連した条件下でハイブリダイズする能力を保持しながらハイブリダ
イゼーションにおいて1またはそれ以上の、一般的には4、3、または2以下のミスマッチ塩
基対を形成しうる。しかしながら、2つのオリゴヌクレオチドをハイブリダイゼーション
において1またはそれ以上の1本鎖オーバーハングを形成するよう設計すると、そのような
オーバーハングは、相補性の決定に関してミスマッチとみなさない。例えば、長さ21ヌク
レオチドの1オリゴヌクレオチドと長さ23ヌクレオチドの別のオリゴヌクレオチドを含むd
sRNAは、より長いオリゴヌクレオチドがより短いオリゴヌクレオチドと完全に相補的な21
ヌクレオチドの配列を含む場合は本明細書に記載の目的においてまだ「完全に相補的」と
いうことができる。
【０１２２】
　本明細書で用いている「相補（的）」配列は、そのハイブリダイズ能力に関する上記要
求が満たされる限り、非ワトソンクリック塩基対および/または非天然および修飾ヌクレ
オチドから形成される塩基対も含むかまたはそれから完全に形成されうる。そのような非
ワトソンクリック塩基対には、限定されるものではないが、G：U WobbleまたはHoogstein
塩基対合を含む。
【０１２３】
　本明細書において用語「相補的な」、「完全に相補的な」、および「実質的に相補的な
」は、それが使用される文脈から理解されるように、dsRNAのセンス鎖とアンチセンス鎖
またはdsRNAと標的配列のアンチセンス鎖の塩基整合についてについて用いられうる。
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【０１２４】
　本明細書で用いているメッセンジャーRNA(mRNA)「の少なくとも部分と実質的に相補的
な」は、5’UTR、オープンリーディングフレーム(ORF)、または3’UTRを含む目的のmRNA(
例えば、Serpina1をコードするmRNA)の隣接部分と実質的に相補的なポリヌクレオチドを
表す。例えば、ポリヌクレオチドは、配列がSerpina1をコードするmRNAの非断続部分と実
質的に相補的である場合はSerpina1 mRNAの少なくとも部分と相補的である。
【０１２５】
　本明細書で用いている用語「阻害する」は、「減少させる」、「サイレンシングする」
、「下方調節する」、「抑制する」、および他の同様の用語と互換性に用い、あらゆるレ
ベルの阻害を含む。
【０１２６】
　本明細書で用いている用語「Serpina1の発現を阻害する」は、あらゆるSerpina1遺伝子
（例えばマウスSerpina1遺伝子、ラットSerpina1遺伝子、サルSerpina1遺伝子、またはヒ
トSerpina1遺伝子）および変異体（例えば天然の変異体）、またはSerpina1遺伝子の突然
変異体の発現の阻害を含む。したがって、Serpina1遺伝子は、遺伝子的に操作される細胞
、細胞群、または生物の文脈において野生型Serpina1遺伝子、変異体Serpina1遺伝子、突
然変異Serpina1遺伝子、またはトランスジェニックSerpina1遺伝子でありうる。
【０１２７】
　「Serpina1遺伝子の発現を阻害する」は、Serpina1遺伝子のあらゆるレベルの阻害、例
えば少なくともSerpina1遺伝子の発現の少なくとも部分的抑制、例えば、少なくとも約5
％、少なくとも約10％、少なくとも約15％、少なくとも約20％、少なくとも約25％、少な
くとも約30％、少なくとも約35％,少なくとも約40％、少なくとも約45％、少なくとも約5
0％、少なくとも約55％、少なくとも約60％、少なくとも約65％、少なくとも約70％、少
なくとも約75％、少なくとも約80％、少なくとも約85％、少なくとも約90％、少なくとも
約91％、少なくとも約92％、少なくとも約93％、少なくとも約94％、少なくとも約95％、
少なくとも約96％、少なくとも約97％、少なくとも約98％、または少なくとも約99％の阻
害を含む。
【０１２８】
　Serpina1遺伝子の発現は、Serpina1遺伝子発現と関連するあらゆる変数のレベル、例え
ば、Serpina1 mRNAレベル、Serpina1タンパク質レベル、または血清AATレベルに基づいて
評価することができる。阻害は、これら変数の1またはそれ以上の絶対レベルまたは相対
レベルのコントロールレベルと比べた減少により評価することができる。コントロールレ
ベルは、当該分野で利用されるあらゆる種類のコントロールレベル、投与前ベースライン
レベル、またはコントロール（例えば緩衝液のみのコントロールまたは不活性物質コント
ロール）で処置または非処置の同様の対象、細胞、または試料から測定したレベルであり
うる。
【０１２９】
　本明細書で用いている用語「細胞と2本鎖RNAi物質を接触させる」には、細胞をあらゆ
る可能な手段により接触させることを含む。細胞と2本鎖RNAi物質を接触させるには、細
胞をin vitroでRNAi物質と接触させるかまたは細胞をin vivoでRNAi物質と接触させるこ
とを含む。接触は直接または間接的に行いうる。したがって、例えばRNAi物質を該方法を
実施する個体により細胞と物理的に接触させるか、またはRNAi物質を続いて細胞との接触
を可能にするかまたはもたらす状況に置くことができる。
【０１３０】
　in vitroでの細胞の接触は、例えば細胞をRNAi物質とインキュベーションすることによ
り行うことができる。in vivoでの細胞の接触は、例えばRNAi物質を細胞が位置する組織
またはその付近に注射するか、または該物質が接触すべき細胞が位置する組織に達するよ
うにRNAi物質を別の領域、血流、または皮下空間に注射することにより行うことができる
。例えば、RNAi物質は、RNAi物質を目的部位、例えば肝臓に向かわせるリガンド、例えば
GalNAc3リガンドを含むかおよび/または結合することがすることができる。in vitroおよ
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びin vivo接触法の組み合わせも可能である。本発明の方法に関連して、細胞をin vitro
でRNAi物質と接触させ、次いで対象に移植してもよい。
【０１３１】
　本明細書で用いている「患者」または「対象」は、ヒトまたは非ヒト動物、好ましくは
哺乳動物、例えばサルを含むことを意図する。最も好ましくは、対象または患者はヒトで
ある。
【０１３２】
　本明細書で用いている「Serpina1関連疾患」は、Serpina1遺伝子またはタンパク質と関
連するあらゆる疾患、障害、または病状を含むことを意図する。そのような疾患は、例え
ばSerpina1タンパク質のミスホールディング、Serpina1タンパク質（例えばミスホールド
したSerpina1タンパク質）の細胞内蓄積、Serpina1タンパク質の過剰産生、Serpina1遺伝
子変異体、Serpina1遺伝子突然変異、Serpina1タンパク質の異常開裂、Serpina1と他のタ
ンパク質または他の内因性または外因性物質との異常な相互作用により生じうる。Serpin
a1関連疾患は肝疾患および/または肺疾患でありうる。
【０１３３】
　本明細書で用いている「肝疾患」は、肝臓および/またはその機能に影響を及ぼす疾患
、障害、または病状を含む。肝疾患は、肝臓および/または肝細胞中のSerpina1タンパク
質の蓄積の結果であり得る。肝疾患の例には、ウイルス感染、寄生虫感染、遺伝性素因、
自己免疫疾患、放射線被爆、肝毒性化合物への暴露、機械的損傷、種々の環境毒素、アル
コール、アセトアミノフェン、アルコールとアセトアミノフェンの組み合わせ、吸入麻酔
薬、ナイアシン、化学療法剤、抗生物質、鎮痛剤、制吐剤、およびハーブサプリメントの
カバ、およびそれらの組み合わせが含まれる。
【０１３４】
　例えば、Serpina1欠乏関連肝疾患は、ある種の対立遺伝子(例えば、PIZ、PiM(Malton)
、および/またはPIS対立遺伝子)の1またはそれ以上のコピーを有する対象によりしばしば
生じうる。理論に縛られることを望まないが、α-1アンチトリプシン肝疾患を発生するよ
り大きいリスクと関連がある対立遺伝子はミスホールディングを受け、肝細胞から適切に
分泌されないSerpina1の形をコードすると考えられる。これらのミスホールドしたタンパ
ク質に対する細胞の反応は、アンホールドタンパク質反応(UPR)、小胞体関連分解(ERAD)
、アポトーシス、ER過負荷反応、自食作用、ミトコンドリアストレス、および肝細胞機能
変化を含みうる。肝細胞の損傷は、限定されるものではないが、炎症、胆汁鬱滞、線維症
、肝硬変、持続性閉塞性黄疸、トランスアミナーゼの増加、門脈圧亢進症、および/また
は肝細胞癌をもたらしうる。理論に縛られることを望まないが、この疾患の変動の大きい
臨床経過は、症状の発現や重症への進行の一因として修飾因子や「第2打撃」を示唆する
。
【０１３５】
　例えば、PIZ対立遺伝子を有する対象は、C型肝炎感染またはアルコール依存症により感
受性でありうるし、そのような因子に暴露すると肝疾患を発生する可能性が高い。さらに
、PIZ対立遺伝子を有する嚢胞性線維症(CF)の対象は、門脈圧亢進症を伴う重度の肝疾患
を発生するリスクがより高い。Serpina1の欠乏は、早期発症型肺気腫、壊死性脂肪織炎、
気管支拡張症、および/または持続性新生児黄疸の発生を引き起こすかまたは一因となり
うる。α-1-アンチトリプシンの欠乏があるかまたはそのリスクを有するある患者が、α-
1-アンチトリプシン欠乏の家族メンバーがいるときにスクリーニングにより同定される。
【０１３６】
　典型的な肝疾患には、限定されるものではないが、肝炎、慢性肝疾患、肝硬変、肝線維
症、肝細胞癌、肝臓壊死、脂肪変性、胆汁鬱滞および/または減少、および/または肝細胞
機能の低下が含まれる。
【０１３７】
　「肝硬変」は、肝臓の広範囲の線維症および再生結節を含む慢性肝損傷に関連する病態
である。
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【０１３８】
　「線維症」は、肝臓中の繊維芽細胞の増殖と瘢痕組織の形成である。
【０１３９】
　用語「肝機能」は、肝臓が果たす多くの生理機能の1またはそれ以上を表す。そのよう
な機能には、限定されるものではないが、血糖値の調節、内分泌調節、酵素系、代謝物（
例えば、ケトン体、ステロール、およびステロイド、およびアミノ酸）の相互変換；フィ
ブリノーゲン、血清アルブミン、およびコリンエステラーゼなどの血清タンパク質の産生
、赤血球産生機能、解毒、胆汁形成、およびビタミン貯蔵が含まれる。アラニンアミノト
ランスフェラーゼ(ALT)、アルカリホスファターゼ、ビリルビン、プロトロンビン、およ
びアルブミンの測定などを含む肝機能の種々の検査方法が知られている。
【０１４０】
　本明細書で用いている「治療的有効量」は、Serpina1関連疾患を治療するために患者に
投与すると(例えば、存在する疾患または1またはそれ以上の疾患の症状を軽減、改善、ま
たは維持することにより)該疾患を治療するのに十分なRNAi物質の量を含むことを意図す
る。「治療的有効量」は、RNAi物質、どのように該薬剤を投与するか、該疾患とその重症
度、および治療する患者の病歴、年齢、体重、家族歴、遺伝子構造、Serpina1発現が介在
する病的プロセスの段階、あれば先のまたは同時治療の種類、および他の個々の特性に応
じて変化しうる。
【０１４１】
　本明細書で用いている「予防的有効量」は、Serpina1関連疾患を経験していないかまた
は症状を示していないが該疾患に罹りやすいかもしれない対象に投与すると該疾患または
該疾患の1またはそれ以上の症状を予防または改善するのに充分なRNAi物質の量を含むこ
とを意図する。該疾患の改善は、該疾患の経過を遅くし、または後から発症する疾患の重
症度を減少させることを含む。「予防的有効量」は、RNAi物質、どのように該物質を投与
するか、該疾患のリスクの程度、および治療する患者の病歴、年齢、体重、家族歴、遺伝
子構造、あれば先のまたは同時治療の種類、および他の個々の特性に応じて変化しうる。
【０１４２】
　「治療的有効量」または「予防的有効量」は、あらゆる治療に応用できる妥当な利益/
リスク比である望ましい局所または全身効果をもたらすRNAi物質の量も含む。本発明の方
法に用いるRNAi物質は、そのような治療に応用できる妥当な利益/リスク比をもたらすの
に充分な量で投与することができる。
【０１４３】
　本明細書で用いている用語「試料」は、対象から単離した同様の液体、細胞、または組
織、および対象中に存在する液体、細胞、または組織の収集物を含む。生物学的液体の例
は、血液、血清および漿膜液、血漿、尿、リンパ液、脳脊髄液、眼液、唾液などを含む。
組織試料は、組織、器官、または局所領域由来の試料を含みうる。例えば、試料は、特定
の器官、器官の部分、または該器官内の液体または細胞由来でありうる。ある態様におい
て、試料は肝臓（例えば全乾燥、または肝臓のある部分、または肝臓のある細胞種（例え
ば肝細胞など）由来でありうる。好ましい態様において、「対象由来の試料」は、対象由
来の血液または血漿を表す。さらなる態様において、「対象由来の試料」は、対象由来の
肝臓組織（またはそのサブコンポーネント）を表す。
II.  本発明のiRNA
【０１４４】
　本明細書は、Serpina1関連疾患、例えば肝疾患、例えば慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝
線維症、および/または肝細胞癌を有する対象、例えば哺乳動物、例えばヒト中の細胞な
どの細胞中のSerpina1遺伝子の発現を阻害する改良された2本鎖RNAi物質を開示する。
【０１４５】
　したがって、本発明は、in vivoで標的遺伝子（すなわちSerpina1遺伝子）の発現を阻
害することができる化学修飾を有する2本鎖RNAi物質を提供する。本発明のある局面にお
いて、本発明のiRNAの実質的にすべてのヌクレオチドが修飾されている。本発明の他の態
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様において、本発明のiRNAのすべてのヌクレオチドが修飾されている。「実質的にすべて
のヌクレオチドが修飾されている」本発明のiRNAは完全にではないが大部分が修飾されて
おり、5、4、3、2、または1以下の非修飾ヌクレオチドを含むことができる。
【０１４６】
　RNAi物質はセンス鎖とアンチセンス鎖を含む。RNAi物質の各鎖は、長さが12～30ヌクレ
オチドの範囲でありうる。例えば、各鎖は、14～30ヌクレオチドの長さ、17～30ヌクレオ
チドの長さ、19～30ヌクレオチドの長さ、25～30ヌクレオチドの長さ、27～30ヌクレオチ
ドの長さ、17～23ヌクレオチドの長さ、17～21ヌクレオチドの長さ、17～19ヌクレオチド
の長さ、19～25ヌクレオチドの長さ、19～23ヌクレオチドの長さ、19～21ヌクレオチドの
長さ、21～25ヌクレオチドの長さ、または21～23ヌクレオチドの長さでありうる。
【０１４７】
　該センス鎖および該アンチセンス鎖は典型的には2本鎖RNA(「dsRNA」)を形成する（本
明細書では「RNAi物質」ともいう）。RNAi物質の2本鎖領域は、12～30ヌクレオチド対の
長さでありうる。例えば、該2本鎖領域は、14～30ヌクレオチド対の長さ、17～30ヌクレ
オチド対の長さ、27～30ヌクレオチド対の長さ、17～23ヌクレオチド対の長さ、17～21ヌ
クレオチド対の長さ、17～19ヌクレオチド対の長さ、19～25ヌクレオチド対の長さ、19～
23ヌクレオチド対の長さ、19～21ヌクレオチド対の長さ、21～25ヌクレオチド対の長さ、
または21～23ヌクレオチド対の長さでありうる。別の例では、該2本鎖領域は、15、16、1
7、18、19、20、21、22、23、24、25、26、および27ヌクレオチドの長さから選ばれる。
【０１４８】
　ある態様において、該RNAi物質は、1または両鎖の3’末端、5’末端、または両末端に1
またはそれ以上のオーバーハング領域および/またはキャッピング基を含みうる。該オー
バーハングは、1～6ヌクレオチドの長さ、例えば、2～6ヌクレオチドの長さ、1～5ヌクレ
オチドの長さ、2～5ヌクレオチドの長さ、1～4ヌクレオチドの長さ、2～4ヌクレオチドの
長さ、1～3ヌクレオチドの長さ、2～3ヌクレオチドの長さ、または1～2ヌクレオチドの長
さでありうる。該オーバーハングは、1本鎖が他より長い結果かまたは同じ長さの2本の鎖
が食い違いになっている結果でありうる。該オーバーハングは、標的mRNAとミスマッチを
形成するか、または標的遺伝子配列と相補的であるか、または別の配列でありうる。第1
鎖と第2鎖は、例えばヘアピンを形成するさらなる塩基により、または他の非塩基リンカ
ーにより結合することができる。
【０１４９】
　ある態様において、RNAi物質のオーバーハング領域のヌクレオチドは、それぞれ独立し
て、限定されるものではないが、2’-糖修飾、例えば、2-F、2’-O-メチル、チミジン(T)
、2’-O-メトキシエチル-5-メチルウリジン(Teo)、2’-O-メトキシエチルアデノシン(Aeo
)、2’-O-メトキシエチル-5-メチルシチジン(m5Ceo)、およびあらゆるそれらの組み合わ
せを含む修飾または非修飾ヌクレオチドでありうる。例えば、TTは、いずれかの鎖のいず
れかの末端がオーバーハング配列でありうる。該オーバーハングは、標的mRNAとミスマッ
チを形成するか、または標的遺伝子配列と相補的であるか、または別の配列でありうる。
【０１５０】
　RNAi物質のセンス鎖、アンチセンス鎖、または両鎖の5’-または3’-オーバーハングは
、リン酸化されうる。ある態様において、該オーバーハング領域は、同じかまたは異なる
2ヌクレオチド間にホスホロチオエートを有する2ヌクレオチドを含む。ある態様において
、該オーバーハングは、該センス鎖、アンチセンス鎖、または両鎖の3’末端に存在する
。ある態様において、この3’-オーバーハングは該アンチセンス鎖に存在する。ある態様
において、この3’-オーバーハングは該センス鎖に存在する。
【０１５１】
　RNAi物質は、その全体の安定性に影響を及ぼすことなくRNAiの干渉活性を増強すること
ができる1オーバーハングのみを含みうる。例えば、該1本鎖オーバーハングは、該センス
鎖の3’末端または該アンチセンス鎖の3’末端に位置しうる。該RNAiは、該アンチセンス
鎖の5’末端(または該センス鎖の3’末端)（または逆もある）に位置する平滑末端も有し
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うる。一般的には、該RNAiのアンチセンス鎖は、3’末端にヌクレオチドオーバーハング
を有し、5’末端は平滑である。理論に縛られることを望まないが、該アンチセンス鎖の5
’末端の非対称平滑末端と該アンチセンス鎖の3’末端オーバーハングは、RISCプロセス
にロードするガイド鎖に好都合である。
【０１５２】
　本発明の特徴的なあらゆる核酸は、当該分野で十分確立された方法、例えば「Current 
protocols in nucleic acid chemistry」、Beaucage、S.L. et al.(Edrs.)、John Wiley 
& Sons、Inc.、New York、NY、USA(この内容は本明細書の一部を構成する)に記載の方法
により合成および/または修飾することができる。修飾は、例えば、末端修飾、例えば、5
’末端修飾(リン酸化、結合、逆結合)または3’末端修飾(結合、DNAヌクレオチド、逆結
合など)；塩基修飾、例えば、安定化塩基、不安定化塩基、またはパートナーの拡張レパ
ートリーと塩基対になる塩基による置換、塩基(脱塩基ヌクレオチド)または結合塩基の除
去；糖修飾(例えば、2’位または4’位)または糖の置換；および/またはホスホジエステ
ル結合の修飾または置換を含む骨格修飾を含む。本明細書に記載の態様において有用なiR
NA化合物の具体例は、限定されるものではないが、修飾骨格を含むかまたは天然のヌクレ
オシド間結合を含まないRNAを含む。修飾骨格を有するRNAは、特に、該骨格中にリン原子
を持たないものを含む。本明細書の目的において、当該分野で言及されることがあるよう
に、ヌクレオシド間骨格中にリン原子を持たない修飾RNAもオリゴヌクレオシドと考える
ことができる。ある態様において、修飾iRNAはそのヌクレオシド間骨格中にリン原子を有
するだろう。
【０１５３】
　修飾RNA骨格は、例えばホスホロチオエート、キラルホスホロチオエート、ホスホロジ
チオエート、ホスホトリエステル、アミノアルキルホスホトリエステル、メチルおよび他
のアルキルホスホネート（3’-アルキレンホスホネートおよびキラルホスホネートを含む
）、ホスフィネート、ホスホルアミデート（3’-アミノホスホルアミデートおよびアミノ
アルキルホスホルアミデートを含む）、チオノホスホルアミデート、チオノアルキルホス
ホネート、チオノアルキルホスホトリエステル、および正常3’-5’結合を有するボラノ
リン酸塩、これらの2’-5’結合アナログ、およびヌクレオシド単位の隣り合った対が3’
-5’と5’-3’または2’-5’と5’-2’に結合している逆極性を有するものを含む。種々
の塩、混合塩、および遊離塩形も含まれる。
【０１５４】
　上記リン含有結合の製造法を示す代表的米国特許は、限定されるものではないが、米国
特許No. 3,687,808；4,469,863；4,476,301；5,023,243；5,177,195；5,188,897；5,264,
423；5,276,019；5,278,302；5,286,717；5,321,131；5,399,676；5,405,939；5,453,496
；5,455,233；5,466,677；5,476,925；5,519,126；5,536,821；5,541,316；5,550,111；5
,563,253；5,571,799；5,587,361；5,625,050；6,028,188；6,124,445；6,160,109；6,16
9,170；6,172,209；6,239,265；6,277,603；6,326,199；6,346,614；6,444,423；6,531,5
90；6,534,639；6,608,035；6,683,167；6,858,715；6,867,294；6,878,805；7,015,315
；7,041,816；7,273,933；7,321,029；および米国特許RE39464を含む(これらの全内容は
本明細書の一部を構成する)。
【０１５５】
　その中にリン原子を含まない修飾RNA骨格は、短鎖アルキルまたはシクロアルキルヌク
レオシド間結合、混合ヘテロ原子、およびアルキルまたはシクロアルキルヌクレオシド間
結合、または1またはそれ以上の短鎖ヘテロ原子またはヘテロサイクリックヌクレオシド
間結合によって形成される骨格を有する。これらは、モルホリノ結合(一部がヌクレオシ
ドの糖部分から形成される)；シロキサン骨格；スルフィド、スルホキシド、およびスル
ホン骨格；ホルムアセチルおよびチオホルムアセチル骨格；メチレンホルムアセチルおよ
びチオホルムアセチル骨格；アルケン含有骨格；スルファメート骨格；メチレンイミノお
よびメチレンヒドラジノ骨格；スルホネートおよびスルホンアミド骨格；アミド骨格を有
するもの；および混合N、O、S、およびCH2成分部分を有する他のものが含まれる。
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【０１５６】
　上記オリゴヌクレオシドの製造法を開示する代表的米国特許は、限定されるものではな
いが、米国特許No. 5,034,506；5,166,315；5,185,444；5,214,134；5,216,141；5,235,0
33；5,64,562；5,264,564；5,405,938；5,434,257；5,466,677；5,470,967；5,489,677；
5,541,307；5,561,225；5,596,086；5,602,240；5,608,046；5,610,289；5,618,704；5,6
23,070；5,663,312；5,633,360；5,677,437；および5,677,439を含む(これらの全内容は
本明細書の一部を構成する)。
【０１５７】
　他の態様において、ヌクレオチド単位の糖とヌクレオシド間結合の両方、すなわち骨格
が新しい基で置換している適切なRNA模倣物をiRNAに用いることが予期される。塩基単位
は、適切な核酸標的化合物とハイブリダイズするために維持される。優れたハイブリダイ
ゼーション特性を持つことが示されてたRNA模倣物であるそのようなオリゴマー化合物を
ペプチド核酸(PNA)という。PNA化合物において、RNAの糖骨格をアミド含有骨格、特にア
ミノエチルグリシン骨格で置換する。該核酸塩基を保持し、該骨格のアミド部分のアザ窒
素原子と直接または間接的に結合する。PNA化合物の製造法を開示する代表的米国特許は
、限定されるものではないが、米国特許No. 5,539,082；5,714,331；および5,719,262を
含む(これらの全内容は本明細書の一部を構成する)。本発明のiRNAに用いるのに適したさ
らなるPNA化合物は、例えばNielsen et al.、Science、1991、254、1497-1500に記載され
ている。
【０１５８】
　本発明のある態様は、ホスホロチオエート骨格を有するRNA、およびヘテロ原子骨格、
特に、上記米国特許No. 5,489,677の--CH2--NH--CH2-、--CH2--N(CH3)--O--CH2--[メチレ
ン(メチルイミノ)またはMMI骨格として知られる]、--CH2--O--N(CH3)--CH2--、--CH2--N(
CH3)--N(CH3)--CH2--、および--N(CH3)--CH2--CH2--[天然ホスホジエステル骨格は--O--P
--O--CH2--で示される]、および上記米国特許No. 5,602,240のアミド骨格を有するオリゴ
ヌクレオシドを含む。ある態様において、本明細書に記載のRNAは、上記米国特許No. 5,0
34,506のモルホリノ骨格構造を有する。
【０１５９】
　修飾RNAは、1またはそれ以上の置換糖部分も含みうる。本明細書に記載のiRNAs、例え
ばdsRNAは、2’位に以下の1つを含みうる：OH；F；O-、S-、またはN-アルキル；O-、S-、
またはN-アルケニル；O-、S-またはN-アルキニル；またはO-アルキル-O-アルキル（ここ
で、アルキル、アルケニル、およびアルキニルは置換または非置換C1-C10アルキルまたは
C2-C10アルケニルおよびアルキニルでありうる）。典型的な適切な修飾は、O[(CH2)nO]mC
H3、O(CH2)nOCH3、O(CH2)nNH2、O(CH2)nCH3、O(CH2)nONH2、およびO(CH2)nON[(CH2)nCH3)
]2（ここで、nおよびmは1～約10である）を含む。他の態様において、dsRNAは2’位に以
下の1つを含む：C1-C10低級アルキル、置換低級アルキル、アルカリル、アラルキル、O-
アルカリルまたはO-アラルキル、SH、SCH3、OCN、Cl、Br、CN、CF3、OCF3、SOCH3、SO2CH

3、ONO2、NO2、N3、NH2、ヘテロシクロアルキル、ヘテロシクロアルカリル、アミノアル
キルアミノ、ポリアルキルアミノ、置換シリル、RNA開裂基、レポーター基、インターカ
レーター、iRNAの薬物動態特性を改善する基、またはiRNAの薬力学的特性を改善する基、
および同様の特性を有する他の置換基。ある態様において、該修飾は、2’-メトキシエト
キシ(2’-O--CH2CH2OCH3、2’-O-(2-メトキシエチル)または2’-MOEとしても知られる)(M
artin et al.、Helv. Chim. Acta、1995、78：486-504)、すなわち、アルコキシ-アルコ
キシ基を含む。別の典型的な修飾は、2’-ジメチルアミノオキシエトキシ、すなわち、本
明細書の下記実施例に記載のO(CH2)2ON(CH3)2基（2’-DMAOEとしても知られる）、および
2’-ジメチルアミノエトキシエトキシ(当該分野では2’-O-ジメチルアミノエトキシエチ
ル、または2’-DMAEOEとしても知られる)、すなわち2’-O--CH2--O--CH2--N(CH2)2を含む
。
【０１６０】
　他の修飾は、2’-メトキシ(2’-OCH3)、2’-アミノプロポキシ(2’-OCH2CH2CH2NH2)お
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よび2’-フルオロ(2’-F)を含む。同様の修飾は、iRNAのRNAの他の位置、特に3’末端ヌ
クレオチドの糖の3’位、または2’-5’結合dsRNA中、および5’末端ヌクレオチドの5’
末端位になすこともできる。iRNAは、ペントフラノシル糖の代わりにシクロブチル部分な
どの糖模倣物も有しうる。そのような修飾糖構造の製造法を開示する典型的な米国特許は
、限定されるものではないが、米国特許No. 4,981,957；5,118,800；5,319,080；5,359,0
44；5,393,878；5,446,137；5,466,786；5,514,785；5,519,134；5,567,811；5,576,427
；5,591,722；5,597,909；5,610,300；5,627,053；5,639,873；5,646,265；5,658,873；5
,670,633；および5,700,920を含む（このあるものは本願と共通の出願人である）。前記
のそれぞれの全内容は本明細書の一部を構成する。
【０１６１】
　iRNAは、核酸塩基(当該分野では単に「塩基」ということが多い)修飾または置換も含み
うる。本明細書で用いている「非修飾」または「天然」核酸塩基は、プリン塩基のアデニ
ン(A)およびグアニン(G)、およびピリミジン塩基のチミン(T)、シトシン(C)、およびウラ
シル(U)を含む。修飾核酸塩基は例えば以下の他の合成および天然核酸塩基を含む：デオ
キシチミン(dT)、5-メチルシトシン(5-me-C)、5-ヒドロキシメチルシトシン、キサンチン
、ヒポキサンチン、2-アミノアデニン、6-メチル、およびアデニンとグアニンの他のアル
キル誘導体、2-プロピル、およびアデニンとグアニンの他のアルキル誘導体、2-チオウラ
シル、2-チオチミン、および2-チオシトシン、5-ハロウラシルおよびシトシン、5-プロピ
ニルウラシルおよびシトシン、6-アゾウラシル、シトシンおよびチミン、5-ウラシル(シ
ュードウラシル)、4-チオウラシル、8-ハロ、8-アミノ、8-チオール、8-チオアルキル、8
-ヒドロキシル、および他の8置換アデニンおよびグアニン、5-ハロ、特に5-ブロモ、5-ト
リフルオロメチル、および他の5置換ウラシルおよびシトシン、7-メチルグアニンおよび7
-メチルアデニン、8-アザグアニン、および8-アザアデニン、7-デアザグアニン、および7
-デアザアデニン、および3-デアザグアニン、および3-デアザアデニン。さらなる核酸塩
基は、米国特許No. 3,687,808に記載のもの、Modified Nucleosides in Biochemistry、B
iotechnology and Medicine、Herdewijn、P.編、Wiley-VCH、2008に記載のもの；The Con
cise Encyclopedia Of Polymer Science And Engineering、pages 858-859、Kroschwitz
、J. L,編、John Wiley & Sons、1990に記載のもの、Englisch et al.、Angewandte Chem
ie、International Edition、1991、30、613に記載のもの、およびSanghvi、Y S.、Chapt
er 15、dsRNA Research and Applications、pages 289-302、Crooke、S. T. and Lebleu
、B.編、CRC Press、1993に記載のものを含む。これらの核酸塩基のあるものは、特に本
発明のオリゴマー化合物の結合親和性を増加させるのに有用である。これらは、5置換ピ
リミジン、6-アザピリミジン、およびN-2、N-6、および0-6置換プリン（2-アミノプロピ
ルアデニン、5-プロピニルウラシル、および5-プロピニルシトシンを含む）を含む。5-メ
チルシトシン置換は、0.6～1.2℃により核酸2本鎖安定性を増加させることが示されてお
り(Sanghvi、Y. S.、Crooke、S. T. and Lebleu、B.、編、dsRNA Research and Applicat
ions、CRC Press、Boca Raton、1993、pp. 276-278)、さらにより具体的には2’-O-メト
キシエチル糖修飾と組み合わせて典型的な塩基置換である。
【０１６２】
　上記修飾核酸塩基および他の修飾核酸塩基のあるものの製造法を開示する代表的米国特
許は、限定されるものではないが以下のものを含む：上記米国特許No. 3,687,808、4,845
,205；5,130,30；5,134,066；5,175,273；5,367,066；5,432,272；5,457,187；5,459,255
；5,484,908；5,502,177；5,525,711；5,552,540；5,587,469；5,594,121、5,596,091；5
,614,617；5,681,941；5,750,692；6,015,886；6,147,200；6,166,197；6,222,025；6,23
5,887；6,380,368；6,528,640；6,639,062；6,617,438；7,045,610；7,427,672；および7
,495,088（これらの全内容は本明細書の一部を構成する）。
【０１６３】
　iRNAのRNAは、1またはそれ以上のロックド核酸(LNA)を含むように修飾することもでき
る。ロックド核酸は、リボース部分が2’および4’炭素を結合する余分な架橋を含む修飾
リボース部分を有するヌクレオチドである。該構造は、3’末端構造コンフォメーション
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中のリボースを効果的に「ロックする」。siRNAにロックド核酸を付加すると、血清中のs
iRNA安定性を増加し、非特異的作用を減少させることが示されている(Elmen、J. et al.
、(2005) Nucleic Acids Research 33(1)：439-447；Mook、OR. et al.、(2007) Mol Can
c Ther 6(3)：833-843；Grunweller、A. et al.、(2003) Nucleic Acids Research 31(12
)：3185-3193)。
【０１６４】
　ロックド核酸ヌクレオチドの製造法を開示する代表的米国特許は、限定されるものでは
ないが以下のものを含む：米国特許No. 6,268,490；6,670,461；6,794,499；6,998,484；
7,053,207；7,084,125；および7,399,845(これらの全内容は本明細書の一部を構成する)
。
【０１６５】
　RNA分子の末端への潜在的安定化修飾は以下のものを含みうる：N-(アセチルアミノカプ
ロイル)-4-ヒドロキシプロリノール(Hyp-C6-NHAc)、N-(カプロイル-4-ヒドロキシプロリ
ノール(Hyp-C6)、N-(アセチル-4-ヒドロキシプロリノール(Hyp-NHAc)、チミジン-2’-0-
デオキシチミジン(エーテル)、N-(アミノカプロイル)-4-ヒドロキシプロリノール(Hyp-C6
-アミノ)、2-ドコサノイル-ウリジン-3''-リン酸塩、逆塩基dT(idT)など。この修飾の開
示はPCT公開公報WO 2011/005861にみることができる。
【０１６６】
　A.  本発明のモチーフを含む修飾iRNA
　本発明のある局面において、本発明の2本鎖RNAi物質は、例えば米国仮出願No. 61/561,
710（2011年11月18日出願）またはPCT/US2012/065691（2012年11月16日出願）に開示され
ている(これらの全内容は本明細書の一部を構成する)。
【０１６７】
　本明細書および仮出願No.61/561,710に記載のように、RNAi物質のセンス鎖および/また
はアンチセンス鎖中に、特に開裂部位またはその付近に、3連続ヌクレオチド上の3つの同
じ修飾の1またはそれ以上のモチーフを導入することにより優れた結果を得ることができ
る。ある態様において、そうでなければRNAi物質のセンス鎖とアンチセンス鎖は完全に修
飾することができる。これらモチーフの導入は、存在すればセンスおよび/またはアンチ
センス鎖の修飾パターンを中断する。RNAi物質は、所望により例えばセンス鎖上のGalNAc
誘導リガンドと結合することができる。得られたRNAi物質は優れた遺伝子サイレンシング
活性を示す。
【０１６８】
　より具体的には、驚くべきことに、2本鎖RNAi物質のセンス鎖とアンチセンス鎖をRNAi
物質の少なくとも1本鎖の開裂部位またはその付近で3連続ヌクレオチドに3つの同じ修飾
の1またはそれ以上のモチーフを有するように修飾すると、RNAi物質の遺伝子サイレンシ
ング活性が優位に増強されることをみいだした。ある態様において、該RNAi物質はセンス
鎖が5’末端から7、8、9位の3連続ヌクレオチド上に3つの2’-F修飾の少なくとも1のモチ
ーフを含む、19ヌクレオチドの長さの両端ブラントマーである。該アンチセンス鎖は、5
’末端から11、12、13位の3連続ヌクレオチド上に3つの2’-O-メチルの少なくとも1のモ
チーフを含む。
【０１６９】
　別の態様において、該RNAi物質は、センス鎖が5’末端から8、9、10位の3連続ヌクレオ
チド上に3つの2’-F修飾の少なくとも1のモチーフを含む、20ヌクレオチドの長さの両端
ブラントマーである。該アンチセンス鎖は、11、12、13位の3連続ヌクレオチド上に3つの
2’-O-メチル修飾の少なくとも1のモチーフを含む。
【０１７０】
　さらに別の態様において、RNAi物質は、センス鎖が9、10、11位の3連続ヌクレオチド上
に3つの2’-F修飾の少なくとも1のモチーフを含む、21ヌクレオチドの長さの両端ブラン
トマーである。該アンチセンス鎖は、11、12、13位の3連続ヌクレオチド上に3つの2’-O-
メチル修飾の少なくとも1のモチーフを含む。
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【０１７１】
　ある態様において、RNAi物質は、センス鎖が9、10、11位の3連続ヌクレオチド上に3つ
の2’-F修飾の少なくとも1のモチーフを含み、アンチセンス鎖が11、12、13位の3連続ヌ
クレオチド上に3つの2’-O-メチル修飾の少なくとも1のモチーフを含み、RNAi物質の1末
端が平滑であり、その他の末端が2ヌクレオチドオーバーハングを含む21ヌクレオチドの
センス鎖と23ヌクレオチドのアンチセンス鎖を含む。好ましくは、2ヌクレオチドのオー
バーハングはアンチセンス鎖の3’末端にある。2ヌクレオチドのオーバーハングがアンチ
センス鎖の3’末端にある場合は、3ヌクレオチドの2がオーバーハングヌクレオチドであ
り、第3ヌクレオチドがオーバーハングヌクレオチドの次の対のヌクレオチドである、末
端3ヌクレオチド間に2つのホスホロチオエートヌクレオチド間結合がありうる。ある態様
において、RNAi物質はさらにセンス鎖の5’末端とアンチセンス鎖の5’末端の両方の末端
3ヌクレオチド間に2つのホスホロチオエートヌクレオチド間結合を有する。ある態様にお
いて、該モチーフの部分であるヌクレオチドを含むRNAi物質のセンス鎖とアンチセンス鎖
のすべてのヌクレオチドは修飾ヌクレオチドである。ある態様において、各残基は独立し
て例えば交互モチーフ中、2’-O-メチルまたは3’-フルオロで修飾される。所望により、
RNAi物質は、さらにリガンド(好ましくはGalNAc3)を含む。
【０１７２】
　ある態様において、RNAi物質はセンスおよびアンチセンス鎖を含み、少なくとも25、多
くとも29ヌクレオチドの長さを有する第1鎖と、5’末端の11、12、13位の3連続ヌクレオ
チド上に3つの2’-O-メチル修飾の少なくとも1のモチーフを有する多くとも30ヌクレオチ
ドの長さを有する第2鎖を含み、該第1鎖の3’末端と該第2鎖の5’末端は平滑末端を形成
し、該第2鎖が該第1鎖よりその3’末端が1～4ヌクレオチド長く、2本鎖領域が少なくとも
25ヌクレオチドの長さであり、該第2鎖が該第2鎖長の少なくとも19ヌクレオチドに沿って
標的mRNAと十分相補的でRNAi物質を哺乳動物細胞中に導入すると標的遺伝子の発現が減少
し、RNAi物質のダイサー開裂が第2鎖の3’末端を含むsiRNAを選択的に生じることにより
哺乳動物における標的遺伝子の発現が減少する。所望により、RNAi物質はさらにリガンド
を含む。
【０１７３】
　ある態様において、RNAi物質のセンス鎖は、3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の少
なくとも1のモチーフを含み、該モチーフの1つがセンス鎖の開裂部位に生じる。
【０１７４】
　ある態様において、RNAi物質のアンチセンス鎖も3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾
の少なくとも1のモチーフを含むことができ、該モチーフの1つがアンチセンス鎖の開裂部
位またはその付近に生じる。
【０１７５】
　17～23ヌクレオチドの長さの2本鎖領域を有するRNAi物質については、アンチセンス鎖
の開裂部位は、典型的には5’末端から10、11、および12位周辺にある。したがって、3つ
の同じ修飾のモチーフは、アンチセンス鎖の9、10、11位；10、11、12位；11、12、13位
；12、13、14位；または13、14、15位に生じうる（アンチセンス鎖の5’末端の第1ヌクレ
オチドから数え始めるか、またはアンチセンス鎖の5’末端の2本鎖領域内の第1対ヌクレ
オチドから数え始める）。アンチセンス鎖の開裂部位は、5’末端からのRNAiの2本鎖領域
の長さに応じて変化しうる。
【０１７６】
　RNAi物質のセンス鎖は、該鎖の開裂部位に3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の少な
くとも1のモチーフを含むことがあり、アンチセンス鎖は、該鎖の開裂部位またはその付
近に3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の少なくとも1のモチーフを含みうる。センス
鎖およびアンチセンス鎖がdsRNA2本鎖を形成する場合は、該センス鎖とアンチセンス鎖は
、センス鎖上の3ヌクレオチドの1モチーフとアンチセンス鎖上の3ヌクレオチドの1モチー
フが少なくとも1のヌクレオチドの重なりを有する、すなわちセンス鎖中の該モチーフの3
ヌクレオチドの少なくとも1がアンチセンス鎖中の該モチーフの3ヌクレオチドの少なくと
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も1と塩基対を形成するように一列に整列させることができる。あるいはまた、少なくと
も2のヌクレオチドが重なるか、または3つすべてのヌクレオチドが重なりうる。
【０１７７】
　ある態様において、RNAi物質のセンス鎖は、3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の少
なくとも1のモチーフを含みうる。該第1モチーフは該鎖の開裂部位またはその付近に生じ
ることがあり、その他のモチーフは、ウイング修飾でありうる。本明細書において用語「
ウイング修飾」は、同じ鎖の開裂部位またはその付近のモチーフから分離した該鎖の別の
部分に生じるモチーフを表す。該ウイング修飾は、該第1モチーフに隣接しているか、ま
たは少なくとも1またはそれ以上のヌクレオチドにより分離している。該モチーフが互い
に直接隣接している場合は該モチーフの化学的性質は互いに異なり、該モチーフが1また
はそれ以上のヌクレオチドにより分離している場合は化学的性質が同じかまたは異なりう
る。2またはそれ以上のウイング修飾が存在しうる。例えば、2つのウイング修飾が存在す
る場合は各ウイング修飾は開裂部位またはその付近にある第1モチーフに対して1末端また
はリードモチーフのいずれかの側に生じうる。
【０１７８】
　センス鎖同様に、RNAi物質のアンチセンス鎖は、3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾
の1より多いモチーフを含むことがあり、該モチーフの少なくとも1は該鎖の開裂部位また
はその付近に生じる。また、本アンチセンス鎖は、センス鎖上に存在しうるウイング修飾
と同様のアラインメントにおいて1またはそれ以上のウイング修飾を含みうる。
【０１７９】
　ある態様において、RNAi物質のセンス鎖またはアンチセンス鎖上のウイング修飾は、典
型的には該鎖の3’末端、5’末端、または両末端の最初の1または2末端ヌクレオチドを含
まない。
【０１８０】
　別の態様において、RNAi物質のセンス鎖またはアンチセンス鎖上のウイング修飾は、典
型的には2本鎖領域内に該鎖の3’末端、5’末端、または両末端の最初の1または2対ヌク
レオチドを含まない。
【０１８１】
　RNAi物質のセンス鎖またはアンチセンス鎖がそれぞれ少なくとも1のウイング修飾を含
む場合は該ウイング修飾は2本鎖領域の同じ末端に位置し、1、2、または3ヌクレオチドの
重なりを有する。
【０１８２】
　RNAi物質のセンス鎖またはアンチセンス鎖がそれぞれ少なくとも1のウイング修飾を含
む場合は該センス鎖およびアンチセンス鎖は、1本鎖からの各2修飾が1、2、または3ヌク
レオチドの重なりを有する2本鎖領域の1末端に位置し、1本鎖からの各2修飾が1、2、また
は3ヌクレオチドの重なりを有する2本鎖領域の他の末端に位置し、1本鎖の2修飾が2本鎖
領域に1、2、または3ヌクレオチドの重なりを有するリードモチーフの各側に位置するよ
うにアラインメントすることができる。
【０１８３】
　ある態様において、該モチーフの部分であるヌクレオチドを含むRNAi物質のセンス鎖お
よびアンチセンス鎖中のすべてのヌクレオチドが修飾されうる。各ヌクレオチドは、非結
合リン酸塩酸素の1または両方および/または該結合リン酸塩酸素の1またはそれ以上の変
化、リボース糖の構成要素、例えばリボース糖の2’ヒドロキシルの変化、「デホスホ」
リンカーによるリン酸塩部分の大規模な置換、天然塩基の修飾または置換、およびリボー
ス-リン酸塩骨格の置換または修飾を含みうる同じまたは異なる修飾で修飾されうる。
【０１８４】
　核酸はサブユニットのポリマーであるので該修飾の多くは核酸内の反復する位置に生じ
る（例えば、塩基またはリン酸塩部分またはリン酸塩部分の非結合Oの修飾）。ある場合
には、該修飾は、該核酸のすべての対象位置に生じるだろうが、多くの場合生じないだろ
う。例として、修飾は、3’または5’末端位置にのみ生じ、末端領域（例えば末端ヌクレ
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オチドの位置）または鎖の最後の2、3、4、5、または10ヌクレオチドにのみ生じうる。修
飾は、2本鎖領域、1本鎖領域、またはその両方に生じうる。修飾は、RNAの2本鎖領域のみ
に生じうるか、またはRNAの1本鎖領域にのみ生じうる。例えば、非結合O位のホスホロチ
オエート修飾は、末端領域（例えば末端ヌクレオチドの位置）または鎖の最後の2、3、4
、5、または10ヌクレオチドにのみ生じうるか、または2本鎖および1本鎖領域の特に末端
に生じうる。5’末端（単数または複数）をリン酸化することができる。
【０１８５】
　例えば、安定性を増強するか、オーバーハング中に特定の塩基を含むか、または1本鎖
オーバーハング（例えば5’または3’オーバーハング、またはその両方）中に修飾ヌクレ
オチドまたはヌクレオチド代用物を含むことが可能であるかもしれない。例えば、オーバ
ーハング中にプリンヌクレオチドを含むことが望ましいことがある。ある態様において、
オーバーハング中にプリンヌクレオチドを含むことが望ましいことがある。ある態様にお
いて、3’または5’オーバーハング中のすべてまたはいくつかの塩基は例えば本明細書に
記載の修飾で修飾されうる。修飾は、例えば、当該分野で知られた修飾によるリボ糖の2
’位の修飾の使用、例えば核酸塩基のリボ糖の代わりにデオキシリボヌクレオチド、2’-
デオキシ-2’-フルオロ(2’-F)または2’-O-メチル修飾の使用、およびリン酸基の修飾（
例えばホスホロチオエート修飾）を含みうる。オーバーハングは標的配列とホモローガス
である必要はない。
【０１８６】
　ある態様において、センス鎖およびアンチセンス鎖の各残基は、独立してLNA、HNA、Ce
NA、2’-メトキシエチル、2’-O-メチル、2’-O-アリル、2’-C-アリル、2’-デオキシ、
2’-ヒドロキシル、または2’-フルオロで修飾される。該鎖は、1より多い修飾を含みう
る。ある態様において、該センス鎖とアンチセンス鎖の各残基は独立して2’-O-メチルま
たは2’-フルオロで修飾される。
【０１８７】
　少なくとも2の異なる修飾は、典型的にはセンス鎖とアンチセンス鎖に存在する。それ
ら2つの修飾は2’-O-メチルまたは2’-フルオロ修飾などでありうる。
【０１８８】
　ある態様において、Naおよび/またはNbは交互パターンの修飾を含む。本明細書で用い
ている用語「交互モチーフ」は、各修飾が1本鎖の交互ヌクレオチドに生じる1またはそれ
以上の修飾を有するモチーフを表す。交互ヌクレオチドは、1つおきに1つのヌクレオチド
または3つ毎に1つのヌクレオチド、または同様のパターンを表しうる。例えば、A、B、お
よびCがそれぞれヌクレオチドに対する修飾の1タイプを表すならば、交互モチーフは、「
ABABABABABAB...」、「AABBAABBAABB...」、「AABAABAABAAB...」、「AAABAAABAAAB...」
、「AAABBBAAABBB...」、または「ABCABCABCABC...」などでありうる。
【０１８９】
　交互モチーフ中に含まれる修飾のタイプは同じかまたは異なりうる。例えば、A、B、C
、Dがそれぞれヌクレオチドに対する修飾の1タイプを表すならば、交互パターン、すなわ
ち、1つおきのヌクレオチド上の修飾は同じでありうるが、センス鎖またはアンチセンス
鎖のそれぞれについて交互モチーフ内の修飾の種々の可能性、例えば「ABABAB...」、「A
CACAC...」、「BDBDBD...」、または「CDCDCD...」などから選ぶことができる。
【０１９０】
　ある態様において、本発明のRNAi物質は、アンチセンス鎖上の交互モチーフの修飾パタ
ーンに対してセンス鎖上の交互モチーフの修飾パターンのシフトを含む。該シフトは、セ
ンス鎖のヌクレオチドの修飾基がアンチセンス鎖のヌクレオチドの異なる修飾基に対応す
る（逆もある）ようでありうる。例えば、センス鎖がdsRNA 2本鎖中のアンチセンス鎖と
対になると、センス鎖の交互モチーフは該鎖の5’-3’から「ABABAB」で出発することが
あり、アンチセンス鎖の交互モチーフは2本鎖領域内の鎖の5’-3’から「BABABA」で出発
しうる。別の例として、センス鎖とアンチセンス鎖間の修飾パターンの完全または部分的
シフトがあるように、センス鎖中の交互モチーフは該鎖の5’-3’から「AABBAABB」で出
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発することがあり、アンチセンス鎖中の交互モチーフは2本鎖領域内の該鎖の5’-3’から
「BBAABBAA」で出発しうる。
【０１９１】
　ある態様において、RNAi物質は、最初にセンス鎖上の2’-O-メチル修飾および2’-F 修
飾の交互モチーフのパターンが最初にアンチセンス鎖上の2’-O-メチル修飾と2’-F 修飾
の交互モチーフのパターンに対するシフトを有するものを含み、すなわち、センス鎖の2
’-O-メチル修飾ヌクレオチドはアンチセンス鎖上の2’-F 修飾ヌクレオチドと塩基対化
する（逆もある）。センス鎖の1位は2’-F 修飾で出発することがあり、アンチセンス鎖
の1位は2’-O-メチル修飾で出発しうる。
【０１９２】
　センス鎖および/またはアンチセンス鎖に対する3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾
の1またはそれ以上のモチーフの導入はセンス鎖および/またはアンチセンス鎖に存在する
最初の修飾パターンを中断する。センスおよび/またはアンチセンス鎖に対する3連続ヌク
レオチド上の3つの同じ修飾の1またはそれ以上のモチーフの導入によるセンスおよび/ま
たはアンチセンス鎖の修飾パターンのこの中断は、驚くべきことは標的遺伝子に対する遺
伝子サイレンシング活性を増強する。
【０１９３】
　ある態様において、3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾のモチーフを該鎖のいずれか
に導入する場合は、該モチーフの次のヌクレオチドの修飾は該モチーフの修飾と異なる修
飾である。例えば、該モチーフを含む配列の部分は「...NaYYYNb...」であり、「Y」は3
連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾のモチーフの修飾を表し、「Na」および「Nb」はYの
修飾と異なるモチーフ「YYY」の次のヌクレオチドの修飾を表し、NaおよびNbは同じまた
は異なる修飾でありうる。あるいはまた、Naおよび/またはNbはウイング修飾が存在する
場合は存在しないかまたは存在しうる。
【０１９４】
　RNAi物質は、さらに少なくとも1のホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌク
レオチド間結合を含みうる。ホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド
間結合修飾は、センス鎖またはアンチセンス鎖または両鎖のあらゆる位置のあらゆるヌク
レオチドに生じうる。例えば、ヌクレオチド間結合修飾はセンス鎖および/またはアンチ
センス鎖のすべてのヌクレオチドに生じることがあるか、各ヌクレオチド間結合修飾はセ
ンス鎖および/またはアンチセンス鎖の交互パターンに生じうるか；またはセンス鎖また
はアンチセンス鎖は交互パターン中に両ヌクレオチド間結合修飾を含みうる。センス鎖上
のヌクレオチド間結合修飾の交互パターンは、アンチセンス鎖と同じかまたは異なること
があり、センス鎖のヌクレオチド間結合修飾の交互パターンは、アンチセンス鎖上のヌク
レオチド間結合修飾の交互パターンに対してシフトしていることがある。
【０１９５】
　ある態様において、RNAiはオーバーハング領域にホスホロチオエートまたはメチルホス
ホネートヌクレオチド間結合修飾を含む。例えば、該オーバーハング領域は2ヌクレオチ
ド間にホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結合を有する2ヌク
レオチドを含みうる。ヌクレオチド間結合修飾は、オーバーハングヌクレオチドと2本鎖
領域内の末端が対になったヌクレオチドを結合させることもできる。例えば、少なくとも
2、3、4、またはすべてのオーバーハングヌクレオチドは、ホスホロチオエートまたはメ
チルホスホネートヌクレオチド間結合を介して結合しうるし、所望により、オーバーハン
グヌクレオチドをオーバーハングヌクレオチドの次にある対合ヌクレオチドと結合させる
さらなるホスホロチオエートまたはメチルホスホネートヌクレオチド間結合があるかもし
れない。例えば、3ヌクレオチドの2つがオーバーハングヌクレオチドであり、3番目がオ
ーバーハングヌクレオチドの次の対合ヌクレオチドである末端3ヌクレオチド間に少なく
とも2のホスホロチオエートヌクレオチド間結合があるかもしれない。これら末端3ヌクレ
オチドは、アンチセンス鎖の3’末端、センス鎖の3’末端、アンチセンス鎖の5’末端、
および/またはアンチセンス鎖の5’末端にありうる。
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【０１９６】
　ある態様において、2ヌクレオチドオーバーハングはアンチセンス鎖の3’末端にあり、
3ヌクレオチドの2つがオーバーハングヌクレオチドであり、第3ヌクレオチドがオーバー
ハングヌクレオチドの次の対合ヌクレオチドである末端3ヌクレオチド間に2ホスホロチオ
エートヌクレオチド間結合がある。
【０１９７】
　所望により、RNAi物質は、さらにセンス鎖の5’末端とアンチセンス鎖の5’末端の両方
の末端3ヌクレオチド間に2ホスホロチオエートヌクレオチド間結合を有しうる。
【０１９８】
　ある態様において、RNAi物質は、2本鎖またはそれらの組み合わせ内に標的とのミスマ
ッチを含む。「ミスマッチ」は、ヌクレオチドの非正準塩基対合または正準対合でありう
る。ミスマッチは、オーバーハング領域または2本鎖領域に生じうる。塩基対は、解離ま
たは融解を促進する傾向に基づいてランク付けすることができる(例えば、特定の対合の
結合または解離の自由エネルギーにおいて、最も単純なアプローチは隣であるが個々の対
ごとに対を試験することであるか、または同様の分析を用いることもできる。解離の促進
に関して、A：UはG：Cより好ましく；G：UはG：Cより好ましく；I：CはG：C(I＝イノシン
)より好ましい。ミスマッチ、例えば、位非正準対合または正準対合以外(本明細書の他の
場所に記載の)が正準(A：T、A：U、G：C) 対合より好ましく；ユニバーサル塩基を含む対
合が正準対合より好ましい。「ユニバーサル塩基」は、隣接する塩基対の相互作用を顕著
に不安定化するかまたは修飾オリゴヌクレオチドの予期される機能的生化学的有用性を顕
著に妨げることなく、4つの正常塩基(G、C、A、およびU)のいずれかと置換する能力を示
す塩基である。ユニバーサル塩基の非限定的例は、2’-デオキシイノシン(ヒポキサンチ
ンデオキシヌクレオチド)またはその誘導体、ニトロアゾール類似体、および疎水性芳香
族非水素結合塩基を含む。
【０１９９】
　ある態様において、RNAi物質は、2本鎖の5’末端のアンチセンス鎖の解離を促進するた
めに以下の群から独立して選ばれるアンチセンス鎖の5’末端から2本鎖領域内の最初の1
、2、3、4、または5塩基対の少なくとも1を含む：A：U、G：U、I：C、およびミスマッチ
対、例えば、非正準対合または正準対合以外、またはユニバーサル塩基を含む対合。
【０２００】
　ある態様において、アンチセンス鎖の5’末端から2本鎖領域内の1位のヌクレオチドは
、A、dA、dU、U、およびdTからなる群から選ばれる。あるいはまた、アンチセンス鎖の5
’末端から2本鎖領域内の最初の1、2または3塩基対の少なくとも1はAU塩基対である。例
えば、アンチセンス鎖の5’末端から2本鎖領域内の最初の塩基対はAU塩基対である。
【０２０１】
　別の態様において、センス鎖の3’末端のヌクレオチドはデオキシチミン(dT)である。
別の態様において、アンチセンス鎖の3’末端のヌクレオチドはデオキシチミン(dT)であ
る。ある態様において、デオキシチミンヌクレオチドの短い配列、例えばセンスおよび/
またはアンチセンス鎖の3’末端の2 dTヌクレオチドがある。
【０２０２】
　ある態様において、センス鎖配列は下記式(I)で示すことができる：
　5’np-Na-(XXX )i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ )j-Na-nq 3’(I)
［式中、iおよびjはそれぞれ独立して0または1である；
　pおよびqはそれぞれ独立して0～6である；
　Naはそれぞれ独立して0～25修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し、
各配列は少なくとも2の異なる修飾ヌクレオチドを含む；
　Nbはそれぞれ独立して0～10修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す；
　NpおよびNqそれぞれ独立してオーバーハングヌクレオチドを表す；
　NbおよびYは同じ修飾を有さない；および
　XXX、YYY、およびZZZはそれぞれ独立して3連続ヌクレオチド上の3つの同じ修飾の1モチ
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ーフを表す。］。好ましくは、YYYはすべて2’-F 修飾ヌクレオチドである。
【０２０３】
　ある態様において、Naおよび/またはNbは交互パターンの修飾を含む。ある態様におい
て、YYYモチーフはセンス鎖の開裂部位かまたはその付近に生じる。例えば、RNAi物質が1
7～23ヌクレオチドの長さの2領域を有する場合は、YYYモチーフは、センス鎖の開裂部位
またはその付近に生じうる（例えば、6、7、8、7、8、9、8、9、10、9、10、11、10、11
、12位、または11、12、13位（5’末端から第1ヌクレオチドから数え始めるか、または所
望により5’末端から2本鎖領域内の第1対合ヌクレオチドから数え始める）に生じうる)。
【０２０４】
　ある態様において、iは1であり、jは0であるか、またはiは0であり、jは1であるか、ま
たはiとjが共に1である。したがって、センス鎖は下記式で表すことができる：
　5’np-Na-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’(Ib)；
　5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Na-nq 3’(Ic)；または
　5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’(Id)。
【０２０５】
　センス鎖が式(Ib)で示される場合は、Nbは、0～10、0～7、0～5、0～4、0～2または0 
修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。Naはそれぞれ独立して2～20、2
～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表すことができる
。
【０２０６】
　センス鎖が式(Ic)で示される場合は、Nbは0～10、0～7、0～10、0～7、0～5、0～4、0
～2または0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。Naはそれぞれ独立
して2～20、2～15、または2～10修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し
うる。
【０２０７】
　センス鎖が式(Id)で示される場合は、Nbはそれぞれ独立して0～10、0～7、0～5、0～4
、0～2または0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。好ましくは、Nb
は0、1、2、3、4、5または6である。Naは、それぞれ独立して2～20、2～15、または2～10
 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表しうる。
【０２０８】
　X、Y、およびZはそれぞれ同じかまたは互いに異なりうる。
【０２０９】
　他の態様において、iは0であり、jは0であり、センス鎖は式：
　5’np-Na-YYY-Na-nq 3’(Ia)
で示されうる。
【０２１０】
　センス鎖が式(Ia)で示される場合は、Naはそれぞれ独立して2～20、2～15、または2～1
0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表しうる。
【０２１１】
　ある態様において、RNAiのアンチセンス鎖配列は下記式(II)で示されうる：
　5’nq’-Na’-(Z’Z’Z’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(X’X’X’)l-N’a-np’3’(II)
［式中、kおよびlはそれぞれ独立して0または1である；
　p’およびq’はそれぞれ独立して0～6である；
　Na’はそれぞれ独立して0～25修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表し
、各配列は
少なくとも2の異なる修飾ヌクレオチドを含む；
　Nb’はそれぞれ独立して0～10修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す
；
　Np’およびnq’はそれぞれ独立してオーバーハングヌクレオチドを表す；
　Nb’およびY’は同じ修飾を有さない；および
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　X’X’X’、Y’Y’Y’およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌクレオチド上の3つ
の同じ修飾の1モチーフを表す。］。
【０２１２】
　ある態様において、Na’および/またはNb’は交互パターンの修飾を含む。
【０２１３】
　Y’Y’Y’モチーフはアンチセンス鎖の開裂部位またはその付近に生じる。例えば、RNA
i物質が17～23ヌクレオチドの長さの2本鎖領域を有する場合は、Y’Y’Y’モチーフはア
ンチセンス鎖の9、10、11位；10、11、12位；11、12、13位；12、13、14位；または13、1
4、15位に生じうる（5’末端から第1ヌクレオチドから数え始めるか、または所望により
、5’末端から2本鎖領域内の第1対合ヌクレオチドから数え始める）。
【０２１４】
　好ましくは、Y’Y’Y’モチーフは11、12、13位に生じる。
【０２１５】
　ある態様において、Y’Y’Y’モチーフはすべて2’-OMe修飾ヌクレオチドである。
【０２１６】
　ある態様において、kは1であり、lが0であるか、またはkは0であり、lが1であるか、ま
たはｋとｌの両方が1である。
【０２１７】
　したがって、アンチセンス鎖は下記式で示されうる：
　5’nq’-Na’-Z’Z’Z’-Nb’-Y’Y’Y’-Na’-np’3’(IIb)；
　5’nq’-Na’-Y’Y’Y’-Nb’-X’X’X’-np’3’(IIc)；または
　5’nq’-Na’-Z’Z’Z’-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-X’X’X’-Na’-np’3’(IId)。
【０２１８】
　アンチセンス鎖が式(IIb)で示される場合は、Nb’は0～10、0～7、0～10、0～7、0～5
、0～4、0～2または0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。Na’はそ
れぞれ独立して2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド
配列を表す。
【０２１９】
　アンチセンス鎖が式(IIc)で示される場合は、Nb’は0～10、0～7、0～10、0～7、0～5
、0～4、0～2または0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。Na’はそ
れぞれ独立して2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド
配列を表す。
【０２２０】
　アンチセンス鎖が式(IId)で示される場合は、Nb’はそれぞれ独立して0～10、0～7、0
～10、0～7、0～5、0～4、0～2または0 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列
を表す。Na’はそれぞれ独立して2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオ
リゴヌクレオチド配列を表す。好ましくは、Nbは0、1、2、3、4、5または6である。
【０２２１】
　他の態様において、kは0であり、lは0であり、アンチセンス鎖は式：
　5’np’-Na’-Y’Y’Y’-Na’-nq’3’(Ia)
で示される。
【０２２２】
　アンチセンス鎖が式(IIa)で示される場合は、Na’はそれぞれ独立して2～20、2～15、
または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。
【０２２３】
　X’、Y’およびZ’はそれぞれ同じかまたは互いに異なりうる。
【０２２４】
　センス鎖およびアンチセンス鎖のヌクレオチドは、それぞれ独立してLNA、HNA、CeNA、
2’-メトキシエチル、2’-O-メチル、2’-O-アリル、2’-C-アリル、2’-ヒドロキシル、
または2’-フルオロで修飾されうる。例えば、センス鎖およびアンチセンス鎖のヌクレオ
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チドは、それぞれ独立して2’-O-メチルまたは2’-フルオロで修飾される。特に各X、Y、
Z、X’、Y’およびZ’は2’-O-メチル 修飾または2’-フルオロ修飾を表しうる。
【０２２５】
　ある態様において、RNAi物質のセンス鎖は、2本鎖領域が21ntである場合に該鎖の9、10
、および11位に生じるYYYモチーフを含みうる（5’末端から第1ヌクレオチドから数え始
めるか、または所望により5’末端から2本鎖領域内の第1対合ヌクレオチドから数え始め
る。Yは2’-F 修飾を表す）。センス鎖はさらに2本鎖領域の反対側の末端にウイング修飾
としてXXXモチーフまたはZZZモチーフを含むことがあり、XXXおよびZZZはそれぞれ独立し
て2’-OMe 修飾または2’-F 修飾を表す。
【０２２６】
　ある態様において、アンチセンス鎖は、該鎖の11、12、13位に生じるY’Y’Y’モチー
フを含みうる（5’末端から第1ヌクレオチドから数え始めるか、または所望により5’末
端から2本鎖領域内の第1対合ヌクレオチドから数え始める。Y’は2’-O-メチル修飾を表
す。）。アンチセンス鎖はさらに2本鎖領域の反対側の末端にウイング修飾としてX’X’X
’モチーフまたはZ’Z’Z’モチーフを含むことがあり、X’X’X’およびZ’Z’Z’はそ
れぞれ独立して2’-OMe 修飾または2’-F 修飾を表す。
【０２２７】
　上記式(Ia)、(Ib)、(Ic)、および(Id)のいずれかで示されるセンス鎖は、それぞれ式(I
Ia)、(IIb)、(IIc)、および(IId)のいずれかで示されるアンチセンス鎖と2本鎖を形成す
る。
【０２２８】
　したがって、本発明の方法に用いるRNAi物質はそれぞれ14～30ヌクレオチドのセンス鎖
およびアンチセンス鎖を含むことがあり、RNAi 2本鎖は下記式(III)で示される：
　センス：　　　　5’np-Na-(XXX)i-Nb-YYY-Nb-(ZZZ)j-Na-nq 3’ 
　アンチセンス：　3’np’-Na’-(X’X’X’)k-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-(Z’Z’Z’)l-Na
’-nq’5'
　(III)
［式中、i、j、k、およびlはそれぞれ独立して0または1である；
　p、p’、q、およびq’はそれぞれ独立して0～6である；
　NaおよびNa’はそれぞれ独立して0～25 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配
列を表し、各配列は少なくとも2の異なる修飾ヌクレオチドを含む；
　NbおよびNb’はそれぞれ独立して0～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配
列を表す；
　それぞれNp’、np、nq’、およびnq（それぞれ存在していてもいなくてもよい）は独立
してオーバーハングヌクレオチドを表す；および
　XXX、YYY、ZZZ、X’X’X’、Y’Y’Y’、およびZ’Z’Z’はそれぞれ独立して3連続ヌ
クレオチド上の3つの同じ修飾の1モチーフを表す。］。
【０２２９】
　ある態様において、iは0であり、jは0であるか；またはiは1であり、jは0であるか；ま
たはiが0であり、jが1であるか；またはiおよびjが共に0であるか；またはiおよびjが共
に1である。別の態様において、kは0であり、lは0であるか；またはkは1であり、lは0で
あるか；kが0であり、lが1であるか；またはｋとｌの両方が0であるか；またはｋとｌの
両方が1である。
【０２３０】
　RNAi 2本鎖を形成するセンス鎖およびアンチセンス鎖の典型的組み合わせは下記式を含
む：
　5’np-Na-YYY-Na-nq 3’ 
　3’np’-Na’-Y’Y’Y’-Na’nq’5’ 
　(IIIa)
　5’np-Na-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’ 
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　3’np’-Na’-Y’Y’Y’-Nb’-Z’Z’Z’-Na’nq’5’ 
　(IIIb)
　5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Na-nq 3’ 
　3’np’-Na’-X’X’X’-Nb’-Y’Y’Y’-Na’-nq’5'
　(IIIc)
　5’np-Na-XXX-Nb-YYY-Nb-ZZZ-Na-nq 3’ 
　3’np’-Na’-X’X’X’-Nb’-Y’Y’Y’-Nb’-Z’Z’Z’-Na-nq’5’ 
　(IIId)。
【０２３１】
　RNAi物質が式(IIIa)で示される場合は、Naはそれぞれ独立して2～20、2～15、または2
～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。
【０２３２】
　RNAi物質が式(IIIb)で示される場合は、Nbはそれぞれ独立して1～10、1～7、1～5また
は1～4 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。Na はそれぞれ独立して
2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を表す。
【０２３３】
　RNAi物質が式(IIIc)で示される場合は、Nb、Nb’はそれぞれ独立して0～10、0～7、0～
10、0～7、0～5、0～4、0～2または0修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を
表す。それぞれNa は独立して2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含むオリ
ゴヌクレオチド配列を表す。
【０２３４】
　RNAi物質が式(IIId)で示される場合は、Nb、Nb’はそれぞれ独立して0～10、0～7、0～
10、0～7、0～5、0～4、0～2または0修飾ヌクレオチドを含むオリゴヌクレオチド配列を
表す。Na、Na’はそれぞれ独立して2～20、2～15、または2～10 修飾ヌクレオチドを含む
オリゴヌクレオチド配列を表す。Na、Na’、NbおよびNb’はそれぞれ独立して交互パター
ンの修飾を含む。
【０２３５】
　式(III)、(IIIa)、(IIIb)、(IIIc)、および(IIId)中のX、Y、およびZはそれぞれ同じか
または互いに異なり得る。
【０２３６】
　RNAi物質が式(III)、(IIIa)、(IIIb)、(IIIc)、および(IIId)で示される場合は、Yヌク
レオチドの少なくとも1がY’ヌクレオチドの1つと塩基対を形成しうる。あるいはまた、Y
ヌクレオチドの少なくとも2が対応するY’ヌクレオチドと塩基対を形成しうるか；または
Yヌクレオチドの3つすべてがすべて対応するY’ヌクレオチドと塩基対を形成しうる。
【０２３７】
　RNAi物質が式(IIIb)または(IIId)で示される場合は、Zヌクレオチドの少なくとも1がZ
’ヌクレオチドの1つと塩基対を形成しうる。あるいはまた、Zヌクレオチドの少なくとも
2が対応するZ’ヌクレオチドと塩基対を形成するか；またはZヌクレオチドの3つすべてが
すべて対応するZ’ヌクレオチドと塩基対を形成する。
【０２３８】
　RNAi物質が式(IIIc)または(IIId)で示される場合は、Xヌクレオチドの少なくとも1がX
’ヌクレオチドの1つと塩基対を形成しうる。あるいはまた、Xヌクレオチドの少なくとも
2が対応するX’ヌクレオチドと塩基対を形成するか、またはXヌクレオチドの3つすべてが
すべて対応するX’ヌクレオチドと塩基対を形成する。
ある態様において、Yヌクレオチドの修飾はY’ヌクレオチドの修飾と異なり、Zヌクレオ
チドの修飾はZ’ヌクレオチドの修飾と異なり、および/またはXヌクレオチドの修飾はX’
ヌクレオチドの修飾と異なる。
【０２３９】
　ある態様において、RNAi物質が式(IIId)で示される場合は、Na修飾は2’-O-メチルまた
は2’-フルオロ修飾である。別の態様において、RNAi物質が式(IIId)で示される場合は、
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Na修飾は2’-O-メチルまたは2’-フルオロ修飾であり、Np’＞0であり、少なくとも1のnp
’が隣り合ったヌクレオチドとホスホロチオエート結合を介して結合している。さらに別
の態様において、RNAi物質が式(IIId)で示される場合は、Na修飾は2’-O-メチルまたは2
’-フルオロ修飾であり、np’＞0であり、少なくとも1のnp’が隣り合ったヌクレオチド
とホスホロチオエート結合を介して結合しており、センス鎖は二価または三価の分岐鎖リ
ンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。別の態様にお
いて、RNAi物質が式(IIId)で示される場合は、Na修飾は2’-O-メチルまたは2’-フルオロ
修飾であり、np’＞0であり、少なくとも1のnp’は隣り合ったヌクレオチドとホスホロチ
オエート結合を介して結合しており、センス鎖は二価または三価の分岐鎖リンカーを介し
て結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。
【０２４０】
　ある態様において、RNAi物質が式(IIIa)で示される場合は、Na修飾は2’-O-メチルまた
は2’-フルオロ修飾であり、np’＞0であり、少なくとも1のnp’は隣り合ったヌクレオチ
ドとホスホロチオエート結合を介して結合しており、センス鎖は二価または三価の分岐鎖
リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc誘導体と結合している。
【０２４１】
　ある態様において、RNAi物質は2本鎖がリンカーにより結合している式(III)、(IIIa)、
(IIIb)、(IIIc)、および(IIId)で示される少なくとも2の2本鎖を含むマルチマーである。
該リンカーは開裂性または非開裂性でありうる。所望により、該マルチマーはさらにリガ
ンドを含む。各2本鎖は、同じ遺伝子または2つの異なる遺伝子を標的とすることができる
か、または各2本鎖は2つの異なる標的部位の同じ遺伝子を標的とすることができる。
【０２４２】
　ある態様において、RNAi物質は2本鎖がリンカーにより結合している式(III)、(IIIa)、
(IIIb)、(IIIc)、および(IIId)で示される3、4、5、6またはそれ以上の2本鎖を含むマル
チマーである。該リンカーは開裂性または非開裂性でありうる。所望により、該マルチマ
ーはさらにリガンドを含む。各2本鎖は、同じ遺伝子または2つの異なる遺伝子を標的とす
ることができるか、または各2本鎖は2つの異なる標的部位の同じ遺伝子を標的とすること
ができる。
【０２４３】
　ある態様において、式(III)、(IIIa)、(IIIb)、(IIIc)、および(IIId)で示される2つの
RNAi物質は、5’末端、および3’末端の1または両方で互いに結合し、所望によりリガン
ドと結合している。各該物質は同じ遺伝子または2つの異なる遺伝子を標的とすることが
できるか、または各該物質は2つの異なる標的部位の同じ遺伝子を標的とすることができ
る。
【０２４４】
　種々の刊行物が本発明の方法に用いることができるマルチマーRNAi物質を開示している
。そのような刊行物は、WO2007/091269、米国特許No. 7858769、WO2010/141511、WO2007/
117686、WO2009/014887、およびWO2011/031520を含む(これらの全内容は本明細書の一部
を構成する)。
【０２４５】
　1またはそれ以上の炭化水素部分とRNAi物質との結合を含むRNAi物質は、RNAi物質の1ま
たはそれ以上の特性を最適化することができる。多くの場合、該炭化水素部分はRNAi物質
の修飾サブユニットと結合するだろう。例えば、dsRNA物質の1またはそれ以上のリボヌク
レオチドサブユニットのリボース糖は、別の成分、例えば炭化水素リガンドが結合してい
る非多価水素（好ましくは環式）担体と置換することができる。該サブユニットのリボー
ス糖がそのように置換しているリボヌクレオチドサブユニットは、本明細書ではリボース
置換修飾サブユニット(RRMS)という。環式担体は炭素環系である（すなわち、すべての環
原子が炭素原子である）か、または複素環系（すなわち、1またはそれ以上の環原子がヘ
テロ原子、例えば窒素、酸素、イオンである）でありうる。該環式担体は、単環系である
か、または2またはそれ以上の環、例えば融合環を含みうる。該環式担体は完全飽和環系
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であるか、または1またはそれ以上の二重結合を含みうる。
【０２４６】
　該リガンドは担体を介してポリヌクレオチドと結合しうる。該担体は、(i) 少なくとも
1の「骨格付着点」、好ましくは2つの「骨格付着点」、および(ii) 少なくとも1の「連結
付着点」を含む。本明細書で用いている「骨格付着点」は、官能基、例えばヒドロキシル
基、または一般的には該担体のリボ核酸の骨格（例えば、リン酸塩または修飾リン酸塩、
例えば硫黄を含む骨格）への取り込みに利用可能なそれに適した結合を表す。ある態様に
おいて「連結付着点」(TAP)は、選択した部分と接続する環式担体の構成環原子、例えば
炭素原子またはヘテロ原子（骨格付着点をもたらす原子と異なる）を表す。該部分は、例
えば炭化水素、例えば単糖、二糖、三糖、四糖、オリゴ糖、および多糖であり得る。所望
により、選択した部分を環式担体と介在テザーにより連結する。したがって、環式担体は
、しばしば、官能基、例えばアミノ基を含むか、または一般的には、別の化学物質、例え
ばリガンドの構成環への組み込みまたは連結に適した結合を提供するだろう。
【０２４７】
　RNAi物質は担体を介してリガンドと結合することができ、該担体は環式基または非環式
基でありうる。該環式基は、ピロリジニル、ピラゾリニル、ピラゾリジニル、イミダゾリ
ニル、イミダゾリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、[1,3]ジオキソラン、オキサゾ
リジニル、キソキサゾリジニル、モルホリニル、チアゾリジニル、イソチアゾリジニル、
キノキサリニル、ピリダジノニル、テトラヒドロフリル、およびデカリンから選ばれ、好
ましくは、非環式基はセリノール骨格またはジエタノールアミン骨格から選ばれる。
【０２４８】
　ある特定の態様では、本発明の方法に用いるためのRNAi物質は表1、2、5、および7のい
ずれかに記載の物質の群から選ばれる物質である。これらの物質はさらにリガンドを含み
うる。
A.　リガンド
【０２４９】
　本発明の2本鎖RNA(dsRNA)物質は、所望により1またはそれ以上のリガンドと結合しうる
。リガンドはセンス鎖、アンチセンス鎖、または両鎖の3’末端、5’末端、または両末端
に付着する。例えば、リガンドはセンス鎖と結合しうる。好ましい態様において、リガン
ドはセンス鎖の3’末端と結合する。好ましい態様において、リガンドはGalNAc リガンド
である。特に好ましい態様において、リガンドはGalNAc3：
【化３】

である。
【０２５０】
　ある態様において、リガンド、例えばGalNAcリガンドはRNAi物質の3’末端に付着する
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。ある態様において、RNAi物質は下記略図に示すようにリガンド、例えばGalNAcリガンド
と結合する：
【化４】

［式中、XはOまたはSである。］。ある態様において、XはOである。
【０２５１】
　多種多様なエンティティを本発明のRNAi物質と結合させることができる。好ましい部分
は直接または介在テザーを介して間接的に結合、好ましくは共有結合することができるリ
ガンドである。
【０２５２】
　好ましい態様において、リガンドはそれが結合する分子の分布、標的化、または寿命を
変化させる。
【０２５３】
　好ましい態様において、リガンドは、そのようなリガンドを欠く種に比べて、標的、例
えば、分子、細胞、または細胞種、コンパートメント、レセプター、例えば細胞または器
官コンパートメント、組織、器官、または身体の領域に対する親和性の増強をもたらす。
選択した標的に対する親和性の増強をもたらすリガンドは標的化リガンドともいう。
【０２５４】
　あるリガンドはエンドソーム溶解特性を有しうる。エンドソーム溶解リガンドはエンド
ソームの溶解および/または本発明組成物またはその成分のエンドソームから細胞の細胞
質への輸送を促進する。エンドソーム溶解リガンドは、pH依存性膜活性および膜融合性（
fusogenicity）を示すポリアニオン性ペプチドまたはペプチド模倣物でありうる。ある態
様において、エンドソーム溶解リガンドは、エンドソームpHでその活性コンフォメーショ
ンをとる。「活性」コンフォメーションは、エンドソーム溶解リガンドがエンドソームの
溶解、および/または本発明組成物またはその成分のエンドソームから細胞の細胞質への
輸送を促進するコンフォメーションである。典型的なエンドソーム溶解リガンドは、GALA
ペプチド(Subbarao et al.、Biochemistry、1987、26： 2964-2972)、EALAペプチド(Voge
l et al.、J. Am. Chem. Soc.、1996、118： 1581-1586)、およびそれらの誘導体(Turk e
t al.、Biochem. Biophys. Acta、2002、1559： 56-68)を含む。ある態様において、エン
ドソーム溶解成分は、pHの変化に応じて荷電変化またはプロトン化を受ける化学基（例え
ばアミノ酸）を含みうる。エンドソーム溶解成分は直線状または分岐状でありうる。
【０２５５】
　リガンドは、輸送、ハイブリダイゼーション、および特異性特性を改善するとができ、
結果として生じる天然または修飾オリゴリボヌクレオチド、または本明細書に記載のモノ
マーおよび/または天然または修飾リボヌクレオチドのあらゆる組み合わせを含むポリマ
ー分子のヌクレアーゼ耐性も改善しうる。一般的にリガンドは、例えば取り込みを増強す
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るための治療的修飾因子；例えば分布をモニターするための診断的化合物またはレポータ
ー基；架橋剤；およびヌクレアーゼ耐性付与部分を含みうる。一般的な例は、脂質、ステ
ロイド、ビタミン、糖、タンパク質、ペプチド、ポリアミン、およびペプチド模倣物を含
む。
【０２５６】
　リガンドは、天然物質、例えばタンパク質(例えば、ヒト血清アルブミン(HSA)、低密度
リポタンパク質(LDL)、高密度リポタンパク質(HDL)、またはグロブリン)；炭化水素(例え
ば、デキストラン、プルラン、キチン、キトサン、イヌリン、シクロデキストリン、また
はヒアルロン酸)；または脂質を含みうる。リガンドは、組換えまたは合成分子、例えば
合成ポリマー、例えば合成ポリアミノ酸、オリゴヌクレオチド(例えばアプタマー)でもあ
りうる。ポリアミノ酸の例は、ポリリジン(PLL)、ポリL-アスパラギン酸、ポリL-グルタ
ミン酸、スチレン-無水マレイン酸コポリマー、ポリ(L-ラクチド-コ-グリコリド)コポリ
マー、ジビニルエーテル-無水マレイン酸コポリマー、N-(2-ヒドロキシプロピル)メタク
リルアミドコポリマー(HMPA)、ポリエチレングリコール(PEG)、ポリビニルアルコール(PV
A)、ポリウレタン、ポリ(2-エチルアクリル酸)、N-イソプロピルアクリルアミドポリマー
、またはポリホスファジンを含む。
【０２５７】
　ポリアミンの例は以下のものを含む：ポリエチレンイミン、ポリリジン(PLL)、スペル
ミン、スペルミジン、ポリアミン、シュードペプチド-ポリアミン、ペプチド模倣物ポリ
アミン、デンドリマーポリアミン、アルギニン、アミジン、プロタミン、カチオン性脂質
、カチオン性ポリフィリン、ポリアミンの4級塩、またはαヘリックスのペプチド。
【０２５８】
　リガンドは、標的群、例えば細胞または組織標的物質、例えば、レシチン、糖タンパク
質、脂質、またはタンパク質、例えば腎細胞などの特定の細胞種と結合する抗体も含みう
る。標的群は、サイロトロピン、メラノトロピン、レシチン、糖タンパク質、界面活性剤
プロテインA、ムチン炭化水素、多価ラクトース、多価ガラクトース、N-アセチル-ガラク
トサミン、N-アセチル-グルコサミン多価 マンノース、多価フコース、グリコシル化ポリ
アミノ酸、多価ガラクトース、トランスフェリン、ビスホスホネート、ポリグルタメート
、ポリアスパルテート、脂質、コレステロール、ステロイド、胆汁酸、フォレート、ビタ
ミンB12、ビオチン、RGDペプチド、RGDペプチド模倣物、またはアプタマーを含みうる。
【０２５９】
　リガンドの他の例は以下のものを含む：染料、挿入剤(例えばアクリジン)、架橋剤(例
えば、ソラレン、マイトマイシンC)、ポリフィリン(TPPC4、テキサフィリン、サフィリン
)、多環式芳香族炭化水素(例えば、フェナジン、ジヒドロフェナジン)、人工エンドヌク
レアーゼまたはキレート剤(例えば、EDTA)、脂溶性分子、例えば、コレステロール、コー
ル酸、アダマンタン酢酸、1-ピレン酪酸、ジヒドロテストステロン、1,3-ビス-O(ヘキサ
デシル)グリセロール、ゲラニルオキシヘキシル基、ヘキサデシルグリセロール、ボルネ
オール、メントール、1,3-プロパンジオール、ヘプタデシル基、パルミチン酸、ミリスチ
ン酸、O3-(オレオイル)リトコール酸、O3-(オレオイル)コレイン酸、ジメトキシトリチル
、またはフェノキサジン)およびペプチドコンジュゲート(例えば、アンテナペディアペプ
チド、Tatペプチド)、アルキル化剤、リン酸塩、アミノ、メルカプト、PEG(例えば、PEG-
40K)、MPEG、[MPEG]2、ポリアミノ、アルキル、置換アルキル、放射標識マーカー、酵素
、ヘプタン(例えば、ビオチン)、輸送/吸収促進剤(例えば、アスピリン、ビタミンE、葉
酸)、合成リボヌクレアーゼs(例えば、イミダゾール、ビスイミダゾール、ヒンスタミン
、イミダゾールクラスター、アクリジン-イミダゾールコンジュゲート、テトラアザ大環
状化合物のEu3+複合体)、ジニトロフェニル、HRP、またはAP。
【０２６０】
　リガンドは、タンパク質、例えば、糖タンパク質、またはペプチド、例えばコリガンド
と特異的親和性を有する分子、または抗体、例えば、特定の細胞種、例えば癌細胞、内皮
細胞、または骨細胞と結合する抗体でありうる。リガンドはホルモンおよびホルモンレセ
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プターも含みうる。リガンドは、非ペプチド種、例えば脂質、レクチン、炭化水素、ビタ
ミン、コファクター、多価ラクトース、多価ガラクトース、N-アセチル-ガラクトサミン
、N-アセチル-グルコサミン多価マンノース、多価フコース、またはアプタマーも含むこ
とができる。リガンドは、例えは、リポ多糖、p38 MAPキナーゼの活性化因子、またはNF-
κBの活性化因子でありうる。リガンドは、例えば細胞の細胞骨格を破壊することにより
、例えば細胞の微小管、マイクロフィラメント、および/または中間フィラメントを破壊
することによりiRNA物質の細胞内への取り込みを増加させることができる薬剤などの物質
でありうる。該薬剤は、例えばタキソン、ビンクリスチン、ビンブラスチン、サイトカラ
シン、ノコダゾール、ジャスプラキノリド、ラトルンクリンA、パロイジン、スウィンホ
リドA、インダノシン、またはミオセルビンでありうる。リガンドは、例えば炎症反応を
活性化することによりオリゴヌクレオチドの細胞への取り込みを増加させることができる
。そのような効果を有する典型的なリガンドは、腫瘍壊死因子α(TNFα)、インターロイ
キン-1β、またはγインターフェロンを含む。
【０２６１】
　ある局面において、リガンドは脂質または脂質ベースの分子である。そのような脂質ま
たは脂質ベースの分子は、好ましくは血清タンパク質、例えばヒト血清アルブミン(HSA)
と結合する。HSA結合リガンドは、標的組織、例えば身体の非腎臓標的組織に対するコン
ジュゲートの分布を可能にする。例えば、標的組織は肝臓（肝臓の実質細胞を含む）であ
りうる。HSAと結合することができる他の分子はリガンドとして用いることもできる。例
えば、ナプロキセンまたはアスピリンを用いることができる。脂質または脂質ベースのリ
ガンドは、(a)コンジュゲートの分解に対する抵抗性を増加し、(b)標的化、または標的細
胞または細胞膜への輸送を増加し、および/または(c)血清タンパク質、例えばHSAへの結
合を調節するために用いることができる。
【０２６２】
　脂質ベースのリガンドは、標的組織へのコンジュゲートの結合を調節（例えば制御）す
るのに用いることができる。例えば、HSAにより強く結合する脂質または脂質ベースのリ
ガンドは、腎臓を標的とする可能性が低いため、身体から除去される可能性がひくいだろ
う。HSAとの結合があまり強くない脂質または脂質ベースのリガンドはコンジュゲートを
腎臓に標的化するのに用いることができる。
【０２６３】
　好ましい態様において、脂質ベースのリガンドはHSAと結合する。好ましくは、該リガ
ンドは、該コンジュゲートが好ましくは非腎臓組織に分布するように充分な親和性でHSA
と結合する。しかしながら、親和性がHSA-リガンド結合が逆転できないほど強くないこと
が好ましい。
【０２６４】
　別の好ましい態様において、脂質ベースのリガンドはHSAと弱く結合するか、または全
く結合せず、該コンジュゲートは好ましくは腎臓に分布する。腎細胞を標的とする他の部
分も脂質ベースのリガンドの代わりまたはそれに加えて用いることができる。
【０２６５】
　別の局面において、該リガンドは増殖細胞などの標的細胞が取り込むビタミンなどの部
分である。これらは、例えば悪性または非悪性種、例えば癌細胞の望まない細胞増殖を特
徴とする疾患を治療するのに有用である。典型的なビタミンは、ビタミンA、E、およびK
を含む。他の典型的なビタミンは、ビタミンB、例えば、葉酸、B12、リボフラビン、ビオ
チン、ピリドキサル、または癌細胞に取り込まれる他のビタミンまたは栄養素を含む。HA
S、低密度リポタンパク質(LDL)および高密度リポタンパク質(HDL)も含まれる。
【０２６６】
　別の局面において、リガンドは細胞浸透物質、好ましくはヘリックス細胞浸透物質であ
る。好ましくは、該物質は両親媒性である。典型的な物質はtatまたはアンテノペディア
などのペプチドである。該物質がペプチドである場合は修飾することができ、ペプチジル
模倣物、逆転変異体、非ペプチド、またはシュードペプチド結合、およびDアミノ酸の使
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用が含まれる。ヘリックス物質は好ましくは、好ましくは脂溶性および疎油性相を有する
αヘリックス剤である。
【０２６７】
　リガンドはペプチドまたはペプチド模倣物でありうる。ペプチド模倣物(本明細書では
オリゴペプチド模倣物ともいう)は、天然ペプチドと同様の明確な3次元構造にホールドす
ることができる分子である。該ペプチドまたはペプチド模倣物部分は約5～50アミノ酸の
長さ、例えば、約5、10、15、20、25、30、35、40、45、または50アミノ酸の長さであり
うる。ペプチドまたはペプチド模倣物は、例えば細胞浸透ペプチド、カチオン性ペプチド
、両親媒性ペプチド、または疎水性ペプチド(例えば、主としてTyr、Trp、またはPheから
なる)でありうる。該ペプチド部分は、デンドリマーペプチド、拘束ペプチド、または架
橋ペプチドでありうる。別の代替手段では、該ペプチド部分は、疎水性膜転移配列(MTS)
を含むことができる。典型的な疎水性MTS含有ペプチドは、アミノ酸配列AAVALLPAVLLALLA
P(配列番号29)を有するRFGFである。疎水性MTSを含むRFGFアナログ(例えばアミノ酸配列 
AALLPVLLAAP(配列番号30))は、標的化部分も含みうる。該ペプチド部分は、細胞膜を横切
るペプチド、オリゴヌクレオチド、およびタンパク質を含む大極性分子を運ぶことができ
る「送達」ペプチドでありうる。例えば、HIV Tatタンパク質由来の配列(GRKKRRQRRRPPQ
；配列番号31)およびDrosophila Antennapediaタンパク質由来の配列(RQIKIWFQNRRMKWKK
；配列番号32)は、送達ペプチドとして機能することができることが解っている。ペプチ
ドまたはペプチド模倣物は、ファージディスプレイライブラリーまたは1ビーズ1化合物(O
BOC)組み合わせライブラリーから同定されたペプチドなどのDNAのランダム配列によりコ
ードされうる(Lam et al.、Nature、354：82-84、1991)。好ましくは、組み込んだモノマ
ー単位を介してiRNA物質と結合するペプチドまたはペプチド模倣物は、細胞標的化ペプチ
ド、例えばアルギニン-グリシン-アスパラギン酸(RGD)-ペプチド、またはRGD模倣物であ
る。ペプチド部分は約5アミノ酸～約40アミノ酸の長さの範囲でありうる。該ペプチド部
分は、例えば安定性または直接コンフォメーション特性を増加させる構造的修飾を有しう
る。下記構造修飾のいずれかを用いることができる。RGDペプチド部分は、標的細胞、例
えば内皮腫瘍細胞または乳癌細胞を標的とするために用いることができる(Zitzmann et a
l.、Cancer Res.、62：5139-43、2002)。RGDペプチドは、肺、腎臓、脾臓、または肝臓を
含む種々の他の組織の腫瘍に対するiRNA物質の標的化を促進ことができる(Aoki et al.、
Cancer Gene Therapy 8：783-787、2001)。好ましくは、RGDペプチドは腎臓へのiRNA物質
の標的化を促進するだろう。RGDペプチドは、直線状または環状でありえ、特定組織への
標的化を促進するために修飾（例えばグリコシル化またはメチル化）することができる。
例えば、グリコシル化RGDペプチドは、αVβ3発現腫瘍細胞にiRNA物質を送達することが
できる(Haubner et al.、Jour. Nucl. Med.、42：326-336、2001)。増殖細胞中に豊富化
されたマーカーを標的とするペプチドを用いることができる。例えば、ペプチドおよびペ
プチド模倣物を含むRGDは癌細胞、特にインテグリンを提示する細胞を標的とすることが
できる。したがって、RGD ペプチド、RGDを含む環状ペプチド、D-アミノ酸を含むRGDペプ
チド、および合成RGD模倣物を用いうる。RGDに加えて、インテグリンリガンドを標的とす
る他の部分を用いることができる。一般的には、そのようなリガンドを用いて増殖細胞お
よび血管新生を制御することができる。好ましいこのタイプのリガンドのコンジュゲート
は、PECAM-1、VEGF、または他の癌遺伝子、例えば本明細書に記載の癌遺伝子を標的とす
る。
【０２６８】
　「細胞浸透ペプチド」は細胞、例えば微生物細胞、例えば細菌または真菌細胞、または
哺乳動物細胞、例えばヒト細胞に浸透することができる。微生物細胞浸透ペプチドは、例
えばα-ヘリックス線状ペプチド(例えば、LL-37またはセロピンP1)、ジスルフィド結合含
有ペプチド(例えば、α-デフェンシン、β-デフェンシン、またはバクテネシン)、または
1または2つだけ優性アミノ酸を含むペプチド(例えば、PR-39またはインドリシジン)を含
みうる。細胞浸透ペプチドは、核局在シグナル(NLS)も含みうる。例えば、細胞浸透ペプ
チドは、HIV-1 gp41とSV40大T抗原のNLSの融合ペプチドドメイン由来のMPGなどの二連両
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親媒性ペプチドでありうる(Simeoni et al.、Nucl. Acids Res. 31：2717～2724、2003)
。
【０２６９】
　ある態様において、標的とするペプチドは、両親媒性α-ヘリックスペプチドでありう
る。典型的な両親媒性α-ヘリックスペプチドは、限定されるものではないが以下のもの
を含む：セクロピン、リコトキシン、パラダキシン、ブロリン、CPF、ボンビニン様ペプ
チド(BLP)、カテリシジン、セラトトキシン、S. clavaペプチド、メクラウナギ腸抗菌性
ペプチド(HFIAP)、マガイニン、ブレビニン-2、デルマセプチン、メリチン、プレウロシ
ジン、H2Aペプチド、アフリカツメガエルペプチド、エスクレンチニス-1、およびカエリ
ン。好ましくは、多くの因子がヘリックス安定性の完全性を維持すると考えられる。例え
ば、最大数のヘリックス安定化残基を利用し(例えば、leu、ala、またはlys)、最小数の
ヘリックス不安定化残基が利用されるだろう（例えばプロリンまたは環状モノマー単位）
。キャッピング残基が考慮され(例えばGlyは典型的なN-キャッピング残基である)、およ
び/またはC-末端アミド化を用いて余分なH結合を提供しヘリックスを安定化することがで
きる。)。i±3またはi±4位で分離される逆荷電の残基間の塩架橋の形成は安定性をもた
らすことができる。例えば、カチオン性残基、例えば、リジン、アルギニン、ホモ-アル
ギニン、オルニチン、またはヒスチジンは、アニオン性残基のグルタメートまたはアスパ
ルテートで塩架橋を形成することができる。
【０２７０】
　ペプチドおよびペプチド模倣物リガンドは、
天然または修飾ペプチド、例えば、DまたはL-ペプチド；α、β、またはγペプチド；N-
メチルペプチド；アザペプチド；1またはそれ以上のアミドを有するペプチド、すなわち
結合が1またはそれ以上のウレア、チオウレア、カルバメート、またはスルホニル尿素結
合で置換したペプチド；または環状ペプチドを揺するものを含む。
【０２７１】
　標的化リガンドは、特定のレセプターを標的にすることができるあらゆるリガンドであ
りうる。例には、ホーレート、GalNAc、ガラクトース、マンノース、マンノース-6P、糖
のクラスター、例えばGalNAcクラスター、マンノースクラスター、ガラクトースクラスタ
ー、またはアプタマーがある。クラスターは2またはそれ以上の糖単位の組み合わせであ
る。標的化リガンドは、インテグリンレセプターリガンド、ケモカインレセプターリガン
ド、トランスフェリン、ビオチン、セロトニンレセプターリガンド、PSMA、エンドテリン
、GCPII、ソマトスタチン、LDLおよびHDLリガンドも含む。該リガンドは核酸ベースもあ
りうる（例えばアプタマー）。アプタマーは非修飾かまたは本明細書に記載の修飾のあら
ゆる組み合わせを有しうる。
【０２７２】
　エンドソーム放出物質は以下のものを含む：イミダゾール、ポリまたはオリゴイミダゾ
ール、PEI、ペプチド、融合性ペプチド、ポリカルボキシレート、ポリアカチオン、マス
クされたオリゴまたはポリカチオンまたはアニオン、アセタール、ポリアセタール、ケタ
ール/ポリケタール、アルソエステル、マスクされるかまたは非マスクのカチオンまたは
アニオン荷電を有するポリマー、マスクされるかまたは非マスクのカチオンまたはアニオ
ン荷電を有するデントリマー。
【０２７３】
　PKモジュレーターは薬物動態モジュレーターを表す。PKモジュレーターは、リポフィル
、胆汁酸、ステロイド、リン脂質アナログ、ペプチド、タンパク質結合物質、PEG、ビタ
ミンなどを含む。典型的PKモジュレーターは、限定されるものではないが、コレステロー
ル、脂肪酸、コール酸、リトコール酸、ジアルキルグリセリド、ジアシルグリセリド、リ
ン脂質、スフィンゴ脂質、ナプロキセン、イブプロフェン、ビタミンE、ビオチンなどを
含む。多くのホスホロチオエート結合を含むオリゴヌクレオチドは血清タンパク質と結合
することも知られており、したがって、短いオリゴヌクレオチド、例えば骨格に複数のホ
スホロチオエート結合を含む約5塩基、10塩基、15塩基、または20塩基のオリゴヌクレオ
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チドなどの短いオリゴヌクレオチドもリガンド(例えばPK調節リガンドとして)として本発
明に適応する。
【０２７４】
　さらに、血清成分（例えば血清タンパク質）と結合するアプタマーもPK調節リガンドと
して本発明に適応する。
【０２７５】
　本発明に適応する他のリガンドコンジュゲートは以下に記載されている：米国特許出願
USSN： 10/916,185、2004年8月10日出願；USSN：10/946,873、2004年9月21日出願；USSN
：10/833,934、2007年8月3日出願；USSN：11/115,989、2005年4月27日出願、およびUSSN
：11/944,227、2007年11月21日出願(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。
【０２７６】
　2またはそれ以上のリガンドが存在する場合は、該リガンドがすべて同じ特性を持つか
、すべてが異なる特性を持つか、またはいくつかのリガンドが同じ特性を持ち、その他が
異なる特性を持ちうる。例えば、リガンドは、標的化特性を有するか、エンドソーム溶解
活性を有するか、またはPK調節特性を有しうる。好ましい態様において、すべてのリガン
ドが異なる特性を有する。
【０２７７】
　リガンドは、種々の場所、例えば、3’末端、5’末端、および/または内部の位置でオ
リゴヌクレオチドと結合することができる。好ましい態様において、該リガンドは、介在
テザー、例えば本明細書に記載の担体を介してオリゴヌクレオチドと結合する。リガンド
またはデザードリガンドは、モノマーを成長している鎖に組み込むとモノマー上に存在し
うる。ある態様において、リガンドは、「前駆体」モノマーを成長している鎖内に組み込
んだ後に「前駆体」モノマーにカップリングにより組み込むことができる。例えば、アミ
ノ終端テザー(すなわち、結合リガンドがない)を有するモノマー（例えばTAP-(CH2)nNH2
）を、成長しているオリゴヌクレオチド鎖に組み込むことができる。次の操作において（
すなわち前駆体モノマーを該鎖に組み込んだ後に）、求電子基、例えばペンタフルオロフ
ェニルエステルまたはアルデヒド基を有するリガンドを、リガンドの求電子基と前駆体モ
ノマーのテザーの末端求核基をカップリングすることにより前駆体モノマーに結合させる
ことができる。
【０２７８】
　別の例において、クリックケミストリー反応に参加するのに適した化学基を有するモノ
マーを組み込むことができる（例えばアジドまたはアルキン終端テザー/リンカー）。次
の操作において（すなわち前駆体モノマーを該鎖に組み込んだ後に）、相補的化学基、例
えばアルキンまたはアジドを有するリガンドを、アルキンとアジドを一緒にカップリング
することにより前駆体モノマーと結合させることができる。
【０２７９】
　2本鎖オリゴヌクレオチドではリガンドを1本または両方の鎖と結合することができる。
ある態様において、2本鎖iRNA物質はセンス鎖と結合したリガンドを含む。他の態様にお
いて、2本鎖iRNA物質はアンチセンス鎖と結合したリガンドを含む。
【０２８０】
　ある態様において、リガンドは、核酸分子の核酸塩基、糖部分、またはヌクレオシド間
結合と結合することができる。プリン核酸塩基またはその誘導体との結合は、環内および
環外原子を含むあらゆる位置に生じうる。ある態様では、プリン核酸塩基の2、6、7、ま
たは8位をコンジュゲート部分と結合する。ピリミジン核酸塩基またはその誘導体との結
合もあらゆる位置に生じうる。ある態様では、ピリミジン核酸塩基の2、5、および6位を
コンジュゲート部分で置換することができる。ヌクレオシドの糖部分との結合はあらゆる
炭素原子に生じうる。コンジュゲート部分と結合することができる糖部分の炭素原子の例
は2'、3'、および5’炭素原子を含む。1’位をコンジュゲート部分（例えば脱塩基残基）
と結合させることもできる。ヌクレオシド間結合はコンジュゲート部分も有しうる。リン
含有結合（例えばホスホジエステル、ホスホロチオエート、ホスホロジチオテート、ホス
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ホロアミデートなど）では、コンジュゲート部分はリン原子、またはリン原子と結合した
O、N、またはS原子と直接結合することができる。アミンまたはアミド含有ヌクレオシド
間結合(例えばPNA)では、コンジュゲート部分はアミンまたはアミドの窒素原子または隣
り合った炭素原子と結合することができる。
【０２８１】
　RNA干渉の分野のあらゆる適切なリガンドを用いることができるが、リガンドは典型的
には炭化水素、例えば単糖（例えばGalNAc)、二糖、三糖、四糖、多糖である。
【０２８２】
　リガンドと核酸と結合するリンカーは上記のものを含む。例えば、リガンドは二価また
は三価の分岐鎖リンカーを介して結合した1またはそれ以上のGalNAc(N-アセチルグルコサ
ミン)誘導体でありうる。
【０２８３】
　ある態様において、本発明のdsRNAは、下記式(IV)～(VII)のいずれかに示す構造を含む
二価または三価分岐鎖リンカーと結合している：

【化５】

［式中、q2A、q2B、q3A、q3B、q4A、q4B、q5A、q5B、およびq5Cは独立して存在ごとに0～
20を表し、反復単位は同じかまたは異なりうる；
　P2A、P2B、P3A、P3B、P4A、P4B、P5A、P5B、P5C、T2A、T2B、T3A、T3B、T4A、T4B、T4A

、T5B、T5Cは、それぞれ独立して存在ごとに、無か、CO、NH、O、S、OC(O)、NHC(O)、CH2
、CH2NH、またはCH2Oである；
　Q2A、Q2B、Q3A、Q3B、Q4A、Q4B、Q5A、Q5B、Q5Cは、独立して存在ごとに、無か、アル
キレン、置換アルキレン（ここで、1またはそれ以上のメチレンはO、S、S(O)、SO2、N(RN
)、C(R’)＝C(R”)、C＝C、またはC(O)の1またはそれ以上で断続または終端しうる。）；
　R2A、R2B、R3A、R3B、R4A、R4B、R5A、R5B、R5Cは、それぞれ独立して存在ごとに、無
か、NH、O、S、CH2、C(O)O、C(O)NH、NHCH(Ra)C(O),-C(O)-CH(Ra)-NH-、CO、CH＝N-O、
【化６】

、またはヘテロサイクリルである；
　L2A、L2B、L3A、L3B、L4A、L4B、L5A、L5BおよびL5Cはリガンドを表す（すなわち、そ
れぞれ独立して存在ごとに単糖(例えばGalNAc)、二糖、三糖、四糖、オリゴ糖、または多
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　RaはHまたはアミノ酸側鎖である。］。
【０２８４】
　三価結合GalNAc誘導体、例えば下記式(VII)で示すものは、標的遺伝子の発現を阻害す
るためにRNAi物質とともに用いるのに特に適している：
【化７】

［式中、L5A、L5B、およびL5Cは、単糖、例えばGalNAc誘導体を表す。］。
【０２８５】
　適切な二価および三価分岐鎖リンカー基を結合するGalNAc誘導体の例は、限定されるも
のではないが下記化合物を含む：



(49) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

【化８】
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、または
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【化１０】

。
【０２８６】
　RNAコンジュゲートの製造法を開示する代表的米国特許は、限定されるものではないが
以下のものを含む：米国特許No. 4,828,979；4,948,882；5,218,105；5,525,465；5,541,
313；5,545,730；5,552,538；5,578,717、5,580,731；5,591,584；5,109,124；5,118,802
；5,138,045；5,414,077；5,486,603；5,512,439；5,578,718；5,608,046；4,587,044；4
,605,735；4,667,025；4,762,779；4,789,737；4,824,941；4,835,263；4,876,335；4,90
4,582；4,958,013；5,082,830；5,112,963；5,214,136；5,082,830；5,112,963；5,214,1
36；5,245,022；5,254,469；5,258,506；5,262,536；5,272,250；5,292,873；5,317,098
；5,371,241、5,391,723；5,416,203、5,451,463；5,510,475；5,512,667；5,514,785；5
,565,552；5,567,810；5,574,142；5,585,481；5,587,371；5,595,726；5,597,696；5,59
9,923；5,599,928および5,688,941；6,294,664；6,320,017；6,576,752；6,783,931；6,9
00,297；7,037,646；8,106,022(これらの全内容は本明細書の一部を構成する)。
【０２８７】
　一定の化合物の全位置が均一に修飾される必要は無く、実際に、前記修飾の2以上を1つ
の化合物またはiRNA中の1つのヌクレオシドに組み込むことができる。本発明は、キメラ
化合物であるiRNA化合物も含む。
【０２８８】
　本発明の文脈において「キメラ」iRNA化合物または「キメラ」は、それぞれ少なくとも
1のモノマー単位を構成する2またはそれ以上の化学的に異なる領域（すなわち、dsRNA化
合物の場合はヌクレオチド）を含むiRNA化合物、好ましくはdsRNAである。これらのiRNA
は、典型的にはRNAがヌクレアーゼ分解に対する抵抗性が増加し、細胞への取り込みが増
加し、および/または標的核酸に対する結合親和性が増加したiRNAをもたらすように修飾
されている少なくとも1の領域を含む。さらに、該iRNAのさらなる領域がRNA：DNAまたはR
NA：RNAハイブリッドを開裂することができる酵素の基質として役立ちうる。例として、R
NアーゼHは、RNA：DNA 2本鎖のRNA鎖を開裂する細胞エンドヌクレアーゼである。したが
って、RNアーゼHの活性化はRNA標的の開裂をもたらし、遺伝子発現のiRNA阻害効率を著し
く増強する。したがって、キメラdsRNAを用いると同じ標的領域とハイブリダイズするホ
スホロチオエートデオキシdsRNAと比べてより短いiRNAで同等の結果を得ることができる
ことが多い。RNA標的の開裂は、ゲル電気泳動、および必要であれば当該分野で知られた
関連核酸ハイブリダイゼーション技術によりルーチン的に検出することができる。
【０２８９】
　場合により、iRNAのRNAは、非リガンド基により修飾することができる。多くの非リガ
ンド分子がiRNAの活性、細胞分布、または細胞取り込みを増強するようiRNAと結合してお
り、そのような結合の実施方法は科学文献で利用可能である。そのような非リガンド部分
は以下のものを含む；脂質部分、例えばコレステロール(Kubo、T. et al.、Biochem. Bio
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phys. Res. Comm.、2007、365(1)：54-61；Letsinger et al.、Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA、1989、86：6553)、コール酸(Manoharan et al.、Bioorg. Med. Chem. Lett.、1994
、4：1053)、チオエーテル、例えばヘキシル-S-トリチルチオール(Manoharan et al.、An
n. N.Y. Acad. Sci.、1992、660：306；Manoharan et al.、Bioorg. Med. Chem. Let.、1
993、3：2765)、チオコレステロール(Oberhauser et al.、Nucl. Acids Res.、1992、20
：533)、脂肪族鎖、例えばドデカンジオールまたはウンデシル残基(Saison-Behmoaras et
 al.、EMBO J.、1991、10：111；Kabanov et al.、FEBS Lett.、1990、259：327；Svinar
chuk et al.、Biochimie、1993、75：49)、リン脂質、例えば、ジ-ヘキサデシル-ラク-グ
リセロールまたはトリエチルアンモニウム 1,2-ジ-O-ヘキサデシル-ラク-グリセロ-3-H-
ホスホネート(Manoharan et al.、テトラhedron Lett.、1995、36：3651；Shea et al.、
Nucl. Acids Res.、1990、18：3777)、ポリアミンまたはポリエチレングリコール鎖(Mano
haran et al.、Nucleosides ＆ Nucleotides、1995、14：969)、またはアダマンタン酢酸
(Manoharan et al.、テトラhedron Lett.、1995、36：3651)、パルミチル部分(Mishra et
 al.、Biochim. Biophys. Acta、1995、1264：229)、またはオクタデシルアミンまたはヘ
キシルアミノ-カルボニル-オキシコレステロール部分(Crooke et al.、J. Pharmacol. Ex
p. Ther.、1996、277：923)。そのようなRNAコンジュゲートの製造法を開示する代表的米
国特許は上記している。典型的結合プロトコルは、配列の1またはそれ以上の位置にアミ
ノリンカーを有するRNAの合成を含む。次に、アミノ基を、適切なカップリングまたは活
性化試薬を用いて結合している分子と反応させる。結合反応は、まだ固体支持体と結合し
たRNAを用いるかまたは溶液相でRNAの開裂後に行うことができる。HPLCによるRNAコンジ
ュゲートの精製は、典型的には純粋なコンジュゲートをもたらす。
【０２９０】
　ある態様において、本発明の2本鎖RNAi物質はAD-58681、AD-59054、AD-61719、およびA
D-61444からなる群から選ばれる。
III.  本発明のiRNAの送達
【０２９１】
　ヒト対象(例えば、それを必要とする対象、例えばSerpina1欠乏関連疾患、例えば、Ser
pina1欠乏肝疾患の患者)などの対象内の細胞などの細胞への本発明のiRNA物質の送達は多
くの種々の方法で達成することができる。例えば、送達はin vitroまたはin vivoで細胞
と混合物のiRNAを接触させることにより行うことができる。in vivo送達は、iRNA（例え
ばdsNRA）を含む組成物を対象に投与することにより直接行うこともできる。あるいはま
た、in vivo送達は、iRNAをコードし、その発現をもたらす1またはそれ以上のベクターを
投与することにより間接的に行うことができる。これらの代替法をさらに以下に記載する
。
【０２９２】
　一般的に、核酸分子のあらゆる送達方法(in vitroまたはin vivo)は、本発明のiRNAと
共に用いるのに適応させることができる(例えば、Akhtar S. and Julian RL.(1992) Tren
ds Cell. Biol. 2(5)：139-144、およびWO94/02595参照。(これらの内容は本明細書の一
部を構成する))。in vivo送達では、iRNA分子を送達するために考慮する因子は、例えば
、標的組織における送達分子の生物学的安定性、非特異的効果の防止、および送達分子の
蓄積を含む。iRNAの非特異的効果は、局所投与、例えば組織中への直接注射や埋込または
調製物の局所投与により最小限にすることができる。治療部位への局所投与は、該物質の
局所濃度を最小化し、そうしなければ該物質により損傷するかまたは該物質が分解される
可能性がある全身組織への該物質の暴露を制限し、投与するiRNA分子の総用量を低くする
ことができる。種々の試験がiRNAを局所投与すると遺伝子産物の有効なノックダウンを示
している。例えば、カニクイザルへの硝子体内注射(Tolentino、MJ.、et al(2004) Retin
a 24：132-138)およびマウスへの網膜下注射(Reich、SJ.、et al(2003) Mol. Vis. 9：21
0-216)によるVEGF dsRNAの眼内送達はともに加齢黄斑変性の実験モデルにおいて血管新生
を妨げることが示された。さらに、マウスにおけるdsRNAの直接腫瘍内注射は腫瘍体積を
減少させ(Pille、J.、et al(2005) Mol. Ther.11：267-274)、腫瘍保有マウスの生存を延
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長することができる(Kim、WJ.、et al(2006) Mol. Ther. 14：343-350；Li、S.、et al(2
007) Mol. Ther. 15：515-523)。RNA干渉は、直接注射によるCNSへの局所送達(Dorn、G.
、et al.(2004) Nucleic Acids 32：e49；Tan、PH.、et al(2005) Gene Ther. 12：59-66
；Makimura、H.、et al(2002) BMC Neurosci. 3：18；Shishkina、GT.、et al(2004) Neu
roscience 129：521-528；Thakker、ER.、et al(2004) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
101：17270-17275；Akaneya,Y.、et al(2005) J. Neurophysiol. 93：594-602)および鼻
内投与による肺への局所送達(Howard、KA.、et al(2006) Mol. Ther. 14：476-484；Zhan
g、X.、et al(2004) J. Biol. Chem. 279：10677-10684；Bitko、V.、et al(2005) Nat. 
Med. 11：50-55) でも成功することが示されている。疾患を治療するためのiRNAの全身投
与のためにRNAを修飾するかまたは薬物送達系を用いて送達することができ、両方法はin 
vivoでエンドヌクレアーゼとエクソヌクレアーゼによるdsRNAの急速な分解を防ぐように
働く。RNAまたは医薬的担体の修飾は、iRNA組成物の標的組織への標的化を可能にし、望
ましくない非特異効果を避けることもできる。iRNA分子をコレステロールなどの脂溶性基
への化学結合により修飾し、細胞への取り込みを増強し分解を防ぐことができる。例えば
、脂溶性コレステロール部分と結合したApoBに対するiRNAをマウスに全身的に注射し、肝
臓と空腸の両方にapoB mRNAのノックダウンをもたらした(Soutschek、J.、et al(2004) N
ature 432：173-178)。iRNAとアプタマーとの結合は前立腺癌のマウスモデルにおいて腫
瘍増殖の阻害と腫瘍退縮の仲介を示した(McNamara、JO.、et al(2006) Nat. Biotechnol.
 24：1005-1015)。別の態様において、iRNAはナノ粒子、デンドリマー、ポリマー、リポ
ソーム、またはカチオン性送達系などの薬物送達系を用いて送達することができる。正荷
電カチオン性送達系は、iRNA分子(負荷電)の結合を促進し、負荷電細胞膜での相互作用も
増強し、細胞によるiRNAの効率的取り込みを可能にする。カチオン性脂質、デンドリマー
、またはポリマーをiRNAと結合させるかまたはiRNAを包む小胞またはミセルを形成するよ
う誘導することができる(例えば、Kim SH.、et al(2008) Journal of Controlled Releas
e 129(2)：107-116参照)。さらに、小胞またはミセルの形成は全身投与したときのiRNAの
分解を防ぐ。カチオン性iRNA複合体の製造および投与方法は十分当業者の能力内にある(
例えば、Sorensen、DR.、et al(2003) J. Mol. Biol 327：761-766；Verma、UN.、et al(
2003) Clin. Cancer Res. 9：1291-1300；Arnold、AS et al(2007) J. Hypertens. 25：1
97-205参照(これらの内容は本明細書の一部を構成する))。iRNAの全身送達に有用な薬物
送達系の非限定的例はいかのものを含む：DOTAP(Sorensen、DR.、et al(2003)上記；Verm
a、UN.、et al(2003)上記)、オリゴフェクタミン、「固体核酸脂質粒子」(Zimmermann、T
S.、et al(2006) Nature 441：111-114)、カルディオリピン(Chien、PY.、et al(2005) C
ancer Gene Ther. 12：321-328；Pal、A.、et al(2005) Int J. Oncol. 26：1087-1091)
、ポリエチレンイミン(Bonnet ME.、et al(2008) Pharm. Res. 8月16日、印刷前にEpub；
Aigner、A.(2006) J. Biomed. Biotechnol. 71659)、Arg-Gly-Asp(RGD) ペプチド(Liu、S
.(2006) Mol. Pharm. 3：472-487)、およびポリアミドアミン(Tomalia、DA.、et al(2007
) Biochem. Soc. Trans. 35：61-67；Yoo、H.、et al(1999) Pharm. Res. 16：1799-1804
)。ある態様において、iRNAは全身投与のためにシクロデキストリンと複合体を形成する
。iRNAとシクロデキストリンの医薬組成物および投与方法は米国特許No. 7,427,605に記
載されている(この内容は本明細書の一部を構成する)。
A.　本発明のiRNAをコードするベクター
【０２９３】
　Serpina1遺伝子を標的とするiRNAは、DNAまたはRNAベクターに挿入した転写単位から発
現させることができる(例えば、Couture、A、et al.、TIG.(1996)、12：5-10；Skillern
、A.、et al.、国際PCT公開No. WO 00/22113、Conrad、国際PCT公開No. WO 00/22114、お
よびConrad、米国特許No. 6,054,299参照)。発現は、用いる特定の構築物と標的組織また
は細胞種に応じて一過性（時間～週のオーダーで）、または持続的（週～月またはそれ以
上）でありうる。これらの導入遺伝子は、直線状構築物、環状プラスミド、またはウイル
スベクター（統合または非統合ベクターでありうる）として導入することができる。導入
遺伝子を染色体外プラスミドとして遺伝することができるように構築することもできる(G
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assmann、et al.、Proc. Natl. Acad. Sci. USA(1995) 92：1292)。
【０２９４】
　iRNAの個々の鎖（単数または複数）を発現ベクターのプロモーターから転写することが
できる。2つの分離した鎖を例えばdsRNAを生じるために発現させる場合は、2つの分離し
た発現ベクターを標的細胞に同時に導入する（例えばトランスフェクションまたは感染に
よる）ことができる。あるいはまた、dsRNAの各個々の鎖を共に同じ発現プラスミド上に
位置するプロモーターにより転写することができる。ある態様において、dsRNAをdsRNAが
ステムおよびループ構造を持つようにリンカーポリヌクレオチド配列により結合した逆方
向反復ポリヌクレオチドとして発現させる。
【０２９５】
　iRNA発現ベクターは、一般的にはDNAプラスミドまたはウイルスベクターである。真核
細胞と適合する発現ベクター、好ましくは脊椎動物細胞と適合するものは、本明細書に記
載のiRNAを発現するための組換え構築物を作製するのに用いることができる。真核細胞発
現ベクターは当該分野でよく知られており、多くの商業的供給源から利用可能である。典
型的には、望む核酸断片を挿入するのに好都合な制限部位を含むそのようなベクターが提
供される。iRNA発現ベクターの送達は、例えば静脈内または筋肉内投与によるか、患者か
ら外植した標的細胞に投与し、次いで該患者に再導入するか、または望む標的細胞への導
入を可能にするあらゆる他の手段により全身的でありうる。
【０２９６】
　iRNA発現プラスミドは、カチオン性脂質担体(例えば、オリゴフェクタミン)または非カ
チオン性脂質ベースの担体(例えば、Transit-TKO（登録商標）)との複合体として標的細
胞にトランスフェクトすることができる。1週間またはそれ以上の期間にわたり標的RNAの
異なる領域を標的とするiRNA仲介ノックダウンのための複数の脂質トランスフェクション
も本発明により予期される。宿主細胞へのベクターの導入の成功を種々の既知の方法を用
いてモニターすることができる。例えば、一過性トランスフェクションは、レポーター、
例えば蛍光マーカー、例えば緑色蛍光タンパク質(GFP)を用いて示すことができる。特定
の環境因子(例えば、抗生物質および薬剤)に対する耐性、例えばヒグロマイシンB耐性を
有するトランスフェクション細胞をもたらすマーカーを用いてex vivoの細胞の安定なト
ランスフェクションを保証することができる。
【０２９７】
　本明細書に記載の方法および組成物と共に用いることができるウイルスベクター系は限
定されるものではないが以下のものを含む；(a) アデノウイルスベクター；(b) レトロウ
イルスベクター（限定されるものではないがレンチウイルスベクター、モロニーマウス白
血病ウイルスなどを含む）；(c) アデノ関連ウイルスベクター；(d) 単純ヘルペスウイル
スベクター；(e) SV40ベクター；(f) ポリオーマウイルスベクター；(g) パピローマウイ
ルスベクター；(h) ピコルナウイルスベクター；(i) ポックスウイルスベクター（例えば
オルソポックス、例えばワクシニアウイルスベクターまたはアビポックス、例えばカナリ
ーポックスまたは鶏痘）；および(j)ヘルパー依存性またはガッツレスアデノウイルス。
複製欠陥ウイルスも好都合でありうる。異なるベクターが細胞のゲノムに組み込まれるか
または組み込まれないだろう。該構築物は所望によりトランスフェクションのためのウイ
ルス配列を含むことができる。あるいはまた、該構築物はエピソーム複製を可能にするベ
クター、例えばEPVおよびEBVベクターに組み込むことができる。iRNAを組換え発現させる
ための構築物は、一般的には標的細胞中でのiRNAの発現を保証するために調節エレメント
、例えばプロモーター、エンハンサーなどを必要とするだろう。ベクターおよび構築物の
ために検討する他の局面をさらに以下に記載する。iRNAを送達するのに有用なベクターは
、望む標的細胞または組織中でiRNAを発現させるのに充分な調節エレメント（プロモータ
ー、エンハンサーなど）を含むだろう。調節エレメントは、構成的発現または調節/誘導
性発現のいずれかをもたらすよう選ぶことができる。
【０２９８】
　iRNAの発現は、例えばある種の生理学的調節因子、例えば循環グルコースレベルまたは
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ホルモンに感受性の誘導性調節配列を用いて正確に調節することができる(Docherty et a
l.、1994、FASEB J. 8：20-24)。細胞または哺乳動物におけるdsRNA発現を調節するのに
適したそのような誘導性発現系は、例えばエクジソン、エストロゲン、プロゲステロン、
テトラサイクリン、二量体化の化学誘導物質、およびイソプロピル-β-D1-チオガラクト
ピラノシド(IPTG)による調節を含む。当業者は、iRNA導入遺伝子の目的とする使用に基づ
き適切な調節/プロモーター配列を選ぶことができるだろう。
【０２９９】
　iRNAをコードする核酸配列を含むウイルスベクターを用いることができる。例えば、レ
トロウイルスベクターを用いることができる(Miller et al.、Meth. Enzymol. 217：581-
599(1993)参照)。これらのレトロウイルスベクターは、ウイルスゲノムの正しいパッケー
ジングと宿主DNAへの統合に必要な成分を含む。iRNAをコードする核酸配列を1またはそれ
以上のベクターにクローニングし核酸の患者への送達を促進する。レトロウイルスベクタ
ーについては、例えばBoesen et al.、Biotherapy 6：291-302(1994)（レトロウイルスベ
クターを用いて造血幹細胞にmdr1遺伝子を送達し該幹細胞を化学療法により抵抗性にする
ことについて記載している）により詳細に記載されている。遺伝子発現におけるレトロウ
イルスベクターの使用を示す他の参考文献には以下のものがある：Clowes et al.、J. Cl
in. Invest. 93：644-651(1994)；Kiem et al.、Blood 83：1467-1473(1994)；Salmonsお
よびGunzberg、Human Gene Therapy 4：129-141(1993)；およびGrossman and Wilson、Cu
rr. Opin. in Genetics and Devel. 3：110-114(1993)。使用が予期されるレンチウイル
スベクターは、例えば米国特許No.6,143,520；5,665,557；および5,981,276に記載のHIV
ベースのベクターを含む(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３００】
　アデノウイルスも本発明のiRNAの送達における使用が予期される。アデノウイルスは、
例えば呼吸上皮に遺伝子を送達するのに特に魅力的なビークルである。アデノウイルスは
天然に呼吸上皮に感染し、軽度の疾患を引き起こす。アデノウイルスベースの送達系の他
の標的は、肝臓、中枢神経系、内皮細胞、および筋肉である。アデノウイルスは、非分裂
細胞に感染することができる利点がある。Kozarsky and Wilson、Current Opinion in Ge
neticsおよびDevelopment 3：499-503(1993)はアデノウイルスベースの遺伝子療法の総説
である。Bout et al.、Human Gene Therapy 5：3-10(1994)は、アデノウイルスベクター
を用いるアカゲザルの呼吸上皮への遺伝子の伝達を示した。遺伝子療法におけるアデノウ
イルスの使用の他の例は、Rosenfeld et al.、Science 252：431-434(1991)；Rosenfeld 
et al.、Cell 68：143-155(1992)；Mastrangeli et al.、J. Clin. Invest. 91：225-234
(1993)；PCT公開公報WO94/12649；およびWang、et al.、Gene Therapy 2：775-783(1995)
に記載されている。本発明のiRNAを発現するのに適したAVベクター、組換えAVベクターの
構築方法、および該ベクターの標的細胞への送達方法は、Xia H et al.(2002)、Nat. Bio
tech. 20： 1006-1010に記載されている。
【０３０１】
　アデノ関連ウイルス(AAV)ベクターを本発明のiRNAの送達に用いることもできる(Walsh 
et al.、Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 204：289-300(1993)；米国特許No. 5,436,146)。
ある態様において、iRNAは、例えばU6またはH1 RNAプロモーターまたはサイトメガロウイ
ルス(CMV)プロモーターを有する組換えAAVベクターから2つの分離した相補的1本鎖RNA分
子を発現することができる。本発明のdsRNAを発現するのに適したAAVベクター、組換えAV
ベクターの構築方法、および該ベクターの標的細胞への送達方法は以下に記載されている
：Samulski R et al.(1987)、J. Virol. 61： 3096-3101；Fisher K J et al.(1996)、J.
 Virol、70： 520-532；Samulski R et al.(1989)、J. Virol. 63： 3822-3826；米国特
許No. 5,252,479；米国特許No. 5,139,941；国際特許出願No. WO 94/13788；および国際
特許出願No. WO 93/24641(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３０２】
　本発明のiRNAの送達に適した別のウイルスベクターは、ポックスウイルス、例えばワク
シニアウイルス、例えば弱毒化ワクシニア、例えば修飾ウイルスAnkara(MVA)またはNYVAC
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、アビポックス、例えば鶏痘またはカナリーポックス。
【０３０３】
　ウイルスベクターの指向性は、他のウイルス由来のエンベロープタンパク質または他の
表面抗原で該ベクターをシュードタイピングするか、または必要に応じて異なるウイルス
カプシドタンパク質に置換することにより修飾することができる。例えば、レンチウイル
スベクターを、水疱性口炎ウイルス(VSV)、狂犬病、エボラ、モコラ（Mokola）など由来
の表面タンパク質でシュードタイピングすることができる。AAVベクターは該ベクターを
種々のカプシドタンパク質血清型を発現するように操作することにより種々の細胞を標的
にすることができる；例えば、Rabinowitz J E et al.(2002)、J Virol 76：791-801参照
(この内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３０４】
　ベクターの医薬製剤は許容される希釈剤中のベクターを含むか、または遺伝子送達ビー
クルを埋め込んだ徐放性マトリックスを含みうる。あるいはまた、完全遺伝子送達ベクタ
ーを組換え細胞から完全で生成することができる場合は（例えばレトロウイルスベクター
）、該医薬製剤は遺伝子送達系をもたらす1またはそれ以上の細胞を含みうる。
III.　本発明の医薬組成物
【０３０５】
　本発明は、本発明のiRNAを含む医薬組成物および製剤も含む。ある態様において、本発
明は本明細書に記載のiRNAおよび医薬的に許容される担体を含む医薬組成物を提供する。
iRNAを含む医薬組成物は、Serpina1遺伝子の発現または活性と関連する疾患または障害、
例えば、Serpina1欠乏関連疾患、例えばSerpina1欠乏肝疾患を治療するのに有用である。
そのような医薬組成物は送達方法に基づいて処方する。一例は、非経口送達（例えば静脈
内（IV）送達により）を介して全身投与するために処方される組成物である。別の例は、
例えば連続ポンプ注入などにより脳内に注入することにより脳実質中に直接送達するため
に処方する組成物である。
【０３０６】
　本発明のRNAi物質を含む医薬組成物は、例えば緩衝液を含むかまたは含まない溶液、ま
たは医薬的に許容される担体を含む組成物でありうる。そのような組成物は、例えば水性
または結晶組成物、リポソーム製剤、ミセル製剤、エマルジョン、および遺伝子療法ベク
ターを含む。
【０３０７】
　本発明の方法では、RNAi物質を溶液で投与することができる。遊離RNAi物質は非緩衝溶
液（例えば生理食塩水または水中）で投与することができる。あるいはまた、遊離siRNA
は適切な緩衝溶液で投与することができる。緩衝溶液は、酢酸塩、クエン酸塩、プロラミ
ン、炭酸塩、またはリン酸塩、またはそのあらゆる組み合わせを含みうる。好ましい態様
において、緩衝溶液はリン酸緩衝生理食塩水(PBS)である。RNAi物質を含む緩衝溶液のpH
および容量オスモル濃度を対象に投与するのに適するように調整することができる。
【０３０８】
　ある態様において、緩衝溶液は、さらに容量オスモル濃度が望む値、例えばヒト血漿の
生理学的値に維持されるように溶液の容量オスモル濃度を調節するための物質を含む。容
量オスモル濃度を調節するために緩衝溶液に加えることができる溶質は、限定されるもの
ではないが、タンパク質、ペプチド、アミノ酸、非代謝ポリマー、ビタミン、イオン、糖
、代謝物、有機酸、脂質、または塩を含む。ある態様において、該溶液の容量オスモル濃
度を調節するための物質は塩である。ある態様において、該溶液の容量オスモル濃度を調
節するための物質は塩化ナトリウムまたは塩化カリウムである。
【０３０９】
　本発明の医薬組成物はSerpina1遺伝子の発現を阻害するのに十分な用量で投与すること
ができる。一般的には、本発明のiRNAの適切な用量は、約0.001～約200.0mg/kgレシピエ
ント体重/日の範囲、一般的には約1～50mg/kg体重/日の範囲であろう。例えば、dsRNAは
、約0.01mg/kg、約0.05mg/kg、約0.5mg/kg、約1mg/kg、約1.5mg/kg、約2mg/kg、約3mg/kg



(57) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

、約10mg/kg、約20mg/kg、約30mg/kg、約40mg/kg、または約50mg/kg/単回用量で投与する
ことができる。
【０３１０】
　例えば、RNAi物質、例えばdsRNAは以下の用量で投与しうる：約0.1、0.2、0.3、0.4、0
.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、
2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.
8、3.9、4、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5
.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、
7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.
8、8.9、9、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、または約10mg/kg。示した
値の中間の値と範囲も本発明の部分であることを意図する。
【０３１１】
　別の態様において、RNAi物質、例えばdsRNAは以下の用量で投与する：約0.1～約50mg/k
g、約0.25～約50mg/kg、約0.5～約50mg/kg、約0.75～約50mg/kg、約1～約50mg/mg、約1.5
～約50mg/kb、約2～約50mg/kg、約2.5～約50mg/kg、約3～約50mg/kg、約3.5～約50mg/kg
、約4～約50mg/kg、約4.5～約50mg/kg、約5～約50mg/kg、約7.5～約50mg/kg、約10～約50
mg/kg、約15～約50mg/kg、約20～約50mg/kg、約20～約50mg/kg、約25～約50mg/kg、約25
～約50mg/kg、約30～約50mg/kg、約35～約50mg/kg、約40～約50mg/kg、約45～約50mg/kg
、約0.1～約45mg/kg、約0.25～約45mg/kg、約0.5～約45mg/kg、約0.75～約45mg/kg、約1
～約45mg/mg、約1.5～約45mg/kb、約2～約45mg/kg、約2.5～約45mg/kg、約3～約45mg/kg
、約3.5～約45mg/kg、約4～約45mg/kg、約4.5～約45mg/kg、約5～約45mg/kg、約7.5～約4
5mg/kg、約10～約45mg/kg、約15～約45mg/kg、約20～約45mg/kg、約20～約45mg/kg、約25
～約45mg/kg、約25～約45mg/kg、約30～約45mg/kg、約35～約45mg/kg、約40～約45mg/kg
、約0.1～約40mg/kg、約0.25～約40mg/kg、約0.5～約40mg/kg、約0.75～約40mg/kg、約1
～約40mg/mg、約1.5～約40mg/kb、約2～約40mg/kg、約2.5～約40mg/kg、約3～約40mg/kg
、約3.5～約40mg/kg、約4～約40mg/kg、約4.5～約40mg/kg、約5～約40mg/kg、約7.5～約4
0mg/kg、約10～約40mg/kg、約15～約40mg/kg、約20～約40mg/kg、約20～約40mg/kg、約25
～約40mg/kg、約25～約40mg/kg、約30～約40mg/kg、約35～約40mg/kg、約0.1～約30mg/kg
、約0.25～約30mg/kg、約0.5～約30mg/kg、約0.75～約30mg/kg、約1～約30mg/mg、約1.5
～約30mg/kb、約2～約30mg/kg、約2.5～約30mg/kg、約3～約30mg/kg、約3.5～約30mg/kg
、約4～約30mg/kg、約4.5～約30mg/kg、約5～約30mg/kg、約7.5～約30mg/kg、約10～約30
mg/kg、約15～約30mg/kg、約20～約30mg/kg、約20～約30mg/kg、約25～約30mg/kg、約0.1
～約20mg/kg、約0.25～約20mg/kg、約0.5～約20mg/kg、約0.75～約20mg/kg、約1～約20mg
/mg、約1.5～約20mg/kb、約2～約20mg/kg、約2.5～約20mg/kg、約3～約20mg/kg、約3.5～
約20mg/kg、約4～約20mg/kg、約4.5～約20mg/kg、約5～約20mg/kg、約7.5～約20mg/kg、
約10～約20mg/kg、または約15～約20mg/kg。示した値の中間の値と範囲も本発明の部分で
あることを意図する。
【０３１２】
　例えば、RNAi物質、例えばdsRNAは以下の用量で投与しうる：約0.01、0.02、0.03、0.0
4、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1
、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、
2.7、2.8、2.9、3、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、4、4.1、4.2、4.3
、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、
6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6
、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、9、9.1、9.2、9.
3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、または約10mg/kg。示した値の中間の値と範囲も本発
明の部分であることを意図する。
【０３１３】
　別の態様において、RNAi物質、例えばdsRNAは以下の用量で投与する：約0.5～約50mg/k
g、約0.75～約50mg/kg、約1～約50mg/mg、約1.5～約50mg/kg、約2～約50mg/kg、約2.5～
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約50mg/kg、約3～約50mg/kg、約3.5～約50mg/kg、約4～約50mg/kg、約4.5～約50mg/kg、
約5～約50mg/kg、約7.5～約50mg/kg、約10～約50mg/kg、約15～約50mg/kg、約20～約50mg
/kg、約20～約50mg/kg、約25～約50mg/kg、約25～約50mg/kg、約30～約50mg/kg、約35～
約50mg/kg、約40～約50mg/kg、約45～約50mg/kg、約0.5～約45mg/kg、約0.75～約45mg/kg
、約1～約45mg/mg、約1.5～約45mg/kb、約2～約45mg/kg、約2.5～約45mg/kg、約3～約45m
g/kg、約3.5～約45mg/kg、約4～約45mg/kg、約4.5～約45mg/kg、約5～約45mg/kg、約7.5
～約45mg/kg、約10～約45mg/kg、約15～約45mg/kg、約20～約45mg/kg、約20～約45mg/kg
、約25～約45mg/kg、約25～約45mg/kg、約30～約45mg/kg、約35～約45mg/kg、約40～約45
mg/kg、約0.5～約40mg/kg、約0.75～約40mg/kg、約1～約40mg/mg、約1.5～約40mg/kb、約
2～約40mg/kg、約2.5～約40mg/kg、約3～約40mg/kg、約3.5～約40mg/kg、約4～約40mg/kg
、約4.5～約40mg/kg、約5～約40mg/kg、約7.5～約40mg/kg、約10～約40mg/kg、約15～約4
0mg/kg、約20～約40mg/kg、約20～約40mg/kg、約25～約40mg/kg、約25～約40mg/kg、約30
～約40mg/kg、約35～約40mg/kg、約0.5～約30mg/kg、約0.75～約30mg/kg、約1～約30mg/m
g、約1.5～約30mg/kb、約2～約30mg/kg、約2.5～約30mg/kg、約3～約30mg/kg、約3.5～約
30mg/kg、約4～約30mg/kg、約4.5～約30mg/kg、約5～約30mg/kg、約7.5～約30mg/kg、約1
0～約30mg/kg、約15～約30mg/kg、約20～約30mg/kg、約20～約30mg/kg、約25～約30mg/kg
、約0.5～約20mg/kg、約0.75～約20mg/kg、約1～約20mg/mg、約1.5～約20mg/kb、約2～約
20mg/kg、約2.5～約20mg/kg、約3～約20mg/kg、約3.5～約20mg/kg、約4～約20mg/kg、約4
.5～約20mg/kg、約5～約20mg/kg、約7.5～約20mg/kg、約10～約20mg/kg、または約15～約
20mg/kg。ある態様において、dsRNAは約10mg/kg～約30mg/kgで投与する。示した値の中間
の値と範囲も本発明の部分であることを意図する。
【０３１４】
　例えば、対象に例えば以下の治療的量のiRNAを投与することができる：約0.5、0.6、0.
7、0.8、0.9、1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2
.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、4、
4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.
7、5.8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7
.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、9、
9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、1
3.5、14、14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18、18.5、19、19.5、20、20.5、21、2
1.5、22、22.5、23、23.5、24、24.5、25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、2
9.5、30、31、32、33、34、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47
、48、49、または約50mg/kg。示した値の中間の値と範囲も本発明の部分であることを意
図する。
【０３１５】
　ある態様において、例えば本発明の組成物が本明細書に記載のdsRNAを含む場合は、対
象に例えば以下の治療的量のiRNAを投与することができる：約0.01mg/kg～約5mg/kg、約0
.01mg/kg～約10mg/kg、約0.05mg/kg～約5mg/kg、約0.05mg/kg～約10mg/kg、約0.1mg/kg～
約5mg/kg、約0.1mg/kg～約10mg/kg、約0.2mg/kg～約5mg/kg、約0.2mg/kg～約10mg/kg、約
0.3mg/kg～約5mg/kg、約0.3mg/kg～約10mg/kg、約0.4mg/kg～約5mg/kg、約0.4mg/kg～約1
0mg/kg、約0.5mg/kg～約5mg/kg、約0.5mg/kg～約10mg/kg、約1mg/kg～約5mg/kg、約1mg/k
g～約10mg/kg、約1.5mg/kg～約5mg/kg、約1.5mg/kg～約10mg/kg、約2mg/kg～約about 2.5
mg/kg、約2mg/kg～約10mg/kg、約3mg/kg～約5mg/kg、約3mg/kg～約10mg/kg、約3.5mg/kg
～約5mg/kg、約4mg/kg～約5mg/kg、約4.5mg/kg～約5mg/kg、約4mg/kg～約10mg/kg、約4.5
mg/kg～約10mg/kg、約5mg/kg～約10mg/kg、約5.5mg/kg～約10mg/kg、約6mg/kg～約10mg/k
g、約6.5mg/kg～約10mg/kg、約7mg/kg～約10mg/kg、約7.5mg/kg～約10mg/kg、約8mg/kg～
約10mg/kg、約8.5mg/kg～約10mg/kg、約9mg/kg～約10mg/kg、または約9.5mg/kg～約10mg/
kg。示した値の中間の値と範囲も本発明の部分であることを意図する。
【０３１６】
　例えば、dsRNAは以下の用量で投与しうる：約0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.
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8、0.9、1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2
.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、4、4.1、
4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.
8、5.9、6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9、7、7.1、7.2、7.3、7.4、7
.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、9、9.1、
9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、または約10mg/kg。示した値の中間の値と範
囲も本発明の部分であることを意図する。
【０３１７】
　本発明のある態様において、例えば2本鎖RNAi物質が修飾(例えば、3連続ヌクレオチド
上の3つの同じ修飾の1またはそれ以上のモチーフ（該物質の開裂部位またはその付近に1
つのそのようなモチーフを含む）)、6つのホスホロチオエート結合、およびリガンドを含
む場合は、そのような物質は以下の用量で投与する：約0.01～約0.5mg/kg、約0.01～約0.
4mg/kg、約0.01～約0.3mg/kg、約0.01～約0.2mg/kg、約0.01～約0.1mg/kg、約0.01mg/kg
～約0.09mg/kg、約0.01mg/kg～約0.08mg/kg、約0.01mg/kg～約0.07mg/kg、約0.01mg/kg～
約0.06mg/kg、約0.01mg/kg～約0.05mg/kg、約0.02～約0.5mg/kg、約0.02～約0.4mg/kg、
約0.02～約0.3mg/kg、約0.02～約0.2mg/kg、約0.02～約0.1mg/kg、約0.02mg/kg～約0.09m
g/kg、約0.02mg/kg～約0.08mg/kg、約0.02mg/kg～約0.07mg/kg、約0.02mg/kg～約0.06mg/
kg、約0.02mg/kg～約0.05mg/kg、約0.03～約0.5mg/kg、約0.03～約0.4mg/kg、約0.03～約
0.3mg/kg、約0.03～約0.2mg/kg、約0.03～約0.1mg/kg、約0.03mg/kg～約0.09mg/kg、約0.
03mg/kg～約0.08mg/kg、約0.03mg/kg～約0.07mg/kg、約0.03mg/kg～約0.06mg/kg、約0.03
mg/kg～約0.05mg/kg、約0.04～約0.5mg/kg、約0.04～約0.4mg/kg、約0.04～約0.3mg/kg、
約0.04～約0.2mg/kg、約0.04～約0.1mg/kg、約0.04mg/kg～約0.09mg/kg、約0.04mg/kg～
約0.08mg/kg、約0.04mg/kg～約0.07mg/kg、約0.04mg/kg～約0.06mg/kg、約0.05～約0.5mg
/kg、約0.05～約0.4mg/kg、約0.05～約0.3mg/kg、約0.05～約0.2mg/kg、約0.05～約0.1mg
/kg、約0.05mg/kg～約0.09mg/kg、約0.05mg/kg～約0.08mg/kg、または約0.05mg/kg～約0.
07mg/kg。前記の値の中間の値と範囲も本発明の部分であることを意図し、例えばRNAi物
質は約0.015mg/kg～約0.45mg/mgの用量で対象に投与する。
【０３１８】
　例えば、医薬組成物中のRNAi物質、例えばRNAi物質は以下の用量で投与しうる：約0.01
mg/kg、0.0125mg/kg、0.015mg/kg、0.0175mg/kg、0.02mg/kg、0.0225mg/kg、0.025mg/kg
、0.0275mg/kg、0.03mg/kg、0.0325mg/kg、0.035mg/kg、0.0375mg/kg、0.04mg/kg、0.042
5mg/kg、0.045mg/kg、0.0475mg/kg、0.05mg/kg、0.0525mg/kg、0.055mg/kg、0.0575mg/kg
、0.06mg/kg、0.0625mg/kg、0.065mg/kg、0.0675mg/kg、0.07mg/kg、0.0725mg/kg、0.075
mg/kg、0.0775mg/kg、0.08mg/kg、0.0825mg/kg、0.085mg/kg、0.0875mg/kg、0.09mg/kg、
0.0925mg/kg、0.095mg/kg、0.0975mg/kg、0.1mg/kg、0.125mg/kg、0.15mg/kg、0.175mg/k
g、0.2mg/kg、0.225mg/kg、0.25mg/kg、0.275mg/kg、0.3mg/kg、0.325mg/kg、0.35mg/kg
、0.375mg/kg、0.4mg/kg、0.425mg/kg、0.45mg/kg、0.475mg/kg、または約0.5mg/kg。前
記の値の中間の値も本発明の部分であることを意図する。
【０３１９】
　該医薬組成物は1日に1回投与するか、またはiRNAを1日に2、3、またはそれ以上のサブ
用量として適切な間隔でまたは連続注入または制御放出製剤による送達を用いて投与する
ことができる。その場合は、各サブ用量に含まれるiRNAは総1日投与量を達成するために
それに応じてより少なくする必要がある。例えば数日間にわたりiRNAの持続放出をもたら
す常套的持続放出製剤を用いて数日間にわたり送達するために投薬単位を調合することも
できる。持続放出製剤は当該分野でよく知られており、特に本発明の該物質と共に用いる
ことができるように特定部位に物質を放出するために有用である。この態様において、投
薬単位は対応する複数の1日投与量を含む。
【０３２０】
　他の態様において、医薬組成物の単用量は、続く用量を3、4、または5日間以下の間隔
、または1、2、3、または4週間以下の間隔で投与するように持続的でありうる。本発明の
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ある態様において、医薬組成物の単用量は1週間に1回投与する。本発明の他の態様におい
て、本発明の医薬組成物の単用量は隔月で投与する。
【０３２１】
　当業者は、限定されるものではないが、疾患または障害の重症度、以前の治療、対象の
一般健康状態および/または年齢、および存在する他の疾患を含むある因子が対象を効果
的に治療するのに必要な用量とタイミングに影響を及ぼしうることを認識するだろう。さ
らに、治療的有効量の組成物による対象の治療は、単回治療または一連の治療を含みうる
。本発明に含まれる個々のiRNAの有効用量とin vivo半減期の評価は、通常の方法論を用
いるかまたは本明細書の他所に記載の適切な動物モデルを用いるin vivo試験に基づいて
行うことができる。
【０３２２】
　マウス遺伝学の進歩は、Serpina1発現の減少が役立つ肝疾患などの種々のヒト疾患を研
究するための多くのマウスモデルをもたらした。そのようなモデルは、iRNAのin vivo試
験および治療的有効量の検討に用いることができる。適切なマウスモデルは当該分野で知
られており、例えばヒトSerpina1を発現する導入遺伝子を含むマウスを含む。
【０３２３】
　本発明の医薬組成物は、局所治療と全身治療のいずれか望ましいかと治療する領域に応
じて多くの方法で投与することができる。以下の投与が可能である：局所(例えば、経皮
パッチによる)、肺（例えばネブライザーを含む粉末またはエアロゾルの吸入または吹送
による）；気管内、鼻内、表皮および経皮、経口、または非経口。非経口投与は、静脈内
、動脈内、皮下、腹腔内、または筋肉内注射または注入；皮下（例えば埋込用具を介する
）；または頭蓋内（例えば実質内）、髄腔内、または脳室内投与を含む。iRNAは肝臓（例
えば肝臓の肝細胞）などの特定の組織を標的とするように送達することができる。
【０３２４】
　局所投与用の医薬組成物および製剤は、経皮パッチ、軟膏、ローション、クリーム、ゲ
ル、ドロップ、坐剤、スプレー、液体、および粉末を含みうる。通常の医薬担体、水性、
粉末、または油性基剤、増粘剤などが必要または望ましいことがある。コートされたコン
ドーム、グローブなども有用なことがある。適切な局所用製剤は、本発明のiRNAを局所送
達物質（例えば脂質、リポソーム、脂肪酸、脂肪酸エステル、ステロイド、キレート剤、
および界面活性剤）と混合するものを含む。適切な脂質およびリポソームは以下のものを
含む：天然（例えばジオレオイルホスファチジルDOPE エタノールアミン、ジミリストイ
ルホスファチジルコリンDMPC、ジステアロイルホスファチジルコリン)陰性(例えば、ジミ
リストイルホスファチジルグリセロール DMPG)およびカチオン性(例えば、ジオレオイル
テトラメチルアミノプロピルDOTAPおよびジオレオイルホスファチジルエタノールアミン 
DOTMA)。本発明のiRNAは、リポソーム内に封入するか、またはそれと（特にカチオン性リ
ポソームと複合体を形成することができる。あるいはまた、iRNAは脂質（特にカチオン性
脂質）と複合体を形成することができる。適切な脂肪酸およびエステルは、限定されるも
のではないが以下のものを含む：アラキドン酸、オレイン酸、エイコサン酸、ラウリン酸
、カプリル酸、カプリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノール酸、
リノレン酸、ジカプレート、トリカプレート、モノオレイン、ジラウリン、グリセリル1-
モノカプレート、1-ドデシルアザシクロヘプタン-2-オン、アシルカルニチン、アシルコ
リン、またはC1-20アルキルエステル(例えば、イソプロピルミリステート IPM)、モノグ
リセリド、ジグリセリド、またはその医薬的に許容される塩)。局所用製剤は米国特許No.
 6,747,014に詳述されている(この内容は本明細書の一部を構成する)。
A.　膜分子アセンブリを含むiRNA製剤
【０３２５】
　本発明の組成物および方法に用いるためのiRNAを膜分子アセンブリ、例えばリポソーム
またはミセルで送達するために処方することができる。本明細書で用いている用語「リポ
ソーム」は、少なくとも1の二重層、例えば1つの二重層または複数の二重層に並べた両親
媒性脂質からなる小胞を表す。リポソームは、脂溶性物質と水性内面から形成された膜を



(61) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

有する単層および多層の小胞を含む。水性部分はiRNA組成物を含む。脂溶性物質は、水性
内部と水性外部を分離し、典型的にはiRNA組成物を含まない（場合により含むこともある
）。リポソームは活性成分を作用部位に輸送および送達するのに有用である。リポソーム
膜は生体膜と構造的に同様であるので、リポソームを組織に適用するとリポソーム二重層
は細胞膜の二重層と融合する。リポソームと細胞の結合が進むにつれて、iRNAを含む内部
水性内容は細胞内に送達され、iRNAが標的RNAと特異的に結合し、RNAiを仲介することが
できる。場合により、リポソームは、例えばiRNAを特定の細胞種に向かわせる様に特異的
に標的化される。
【０３２６】
　RNAi物質を含むリポソームは種々の方法により製造することができる。一例では、リポ
ソームの脂質成分は界面活性剤に溶解し、脂質成分とミセルを形成する。例えば、脂質成
分は両親媒性カチオン性脂質または脂質コンジュゲートでありうる。界面活性剤は高い臨
界ミセル濃度を有し、非イオン性でありうる。典型的な界面活性剤は、コレート、CHAPS
、オクチルグルコシド、デオキシコレート、およびラウロイルサルコシンを含む。次に、
RNAi物質調製物を脂質成分を含むミセルに加える。脂質上のカチオン性基はRNAi物質と相
互作用し、RNAi物質の周りに凝縮してリポソームを形成する。凝縮後、透析などにより界
面活性剤を除去してRNAi物質のリポソーム製剤をうる。
【０３２７】
　所望により、凝縮を助ける担体化合物を凝縮反応中に制御添加などにより加えることが
できる。例えば、担体化合物は核酸以外のポリマーでありうる(例えば、スペルミンまた
はスペルミジン)。pHも凝縮に好都合な様に調節することができる。
【０３２８】
　ポリヌクレオチド/カチオン性脂質複合体を送達ビークルの構造成分として組み込む安
定なポリヌクレオチド送達ビークルの製造方法はさらに例えばWO 96/37194に記載されて
いる(この内容は本明細書の一部を構成する)。リポソーム製剤は、下記の典型的な方法の
1またはそれ以上の局面も含みうる：Felgner、P. L. et al.、Proc. Natl. Acad. Sci.、
USA 8：7413-7417、1987；米国特許No. 4,897,355；米国特許No. 5,171,678；Bangham、e
t al. M. Mol. Biol. 23：238、1965；Olson、et al. Biochim. Biophys. Acta 557：9、
1979；Szoka、et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 75： 4194、1978；Mayhew、et al. Bioch
im. Biophys. Acta 775：169、1984；Kim、et al. Biochim. Biophys. Acta 728：339、1
983；およびFukunaga、et al. Endocrinol. 115：757、1984。送達ビークルとして用いる
ための適切なサイズの脂質凝縮物を製造するために一般に用いられる技術は、超音波処理
および凍結融解＋押出を含む(例えば、Mayer、et al. Biochim. Biophys. Acta 858：161
、1986参照)。一貫して小さい(50 to 200nm)比較的均一な凝集物を望む場合は顕微溶液化
を用いることができる(Mayhew、et al. Biochim. Biophys. Acta 775：169、1984)。これ
らの方法は、RNAi物質調製物のリポソームへのパッケージングに容易に適合する。
【０３２９】
　リポソームは大きく2つのクラスに分類される。カチオン性リポソームは正に荷電した
リポソームであり、負に荷電視した核酸分子と相互作用して安定な複合体を形成っする。
正に荷電した核酸/リポソーム複合体は、負に荷電した細胞表面と結合し、エンドソーム
に内部移行する。エンドソーム内の酸性pHによりリポソームは破裂し、その内容物を細胞
質中に放出する(Wang et al.、Biochem. Biophys. Res. Commun.、1987、147、980-985)
。
【０３３０】
　pH感受性または負に荷電したリポソームは、それを含む複合体より核酸を捕捉する。核
酸および脂質は共に同様に荷電するので、複合体形成より反発作用が起きる。それにも関
わらず、ある核酸はこれらリポソームの水性内面内に捕捉される。pH感受性リポソームを
用いて、培養中の細胞単層にチミジンキナーゼ遺伝子をコードする核酸を送達する。外来
遺伝子の発現が標的細胞中で検出された(Zhou et al.、Journal of Controlled Release
、1992、19、269-274)。
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【０３３１】
　主なタイプのリポソーム組成物は、天然由来ホスファチジルコリン以外のリン脂質を含
む。中性リポソーム組成物は、例えばジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)または
ジパルミトイルホスファチジルコリン(DPPC)から形成することができる。アニオン性リポ
ソーム組成物は、一般的にはジミリストイルホスファチジルグリセロールから形成される
が、アニオン性融合性リポソームは主としてジオレオイルホスファチジルエタノールアミ
ン(DOPE)から形成される。別のタイプのリポソーム組成物は、ホスファチジルコリン(PC)
、例えばダイズPCおよび卵PCなどから形成される。別のタイプは、リン脂質、および/ま
たはホスファチジルコリン、および/またはコレステロールの混合物から形成される。
【０３３２】
　in vitroおよびin vivoで細胞にリポソームを導入するための他の方法の例は以下を含
む：米国特許No. 5,283,185；米国特許No. 5,171,678；WO 94/00569；WO 93/24640；WO 9
1/16024；Felgner、J. Biol. Chem. 269：2550、1994；Nabel、Proc. Natl. Acad. Sci. 
90：11307、1993；Nabel、Human Gene Ther. 3：649、1992；Gershon、Biochem. 32：714
3、1993；and Strauss EMBO J. 11：417、1992。
【０３３３】
　非イオン性リポソーム系も皮膚への薬剤の送達における有用性を検討するために試験し
た（特に非イオン性界面活性剤およびコレステロールを含む系）。非イオン性リポソーム
製剤（Novasome（登録商標)I(グリセリルジラウレート/コレステロール/ポリオキシエチ
レン-10-ステアリルエーテル)およびNovasome（登録商標)II(グリセリルジステアレート/
コレステロール/ポリオキシエチレン-10-ステアリルエーテル)を含む）を用いてシクロス
ポリンAをマウス皮膚の真皮に送達した。そのような非イオン性リポソーム系は皮膚の異
なる層へのシクロスポリンAの沈着を促進するのに有効であった(Hu et al. S.T.P.Pharma
. Sci.、1994、4(6) 466)。
【０３３４】
　リポソームは、「立体的に安定化した」リポソームも含み、本明細書で用いている該用
語は、リポソーム中に組み込むと特定脂質を欠くリポソームより循環寿命の増加をもたら
す1またはそれ以上の特定脂肪を含むリポソームを表す。立体的に安定化したリポソーム
の例には、リポソームの小胞形成脂質部分の部分が(A)1またはそれ以上の糖脂質、例えば
モノシアロガングリオシドGM1を含むか、または(B) 1またはそれ以上の親水性ポリマー、
例えばポリエチレングリコール(PEG)部分で誘導体化されたものがある。いかなる特定の
理論に縛られることを望まないが、当該分野では、少なくともガングリオシド、スフィン
ゴミエリン、またはPEG誘導体化脂質を含む立体的に安定化したリポソームでは、これら
の立体的に安定化したリポソームの循環半減期の増加は、網内系(RES)の細胞内への取り
込みの減少から生じると考えられる(Allen et al.、FEBS Letters、1987、223、42；Wu e
t al.、Cancer Research、1993、53、3765)。
【０３３５】
　1またはそれ以上の糖脂質を含む種々のリポソームが当該分野で知られている。Papahad
jopoulos et al.(Ann. N.Y. Acad. Sci.、1987、507、64)は、モノシアロガングリオシド
 GM1、ガラクトセレブロシドサルフェートおよびホスファチジルイノシトールのリポソー
ムの血液半減期を改善する能力について報告した。Gabizon et al.(Proc. Natl. Acad. S
ci. U.S.A.、1988、85、6949)はこれらの知見について説明した。いずれもAllen et al.
の米国特許No. 4,837,028およびWO 88/04924はともに(1) スフィンゴミエリンおよび(2)
ガングリオシドGM1またはガラクトセレブロシドサルフェートエステルを含むリポソーム
を開示する。米国特許No. 5,543,152(Webb et al.)はスフィンゴミエリンを含むリポソー
ムを開示する。1,2-sn-ジミリストイルホスファチジルコリンを含むリポソームはWO 97/1
3499(Lim et al)に開示されている。
【０３３６】
　ある態様では、カチオン性リポソームを用いる。カチオン性リポソームは細胞膜に融合
することができる利点を有する。非カチオン性リポソームは原形質膜と効率的に融合する
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ことができないが、in vivoでマクロファージにより取り込まれ、RNAi物質をマクロファ
ージに送達するのに用いることができる。
【０３３７】
　リポソームのさらなる利点は以下のものを含む：天然リン脂質から得たリポソームは生
体適合性で生体分解性である；リポソームは広範囲の水溶性および脂溶性薬剤を組み込む
ことができる；リポソームはその内部コンパートメント中に封入されたRNAi物質を代謝と
バンク内から保護することができる(Rosoff、「Pharmaceutical Dosage Forms」中、Lieb
erman、Rieger and Banker(編)、1988、volume 1、p. 245)。リポソーム製剤の製造にお
ける重要な考慮事項は、リポソームの脂質表面荷電、小胞サイズ、および含水容量である
。正に荷電した合成カチオン性脂質、N-[1-(2,3-ジオレイルオキシ)プロピル]-N,N,N-ト
リメチルアンモニウムクロリド(DOTMA)を用いて、核酸と自然に相互作用し、組織培養細
胞の細胞膜の負に荷電した脂質と融合することができる脂質-核酸複合体を形成し、RNAi
物質の送達をもたらす小リポソームを形成することができる（例えば、DOTMAおよびそのD
NAとの使用の説明はFelgner、P. L. et al.、Proc. Natl. Acad. Sci.、USA 8：7413-741
7、1987および米国特許No. 4,897,355を参照のこと)。
【０３３８】
　DOTMAアナログ、1,2-ビス(オレオイルオキシ)-3-(トリメチルアンモニア)プロパン(DOT
AP)をリン脂質と組み合わせて用い、DNA複合小胞を形成することができる。Lipofectin（
登録商標）（Bethesda Research Laboratories、Gaithersburg、Md.)は、負に荷電したポ
リヌクレオチドと自然に相互作用して複合体を形成する正に荷電したDOTMAリポソームを
含む、生組織培養細胞中に高アニオン性核酸を送達するための有効な物質である。十分正
に荷電したリポソームを用いると、得られる複合体の正味の荷電も正である。このように
製造した正に荷電した複合体は、負に荷電した細胞表面と自然に結合し、原形質膜と融合
し、機能的核酸を例えば組織培養細胞内に効率的に送達する。別の商業的に利用可能なカ
チオン性脂質、1,2-ビス(オレオイルオキシ)-3,3-(トリメチルアンモニア)プロパン(「DO
TAP」)(Boehringer Mannheim、Indianapolis、Indiana)は、オレオイル部分がエーテル結
合ではなくエステル結合で結合している点がDOTMAと異なる。
【０３３９】
　他の報告されたカチオン性脂質化合物は、2タイプの脂質の1つと結合したカルボキシス
ペルミンなどを含む種々の部分と結合したものを含み、5-カルボキシスペルミルグリシン
ジオクタオレオイルアミド(「DOGS」)(Transfectam（登録商標）、Promega、Madison、Wi
sconsin)およびジパルミトイルホスファチジルエタノールアミン 5-カルボキシスペルミ
ル-アミド(「DPPES」)(例えば、米国特許No. 5,171,678参照)などの化合物を含む。
【０３４０】
　別のカチオン性脂質コンジュゲートは、脂質をコレステロール(「DC-Chol」)で誘導体
化し、DOPEと組み合わせてリポソームとすることを含む(Gao、X. and Huang、L.、Biochi
m. Biophys. Res. Commun. 179：280、1991参照)。ポリリジンのDOPEとの結合により作製
したリポポリリジンは、血清存在下のトランスフェクションに有効であることが報告され
ている(Zhou、X. et al.、Biochim. Biophys. Acta 1065：8、1991)。ある細胞株では、
結合カチオン性脂質を含むこれらのリポソームは、低毒性であり、DOTMA含有組成物より
効率的なトランスフェクションをもたらすといわれている。他の商業的に利用可能なカチ
オン性脂質製品は、DMRIEおよびDMRIE-HP(Vical、La Jolla、California)およびリポフェ
クタミン(DOSPA)(Life Technology、Inc.、Gaithersburg、Maryland)を含む。オリゴヌク
レオチドを送達するのに適した他のカチオン性脂質はWO 98/39359およびWO 96/37194に記
載されている。
【０３４１】
　リポソーム製剤は特に局所投与に適しており、リポソームは他の製剤より種々の利点が
ある。そのような利点は、投与した薬剤の高い全身吸収に関連する副作用の減少、投与し
た薬剤の目的とする標的への蓄積の増加、およびRNAi物質を皮膚内に投与することができ
ることを含む。ある実施では、リポソームをRNAi物質を上皮細胞に送達するためと、RNAi
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物質の皮膚などの真皮組織中への浸透を増強するためにも用いる。例えば、リポソームは
局所適用することができる。リポソームとして処方した薬剤の皮膚への局所送達が記載さ
れている(例えば、Weiner et al.、Journal of Drug 標的ing、1992、vol. 2,405-410、
およびdu Plessis et al.、Antivirus Research、18、1992、259-265；Mannino、R. J. a
nd Fould-Fogerite、S.、Biotechniques 6：682-690、1988；Itani、T. et al. Gene 56
：267-276. 1987；Nicolau、C. et al. Meth. Enz. 149：157-176、1987；Straubinger、
R. M. and Papahadjopoulos、D. Meth. Enz. 101：512-527、1983；Wang、C. Y. and Hua
ng、L.、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84：7851-7855、1987)。
【０３４２】
　非イオン性リポソーム系も薬剤の皮膚への送達における有用性を検討するために試験し
た（特に非イオン性界面活性剤およびコレステロールを含む系）。Novasome I(グリセリ
ルジラウレート/コレステロール/ポリオキシエチレン-10-ステアリルエーテル)およびNov
asome II(グリセリルジステアレート/ コレステロール/ポリオキシエチレン-10-ステアリ
ルエーテル)を含む非イオン性リポソーム製剤を用いて薬剤をマウス皮膚の真皮内に送達
した。RNAi物質を含むそのような製剤は皮膚疾患を治療するのに有用である。
【０３４３】
　iRNAを含むリポソームは可変性を高くすることができる。そのような可変性は、リポソ
ームがリポソームの平均直径より小さい孔を通るのを可能とすることができる。例えば、
トランスフェルソームは可変性リポソームの一種である。トランスフェルソームは、標準
的リポソーム組成物に表面端活性化剤（通常、界面活性剤）を加えることにより作製する
ことができる。RNAi物質を含むトランスフェルソームは、RNAi物質を例えば皮下に感染に
より送達し、RNAi物質を皮膚の角化細胞に送達することができる。完全な哺乳動物皮膚を
横切るには、脂質小胞は適切な経皮勾配の影響下で直径がそれぞれ50nm未満の一連の微小
孔を通過しなければならない。さらに、脂質特性によりこれらのトランスフェルソームは
、自己最適化（例えば皮膚の孔の形に適合する）、自己修復することができ、しばしば断
片化せずにその標的に達し、しばしば自己ローディングすることができる。
【０３４４】
　本発明で許容される他の製剤は、米国仮出願No. 61/018,616（2008年1月2日出願）；61
/018,611（2008年1月2日出願）；61/039,748（2008年3月26日出願）；61/047,087（2008
年4月22日出願）、および61/051,528（2008年5月8日出願）に記載されている。PCT出願No
. PCT/US2007/080331（2007年10月3日出願）も本発明で許容される製剤を記載している。
【０３４５】
　トランスフェルソームは、さらに別のタイプのリポソームであり、薬物送達ビークルと
して魅力的な候補の可変性の高い脂質凝集物である。トランスフェルソームは、小滴より
小さい孔を容易に通ることができるように可変性が高い脂質小滴と説明することができる
。トランスフェルソームは、それを用いる環境に適合性であり（例えば自己最適化（皮膚
の孔の形に適合する）、自己修復する）、しばしば断片化せずにその標的に達し、しばし
ば自己ローディングすることができる。トランスフェルソームを作製するために、標準的
リポソーム組成物に界面端活性化剤（通常、界面活性剤）を加えることができる。トラン
スフェルソームは皮膚に血清アルブミンを送達するために用いられた。血清アルブミンの
トランスフェルソーム介在送達は血清アルブミンを含む溶液の皮下注射と同様に有効であ
ることが示された。
【０３４６】
　界面活性剤は、エマルジョン(マイクロエマルジョンを含む)やリポソームなどの製剤に
広く応用されている。多くの異なるタイプの天然および合成の界面活性剤の特性を分類お
よびランク付けする最も一般的な方法は、親水性/疎水性バランス(HLB)を用いることによ
る。親水性基（「ヘッド」としても知られる）の性質は、製剤に用いる種々の界面活性剤
を分類する最も有用な手段を提供する(Rieger、Pharmaceutical Dosage Forms中、Marcel
 Dekker、Inc.、New York、N.Y.、1988、p. 285)。
【０３４７】
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　界面活性剤分子がイオン化しない場合は非イオン性界面活性剤に分類される。非イオン
性界面活性剤は、医薬品と化粧品に広く応用され、広範囲のpH値で用いることができる。
一般的には、そのHLB値はその構造に応じて2～約18の範囲である。非イオン性界面活性剤
は、非イオン性エステル、例えば、エチレングリコールエステル、プロピレングリコール
エステル、グリセリルエステル、ポリグリセリルエステル、ソルビタンエステル、スクロ
ースエステル、およびエトキシル化エステルを含む。非イオン性アルカノールアミドおよ
びエーテル、例えば脂肪アルコールエトキシレート、プロポキシル化アルコール、および
エトキシル化/プロポキシル化ブロックポリマーもこのクラスに含まれる。ポリオキシエ
チレン界面活性剤は、非イオン性界面活性剤クラスの最も一般的なメンバーである。
【０３４８】
　界面活性剤分子が水に溶解または分散する時に負に荷電すれば、界面活性剤はアニオン
性に分類される。アニオン性界面活性剤は、カルボキシレート、例えば石けん、アシルラ
クチレート、アミノ酸のアシルアミド、硫酸のエステル、例えばアルキルサルフェートお
よびエトキシル化アルキルサルフェート、スルホネート、例えばアルキルベンゼンスルホ
ネート、アシルイセチオネート、アシルタウレート、およびスルホスクシネート、および
リン酸塩を含む。アニオン性界面活性剤クラスの最も重要なメンバーはアルキルサルフェ
ートと石けんである。
【０３４９】
　界面活性剤分子が水に溶解または分散する時に正に荷電すると界面活性剤はカチオン性
に分類される。カチオン性界面活性剤は、第4級アンモニウム塩およびエトキシル化アミ
ンを含む。第4級アンモニウム塩はこのクラスで最も用いられるメンバーである。
【０３５０】
　界面活性剤分子が正または負に荷電することができる場合は、界面活性剤は両性に分類
される。両性界面活性剤は、アクリル酸誘導体、置換アルキルアミド、N-アルキルベタイ
ンおよびホスファチドを含む。
【０３５１】
　医薬品、製剤、およびエマルジョンへの界面活性剤の使用が概説されている(Rieger、P
harmaceutical Dosage Forms中、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、1988、p. 285)
。本発明の方法に用いるiRNAはミセル製剤も提供することができる。「ミセル」は、本明
細書では、該分子のすべての疎水性部分が内側を向くように両新媒性分子が球構造に並ん
でいる特定タイプの分子集合体と定義される。環境が疎水性の場合は逆の配置が存在する
。
【０３５２】
　経皮膜を介した送達に適した混合ミセル製剤は、siRNA組成物の水性溶液、アルカリ金
属C8～C22アルカリホスフェート、およびミセル形成化合物を混合することにより製造す
ることができる。典型的なミセル形成化合物は、レシチン、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸
の医薬的に許容される塩、グリコール酸、乳酸、カモミールエキス、キュウリエキス、オ
レイン酸、リノール酸、リノレン酸、モノオレイン、モノオレエート、モノラウレート、
ルリヂサ油、月見草油、メントール、トリヒドロキシオキソコラニルグリシンおよびその
医薬的に許容される塩、グリシン、ポリグリセリン、リジン、ポリリジン、トリオレイン
、ポリオキシエチレンエーテルおよびそのアナログ、ポリドカノールアルキルエーテルお
よびそのアナログ、ケノデオキシコレート、デオキシコレート、およびそれらの混合物を
含む。ミセル形成化合物は、同時にまたはアルカリ金属アルキルサルフェートを加えた後
に加えることができる。混合ミセルは、成分の実質的にあらゆる種類の混合により形成さ
れる（しかし、より小さいサイズのミセルを得るには激しく混合する）。
【０３５３】
　ある方法では、siRNA組成物と少なくともアルカリ金属アルキルサルフェートを含む第1
ミセル組成物を調製する。次に、第1ミセル組成物を少なくとも3のミセル形成化合物と混
合して混合ミセル組成物を形成する。別の方法では、ミセル組成物を、アルキル金属アル
キルサルフェートおよび少なくとも1のミセル形成化合物を混合し、次いで激しく混合し
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ながら残りのミセル形成化合物を加えることにより調製する。フェノールおよび/またはm
-クレゾールを混合ミセル組成物に加えて製剤を安定化し、細菌の増殖から保護すること
ができる。あるいはまた、フェノールおよび/またはm-クレゾールをミセル形成成分とと
もに加えることができる。グリセリンなどの等張化剤を混合ミセル組成物の形成後に加え
ることもできる。
【０３５４】
　ミセル製剤をスプレーで送達するために、該製剤をエアロゾルディスペンサーに入れる
ことができ、該ディスペンサーにプロペラントを充填する。プロペラントは加圧下ではデ
ィスペンサー中で液体である。該成分の比を、水性相とプロペラント層が1つになる、す
なわち1相であるように調整する。2相であれば、内容物の部分を定量バルブなどを通して
投薬する前にディスペンサーを振る必要がある。医薬製剤の投薬用量は定量バルブから微
細スプレーで押し出される。
【０３５５】
　プロペラントは、水素含有クロロフッ化炭素、水素含有フッ化炭素、ジメチルエーテル
、およびジエチルエーテルを含みうる。ある態様において、HFA 134a(1,1,1,2 テトラフ
ルオロエタン)を用いることができる。
【０３５６】
　必須成分の特定濃度は、比較的簡単な実験により決定することができる。口腔を介する
吸収では、注射によるかまたは消化管を介する用量の例えば少なくとも2または3倍に増加
することが望ましいことが多い。
B.　脂質粒子
【０３５７】
　本発明のiRNA、例えばdsRNAは、脂質製剤、例えばLNPまたは他の核酸-脂質粒子に完全
に封入することができる。
【０３５８】
　本明細書で用いている用語「LNP」は安定な核酸-脂質粒子を表す。LNPは、カチオン性
脂質、非カチオン性脂質、および粒子の凝集を防ぐ脂質(例えばPEG-脂質コンジュゲート)
を含む。LNPは、静脈内(i.v.)注射後の循環寿命の延長と遠位部位(例えば、投与部位から
物理的に分離した部位)への蓄積を示すので全身適用にきわめて有用である。LNPは「pSPL
P」を含み、PCT公開公報No. WO 00/03683に記載の封入凝縮剤-核酸複合体を含む。本発明
の粒子は、典型的には、平均直径が約50nm～約150nm、より典型的には約60nm～約130nm、
より典型的には約70nm～約110nm、最も典型的には約70nm～約90nmであり、実質的に無毒
性である。さらに、核酸は、本発明の核酸-脂質粒子中に存在すると、水性溶液中でヌク
レアーゼによる分解に抵抗性である。核酸-脂質粒子とその製造方法は、例えば、米国特
許Nos. 5,976,567；5,981,501；6,534,484；6,586,410；6,815,432；米国公開公報No. 20
10/0324120、およびPCT公開公報No. WO 96/40964に記載されている。
【０３５９】
　ある態様において、脂質/薬剤比(質量/質量比)(例えば、脂質/dsRNA比)は、約1：1～約
50：1、約1：1～約25：1、約3：1～約15：1、約4：1～約10：1、約5：1～約9：1、または
約6：1～約9：1の範囲であろう。上記範囲の中間の範囲も本発明の部分と予期される。
【０３６０】
　カチオン性脂質は以下のものでありうる：例えばN,N-ジオレイル-N,N-ジメチルアンモ
ニウムクロリド(DODAC)、N,N-ジステアリル-N,N-ジメチルアンモニウムブロミド(DDAB)、
N-(I-(2,3-ジオレオイルオキシ)プロピル)-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロリド(DOTA
P)、N-(I-(2,3-ジオレイルオキシ)プロピル)-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロリド(DO
TMA)、N,N-ジメチル-2,3-ジオレイルオキシ)プロピルアミン(DODMA)、1,2-ジリノレイル
オキシ-N,N-ジメチルアミノプロパン(DLinDMA)、l,2-ジリノレニルオキシ-N,N-ジメチル
アミノプロパン(DLenDMA)、1,2-ジリノレイルカルバモイルオキシ-3-ジメチルアミノプロ
パン(DLin-C-DAP)、1,2-ジリノレイオキシ-3-(ジメチルアミノ)アセトキシプロパン(DLin
-DAC)、1,2-ジリノレイオキシ-3-モルホリノプロパン(DLin-MA)、1,2-ジリノレオイル-3-



(67) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

ジメチルアミノプロパン(DLinDAP)、1,2-ジリノレイルチオ-3-ジメチルアミノプロパン(D
Lin-S-DMA)、1-リノレオイル-2-リノレイルオキシ-3-ジメチルアミノプロパン(DLin-2-DM
AP)、1,2-ジリノレイルオキシ-3-トリメチルアミノプロパンクロリド塩(DLin-TMA.Cl)、1
,2-ジリノレオイル-3-トリメチルアミノプロパンクロリド塩(DLin-TAP.Cl)、1,2-ジリノ
レイルオキシ-3-(N-メチルピペラジノ)プロパン(DLin-MPZ)、または3-(N,N-ジリノレイル
アミノ)-1,2-プロパンジオール(DLinAP)、3-(N,N-ジオレイルアミノ)-1,2-プロパンジオ(
DOAP)、1,2-ジリノレイルオキソ-3-(2-N,N-ジメチルアミノ)エトキシプロパン(DLin-EG-D
MA)、l,2-ジリノレニルオキシ-N,N-ジメチルアミノプロパン(DLinDMA)、2,2-ジリノレイ
ル-4-ジメチルアミノメチル-[1,3]-ジオキソラン(DLin-K-DMA)またはそのアナログ、(3aR
,5s,6aS)-N,N-ジメチル-2,2-ジ((9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエニル)テトラヒドロ-3aH-
シクロペンタ[d][1,3]ジオキソール-5-アミン(ALN100)、(6Z,9Z,28Z,31Z)-ヘプタトリア
コンタ-6,9,28,31-テトラエン-19-イル 4-(ジメチルアミノ)ブタノエート(MC3)、1,1’-(
2-(4-(2-((2-(ビス(2-ヒドロキシドデシル)アミノ)エチル)(2-ヒドロキシドデシル)アミ
ノ)エチル)ピペラジン-1-イル)エチルアザネジイル)ジドデカン-2-オール(Tech G1)、ま
たはその混合物。カチオン性脂質は、粒子中に存在する総脂質の約20mol％～約50mol％ま
たは約40mol％を含みうる。
【０３６１】
　別の態様において、化合物2,2-ジリノレイル-4-ジメチルアミノエチル-[1,3]-ジオキソ
ランを用いて脂質-siRNAナノ粒子を製造することができる。2,2-ジリノレイル-4-ジメチ
ルアミノエチル-[1,3]-ジオキソランの合成は、米国仮特許出願No.61/107,998（2008年10
月23日出願）に記載されている(この内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３６２】
　ある態様において、脂質-siRNA粒子は、40％ 2,2-ジリノレイル-4-ジメチルアミノエチ
ル-[1,3]-ジオキソラン：10％ DSPC：40％コレステロール：10％ PEG-C-DOMG(モルパーセ
ント)を含み、粒子サイズは63.0±20nm、およびsiRNA/脂質比は0.027である。
【０３６３】
　イオン性/非カチオン性脂質は、限定されるものではないが以下のものを含むアニオン
性脂質または中性脂質でありうる：ジステアロイルホスファチジルコリン(DSPC)、ジオレ
オイルホスファチジルコリン(DOPC)、ジパルミトイルホスファチジルコリン(DPPC)、ジオ
レオイルホスファチジルグリセロール(DOPG)、ジパルミトイルホスファチジルグリセロー
ル(DPPG)、ジオレオイル-ホスファチジルエタノールアミン(DOPE)、パルミトイルオレオ
イルホスファチジルコリン(POPC)、パルミトイルオレオイルホスファチジルエタノールア
ミン(POPE)、ジオレオイル-ホスファチジルエタノールアミン 4-(N-マレイミドメチル)-
シクロヘキサン-l-カルボキシレート(DOPE-mal)、ジパルミトイルホスファチジルエタノ
ールアミン(DPPE)、ジミリストイルホスホエタノールアミン(DMPE)、ジステアロイル-ホ
スファチジル-エタノールアミン(DSPE)、16-O-モノメチル PE、16-O-ジメチル PE、18-1-
トランスPE、1-ステアロイル-2-オレオイル-ホスファチジエタノールアミン(SOPE)、コレ
ステロール、またはそれらの混合物。非カチオン性脂質は粒子中の総脂質の約5mol％～約
90mol％、約10mol％、またはコレステロールを含む場合は約58mol％でありうる。
【０３６４】
　粒子の凝集を阻害する結合脂質は、限定されるものではないが、PEG-ジアシルグリセロ
ール(DAG)、PEG-ジアルキルオキシプロピル(DAA)、PEG-リン脂質、PEG-セラミド(Cer)、
またはそれらの混合物を含むポリエチレングリコール(PEG)-脂質などでありうる。PEG-DA
Aコンジュゲートは、例えば、PEG-ジラウリルオキシプロピル(Ci2)、PEG-ジミリスチルオ
キシプロピル(Ci4)、PEG-ジpalmitylオキシプロピル(Ci6)、またはPEG-ジステアリルオキ
シプロピル(C]8)でありうる。粒子の凝集を防ぐ結合脂質は粒子中に存在する総脂質の0mo
l％～約20mol％または約2mol％でありうる。
【０３６５】
　ある態様において、核酸-脂質粒子は、さらに粒子中に存在する総脂質の例えば約10mol
％～約60mol％または約48mol％のコレステロールを含む。
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【０３６６】
　ある態様において、リピドイドND98・4HCl(MW 1487)(米国特許出願No. 12/056,230、3/
26/2008出願(この内容は本明細書の一部を構成する))、コレステロール(Sigma-Aldrich)
、およびPEG-セラミド C16(Avanti Polar Lipids)を用いて脂質-dsRNAナノ粒子(すなわち
LNP01粒子)を製造することができる。エタノール中の各ストック溶液は以下のごとく調製
することができる：ND98、133mg/ml；コレステロール、25mg/ml、PEG-セラミド C16、100
mg/ml。次に、ND98、コレステロール、およびPEG-セラミド C16ストック溶液を例えば、4
2：48：10モル比で混合することができる。混合脂質溶液を水性dsRNA(例えば、酢酸ナト
リウムpH5中)と混合し、最終エタノール濃度を約35～45％および最終酢酸ナトリウム濃度
を約100～300mMとする。脂質-dsRNAナノ粒子は典型的には混合すると自然に形成される。
望む粒子サイズ分布に応じて得られるナノ粒子混合物をサーモバレルエクストローダー（
例えばLipex Extruder(Northern Lipids、Inc)）などを用いポリカーボネート膜(例えば1
00nmカットオフ)を通して押し出すことができる。場合により押出工程を省略することが
できる。エタノール除去および同時の緩衝液交換は例えば透析または接線流ろ過により達
成することができる。緩衝液は例えば約pH7、例えば約pH6.9、約pH7.0、約pH7.1、約pH7.
2、約pH7.3、または約pH7.4のリン酸緩衝生理食塩水(PBS)と交換することができる。
【化１１】

式1
【０３６７】
　LNP01製剤は、例えば国際出願公開公報No. WO 2008/042973に記載されている(この内容
は本明細書の一部を構成する)。
【０３６８】
　さらなる典型的な脂質-dsRNA製剤を表Aに示す。
表A.
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【表３】

　DSPC：　ジステアロイルホスファチジルコリン
　DPPC：　ジパルミトイルホスファチジルコリン
　PEG-DMG：　PEG-ジジミリストイルグリセロール(C14-PEGまたはPEG-C14)(平均mol wt20
00のPEG)
　PEG-DSG：　PEG-ジスチリルグリセロール(C18-PEGまたはPEG-C18)(平均mol wt2000のPE
G)
　PEG-cDMA：PEG-カルバモイル-1,2-ジミリスチルオキシプロピルアミン(平均mol wt2000
のPEG)
　LNP(l,2-ジリノレニルオキシ-N,N-ジメチルアミノプロパン(DLinDMA))含有製剤は、国
際公開公報No. WO2009/127060（2009年4月15日出願）に記載されている(この内容は本明
細書の一部を構成する)。
【０３６９】
　XTC含有製剤は以下に記載されている：例えば、米国仮出願No. 61/148,366（2009年1月
29日出願）；米国仮出願No. 61/156,851（2009年3月2日出願）；米国仮出願No.(2009年6
月10日出願）；米国仮出願No. 61/228,373（2009年6月24日出願）；米国仮出願No. 61/23
9,686（2009年9月3日出願）、および国際出願No. PCT/US2010/022614（2010年1月29日出
願）(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３７０】
　MC3含有製剤は、例えば米国公開公報No. 2010/0324120（2010年6月10日出願）に記載さ
れている(この内容は本明細書の一部を構成する)。ALNY-100含有製剤は例えば国際特許出
願No. PCT/US09/63933（2009年11月10日出願）に記載されている(この内容は本明細書の
一部を構成する)。C12-200含有製剤は米国仮出願No.  61/175,770（2009年5月5日出願）
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、および国際出願No. PCT/US10/33777（2010年5月5日出願）に記載されている(これらの
内容は本明細書の一部を構成する)。
イオン性/カチオン性脂質の合成
【０３７１】
　本発明の核酸-脂質粒子に用いるあらゆる化合物（例えばカチオン性脂質など）は、実
施例により詳細に記載した方法を含む既知の有機合成技術により製造することができる。
すべての置換基は特記しない限り下記の通りである。
【０３７２】
　「アルキル」は、炭素数1～24の直鎖または分岐鎖、非環状または環状、飽和脂肪族炭
化水素を意味する。代表的飽和直鎖アルキルはメチル、エチル、n-プロピル、n-ブチル、
n-ペンチル、n-ヘキシルなどを含み、飽和分岐アルキルはイソプロピル、sec-ブチル、イ
ソブチル、tert-ブチル、イソペンチルなどを含む。代表的飽和環状アルキルはシクロプ
ロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどを含み、不飽和環状アルキ
ルはシクロペンテニルおよびシクロヘキセニルなどを含む。
【０３７３】
　「アルケニル」は、隣り合った炭素原子間に少なくとも1の二重結合を含む上記アルキ
ルを意味する。アルケニルは、シスおよびトランス異性体を含む。代表的な直鎖および分
岐鎖アルケニルは、エチレニル、プロピレニル、1-ブテニル、2-ブテニル、イソブチレニ
ル、1-ペンテニル、2-ペンテニル、3-メチル-1-ブテニル、2-メチル-2-ブテニル、2,3-ジ
メチル-2-ブテニルなどを含む。
【０３７４】
　「アルキニル」は、さらに隣り合った炭素間に少なくとも1の三重結合を含む上記のア
ラyrううアルキルまたはアルケニルを意味する。代表的な直鎖および分岐鎖アルキニルは
、アセチレニル、プロピニル、1-ブチニル、2-ブチニル、1-ペンチニル、2-ペンチニル、
3-メチル-1 ブチニルなどを含む。
【０３７５】
　「アシル」は、結合点の炭素が下記のごとくオキソ基で置換されているあらゆるアルキ
ル、アルケニル、またはアルキニルを意味する。例えば、-C(＝O)アルキル、-C(＝O)アル
ケニル、および-C(＝O)アルキニルはアシル基である。
【０３７６】
　「複素環」は、5～7員環の単環、または7～10員環の二環、飽和、不飽和、または芳香
族の、独立して窒素、酸素、および硫黄から選ばれる1または2のヘテロ原子を含む複素環
を意味し、（ここで、窒素および硫黄ヘテロ原子は所望により酸化することができ、窒素
原子は所望により4級化することができる）上記複素環のいずれかがベンゼン環と融合し
ている二重環を含む。該複素環は、あらゆるヘテロ原子または炭素原子と結合することが
できる。複素環は、下記ヘテロアリールを含む。複素環は、モルホリニル、ピロリジノニ
ル、ピロリジニル、ピペリジニル、ピペリジニル、ハダントイニル、バレノラクタミル、
オキシラニル、オキセタニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、テトラヒ
ドロピリジニル、テトラヒドロピリミジニル、テトラヒドロチオフェニル、テトラヒドロ
チオピラニル、テトラヒドロピリミジニル、テトラヒドロチオフェニル、テトラヒドロチ
オピラニルなどを含む。
【０３７７】
　用語「所望により置換されたアルキル」、「所望により置換されたアルケニル」、「所
望により置換されたアルキニル」、「所望により置換されたアシル」、および「所望によ
り置換された複素環」は、置換される場合は少なくとも1の水素原子が置換基で置換され
ていることを意味する。オキソ置換基(＝O)の場合は、2つの水素原子が置換される。その
際、置換基は、オキソ、ハロゲン、複素環、-CN、-ORx、NRxRy、NRxC(＝O)Ry、NRxSO2Ry
、C(＝O)Rx、C(＝O)ORx、C(＝O)NRxRy、-SOnRx、およびSOnNRxRy（ここで、nは0、1、ま
たは2であり、RxおよびRyは同じかまたは異なり、独立して水素、アルキル、または複素
環であり、各該アルキルおよび複素環置換基がさらに1またはそれ以上のof オキソ、ハロ
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(＝O)ORx、C(＝O)NRxRy、SOnRx、およびSOnNRxRyの1またはそれ以上で置換されうる。）
を含む。
【０３７８】
　「ハロゲン」はフルオロ、クロロ、ブロモ、およびヨードを意味する。
【０３７９】
　ある態様において、本発明の方法は保護基を用いる必要がありうる。保護基方法論は当
業者によく知られている(例えば、Protective Groups in Organic Synthesis、Green、T.
W. et al.、Wiley-Interscience、New York City、1999参照)。簡単には、本発明の文脈
内の保護基は、官能基の望まない反応性を減少させるかまたは排除するあらゆる基である
。保護基は官能基に付加することによりある反応中のその反応性を覆い、次いで除去され
て最初の官能基を露出させる。ある態様において、「アルコール保護基」を用いる。「ア
ルコール保護基」は、アルコール官能基の望まない反応性を減少させるかまたは排除する
あらゆる基である。保護基は当該分野でよく知られた技術を用いて付加および除去するこ
とができる。
式Aの合成
【０３８０】
　ある態様において、本発明の核酸-脂質粒子は下記式Aのカチオン性脂質を用いて製造す
る：
【化１２】

［式中、R1およびR2は、独立してアルキル、アルケニルまたはアルキニルであり、それぞ
れが所望により置換されうる。R3およびR4は独立して低級アルキルであるかまたはR3およ
びR4は一緒になって所望により置換された複素環を形成しうる。］。ある態様において、
該カチオン性脂質はXTC(2,2-ジリノレイル-4-ジメチルアミノエチル-[1,3]-ジオキソラン
)である。一般的には、式Aの脂質は下記反応式1または2により製造することができる（こ
こで、すべての置換基は特記しない限り上記と同意義である。）。
反応式1
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【化１３】

【０３８１】
　脂質A（ここで、R1およびR2は独立してアルキル、アルケニル、またはアルキニルであ
り、それぞれが所望により置換しうる。R3およびR4は独立して低級アルキルであるか、ま
たはR3およびR4が一緒になって所望により置換された複素環を形成する。）は反応式1に
従って製造することができる。ケトン1およびブロミド2は、購入するかまたは当業者に知
られた方法にしたがって製造することができる。1および2の反応はケタール3を生じる。
ケタール3のアミン4による処理は式Aの脂質を生じる。式Aの脂質は式5の有機塩を用いて
対応するアンモニア塩に変換することができる（ここで、Xはハロゲン、ヒドロキシド、
ホスフェート、またはサルフェートなど、から選ばれるアニオン対イオンである）。
反応式2
【化１４】

【０３８２】
　あるいはまた、ケトン1の出発物質は反応式2に従って製造することができる。グリグナ
ルド試薬6およびシアニド7は購入するかまたは当業者に知られた方法に従って製造するこ
とができる。6および7の反応はケトン1を生じる。ケトン1の式Aの対応する脂質への変換
は反応式1に化合物試合している。
MC3の合成
【０３８３】
　DLin-M-C3-DMA(すなわち、(6Z,9Z,28Z,31Z)-ヘプタトリアコンタ-6,9,28,31-テトラエ
ン-19-イル 4-(ジメチルアミノ)ブタノエート)の製造法は以下の通りであった。(6Z,9Z,2
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8Z,31Z)-ヘプタトリアコンタ-6,9,28,31-テトラエン-19-オール(0.53 g)、4-N,N-ジメチ
ルアミノ酪酸ヒドロクロリド(0.51 g)、4-N,N-ジメチルアミノピリジン(0.61g)、および1
-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミドヒドロクロリド(0.53 g)のジクロ
ロメタン(5 mL)中の溶液を室温で一夜攪拌した。該溶液を希塩酸、次いで希水性重炭酸ナ
トリウムで洗浄した。有機分画を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過し、次いで溶媒を
ロトバップで除去した。残存物を1～5％メタノール/ジクロロメタン溶出勾配を用いてシ
リカゲルカラム(20g)に通した。精製生成物を含む分画を混合し、溶媒を除去して無色油
状物を得た(0.54 g)。
ALNY-100の合成
【０３８４】
　ケタール519 [ALNY-100]の合成を下記反応式3を用いて行った：
【化１５】

515の合成
【０３８５】
　2首RBF(1L)中の200ml無水THF中のLiAlH4(3.74 g、0.09852 mol)の攪拌懸濁液に、70mL 
THF中の514(10g、0.04926mol)の溶液を窒素雰囲気下0℃で徐々に加えた。完全に添加した
後、反応混合物を室温に温め、次いで4時間環流温度に加熱した。反応の進行をTLCでモニ
ターした。反応が完結した後（TLCによる）、該混合物を0℃に冷却し、飽和Na2SO4溶液を
注意深く添加して反応を止めた。反応混合物を室温で4時間攪拌し、ろ過した。残存物をT
HFでよく洗浄した。ろ液と洗浄液を混合し、400 mLジオキサンおよび26 mL濃HClで希釈し
、次いで室温で20分間攪拌した。揮発物を真空中で除去し、515の塩酸塩を白色固体とし
て得た。収量：7.12 g 1H-NMR(DMSO、400MHz)：δ＝ 9.34(ブロード、2H)、5.68(s、2H)
、3.74(m、1H)、2.66-2.60(m、2H)、2.50-2.45(m、5H)。
516の合成
【０３８６】
　250mLの2首RBF中の100mL乾燥DCM中の化合物515の攪拌溶液に、NEt3(37.2 mL、0.2669 m
ol)を加え、窒素雰囲気下0℃に冷却した。50 mL乾燥DCM中のN-(ベンジルオキシ-カルボニ
ルオキシ)-スクシンイミド(20 g、0.08007 mol)を徐々に加えた後、反応混合物を室温に
温めた。反応が完結した後（TLCで2～3時間）、混合物を1N HCl溶液(1 x 100 mL)および
飽和NaHCO3溶液(1 x 50 mL)で連続的に洗浄した。次に、有機層を無水Na2SO4で乾燥し、
溶媒を蒸発させて粗物質を得、これをシリカゲルカラムクロマトグラフィで精製して516
を粘着性の塊として得た。収量：11g(89％)。1H-NMR(CDCl3、400MHz)：δ＝7.36-7.27(m
、5H)、5.69(s、2H)、5.12(s、2H)、4.96(br.、1H) 2.74(s、3H)、2.60(m、2H)、2.30-2.
25(m、2H). LC-MS [M+H]-232.3(96.94％)。
517Aおよび517Bの合成
【０３８７】
　シクロペンテン516(5 g、0.02164 mol)を単首500 mL RBF中の220 mLアセトンおよび水(
10：1)の溶液に溶解し、それにN-メチルモルホリン-N-オキシド(7.6 g、0.06492 mol)、
次いで4.2 mLのtert-ブタノール中7.6％OsO4(0.275 g、0.00108 mol)溶液を加えた。反応
完結後(～3h)、固体Na2SO3を加えて混合物の反応を止め、得られた混合物を室温で1,5時
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間攪拌した。反応混合物をDCM(300 mL)で希釈し、水(2 x 100 mL)、次いで飽和NaHCO3(1 
x 50 mL)溶液、水(1 x 30 mL)、最後にブライン(1x 50 mL)で洗浄した。有機相を無水Na2
SO4で乾燥し、溶媒を真空中で除去した。粗物質のシリカゲルカラムクロマトグラフィ精
製によりジアステレオマー混合物を得、これをprep HPLCで分離した。収量：-6g粗。
517A-ピーク-1(白色固体)、5.13 g(96％). 1H-NMR(DMSO、400MHz)：δ＝ 7.39-7.31(m、5
H)、5.04(s、2H)、4.78-4.73(m、1H)、4.48-4.47(d、2H)、3.94-3.93(m、2H)、2.71(s、3
H)、1.72-1.67(m、4H). LC-MS-[M+H]-266.3、[M+NH4 +]-283.5存在、HPLC-97.86％。立体
化学をX線で確認した。
518の合成
【０３８８】
　化合物505を合成するために記載したのと類似の手順を用いて無色油状の化合物518(1.2
 g、41％)を得た。1H-NMR(CDCl3、400MHz)：δ＝ 7.35-7.33(m、4H)、7.30-7.27(m、1H)
、5.37-5.27(m、8H)、5.12(s、2H)、4.75(m,1H)、4.58-4.57(m,2H)、2.78-2.74(m,7H)、2
.06-2.00(m,8H)、1.96-1.91(m、2H)、1.62(m、4H)、1.48(m、2H)、1.37-1.25(br m、36H)
、0.87(m、6H)。HPLC-98.65％。
化合物519を合成するための一般的手順
【０３８９】
　ヘキサン(15 mL)中の化合物518(1 eq)の溶液をTHF中のLAHの氷冷溶液(1 M、2 eq)に滴
下した。添加が完結した後、混合物を40℃で0.5h時間加熱し、次いで再度氷浴で冷却した
。混合物を飽和水性Na2SO4で注意深く加水分解し、次いでセライトでろ過して油に還元し
た。カラムクロマトグラフィにより無色油状の純粋な519(1.3 g、68％)を得た。13C NMR 
δ＝ 130.2、130.1(x2)、127.9(x3)、112.3、79.3、64.4、44.7、38.3、35.4、31.5、29.
9(x2)、29.7、29.6(x2)、29.5(x3)、29.3(x2)、27.2(x3)、25.6、24.5、23.3、226、14.1
；エレクトロスプレーMS(+ve)：C44H80NO2の分子量(M＋H)＋ 理論値654.6、実測値654.6
。
【０３９０】
　標準法または無押出方法により製造した製剤を同様の方法で特徴付けることができる。
例えば、製剤を典型的には目視検査で特徴づける。製剤は凝集物や沈殿物を含まない白色
半透明溶液であるべきである。脂質ナノ粒子の粒子サイズと粒子サイズ分布は、例えばMa
lvern Zetasizer Nano ZS(Malvern、USA)を用いる光散乱により測定することができる。
粒子は約20～300nm、例えば40～100nmのサイズであるべきである。粒子サイズ分布は単峰
型であるべきである。該製剤および取り込み分画中の総dsRNA濃度を色素排除アッセイを
用いて評価する。製造したdsRNAの試料を、製剤を破壊する界面活性剤、例えば0.5％ Tri
ton-X100の存在下または非存在下でRibogreen(Molecular Probes)などのRNA結合色素とイ
ンキュベーションすることができる。製剤中の総dsRNAを界面活性剤を含む試料からのシ
グナルと標準曲線と比較することにより測定することができる。取り込み分画を「遊離」
dsRNA含有量(界面活性剤非存在下のシグナルで測定)を総dsRNA含有量から引いて決定する
。取り込みdsRNAパーセントは典型的には＞85％である。LNP製剤では、粒子サイズは、少
なくとも30nm、少なくとも40nm、少なくとも50nm、少なくとも60nm、少なくとも70nm、少
なくとも80nm、少なくとも90nm、少なくとも100nm、少なくとも110nm、および少なくとも
120nmである。適切な範囲は、典型的には約少なくとも50nm～約少なくとも110nm、約少な
くとも60nm～約少なくとも100nm、または約少なくとも80nm～約少なくとも90nmである。
【０３９１】
　経口投与用の組成物および製剤は、粉末または顆粒、微細粒子、ナノ粒子、水または非
水性媒質中のサスペンジョンまたは溶液、カプセル、ゲルカプセル、サシェー、錠剤、ま
たはミニ錠剤を含む。
増粘剤、香味料、希釈剤、乳化剤、分散助剤、または結合剤が望ましい。ある態様におい
て、経口用製剤は、本発明のdsRNAsを1またはそれ以上の浸透促進剤、界面活性剤、およ
びキレート剤と組み合わせて投与するものである。適切な界面活性剤は、脂肪酸および/
またはそのエステルまたは塩、胆汁酸および/またはその塩を含む。適切な胆汁酸/塩は、
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ケノデオキシコール酸(CDCA)およびウルソデオキシケノデオキシコール酸(UDCA)、コール
酸、デヒドロコール酸、デオキシコール酸、グルコール酸、グリコール酸、グリコデオキ
シコール酸、タウロコール酸、タウロデオキシコール酸、ナトリウムタウロ-24,25-ジヒ
ドロ-フシデート、およびナトリウムグリコジヒドロフシデートを含む。適切な脂肪酸は
、アラキドン酸、ウンデカン酸、オレイン酸、ラウリン酸、カプリル酸、カプリン酸、ミ
リスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、ジカプレート、ト
リカプレート、モノオレイン、ジラウリン、グリセリル1-モノカプレート、1-ドデシルア
ザシクロヘプタン-2-オン、アシルカルニチン、アシルコリン、またはモノグリセリド、
ジグリセリドまたはその医薬的に許容される塩(例えばナトリウム)を含む。ある態様にお
いて、浸透促進剤の組み合わせは、例えば脂肪酸/塩と胆汁酸/塩の組み合わせを用いる。
ある典型的な組み合わせは、ラウリン酸、カプリン酸、およびUDCAのナトリウム塩である
。さらなる浸透促進剤は、ポリオキシエチレン-9-ラウリルエーテル、ポリオキシエチレ
ン-20-セチルエーテルを含む。本発明のDsRNAはスプレー乾燥粒子を含む顆粒型でまたは
複合して微小またはナノ粒子を形成して経口送達することができる。dsRNA複合剤は、ポ
リ-アミノ酸；ポリイミン；ポリアクリレート；ポリアルキルアクリレート、ポリオキシ
エタン、ポリアルキルシアノアクリレート；カチオン性ゼラチン、アルブミン、デンプン
、アクリレート、ポリエチレングリコール(PEG)、およびデンプン；ポリアルキルシアノ
アクリレート；DEAE複合化ポリイミン、ポルラン、セルロース、およびデンプンを含む。
適切な複合剤は以下のものを含む：キトサン、N-トリメチルキトサン、ポリ-L-リジン、
ポリヒスチジン、ポリオルニチン、ポリスペルミン、プロタミン、ポリビニルピリジン、
ポリチオジエチルアミノメチルエチレンP(TDAE)、ポリアミノスチレン(例えば、p-アミノ
)、ポリ(メチルシアノアクリレート)、ポリ(エチルシアノアクリレート)、ポリ(ブチルシ
アノアクリレート)、ポリ(イソブチルシアノアクリレート)、ポリ(イソヘキシルシアノア
クリレート)、DEAE-メタクリレート、DEAE-ヘキシルアクリレート、DEAE-アクリルアミド
、DEAE-アルブミンおよびDEAE-デキストラン、ポリメチルアクリレート、ポリヘキシルア
クリレート、ポリ(D,L-乳酸)、ポリ(DL-乳酸-コ-グリコール酸(PLGA)、アルギネート、お
よびポリエチレングリコール(PEG)。dsRNAおよびその調製物の経口用製剤は、米国特許6,
887,906、米国公開公報No. 20030027780、および米国特許No. 6,747,014に詳述されてい
る(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。
【０３９２】
　非経口的、実質内（脳内）、髄腔内、心室内、または肝内投与用の組成物および製剤は
、緩衝剤、希釈剤、および他の適切な添加剤、例えば限定されるものではないが、浸透促
進剤、担体化合物、および他の医薬的に許容される担体または賦形剤も含むことができる
無菌水性溶液を含みうる。
【０３９３】
　本発明の医薬組成物は、限定されるものではないが、溶液、エマルジョン、およびリポ
ソーム含有製剤を含む。これらの組成物は、限定されるものではないが、予め形成された
液体、自己乳化固体、自己乳化半固体を含む種々の成分から作製することができる。肝臓
癌などの肝疾患を治療する際に肝臓を標的とする製剤が特に好ましい。
【０３９４】
　好都合には単位剤形で存在することができる本発明の医薬製剤は、医薬産業においてよ
く知られた通常の技術に従って製造することができる。そのような技術は、活性成分を医
薬的担体または賦形剤と結合させる工程を含む。一般的には、該製剤は、活性成分と液体
担体または微粉化固体担体またはその両方を均質および密接に結合させ、次いで所望によ
り該生成物を成形することにより製造する。
【０３９５】
　本発明の組成物は、限定されるものではないが、錠剤、カプセル、ゲルカプセル、液体
シロップ、軟ゲル、坐剤、および浣腸などのあらゆる多くの名濃名剤形に製剤化すること
ができる。本発明の組成物は、水性、非水性、または混合媒質中のサスペンジョンとして
製剤化することもできる。水性サスペンジョンは、さらにナトリウムカルボキシメチルセ
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ルロース、ソルビトール、および/またはデキストランを含むサスペンジョンの粘性を増
加させる物質を含むことができる。サスペンジョンは安定化剤も含むことができる。
C.　さらなる製剤
i.　エマルジョン
【０３９６】
　本発明の組成物はエマルジョンとして製造および製剤化することができる。エマルジョ
ンは、典型的にはある液体が別のものに通常直径が0.1μを超える滴の形で分散している
不均一系である(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Sys
tems、Allen、LV.、Popovich NG. and Ansel HC.、2004、Lippincott Williams & Wilkin
s(第8版)、New York、NY；Idson、Pharmaceutical Dosage Forms中、Lieberman、Rieger 
and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 199；Ros
off、Pharmaceutical Dosage Forms中、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marc
el Dekker、Inc.、New York、N.Y.、Volume 1、p. 245；Block in Pharmaceutical Dosag
e Forms、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、
N.Y.、volume 2、p. 335；Higuchi et al.、Remington's Pharmaceutical Sciences中、M
ack Publishing Co.、Easton、Pa.、1985、p. 301参照)。エマルジョンは、互いに密接に
混合および分散した2つの不混和液相を含む2相系であることが多い。一般的には、エマル
ジョンは、油中水(w/o)または水中油(o/w)型のいずれかでありうる。水性相を大量の油相
中に微小化し微小滴として分散させる場合、得られる組成物を油中水(w/o)エマルジョン
という。あるいはまた、油相を大量の水性相中に微小化し微小滴として分散させる場合、
得られる組成物を水中油(o/w)エマルジョンという。エマルジョンは、分散相に加えてさ
らなる成分、および水性相、油相、またはそれ自体分離した相の溶液として存在しうる活
性薬剤を含むことができる。医薬的賦形剤、例えば乳化剤、安定化剤、色素、および抗酸
化剤も所望によりエマルジョン中に存在することができる。医薬的エマルジョンは、例え
ば油中水中油(o/w/o)および水中油中水(w/o/w)エマルジョンの場合などの2を超える相か
らなる多重エマルジョンも含むことができる。そのような複雑な製剤は、単純な2成分エ
マルジョンにはない利点があることが多い。o/wエマルジョンの個々の油滴が小水滴を含
む多重エマルジョンがw/o/wエマルジョンを構成する。同様に、油連続相中に安定化され
た水の小球中に含まれる油滴の系がo/w/oエマルジョンをもたらす。
【０３９７】
　エマルジョンは、熱力学的安定性がほとんどまたは全く無いことを特徴とする。しばし
ば、エマルジョンの分散または不連続相は外部または連続相によく分散し、乳化剤または
製剤の粘性によりこの形で維持される。エマルジョンの相はいずれもエマルジョン型軟膏
基剤およびクリームの場合のように半固体または固体でありうる。エマルジョンを安定化
する他の手段は、エマルジョンのいずれかの相に組み込むことができる乳化剤の使用を伴
う。乳化剤は合成界面活性剤、天然乳化剤、吸収基剤、および微小分散固体の4つのカテ
ゴリーに大きく分類することができる(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms a
nd Drug Delivery Systems、Allen、LV.、Popovich NG.、およびAnsel HC.、2004、Lippi
ncott Williams & Wilkins(第8版)、New York、NY；Idson、in Pharmaceutical Dosage F
orms、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y
.、volume 1、p. 199参照)。
【０３９８】
　表面活性剤としても知られる合成界面活性剤は、エマルジョンの製剤に広い応用性があ
り文献に概説されている(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Deli
very Systems、Allen、LV.、Popovich NG.、およびAnsel HC.、2004、Lippincott Willia
ms & Wilkins(第8版)、New York、NY；Rieger、in Pharmaceutical Dosage Forms、Liebe
rman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1
、p. 285；Idson、in Pharmaceutical Dosage Forms、Lieberman、Rieger and Banker(編
)、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、1988、volume 1、p. 199参照)。界面活性剤
は、典型的には両新媒性であり、親水性および疎水性部分を含む。該界面活性剤の親水性
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と疎水性の割合は、親水性/疎水性バランス(HLB)といい、製剤の製造において界面活性剤
を分類および選択するのに有用な手段である。界面活性剤は、親水性基の性質、すなわち
非イオン性、アニオン性、カチオン性、および両性に基づいて異なるクラスに分類するこ
とができる(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems
、Allen、LV.、Popovich NG. and Ansel HC.、2004、Lippincott Williams & Wilkins(第
8版)、New York、NY Rieger、Pharmaceutical Dosage Forms中、Lieberman、Rieger and 
Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 285参照)。
【０３９９】
　エマルジョン製剤に用いる転園乳化剤は、ラノリン、蜜ろう、ホスファチド、レシチン
、およびアカシアを含む。吸収基剤は、親水性特性を有し、半固体の硬さを保ちながら水
を吸収してw/oエマルジョンを形成することができる（例えば無水ラノリンおよび親水性
ワセリン）。微細固体も特に界面活性剤と組み合わせて粘性製剤に良好な乳化剤として用
いられてきた。これは、極性無機固体、例えば重金属水酸化物、非膨潤クレイ、例えばベ
ントナイト、アタパルガイト、ヘクトライト、カオリン、モントモリロナイト、コロイド
状ケイ酸アルミニウム、およびコロイド状ケイ酸マグネシウムアルミニウム、色素、およ
び非極性固体、例えば炭素またはグリセリルトリステアレートを含む。
【０４００】
　種々の非乳化物質もエマルジョン製剤に含まれ、エマルジョンの特性に寄与する。これ
には、脂肪、油、ワックス、脂肪酸、脂肪アルコール、脂肪エステル、保湿剤、親水性コ
ロイド、保存料、および抗酸化剤を含む(Block、Pharmaceutical Dosage Forms中、Liebe
rman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1
、p. 335；Idson、Pharmaceutical Dosage Forms中、Lieberman、Rieger and Banker(編)
、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 199参照)。
【０４０１】
　親水性コロイドまたはヒドロコロイドは、天然ゴムおよび合成ポリマー、例えば多糖（
例えば、アカシア、寒天、アルギン酸、カラギーナン、グアガム、空やガム、およびトラ
ガカント）、セルロース誘導体（例えば、カルボキシメチルセルロースおよびカルボキシ
プロピルセルロース）、および合成ポリマー(例えば、カルボマー、セルロースエーテル
、およびカルボキシビニルポリマー)を含む。これは、水中に分散または膨潤し、分散相
的周囲に強い界面フィルムを形成し、外相の粘性を増加することによりエマルジョンを安
定化させるコロイド溶液を形成する。
【０４０２】
　エマルジョンは、微生物の増殖を容易に支持することができる多くの成分、例えば炭化
水素、（登録商標）、ステロール、およびホスファチドを含むことが多いので、これらの
製剤は保存料を含むことが多い。エマルジョン製剤に含まれる通常用いられる保存料は、
メチルパラベン、プロピルパラベン、第4級アンモニウム塩、塩化ベンザルコニウム、p-
ヒドロキシ安息香酸エステル、およびホウ酸を含む。抗酸化剤も製剤の劣化を防ぐために
エマルジョン製剤に通常加えられる。用いる抗酸化剤は、フリーラジカルスカベンジャー
、例えばトコフェロール、アルキルガレート、ブチル化ヒドロキシアニソール、ブチル化
ヒドロキシトルエン、または還元剤、例えばアスコルビン酸およびメタ重亜硫酸ナトリウ
ム、および抗酸化剤協力剤、例えばクエン酸、酒石酸、およびレシチンでありうる。
【０４０３】
　皮膚、経口、および非経口経路によるエマルジョン製剤の適用、およびその製造方法は
文献に概説されている(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delive
ry Systems、Allen、LV.、Popovich NG. and Ansel HC.、2004、Lippincott Williams & 
Wilkins(第8版)、New York、NY；Idson、in Pharmaceutical Dosage Forms、Lieberman、
Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 1
99参照)。経口送達用のエマルジョン製剤は、製造し易さと吸収およびバイオアベイラビ
リティの観点からの有効性のため極めて広く用いられてきた(例えば、Ansel's Pharmaceu
tical Dosage Forms and Drug Delivery Systems、Allen、LV.、Popovich NG. and Ansel
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 HC.、2004、Lippincott Williams & Wilkins(第8版)、New York、NY；Rosoff、in Pharm
aceutical Dosage Forms、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、I
nc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 245；Idson、in Pharmaceutical Dosage Forms、Li
eberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volum
e 1、p. 199参照)。通常、o/wエマルジョンとして経口投与されているものには鉱油ベー
ス便秘薬、脂溶性ビタミン、および高脂肪栄養剤がある。
ii.  微小エマルジョン
【０４０４】
　本発明のある態様においてiRNAおよび核酸の組成物は微小エマルジョンとして製剤化さ
れる。微小エマルジョンは、単一の所望により等方性および熱力学的に安定な液体溶液で
ある水、油、および両新媒性物質の系と定義することができる(例えば、Ansel's Pharmac
eutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems、Allen、LV.、Popovich NG. and Ans
el HC.、2004、Lippincott Williams & Wilkins(第8版)、New York、NY；Rosoff、in Pha
rmaceutical Dosage Forms、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker
、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 245参照)。典型的には、微小エマルジョンは、
最初に水性界面活性剤溶液に油を分散させ、次いで十分量の第4成分、一般的には中鎖ア
ルコールを加えて透明な系を形成することにより製造される系である。したがって、微小
エマルジョンは、表面活性分子の界面フィルムにより安定化される2つの不混和液の熱力
学的に安定で等方性に透明なディスパージョンとも記載されている(Leung and Shah、Con
trolled Release of Drugs：Polymers and Aggregate Systems中、Rosoff、M.編、1989、
VCH Publishers、New York、p.185-215)。微小エマルジョンは、一般的に、油、水、界面
活性剤、補助界面活性剤、および電解質を含む3～5成分の混合物により製造される。微小
エマルジョンが油中水(w/o)または水中油(o/w)型であるか否かは、用いる油と界面活性剤
の特性ならびに界面活性剤分子の極性頭部と炭化水素尾部の構造と幾何学的パッキングに
依存する(Schott、Remington's Pharmaceutical Sciences中、Mack Publishing Co.、Eas
ton、Pa.、1985、p. 271)。
【０４０５】
　位相図を利用する現象論的方法が広く研究されており、微小エマルジョンの製剤化方法
に関する総合的な知識を当業者にもたらした(例えば、Ansel's Pharmaceutical Dosage F
orms and Drug Delivery Systems、Allen、LV.、Popovich NG. and Ansel HC.、2004、Li
ppincott Williams & Wilkins(第8版)、New York、NY；Rosoff、Pharmaceutical Dosage 
Forms中、Lieberman、Rieger and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、
N.Y.、volume 1、p. 245；Block、Pharmaceutical Dosage Forms中、Lieberman、Rieger 
and Banker(編)、1988、Marcel Dekker、Inc.、New York、N.Y.、volume 1、p. 335参照)
。従来のエマルジョンに比べて、微小エマルジョンは、自然に形成される熱力学的に安定
な滴の製剤において水に不溶性の薬剤を可溶化する利点をもたらす。
【０４０６】
　微小エマルジョンの製造に用いる界面活性剤は、限定されるものではないが、イオン性
界面活性剤、非イオン性界面活性剤、Brij 96、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、
ポリグリセロール脂肪酸エステル、テトラグリセロールモノラウレート(ML310)、テトラ
グリセロールモノオレエート(MO310)、ヘキサグリセロールモノオレエート(PO310)、ヘキ
サグリセロールペンタオレエート(PO500)、デカグリセロールモノカプレート(MCA750)、
デカグリセロールモノオレエート(MO750)、デカグリセロールセクイオレエート(SO750)、
デカグリセロールデカオレエート(DAO750)を単独または補助界面活性剤と組み合わせて含
む。補助界面活性剤、通常、エタノール、1-プロパノール、および1-ブタノールなどの短
鎖アルコールは、界面活性剤フィルム中に浸透し、界面活性剤分子間に生じた空間により
不規則なフィルムが生じることにより界面流動性の増加に役立つ。しかしながら、微小エ
マルジョンは、補助界面活性剤を用いずに製造することができ、無アルコール自己エマル
ジョン化微小エマルジョン系が当該分野で知られている。水性相は、典型的には限定され
るものではないが、水、薬剤の水性溶液、グリセロール、PEG300、PEG400、ポリグリセロ
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ール、プロピレングリコール、およびエチレングリコールの誘導体でありうる。油相は、
Captex 300、Captex 355、Capmul MCM、脂肪酸エステル、中鎖(C8-C12)モノ、ジ、および
トリ-グリセリド、ポリオキシエチル化グリセリル脂肪酸エステル、脂肪アルコール、ポ
リグリコール化グリセリド、飽和ポリグリコール化C8-C10グリセリド、植物油、およびシ
リコン油などの物質を含む。
【０４０７】
　微小エマルジョンは、特に薬剤の可溶化と薬剤の吸収増加の観点から興味深い。脂質ベ
ースの微小エマルジョン(o/wおよびw/o両方)は、ペプチドを含む薬剤の経口バイオアベイ
ラビリティを増強すると提唱されている(例えば、米国特許No. 6,191,105；7,063,860；7
,070,802；7,157,099；Constantinides et al.、Pharmaceutical Research、1994、11、1
385-1390；Ritschel、Meth. Find. Exp. Clin. Pharmacol.、1993、13、205参照)。微小
エマルジョンは、薬剤の可溶化の改善、薬剤の酵素的加水分解からの保護、膜流動性およ
び浸透性の界面活性剤誘導性変化による薬剤吸収の増強の可能性、製造し易さ、固体剤形
での経口投与のし易さ、臨床的有効性の改善、および毒性の減少という利点がある(例え
ば、米国特許No. 6,191,105；7,063,860；7,070,802；7,157,099；Constantinides et al
.、Pharmaceutical Research、1994、11、1385；Ho et al.、J. Pharm. Sci.、1996、85
、138-143参照)。しばしば微小エマルジョンは、その成分を周囲温度で一緒にすると自然
に形成することができる。これは、易熱性薬剤、ペプチド、またはiRNAを製剤化する時に
特に好都合でありうる。微小エマルジョンは、化粧品と医薬品において活性成分を経皮送
達するのにも有効である。本発明の微小エマルジョン組成物および製剤は消化管からのiR
NAおよび核酸の全身吸収の増加を促進し、iRNAおよび核酸の局所的細胞取り込みを改善す
ると期待される。
【０４０８】
　本発明の微小エマルジョンは、製剤の特性を改善し、本発明のiRNAおよび核酸の吸収を
増強するためにさらなる成分および添加物、例えばソルビタンモノステアレート(Grill 3
)、ラブラゾール、および浸透促進剤を含むこともできる。本発明の微小エマルジョンに
用いる浸透促進剤は、界面活性剤、脂肪酸、胆汁酸塩、キレート剤、および非キレート非
界面活性剤の5つの大きなカテゴリーの1つに属する分類することができる(Lee et al.、C
ritical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems、1991、p. 92)。これらの各ク
ラスは上記されている。
　iii.  微小粒子
【０４０９】
　本発明のRNAi物質は、微小粒子などの粒子中に組み込むことができる。微小粒子はスプ
レー乾燥により製造することができるが、凍結乾燥、蒸発、流動床乾燥、真空乾燥、また
はこれら技術の組み合わせを含む他の方法により生成することもできる。
　iv.  浸透促進剤
【０４１０】
　ある態様において、本発明は、動物の皮膚に核酸、特にiRNAのを効率的に送達するため
に種々の浸透促進剤を用いる。ほとんどの薬剤はイオン化型と非イオン化型の両方で溶液
中に存在する。しかしながら、通常、脂質溶解性または脂溶性の薬剤のみが、容易に細胞
膜を横切る。横切る膜を浸透促進剤で処理すると非脂溶性薬でも細胞膜を横切ることがで
きることがわかった。皮脂溶性薬の細胞膜を横切る核酸を助けることに加え、浸透促進剤
は脂溶性薬の浸透性も促進する。
【０４１１】
　浸透促進剤は、5つの大きなカテゴリー、すなわち、界面活性剤、脂肪酸、胆汁酸塩、
キレート剤、および非キレート非界面活性剤の1つに属すると分類することができる(例え
ば、Malmsten、M. Surfactants and polymers in drug delivery、Informa Health Care
、New York、NY、2002；Lee et al.、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier S
ystems、1991、p.92参照)。浸透促進剤の上記各クラスは以下により詳細に記載されてい
る。界面活性剤(または「表面活性剤」)は、水性溶液に溶解すると溶液の表面張力または
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水性溶液と別の溶液の界面張力を低下させる化学的エンティティであり、iRNAの粘膜を通
した吸収を促進する。胆汁酸と脂肪酸に加え、これらの浸透促進剤は、例えば、ラウリル
硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン-9-ラウリルエーテルおよびポリオキシエチレン-20
-セチルエーテル)(例えば、Malmsten、M. Surfactants and polymers in drug delivery
、Informa Health Care、New York、NY、2002；Lee et al.、Critical Reviews in Thera
peutic Drug Carrier Systems、1991、p.92)；およびパーフルオロ化合物エマルジョン、
例えばFC-43（Takahashi et al.、J. Pharm. Pharmacol.、1988、40、252)を含む。
【０４１２】
　種々の脂肪酸および浸透促進剤として作用するそれらの誘導体は例えば以下のものを含
む：オレイン酸、ラウリン酸、カプリン酸(n-デカン酸)、ミリスチン酸、パルミチン酸、
ステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、ジカプレート、トリカプレート、モノオレイン
(1-モノオレオイル-rac-グリセロール)、ジラウリン、カプリル酸、アラキドン酸、グリ
セロール 1-モノカプレート、1-ドデシルアザシクロヘプタン-2-オン、アシルカルニチン
、アシルコリン、そのC1-20アルキルエステル(例えば、メチル、イソプロピルおよびt-ブ
チル)、およびそのモノおよびジグリセリド(すなわち、オレエート、ラウレート、カプレ
ート、ミリステート、パルミテート、ステアレート、リノレートなど)(例えば、Touitou
、E.、et al.  Enhancement in Drug Delivery、CRC Press、Danvers、MA、2006；Lee et
 al.、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems、1991、p.92；Muranish
i、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems、1990、7、1-33；El Harir
i et al.、J. Pharm. Pharmacol.、1992、44、651-654参照)。
【０４１３】
　胆汁の生理学的役割は、脂質および脂溶性ビタミンの分散と吸収の促進を含む(例えば
、Malmsten、M. Surfactants and polymers in drug delivery、Informa Health Care、N
ew York、NY、2002；Brunton、Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Ther
apeutics、第9版、第38章、Hardman et al. 編、McGraw-Hill、New York、1996、pp. 934
-935参照)。種々の天然胆汁塩およびその合成誘導体は浸透促進剤として作用する。すな
わち、用語「胆汁塩」は、単純の天然成分のいずれかとその合成誘導体のいずれかを含む
。適切な胆汁塩は例えば以下のものを含む：コール酸(またはその医薬的に許容されるナ
トリウム塩、コール酸ナトリウム)、デヒドロコール酸(デヒドロコール酸ナトリウム)、
デオキシコール酸(デオキシコール酸ナトリウム)、グルコレート(ナトリウムグルコレー
ト)、グリコール酸(グリコール酸ナトリウム)、グリコデオキシコール酸(グリコデオキシ
コール酸ナトリウム)、タウロコール酸(タウロコール酸ナトリウム)、タウロデオキシコ
ール酸(タウロデオキシコール酸ナトリウム)、ケノデオキシコール酸(ケノデオキシコー
ル酸ナトリウム)、ウルソデオキシコール酸(UDCA)、ナトリウムタウロ-24,25-ジヒドロ-
フシデート(STDHF)、ナトリウムグリコジヒドロフシデートおよびポリオキシエチレン-9-
ラウリルエーテル(POE)(例えば、Malmsten、M. Surfactants and polymers in drug deli
very、Informa Health Care、New York、NY、2002；Lee et al.、Critical Reviews in T
herapeutic Drug Carrier Systems、1991、p.92；Swinyard、Remington's Pharmaceutica
l Sciences、39章、第18版、Gennaro編、Mack Publishing Co.、Easton、Pa.、1990、p.7
82-783；Muranishi、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems、1990、7
、1-33；Yamamoto et al.、J. Pharm. Exp. Ther.、1992、263、25；Yamashita et al.、
J. Pharm. Sci.、1990、79、579-583参照)。
【０４１４】
　本発明に関連して用いるキレート剤は、錯体を形成して金属イオンを溶液から除去し、
粘膜からのiRNAの吸収を促進する化合物と定義することができる。本発明において浸透促
進剤としてのその使用に関して、非常に特徴付けられたDNAヌクレアーゼは触媒に二価金
属イオンを必要としキレート剤により阻害されるので、キレート剤はDNアーゼ阻害剤とし
ても役立つさらなる利点がある(Jarrett、J. Chromatogr.、1993、618、315-339)。適切
なキレート剤は、限定されるものではないが、ジナトリウムエチレンジアミン四酢酸(EDT
A)、クエン酸、サリチレート(例えば、サリチル酸ナトリウム、5-メトキシサリチレート
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、およびホモバニレート)、コラーゲンのN-アシル誘導体、ラウレス-9、およびβ-ジケト
ンのN-アミノアシル誘導体(エナミン)を含む(例えば、Katdare、A. et al.、Excipient d
evelopment for pharmaceutical、biotechnology、and drug delivery、CRC Press、Danv
ers、MA、2006；Lee et al.、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems
、1991、page 92；Muranishi、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems
、1990、7、1-33；Buur et al.、J. Control Rel.、1990、14、43-51参照)。
【０４１５】
　本明細書で用いている非キレート非界面活性剤浸透促進化合物は、キレート剤または界
面活性剤としてわずかな活性を示すが、それにも関わらず消化管粘膜からのiRNAの吸収を
促進する化合物と定義することができる(例えば、Muranishi、Critical Reviews in Ther
apeutic Drug Carrier Systems、1990、7、1-33)。このクラスの浸透促進剤は、例えば、
不飽和環状ウレア、1-アルキル-および1-アルケニルアザシクロ-アルカノン誘導体(Lee e
t al.、Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems、1991、p.92)；および
非ステロイド系抗炎症剤、例えばジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、およびフ
ェニルブタゾン(Yamashita et al.、J. Pharm. Pharmacol.、1987、39、621-626)を含む
。
【０４１６】
　細胞レベルでのiRNAの取り込みを促進する物質も本発明の医薬組成物および他の組成物
に加えることができる。例えばカチオン性脂質、例えばリポフェクチン(Junichi et al、
米国特許No. 5,705,188)、カチオン性グリセロール誘導体、およびポリカチオン性分子、
例えばポリリジン(Lollo et al.、PCT Application WO 97/30731)もdsDNAの細胞への取り
込みを促進することが知られている。市販されているトランスフェクション試薬の例は、
特に、例えば以下のものを含む：Lipofectamine（登録商標）(Invitrogen；Carlsbad、CA
)、Lipofectamine 2000（登録商標)(Invitrogen；Carlsbad、CA)、293fectin（登録商標)
(Invitrogen；Carlsbad、CA)、Cellfectin（登録商標)(Invitrogen；Carlsbad、CA)、DMR
IE-C（登録商標)(Invitrogen；Carlsbad、CA)、FreeStyle（登録商標)MAX(Invitrogen；C
arlsbad、CA)、Lipofectamine（登録商標)2000 CD(Invitrogen；Carlsbad、CA)、Lipofec
tamine（登録商標)(Invitrogen；Carlsbad、CA)、RNAiMAX(Invitrogen；Carlsbad、CA)、
Oligofectamine（登録商標)(Invitrogen；Carlsbad、CA)、Optifect（登録商標)(Invitro
gen；Carlsbad、CA)、X-tremeGENE Q2トランスフェクション試薬(Roche；Grenzacherstra
sse、Switzerland)、DOTAPリポソームトランスフェクション試薬(Grenzacherstrasse、Sw
itzerland)、DOSPERリポソームトランスフェクション試薬(Grenzacherstrasse、Switzerl
and)、またはFugene(Grenzacherstrasse、Switzerland)、Transfectam（登録商標）Reage
nt(Promega；Madison、WI)、TransFast（登録商標)Transfection Reagent(Promega；Madi
son、WI)、Tfx（登録商標）-20 Reagent(Promega；Madison、WI)、Tfx（登録商標)-50 Re
agent(Promega；Madison、WI)、DreamFect（登録商標)(OZ Biosciences；Marseille、Fra
nce)、EcoTransfect(OZ Biosciences；Marseille、France)、TransPassａ D1トランスフ
ェクション試薬(New England Biolabs；Ipswich、MA、USA)、LyoVec（登録商標)/LipoGen
（登録商標)(Invitrogen；San Diego、CA、USA)、PerFectinトランスフェクション試薬(G
enlantis；San Diego、CA、USA)、NeuroPORTERトランスフェクション試薬(Genlantis；Sa
n Diego、CA、USA)、GenePORTERトランスフェクション試薬(Genlantis；San Diego、CA、
USA)、GenePORTER 2トランスフェクション試薬(Genlantis；San Diego、CA、USA)、Cytof
ectinトランスフェクション試薬(Genlantis；San Diego、CA、USA)、BaculoPORTERトラン
スフェクション試薬(Genlantis；San Diego、CA、USA)、TroganPORTER（登録商標)トラン
スフェクション試薬(Genlantis；San Diego、CA、USA )、RiboFect(Bioline；Taunton、M
A、USA)、PlasFect(Bioline；Taunton、MA、USA)、UniFECTOR(B-Bridge International；
Mountain View、CA、USA)、SureFECTOR(B-Bridge International；Mountain View、CA、U
SA)、またはHiFect（登録商標)(B-Bridge International、Mountain View、CA、USA)。
【０４１７】
　他の薬剤を利用して投与した核酸の浸透を促進することができ、これにはグリコール、
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例えばエチレングリコールおよびプロピレングリコール、ピロール、例えば2-ピロール、
アゾン、およびテルフェン、例えばリモネンおよびメントンが含まれる。
v. 担体
【０４１８】
　本発明のある種の組成物は、製剤中に担体化合物も組み込む。本明細書で用いている「
担体化合物」または「担体」は、不活性（すなわち、それ自身生物活性を持たない）が、
例えば生物学的に活性な核酸を分解するかまたはその循環からの除去を促進することによ
り生物活性を有する核酸のバイオアベイラビリティを低下させるin vivoプロセスにより
核酸として認識される核酸またはそのアナログを表すことができる。核酸と担体化合物、
典型的には過剰の後者の物質との同時投与は、おそらく共通レセプターに対する核酸と担
体化合物の競合とによる肝臓、腎臓、または他の循環外リザーバー中の回収される核酸の
量の実質的減少をもたらしうる。例えば、肝臓組織中の部分的ホスホロチオエートdsRNA
の回収は、ポリイノシン酸、硫酸デキストラン、ポリシチジック酸、または4-アセトアミ
ド-4’イソチオシアノ-スチルベン-2,2’-ジスルホン酸と同時投与すると減少しうる(Miy
ao et al.、DsRNA Res. Dev.、1995、5、115-121；Takakura et al.、DsRNA & Nucl. Aci
d Drug Dev.、1996、6、177-183)。
vi.　賦形剤
【０４１９】
　担体化合物と異なり、「医薬担体」または「賦形剤」は、1またはそれ以上の核酸を動
物に送達するための医薬的に許容される溶媒、懸濁化剤、またはあらゆる他の医薬的不活
性ビークルである。賦形剤は、液体または固体であることができ、計画した投与方法を考
慮して特定の医薬組成物の核酸および他の成分と組み合わせたときに望む容量、稠度など
をもたらすように選択される。典型的な医薬担体は、限定されるものではないが以下のも
のを含む：結合剤(例えば、α化トウモロコシデンプン、ポリビニルピロリドンまたはヒ
ドロキシプロピルメチルセルロースなど)；充填剤(例えば、ラクトースおよび他の糖、微
晶質セルロース、ペクチン、ゼラチン、硫酸カルシウム、硫酸カルシウム、エチルセルロ
ース、ポリアクリレート、またはリン酸水素カルシウムなど)；潤滑剤(例えば、ステアリ
ン酸マグネシウム、タルク、シリカ、コロイド状二酸化ケイ素、ステアリン酸、ステアリ
ン酸金属、水素化植物油、コーンスターチ、ポリエチレングリコール、安息香酸ナトリウ
ム、酢酸ナトリウムなど)；崩壊剤(例えば、デンプン、デンプングリコール酸ナトリウム
など)、および湿潤剤（例えばラウリル硫酸ナトリウムなど）。
【０４２０】
　核酸と有害な反応をしない非非経口投与に適した医薬的に許容される有機または無機賦
形剤を本発明の組成物を製造するのに用いることもできる。適切な医薬的に許容される担
体は、限定されるものではないが、塩溶液、アルコール、ポリエチレングリコール、ゼラ
チン、ラクトース、アミロース、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ケイ酸、粘性パラ
フィン、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドンなどを含む。
【０４２１】
　核酸の局所投与用の製剤は、アルコールなどの一般的溶媒中の無菌および非無菌水性溶
液、非水性溶液、または液体または固体油基剤中の酢酸の溶液を含む。該溶液は、緩衝剤
、希釈剤、および他の適切な添加剤を含むこともできる。核酸と有害な反応をしない非非
経口投与に適した医薬的に許容される有機または無機賦形剤を用いることができる。
【０４２２】
　適切な医薬的に許容される賦形剤は、限定されるものではないが、水、塩溶液、アルコ
ール、ポリエチレングリコール、ゼラチン、ラクトース、アミロース、ステアリン酸マグ
ネシウム、タルク、ケイ酸、粘性パラフィン、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニル
ピロリドンなどを含む。
vii.　他の成分
【０４２３】
　本発明の組成物は、さらに医薬組成物中に通常みられる他の補助成分をその分野で確立
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された使用レベルで含むことができる。したがって、例えば、該組成物は、さらなる適合
性医薬活性物質、例えば痒み止め、収斂剤、局所麻酔剤または抗炎症剤などを含むか、ま
たは本発明の組成物の種々の剤形を物理的に製剤化するのに有用なさらなる物質、例えば
染料、香味料、保存料、抗酸化剤、乳白剤、増粘剤、および安定化剤を含むことができる
。しかしながら、そのような物質を添加する際は本発明の組成物の成分の生物活性と過度
に干渉してはならない。該製剤は、滅菌することができ、所望により製剤の核酸と有害に
相互作用しない補助剤、例えば、潤滑剤、保存料、安定化剤、湿潤剤、乳化剤、浸透圧に
影響を及ぼす塩、緩衝剤、着色料、香味料、および/または芳香剤などと混合することが
できる。
【０４２４】
　水性サスペンジョンは、サスペンジョンの粘性を増加する物質（例えばナトリウムカル
ボキシメチルセルロース、ソルビトール、および/またはデキストランを含む）を含むこ
とができる。
【０４２５】
　ある態様において、本発明の医薬組成物は、(a) 1またはそれ以上のiRNA化合物、およ
び(b) 1またはそれ以上の、非RNAiメカニズムにより機能し、出血性疾患を治療するのに
有用な物質を含む。そのような物質の例は、限定されるものではないが、抗炎症剤、抗脂
肪変性剤、抗ウイルス剤、および/または抗線維症剤を含む。さらに、肝臓を保護するの
に一般的に用いる他の物質、例えばシリマリンも本明細書に記載のiRNAと共に用いること
ができる。肝疾患を治療するのに有用な他の物質は、テルビブジン、エンテカビル、およ
びプロテアーゼ阻害剤、例えばテラプレビル、および例えばTung et al.、米国出願公開
公報No. 2005/0148548、2004/0167116、および2003/0144217；およびHale et al.、米国
出願公開公報No. 2004/0127488に記載の他のものを含む。
【０４２６】
　そのような化合物の毒性および治療効果は、例えば、LD50(ポピュレーションの50％に
対する致死用量)およびED50(ポピュレーションの50％に対する治療的有効用量)を決定す
るための細胞培養または実験動物を用いる標準的医薬的方法により決定することができる
。
【０４２７】
　毒性作用と治療効果の用量比は治療指数であり、LD50/ED50比で表すことができる。高
い治療指数を示す化合物が好ましい。
【０４２８】
　細胞培養アッセイおよび動物試験から得たデータはヒトで用いる種々の用量を処方する
のに用いることができる。本明細書に記載の本発明の組成物の用量は、一般的には、毒性
がほとんどまたは全くないED50を含む循環濃度の範囲内にある。該用量は、用いる剤形と
利用する投与経路に応じてこの範囲内で変化しうる。本発明の方法に用いるあらゆる化合
物の治療的有効用量は、最初に細胞培養アッセイから推定することができる。動物モデル
で該化合物または適切な場合は標的配列のポリペプチド生成物の循環血漿濃度範囲を達成
する(例えば、ポリペプチド濃度の低下を達成する)ための用量を処方することができ、こ
れは細胞培養で決定したIC50(すなわち、症状の最大半量阻害を達成する被験化合物の濃
度)を含む。そのような情報はヒトにおける有用な用量をより正確に決定するために用い
ることができる。血漿中レベルは例えば高速液体クロマトグラフィにより測定することが
できる。
【０４２９】
　上記のそれらの投与に加え、本発明のiRNAは、Serpina1発現により仲介される病的プロ
セスの治療に有効な他の既知の物質と組み合わせて投与することができる。いずれにせよ
、投与する医師は当該分野で知られたまたは本明細書に記載の標準的有効性測定法を用い
て得た結果に基づいてiRNA投与の量とタイミングを調整することができる。
IV.  Serpina1発現の阻害方法
【０４３０】
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　本発明は、細胞におけるSerpina1の発現を阻害する方法を提供する。該方法は、細胞と
細胞中のSerpina1の発現を阻害するのに有効な量のRNAi物質（例えば2本鎖RNAi物質）を
接触させることにより、細胞中のSerpina1の発現を阻害する方法を提供する。
【０４３１】
　細胞と2本鎖RNAi物質との接触はin vitroまたはin vivoで行うことができる。細胞のin
 vivoでのRNAi物質との接触は、対象、例えばヒト対象内の細胞または細胞群とRNAi物質
との接触を含む。in vitroとin vivoの接触方法の組み合わせも可能である。接触は上記
のごとく直接または間接的でありうる。さらに、細胞の接触は、本明細書に記載のまたは
当該分野で知られたあらゆるリガンドを含む標的化リガンドを介して達成することができ
る。好ましい態様において、標的化リガンドは、炭化水素部分、例えばGalNAc3リガンド
、またはRNAi物質を目的部位（例えば対象の肝臓）に導くあらゆる他のリガンドである。
【０４３２】
　本明細書で用いている用語「阻害する」は、「減少させる」、「サイレンシング」、「
下方調節する」、および他の同様の用語と互換性に用い、あらゆるレベルの阻害を含む。
【０４３３】
　用語「Serpina1発現の阻害」は、あらゆるSerpina1遺伝子（例えばマウスSerpina1遺伝
子、ラットSerpina1遺伝子、サルSerpina1遺伝子、またはヒトSerpina1遺伝子）、および
Serpina1遺伝子の変異体または突然変異体の発現の阻害を表すことを意図する。したがっ
て、Serpina1遺伝子は、遺伝子操作する細胞、細胞群、または生物に関連して野生型Serp
ina1遺伝子、突然変異体Serpina1遺伝子、またはトランスジェニックSerpina1遺伝子であ
りうる。
【０４３４】
　「Serpina1遺伝子の発現を阻害する」は、あらゆるレベルのSerpina1遺伝子の阻害、例
えば、Serpina1遺伝子発現の少なくとも部分的抑制を含む。Serpina1遺伝子の発現は、Se
rpina1遺伝子発現に関連するあらゆる変数のレベルまたはレベル変化（例えば、Serpina1
 mRNAレベル、Serpina1タンパク質レベル、または脂質レベルを含む）に基づいて評価す
ることができる。
【０４３５】
　阻害は、Serpina1発現に関連する1またはそれ以上の変数の絶対または相対レベルのコ
ントロールレベルと比べた減少により評価することができる。コントロールレベルは、当
該分野で用いられるあらゆるタイプのコントロールレベル、例えば投与前ベースラインレ
ベル、またはコントロール（例えば緩衝液のみのコントロールまたは不活性剤コントロー
ル）で処置または非処置の同様の対象、細胞、または試料から決定したレベルでありうる
。
【０４３６】
　本発明の方法のある態様において、Serpina1遺伝子の発現は、少なくとも約5％、少な
くとも約10％、少なくとも約15％、少なくとも約20％、少なくとも約25％、少なくとも約
30％、少なくとも約35％、少なくとも約40％、少なくとも約45％、少なくとも約50％、少
なくとも約55％、少なくとも約60％、少なくとも約65％、少なくとも約70％、少なくとも
約75％、少なくとも約80％、少なくとも約85％、少なくとも約90％、少なくとも約91％、
少なくとも約92％、少なくとも約93％、少なくとも約94％、少なくとも約95％、少なくと
も約96％、少なくとも約97％、少なくとも約98％、または少なくとも約99％阻害される。
【０４３７】
　Serpina1遺伝子発現の阻害は、処置されていないこと以外第1細胞または細胞群と実質
的に同様の第2細胞または細胞群（コントロール細胞）に比べてSerpina1遺伝子の発現が
阻害されるように処置された（例えば細胞または細胞群を本発明のRNAi物質と接触させる
ことによるか、または本発明のRNAi物質を細胞が存在する対象に投与することによる）Se
rpina1遺伝子が転写される第1細胞または細胞群（そのような細胞は、例えば対象由来の
試料中に存在しうる）により発現したmRNAの量の減少により示すことができる。好ましい
態様において、該阻害は、処置細胞のmRNAレベルを下記式：
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｛（コントロール細胞のmRNA）－（処置細胞のmRNA）｝・100％
         (コントロール細胞のmRNA）
を用いてコントロール細胞中のmRNAレベルのパーセンテージで表すことにより評価する。
【０４３８】
　あるいはまた、Serpina1遺伝子発現の阻害は、Serpina1遺伝子発現と機能的に関連した
パラメーター、例えばSerpina1タンパク質発現、例えばALT、アルカリホスファターゼ、
ビリルビン、プロトロンビン、およびアルブミンの減少により評価することができる。Se
rpina1遺伝子サイレンシングは、Serpina1を構成的またはゲノム操作により発現するあら
ゆる細胞を用い、当該分野で知られたあらゆるアッセイにより決定することができる。肝
臓はSerpina1発現の主要部位である。他の重要な発現部位は肺と腸を含む。
【０４３９】
　Serpina1タンパク質発現の阻害は、細胞または細胞群が発現したSerpina1タンパク質の
レベル（例えば対象由来の試料で発現したタンパク質のレベル）の減少で示すことができ
る。mRNA抑制の評価について上記したように、処置細胞または細胞群におけるタンパク質
発現レベルの阻害は、同様に、コントロール細胞または細胞群におけるタンパク質レベル
のパーセンテージで表すことができる。
【０４４０】
　Serpina1遺伝子発現の阻害を評価するのに用いることができるコントロール細胞または
細胞群は、本発明のRNAi物質とまだ接触していない細胞または細胞群を含む。例えば、該
コントロール細胞または細胞群は、対象をRNAi物質で処置する前の個々の対象（例えばヒ
トまたは動物対象）由来でありうる。
【０４４１】
　細胞または細胞群が発現するSerpina1 mRNAのレベルは、mRNA発現を評価するための当
該分野で知られたあらゆる方法を用いて決定することができる。ある態様において、試料
中のSerpina1の発現レベルは、Serpina1遺伝子の転写ポリヌクレオチド、またはその部分
、例えばmRNAを検出することにより決定する。RNAは、例えば酸フェノール/グアニジンイ
ソチオシアネート抽出（RNAzol B；Biogenesis)、RNeasy RNA製造キット(Qiagen)またはP
AXgene(PreAnalytix、Switzerland)を用いることを含むRNA抽出技術を用いて細胞から抽
出することができる。リボ核酸ハイブリダイゼーションを利用する典型的アッセイフォー
マットは、核ランオンアッセイ、RT-PCR、RNase保護アッセイ(Melton et al.、Nuc. Acid
s Res. 12：7035)、ノーザンブロッティング、in situハイブリダイゼーション、および
ミクロアレイ分析を含む。
【０４４２】
　ある態様において、Serpina1の発現レベルは、核酸プローブを用いて決定する。本明細
書で用いている用語「プローブ」は、特定のSerpina1と選択的に結合することができるあ
らゆる分子を表す。プローブは、当業者が合成するか、適切な生物学的調製物由来であり
うる。プローブとして利用することができる分子の例は、限定されるものではないが、RN
A、DNA、タンパク質、抗体、および有機分子を含む。
【０４４３】
　単離したmRNAは、限定されるものではないが、サザンまたはノーザン分析、ポリメラー
ゼ連鎖反応(PCR)分析、およびプローブアレイを含むハイブリダイゼーションまたは増幅
アッセイに用いることができる。mRNAレベルのある決定方法は、単離したmRNAとSerpina1
 mRNAとハイブリダイズすることができる核酸分子（プローブ）と接触させることを含む
。ある態様において、該mRNAを、単離したmRNAをアガロースゲルに流し、該ゲルからニト
ロセルロースなどの膜にmRNAを移すことにより固体表面上に固定し、プローブと接触させ
る。別の態様において、プローブを固体表面上に固定し、例えばAffymetrix遺伝子チップ
アレイ中プローブと接触させる。当業者はSerpina1 mRNAのレベルの決定に用いるために
既知のmRNA検出法に容易に適合させることができる。
【０４４４】
　試料中のSerpina1の発現レベルの別の決定方法は、RT-PCR(Mullis、1987、米国特許No.
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 4,683,202に記載の実験態様)、リガーゼ連鎖反応(Barany(1991) Proc. Natl. Acad. Sci
. USA 88：189-193)、自己持続配列複製(Guatelli et al.(1990) Proc. Natl. Acad. Sci
. USA 87：1874-1878)、転写増幅系(Kwoh et al.(1989) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86
：1173-1177)、Q-βレプリカーゼ(Lizardi et al.(1988) Bio/Technology 6：1197)、ロ
ーリングサークル複製(Lizardi et al.、米国特許No. 5,854,033)またはあらゆる他の核
酸増幅法による試料中のmRNAなどの核酸増幅および/または逆トランスクリプターゼ（cDN
Aを作製するための）のプロセス、次いで当業者によく知られた技術を用いる増幅された
分子の検出を含む。これらの検出スキームは、核酸分子が非常に小数存在する場合に該分
子の検出に特に有用である。本発明の特定の局面において、Serpina1の発現レベルは、定
量的蛍光RT-PCR(すなわち、TaqMan（登録商標)System)により測定する。
【０４４５】
　Serpina1 mRNAの発現レベルは、膜ブロット(例えばノーザン、サザン、ドットなどのハ
イブリダイゼーション分析に用いる)、またはマイクロウェル、サンプルチューブ、ゲル
、ビーズ、またはファイバー（または結合核酸を含むあらゆる固体支持体)を用いてモニ
ターすることができる。米国特許No. 5,770,722、5,874,219、5,744,305、5,677,195、お
よび5,445,934参照のこと(これらの内容は本明細書の一部を構成する)。Serpina1発現レ
ベルの決定は溶液中の核酸プローブを用いることも含みうる。
【０４４６】
　好ましい態様において、mRNA発現レベルは、分岐鎖DNA(bDNA)アッセイまたはリアルタ
イムPCR(qPCR)を用いて評価する。これらの方法の使用は本明細書の実施例に記載し例示
している。
【０４４７】
　Serpina1タンパク質発現レベルは、タンパク質レベルを測定するための当該分野で知ら
れたあらゆる方法を用いて決定することができる。そのような方法は、例えば電気泳動、
キャピラリー電気泳動、高速液体クロマトグラフィ(HPLC)、薄層クロマトグラフィ(TLC)
、超拡散クロマトグラフィ、液体またはゲル沈降反応、吸光分光法、比色分析、分光学的
定量法、フローサイトメトリー、免疫拡散法(単一または二重)、免疫電気泳動、ウエスタ
ンブロッティング、ラジオイムノアッセイ(RIA)、酵素免疫測定法(ELISA)、免疫蛍光アッ
セイ、電気化学ルミネッセンスアッセイなどを含む。
【０４４８】
　本明細書で用いている用語「試料」は、対象から単離した同様の液体、細胞、または組
織、並びに対象中に存在する液体、細胞、または組織の収集物を表す。生体液の例は、血
液、血清および漿膜液、血漿、リンパ、尿、脳脊髄液、唾液、眼液などを含む。組織試料
は、組織、器官、または局所領域由来の試料を含みうる。例えば、試料は、特定の器官、
器官の部分、または該器官内の液体または細胞由来でありうる。ある態様において、試料
は肝臓（例えば全肝臓、または肝臓のある断片、または肝臓中のある細胞種（例えば肝細
胞など））由来でありうる。好ましい態様において、「対象由来の試料」は、対象から採
取した血液または血漿を表す。さらなる態様において、「対象由来の試料」は対象由来の
肝組織を表す。
【０４４９】
　本発明の方法のある態様において、RNAi物質が対象内の特定部位に送達されるようにRN
Ai物質を対象に投与する。Serpina1の発現阻害は、対象中の特定部位由来の液体または組
織由来の試料中のSerpina1 mRNAまたはSerpina1タンパク質レベルまたはレベル変化の測
定を用いて評価することができる。好ましい態様において、該部位は肝臓である。該部位
は、前記部位のいずれか由来の細胞のサブセクションまたはサブグループでもありうる。
該部位は、特定種のレセプターを発現する細胞も含みうる。
V.  Serpina1関連疾患の治療または予防方法
【０４５０】
　本発明は、Serpina1遺伝子発現を下方調節することにより調節することができる疾患お
よび病状を治療または予防する方法も提供する。例えば、本明細書に記載の組成物は、Se
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rpina1関連疾患、例えば肝疾患、例えば、慢性肝疾患、肝炎、肝硬変、肝線維症、および
/または肝細胞癌、およびこれらの障害と関連がありうる他の病的状態、例えば肺の炎症
、肺気腫、およびCOPDを治療するのに用いることができる。
【０４５１】
　本発明は、対象、例えばSerpina1欠損変異体を有する対象における肝細胞癌の発生を阻
害する方法も提供する。該方法は、対象に治療的有効量の本発明の組成物を投与すること
により対象における肝細胞癌の発生を阻害することを含む。
【０４５２】
　対象、例えばSerpina1欠損変異体を有する対象の肝臓中のミスホールドしたSerpina1の
蓄積を減少させるための本発明の組成物の使用および方法も本発明により提供される。該
方法は、対象に治療的有効量の本発明組成物を投与することにより、対象の肝臓中のミス
ホールドしたSerpina1の蓄積を減少させることを含む。
【０４５３】
　本明細書で用いている「対象」は、ヒトまたは非ヒト動物、好ましくは脊椎動物、より
好ましくは哺乳動物を含む。対象はトランスジェニック生物を含みうる。より好ましくは
、対象はヒト、例えばSerpina1関連疾患に罹患するかまたはそれを発症しやすいヒトであ
る。最も好ましくは、該対象は、ヒト、例えばSerpina1関連疾患に罹患するかまたはそれ
を発症しやすいヒトである。ある態様において、Serpina1関連疾患に罹患するかまたはそ
れを発症しやすい対象は、1またはそれ以上のSerpina1 不全対立遺伝子、例えば、PIZ、P
IS、またはPIM(Malton)対立遺伝子を有する。
【０４５４】
　本発明のさらなる態様において、本発明のiRNA物質をさらなる治療薬と組み合わせて投
与する。iRNA物質とさらなる治療薬は、同じ組成物で一緒に、例えば非経口投与するか、
またはさらなる治療薬を別の組成物の部分としてまたは本明細書に記載の別の方法により
投与することができる。
【０４５５】
　本発明の方法に用いるのに適したさらなる治療薬の例は、肝硬変などの肝疾患の治療で
知られているそれら薬剤が含まれる。例えば、本発明のiRNA物質は、例えば以下のものと
ともに投与することができる：ウルソデオキシコール酸(UDCA)、免疫抑制剤、メトトレキ
セート、コルチコステロイド、シクロスポリン、コルヒチン、痒み止め処置、例えば抗ヒ
ンスタミン、コレスチラミン、コレスチポール、リファンピン、ドロナビノール（マリノ
ール）、および血漿分離交換法、予防的抗生剤、紫外線、亜鉛補給物、およびA型肝炎、
インフルエンザ、および肺炎球菌ワクチン。
【０４５６】
　本発明の方法のある態様において、Serpina1発現は、長期間、例えば少なくとも1週間
、2週間、3週間、または4週間またはそれ以上減少する。例えば、場合により、Serpina1
遺伝子の発現は、本明細書に記載のiRNA物質の投与により少なくとも約5％、10％、15％
、20％、25％、30％、35％、40％、45％、50％、または55％抑制される。ある態様におい
て、Serpina1遺伝子は、iRNA物質の投与により少なくとも約60％、70％、または80％抑制
される。ある態様において、Serpina1遺伝子は、iRNA物質の投与により少なくとも約85％
、90％、または95％抑制される。
【０４５７】
　本発明のiRNA物質は、限定されるものではないが、皮下、静脈内、筋肉内、眼内、気管
支内、胸腔内、腹腔内、動脈内、リンパ、脳脊髄、およびあらゆるそれらの組み合わせを
含む当該分野で知られたあらゆる投与方法を用いて対象に投与することができる。好まし
い態様では、iRNA物質を皮下投与する。
【０４５８】
　ある態様において、該投与は蓄積注射による。蓄積注射はiRNA物質を長期間にわたり継
続的に放出することができる。したがって、蓄積注射は目的とする効果、例えば目的とす
るSerpina1阻害、または治療または予防効果を得るのに必要な投薬頻度を減らすことがで
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きる。蓄積注射は、より一定な血清濃度ももたらしうる。蓄積注射は、皮下注射または筋
肉内注射を含みうる。好ましい態様において、蓄積注射は皮下注射である。
【０４５９】
　ある態様において、該投与はポンプを介する。ポンプは、外部ポンプか外科的に体内に
埋め込んだポンプでありうる。ある態様において、ポンプは、皮下に埋め込んだ浸透圧ポ
ンプである。他の態様において、該ポンプは注入ポンプである。注入ポンプを静脈内、皮
下、動脈、または硬膜外注入に用いることができる。好ましい態様において、注入ポンプ
は皮下注入ポンプである。他の態様において、該ポンプはRNAi物質を肝臓に送達する外科
的に体内に埋め込んだポンプである。
【０４６０】
　他の投与方法は、硬膜外、脳内、脳室内、鼻内投与、動脈内、心臓内、骨内注入、髄腔
内、および硝子体内、および肺内を含む。投与方法は、局所処置と全身処置のいずれが望
ましいかと治療する領域に基づいて選ぶことができる。投与経路と部位は標的化を増強す
るように選ぶことができる。
【０４６１】
　本発明の方法は、iRNA物質を少なくとも5、より好ましくは7、10、14、21、25、30、ま
たは40日間Serpina1 mRNAレベルを抑制/減少させるのに充分な用量で投与し；所望により
、第1単回用量を投与後少なくとも5、より好ましくは7、10、14、21、25、30、または40
日に第2単回用量を投与することにより対象のSerpina1遺伝子の発現を阻害することを含
む。
【０４６２】
　ある態様では、本発明のiRNA物質の用量を、4週間毎に1回以下、3週間毎に1回以下、2
週間毎に1回以下、または1週間毎に1回以下で投与する。別の態様では、該投与を1、2、3
、または6カ月間、または1年間またはそれ以上維持することができる。一般的には、iRNA
物質は免疫系を活性化せず、例えばTNFαまたはIFNαレベルなどのサイトカインレベルを
増加させない。例えば、例えば本明細書に記載のin vitro PBMCアッセイなどのアッセイ
で測定すると、TNFαまたはIFNαレベルの増加は、Serpina1を標的としないiRNA物質など
のコントロールiRNA物質で処理したコントロール細胞の30％、20％、または10％未満であ
る。
【０４６３】
　例えば、対象に、治療量のiRNA物質、例えば、0.5mg/kg、1.0mg/kg、1.5mg/kg、2.0mg/
kg、または2.5mg/kg dsRNAを投与することができる。iRNA物質を一定期間、例えば5分間
、10分間、15分間、20分間、または25分間にわたり静脈内注入により投与することができ
る。投与を、例えば定期的に、例えば2週間に1回（すなわち2週間毎に）1カ月間、2カ月
間、3カ月間、4カ月間またはそれ以上反復する。
【０４６４】
　最初の治療計画後は低頻度で処置を施すことができる。例えば、2週間に1回、3カ月間
投与後、投与を1月に1回、6カ月間または1年間またはそれ以上反復することができる。iR
NA物質の投与は、例えば患者の細胞、組織、血液、尿、器官（例えば肝臓）、または他の
コンパートメント中のSerpina1レベルを少なくとも10％、少なくとも15％、少なくとも20
％、少なくとも25％、少なくとも30％、少なくとも40％、少なくとも50％、少なくとも60
％、少なくとも70％、少なくとも80 ％または少なくとも90％またはそれ以上減少させる
ことができる。
【０４６５】
　iRNA物質の全用量を投与する前に、患者により小用量を投与してアレルギー反応などの
副作用や脂質レベルや血圧の上昇をモニターすることができる。別の例では、患者の望ま
しくない免疫刺激作用、例えばサイトカイン(例えば、TNFαまたはINFα)レベルの増加を
モニターすることができる。典型的な小用量は、5％またはそれ未満の注入反応の発生率
をもたらす用量である。
【０４６６】
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　疾患の治療または予防効果は、例えば疾患の進行、疾患の緩解、症状の重症度、痛みの
減少、クオリティオブライフ、治療効果を持続するのに必要な薬剤の用量、疾患マーカー
または治療するか予防を目的とする特定疾患に適したあらゆる他の測定可能なパラメータ
ーのレベルを測定することにより評価することができる。そのようなパラメーターのいず
れかまたはパラメーターのあらゆる組み合わせを測定することにより治療または予防効果
をモニターすることは十分当業者の能力内である。例えば、肝線維症の治療または肝線維
症の改善効果は、例えば以下の肝線維症マーカーを定期的にモニターすることにより評価
することができる：a-2-マクログロブリン(a-MA)、トランスフェリン、アポリポプロテイ
ンAl、ヒアルロン酸(HA)、ラミニン、N-末端プロコラーゲンIII(PIIINP)、7SコラーゲンI
V(7S-IV)、総ビリルビン、間接ビリルビン、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、
アスパルテートアミノトランスフェラーゼ(AST)、AST/ALT、g-グルタミルトランスペプチ
ダーゼ(GGT)、アルカリホスファターゼ(ALP)、アルブミン、アルブミン/グロブリン、血
中尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cr)、トリグリセリド、コレステロール、高密度リポタ
ンパク質および低密度リポタンパク質、および肝臓穿刺生検。治療前（初期測定値）、次
いで治療計画時（以後の測定値）に肝線維症マーカーを測定しおよび/または肝臓穿刺生
検を実施することができる。
【０４６７】
　初期測定値と以後の測定値の比較は、医師に治療が有効か否かの指標をもたらす。その
ようなパラメーターのいずれかまたはパラメーターのあらゆる組み合わせを測定すること
により治療または予防効果をモニターすることは十分当業者の能力内である。Serpinalを
標的とするiRNA物質またはその医薬組成物の投与に関して、Serpina1関連疾患、例えば肝
疾患、例えば肝線維症病状「に対して有効」は、本発明のiRNA物質の臨床的に適切な投与
が患者の少なくとも統計学的に有意な割合に有益な効果、例えば症状の改善、治癒、疾患
負荷の減少、腫瘍塊または細胞数の減少、生存延長、クオリティオブライフの改善、また
は肝疾患の治療に精通した医師が一般的に肯定的と認識する他の効果をもたらすことを示
す。
【０４６８】
　本発明の方法では、本明細書に記載のiRNA物質を、Serpina1関連疾患、例えば肝疾患、
例えば、肝炎、肝硬変、肝線維症、および/または肝細胞癌の兆候、症状、および/または
マーカーを有するか、それと診断されているかまたはそのリスクがある個体を処置するの
に用いることができる。当業者は、本明細書に記載のiRNA物質で処置された対象のそのよ
うな疾患の兆候、症状、および/またはマーカーを容易にモニターし、これら兆候、症状
、および/またはマーカーの少なくとも10％の、好ましくは肝疾患の低リスクを示す臨床
レベルへの減少を評価することができる。
【０４６９】
　治療または予防効果は、疾患状態の1またはそれ以上のパラメーターの統計的に有意な
改善があるか、またはそうでないと見込まれる症状の悪化または発現がないことにより認
められる。例として、疾患の測定可能なパラメーター（例えば上記肝機能）の少なくとも
10％、好ましくは少なくとも20％、30％、40％、50％またはそれ以上の好ましい変化は有
効な治療を示しうる。本発明のあるiRNA物質または該iRNA物質の製剤の有効性は、当該分
野で知られた該疾患の実験動物モデルを用いて評価することもできる。実験動物モデルを
用いる場合は、治療の有効性はマーカーまたは症状の統計的に有意な減少がみられるとき
に証明される。
【０４７０】
　治療または予防効果は、1またはそれ以上の症状が減少または改善したときにも明らか
である。例えば、治療または予防は、衰弱、疲労、体重減少、悪心、嘔吐、腹部膨満、四
肢の腫脹、眼および/または皮膚の過剰なかゆみと黄疸の1またはそれ以上が減少および改
善すると有効である。
【０４７１】
　ある適応症では、Serpina1タンパク質の血清レベルの増加により有効性を測定すること
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ができる。例として、適切にホールドしたSerpina1の血清レベルの少なくとも10％、少な
くとも20％、少なくとも50％、少なくとも100％、少なくとも200％以上の増加は有効な治
療を示しうる。
【０４７２】
　あるいはまた、臨床的に許容される疾患重症度等級付け尺度（一例としてChild-Pughス
コア(ときにChild-Turcotte-Pughスコア)）に基づいて診断分野の当業者が決定した疾患
の重症度の減少により有効性を評価することができる。この例では、慢性肝疾患、主に肝
硬変の予後は、5つの臨床評価基準、ビリルビン、血清アルブミン、INR、腹水、および肝
性脳症の総スコアにより評価する。各マーカーは1～3の値に割り当てられ、合計値を用い
てスコアをA(5～6点)、B(7～9点)、またはC(10～15点)に分類する（これは1または2年生
存率と関連付けることができる）。Child-Pughスコアの決定および分析方法は当該分野で
よく知られている(Farnsworth et al、Am J Surgery 2004 188：580-583；Child and Tur
cotte. Surgery and portal hypertension. In：The liver and portal hypertension. C
G Child編. Philadelphia：Saunders 1964：50-64；Pugh et al、Br J Surg 1973；60：6
48-52)。この例では、有効性は例えば「B」から「A」に患者が移動することにより評価す
ることができる。例えば適切な尺度を用いて評価した疾患の重症度の減少をもたらすあら
ゆる肯定的変化が本明細書に記載のiRNAまたはiRNA製剤を用いる適切な治療を示す。
【０４７３】
　ある態様では、RNAi物質を以下の用量で投与する：約0.25mg/kg～約50mg/kg、例えば、
約0.25mg/kg～約0.5mg/kg、約0.25mg/kg～約1mg/kg、約0.25mg/kg～約5mg/kg、約0.25mg/
kg～約10mg/kg、約1mg/kg～約10mg/kg、約5mg/kg～約15mg/kg、約10mg/kg～約20mg/kg、
約15mg/kg～約25mg/kg、約20mg/kg～約30mg/kg、約25mg/kg～約35mg/kg、または約40mg/k
g～約50mg/kg。
【０４７４】
　ある態様では、RNAi物質を以下の用量で投与する：約0.25mg/kg、約0.5mg/kg、約1mg/k
g、約2mg/kg、約3mg/kg、約4mg/kg、約5mg/kg、約6mg/kg、約7mg/kg、約8mg/kg、約9mg/k
g、約10mg/kg、約11mg/kg、約12mg/kg、約13mg/kg、約14mg/kg、約15mg/kg、約16mg/kg、
約17mg/kg、約18mg/kg、約19mg/kg、約20mg/kg、約21mg/kg、約22mg/kg、約23mg/kg、約2
4mg/kg、約25mg/kg、約26mg/kg、約27mg/kg、約28mg/kg、約29mg/kg、30mg/kg、約31mg/k
g、約32mg/kg、約33mg/kg、約34mg/kg、約35mg/kg、約36mg/kg、約37mg/kg、約38mg/kg、
約39mg/kg、約40mg/kg、約41mg/kg、約42mg/kg、約43mg/kg、約44mg/kg、約45mg/kg、約4
6mg/kg、約47mg/kg、約48mg/kg、約49mg/kgまたは約50mg/kg。
【０４７５】
　本発明のある態様では、例えば2本鎖RNAi物質が修飾(例えば、3連続ヌクレオチド上の3
つの同じ修飾の1またはそれ以上のモチーフ（該物質の開裂部位またはその付近に1つのそ
のようなモチーフを含む）)、6つのホスホロチオエート結合、およびリガンドを含む場合
、そのような物質を以下の用量で投与する：約0.01～約0.5mg/kg、約0.01～約0.4mg/kg、
約0.01～約0.3mg/kg、約0.01～約0.2mg/kg、約0.01～約0.1mg/kg、約0.01mg/kg～約0.09m
g/kg、約0.01mg/kg～約0.08mg/kg、約0.01mg/kg～約0.07mg/kg、約0.01mg/kg～約0.06mg/
kg、約0.01mg/kg～約0.05mg/kg、約0.02～約0.5mg/kg、約0.02～約0.4mg/kg、約0.02～約
0.3mg/kg、約0.02～約0.2mg/kg、約0.02～約0.1mg/kg、約0.02mg/kg～約0.09mg/kg、約0.
02mg/kg～約0.08mg/kg、約0.02mg/kg～約0.07mg/kg、約0.02mg/kg～約0.06mg/kg、約0.02
mg/kg～約0.05mg/kg、約0.03～約0.5mg/kg、約0.03～約0.4mg/kg、約0.03～約0.3mg/kg、
約0.03～約0.2mg/kg、約0.03～約0.1mg/kg、約0.03mg/kg～約0.09mg/kg、約0.03mg/kg～
約0.08mg/kg、約0.03mg/kg～約0.07mg/kg、約0.03mg/kg～約0.06mg/kg、約0.03mg/kg～約
0.05mg/kg、約0.04～約0.5mg/kg、約0.04～約0.4mg/kg、約0.04～約0.3mg/kg、約0.04～
約0.2mg/kg、約0.04～約0.1mg/kg、約0.04mg/kg～約0.09mg/kg、約0.04mg/kg～約0.08mg/
kg、約0.04mg/kg～約0.07mg/kg、約0.04mg/kg～約0.06mg/kg、約0.05～約0.5mg/kg、約0.
05～約0.4mg/kg、約0.05～約0.3mg/kg、約0.05～約0.2mg/kg、約0.05～約0.1mg/kg、約0.
05mg/kg～約0.09mg/kg、約0.05mg/kg～約0.08mg/kg、または約0.05mg/kg～約0.07mg/kg。
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前記値の中間の値と範囲も本発明の部分であることを意図し、例えばRNAi物質を約0.015m
g/kg～約0.45mg/mgの用量で対象に投与することができる。
【０４７６】
　例えば、RNAi物質、例えば医薬組成物中のRNAi物質は以下の用量で投与することができ
る：約0.01mg/kg、0.0125mg/kg、0.015mg/kg、0.0175mg/kg、0.02mg/kg、0.0225mg/kg、0
.025mg/kg、0.0275mg/kg、0.03mg/kg、0.0325mg/kg、0.035mg/kg、0.0375mg/kg、0.04mg/
kg、0.0425mg/kg、0.045mg/kg、0.0475mg/kg、0.05mg/kg、0.0525mg/kg、0.055mg/kg、0.
0575mg/kg、0.06mg/kg、0.0625mg/kg、0.065mg/kg、0.0675mg/kg、0.07mg/kg、0.0725mg/
kg、0.075mg/kg、0.0775mg/kg、0.08mg/kg、0.0825mg/kg、0.085mg/kg、0.0875mg/kg、0.
09mg/kg、0.0925mg/kg、0.095mg/kg、0.0975mg/kg、0.1mg/kg、0.125mg/kg、0.15mg/kg、
0.175mg/kg、0.2mg/kg、0.225mg/kg、0.25mg/kg、0.275mg/kg、0.3mg/kg、0.325mg/kg、0
.35mg/kg、0.375mg/kg、0.4mg/kg、0.425mg/kg、0.45mg/kg、0.475mg/kg、または約0.5mg
/kg。前記値の中間の値も本発明の部分であることを意図する。
【０４７７】
　対象に投与するRNAi物質の用量は、例えば、望ましくない副作用を避けると同時に目的
とするレベルのSerpina1遺伝子抑制（例えばSerpina1 mRNA抑制、Serpina1タンパク質発
現に基づいて評価）または目的とする治療または予防効果を達成する特定用量のリスクと
利益のバランスにより調整することができる。
【０４７８】
　ある態様では、RNAi物質を2またはそれ以上の用量で投与する。反復または頻回注入を
容易にするのが望まし場合は、ポンプ、半永久ステント（例えば、静脈内、腹腔内、嚢内
、または包内）、またはリザーバーの埋込みが望ましいかもしれない。ある態様において
、続く用量の数と量は、目的とする効果（例えばSerpina1遺伝子の抑制）の達成、または
治療または予防効果（例えば肝疾患の症状の減少）の達成によって決まる。ある態様では
、RNAi物質をスケジュールにしたがって投与する。例えば、RNAi物質を1週間に1回、1週
間に2回、1週間に3回、1週間に4回、または1週間に5回投与することができる。ある態様
において、該スケジュールは、1時間毎、4時間毎、6時間毎、8時間毎、12時間毎、毎日、
2日毎、3日毎、4日毎、5日毎、毎週、隔週、または毎月などの一定間隔の投与を含む。他
の態様において、該スケジュールは、厳密に区切られた投与と、次いで該物質を投与しな
い長期間を含む。例えば、該スケジュールは、比較的短期間(例えば、約6時間毎、約12時
間毎、約24時間毎、約48時間毎、または約72毎)で投与し、次いでRNAi物質を投与しない
長期間(例えば、約1週間、約2週間、約3週間、約4週間、約5週間、約6週間、約7週間、ま
たは約8週間)の初期投与セットを含みうる。ある態様では、RNAi物質を最初に1時間毎に
投与し、その後より長い間隔（例えば、毎日、毎週、隔週、または毎月）で投与する。別
の態様では、RNAi物質を最初に毎日投与し、その後より長い間隔（例えば、毎週、隔週、
または毎月）で投与する。ある態様では、より長い間隔は徐々に増加するかまたは目的と
する効果の達成に基づいて決定される。特定の態様では、RNAi物質を第1週に1日1回投与
し、次いで投与第8日に毎週投与を開始する。別の特定の態様では、RNAi物質を第1週に隔
日で投与し、次いで投与第8日に毎週投与を開始する。
【０４７９】
　ある態様では、RNAi物質を短い間隔で投与する「ローディング期」（RNAi物質をより長
い間隔で投与する「維持期」が続くことがある）を含む投与計画で投与する。ある態様に
おいて、ローディング期は、第1週にRNAi物質の5回毎日投与を含む。別の態様において、
維持期は、RNAi物質の週1または2回投与を含む。さらなる態様において、維持期は5週間
続く。ある態様において、ローディング期は、2mg/kg、1mg/kg、または0.5mg/kgの用量の
週5回の投与を含む。別の態様において、維持期は、2mg/kg、1mg/kgまたは0.5mg/kgの用
量の週1または2回の投与を含む。
【０４８０】
　これらのスケジュールはいずれも、所望により1またはそれ以上反復することができる
。反復数は、目的とする効果（例えばSerpina1遺伝子の抑制）の達成、および/または治
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療または予防効果（例えばSerpina1関連疾患（例えば肝疾患）の症状の減少）の達成に依
存しうる。
【０４８１】
　別の局面において、本発明は、本明細書に記載のiRNA物質の投与方法を末端利用者、例
えば介護者または対象に指示する方法を特徴とする。該方法は、所望により末端利用者に
1用量またはそれ以上のiRNA物質を提供し、末端利用者に本明細書に記載の投与計画でiRN
A物質を投与するよう指示することを含む。
【０４８２】
　遺伝的素因は、標的遺伝子関連疾患、例えば肝疾患の発症に役割を果たす。したがって
、siRNAを必要とする患者は、家族歴をみるか、または例えば1またはそれ以上の遺伝子マ
ーカーまたは変異体をスクリーニングすることにより同定することができる。したがって
、ある局面において、本発明は患者がSerpina1欠乏またはSerpina1欠乏遺伝子変異体、例
えば、PIZ、PIS、またはPIM(Malton)対立遺伝子の1またはそれ以上を有することに基づい
て患者を選択することによる患者の治療方法を提供する。該方法は、患者に治療的有効量
のiRNA物質を投与することを含む。
【０４８３】
　ヘルスケア提供者、例えば医師、看護師、または家族の一員は本発明のiRNA物質を処方
または投与する前に家族歴をみることができる。さらに、遺伝子型や表現型を決定するた
めの試験を行うことができる。Serpina1 dsRNAを患者に投与する前に、例えば患者由来の
試料、例えば血液試料を用いてSerpina1遺伝子型および/または表現型を同定するDNA検査
を行うことができる。
VI.　キット
【０４８４】
　本発明は、iRNA物質のいずれかを用い、および/または本発明の方法のいずれかを実施
するためのキットも提供する。そのようなキットは、1またはそれ以上のRNAi物質と使用
するための指示書、例えば、Serpina1の発現を阻害するのに有効な量のRNAi物質と細胞を
接触させることにより細胞中のSerpina1の発現を阻害するための指示書を含む。該キット
は、所望によりさらに細胞をRNAi物質と接触させる手段（例えば注射用具）、またはSerp
ina1阻害を測定する手段（例えばSerpina1 mRNA阻害を測定する手段）を含みうる。その
ようなSerpina1阻害の測定手段は、対象由来の試料、例えば血漿試料を得る手段を含みう
る。本発明のキットは、所望によりさらに対象にRNAi物質を投与する手段、または治療的
有効量または予防的有効量を決定する手段を含むことができる。
【０４８５】
　特記しない限り、本明細書で用いているすべての技術および科学用語は、本発明が属す
る分野の当業者が一般的に理解するのと同じ意味を有する。本明細書に記載したものと同
様または等価な方法と材料を本発明のiRNAおよび方法の実施または試験に用いることがで
きるが、適切な方法と材料を以下に記載する。本明細書に記載のすべての刊行物、特許出
願、特許、および他の参考文献は本明細書の一部を構成する。不一致の場合は、定義を含
めて本明細書が支配する。さらに、材料、方法、および実施例は単に例示であって、限定
を意図するものではない。
【０４８６】
(実施例）
材料と方法
　以下の材料と方法を実施例に用いた。
siRNAデザイン
　Serpinal遺伝子は複数の交互転写産物を有する。NCBI遺伝子データベース(http：//www
.ncbi.nlm.nih.gov/gene/)に注記されたすべてのヒトおよびカニクイザル(Macaca fascic
ularis；以後「cyno」)Serpinal転写産物を標的とするsiRNAを同定するためにsiRNAデザ
インを実施した。NCBI RefSeqコレクション由来の下記のヒト転写産物を用いた：Human-N
M 000295.4、NM_001002235.2、NM_001002236.2、NM_001127700.1、NM_001127701.1、NM_0
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01127702.1、NM_001127703.1、NM_001127704.1、NM_001127705.1、NM_001127706.1、NM_0
01127707.1。cyno転写産物を同定するためアカゲザル(Macaca mulatta)転写産物XM_00109
9255.2をSpideyアラインメントツール(www.ncbi.nlm.nih.gov/spidey/)を用いてM. fasci
cularisゲノムとアラインメントした。アカゲザルとcyno転写産物の全同一性パーセント
は99.6％であった。コンセンサススプライス部位および完全長コーディングおよび非翻訳
領域を保存するため、cyno転写産物をハンドアセンブルした。得られた転写産物は2064ヌ
クレオチド長であった。
【０４８７】
　すべてのsiRNA2本鎖をすべての記載したヒトおよびcyno転写産物と100％同一性を有す
るようデザインした。
【０４８８】
　585の候補siRNAをヒトトランスクリプトーム(ヒトNCBI Refseqセット内のNM_およびXM_
レコードのセットと定義する)に対する総合的検索に用いた。全部で48センス(21マー)お
よび48アンチセンス(23マー)由来siRNAオリゴを合成し、2本鎖を形成した。Sepina1セン
スおよびアンチセンス鎖配列の詳細なリストを表1および2に示す。
siRNA合成
　I.　一般的小および中規模RNA合成手順
【０４８９】
　標準的固相オリゴヌクレオチド合成プロトコルに基づき、市販のウリジンの5’-O-(4,4
’-ジメトキシトリチル)-2’-O-t-ブチルジメチルシリル-3’-O-(2-シアノエチル-N,N-ジ
イソプロピル)ホスホラミダイトモノマー、4-N-アセチルシチジン、6-N-ベンゾイルアデ
ノシンおよび2-N-イソブチリルグアノシンン、および対応する2’-O-メチルおよび2’-フ
ルオロホスホラミダイトを用いてRNAオリゴヌクレオチドを0.2～500μmolの規模で合成し
た。該アミダイト溶液を0.1～0.15M濃度で調製し、5-エチルチオ-1H-テトラゾール(アセ
トニトリル中0.25～0.6M)を活性化剤として用いた。ルチジン：アセトニトリル(1：1)(v
；v)中の0.2Mフェニルアセチルジスルフィド(PADS)、またはピリジン中の0.1M 3-(ジメチ
ルアミノメチレン)アミノ-3H-1,2,4-ジチアゾール-5-チオン(DDTT)を酸化工程に用いて合
成中にホスホロチオエート骨格修飾を導入した。合成が完結した後、該配列を固体支持体
から開裂し、メチルアミン、次いでトリエチルアミン.3HFを用いて存在するあらゆる2’-
O-t-ブチルジメチルシリル保護基を除去し脱保護した。
【０４９０】
　5～500μmolの合成規模の完全2’修飾配列(2’-フルオロおよび/または2’-O-メチルま
たはそれらの組み合わせ)では、オリゴヌクレオチドを3：1(v/v) エタノールおよび濃(28
～32％)水性アンモニアを用い、35℃で16hまたは55℃で5.5h脱保護した。アンモニア脱保
護前に、オリゴヌクレオチドを固体支持体上で20分間アセトニトリルの0.5Mピペリジンで
処理した。粗オリゴヌクレオチドをLC-MSおよび陰イオン交換HPLC(IEX-HPLC)により分析
した。オリゴヌクレオチドの精製は、20mMリン酸塩、10％～15％ACN、pH＝8.5(緩衝液A)
および20mMリン酸塩、10％～15％ACN、1M NaBr、pH＝8.5(緩衝液B)を用いるIEX HPLCによ
り行った。分画の純度を分析的HPLCにより分析した。適切な純度の生成物を含む分画をプ
ールし、ロータリー蒸発装置で濃縮し、次いで脱塩した。試料をサイズ排除クロマトグラ
フィで脱塩し、凍結乾燥にて乾燥させた。等モル量のセンスおよびアンチセンス鎖を1xPB
S緩衝液中でアニールし、対応するsiRNA2本鎖を作製した。
【０４９１】
　小規模(0.2～1μmol)の合成は、96ウェルフォーマットのMerMade 192合成装置を用いて
行った。完全2’-修飾配列(2’-フルオロおよび/または2’-O-メチルまたはそれらの組み
合わせ)の場合は、オリゴヌクレオチドを、メチルアミンを用い室温で30～60min、次いで
60℃で30minインキュベーションするか、または3：1(v/v)エタノールおよび濃(28～32％)
水性アンモニアを用い室温で30～60min、次いで40℃で1.5時間インキュベーションして脱
保護した。次に、粗オリゴヌクレオチドをアセトニトリル：アセトン(9：1)溶液中で沈殿
させ、次いで遠心分離し、上清をデカントして精製した。粗オリゴヌクレオチドペレット
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を20mM NaOAc緩衝液に再懸濁し、LC-MSおよび陰イオン交換HPLCにより分析した。粗オリ
ゴヌクレオチド配列を5mL HiTrap Sephadex G25カラム(GE Healthcare)を用い96深ウェル
プレート中で脱塩した。各ウェル中に個々の配列に対応する約1.5mL試料を回収した。こ
れらの精製し脱塩したオリゴヌクレオチドをLC-MSおよび陰イオン交換クロマトグラフィ
で分析した。Tecanロボットを用いて等量のセンスおよびアンチセンス配列をアニールし
て2本鎖を作製した。2本鎖の濃度を1xPBS緩衝液で10μMに調整した。
II.　in vivo分析用のGalNAc結合オリゴヌクレオチドの合成
【０４９２】
　3’末端にGalNAcリガンドが結合したオリゴヌクレオチドを、オリゴヌクレオチド合成
用の4,4’-ジメトキシトリチル(DMT)保護第1ヒドロキシ基を保持するY型リンカーで前処
理した固体支持体およびテザーを介して結合したGalNAcリガンドを用いて0.2～500μmol
規模で合成した。5～500μmol規模のGalNAcコンジュゲートを合成するため、RNAの上記合
成プロトコルに次いで以下を適用した：ポリスチレンベースの合成支持体についてトルエ
ン中の5％ジクロロ酢酸を合成中のDMT開裂に用いた。支持体からの開裂と脱保護は上記の
ごとく行った。ホスホロチオエート豊富配列(通常＞5ホルホロチオエート)を最終5’-DMT
基を除去せずに合成し(「DMT-オン」)、上記のごとく開裂および脱保護した後に水中の50
mM酢酸アンモニウム(緩衝液A)および80％アセトニトリル中の50mM酢酸アンモニウム(緩衝
液B)を用いる逆相HPLCで精製した。分画の純度を分析的HPLCおよび/またはLC-MSで分析し
た。適切な純度の生成物含有分画をプールし、ロータリー蒸発装置で濃縮した。DMT基を
完結するまで水中の20％～25％酢酸を用いて除去した。試料をサイズ排除クロマトグラフ
ィで脱塩し、次いで凍結乾燥にて乾燥した。等モル量のセンスおよびアンチセンス鎖を1x
PBS緩衝液中でアニールし、対応するsiRNA2本鎖を作製した。
【０４９３】
　複数のホスホロチオエート結合を有する配列を含むGalNAcコンジュゲート(0.2～1μmol
)の小規模合成には、MerMadeプラットフォーム上でRNAまたは完全2’-F/2’-OMe-含有配
列を合成するための上記プロトコルを適用した。GalNAc官能化制御細孔ガラス支持体を含
むプレパックドカラムを用いて合成を行った。
ABI用量cDNA逆転写キット(Applied Biosystems、Foster City、CA、Cat #4368813)を用い
るcDNA合成
【０４９４】
　反応あたり2μl 10X緩衝液、0.8μl 25X dNTP、2μlランダムプライマー、1μl逆転写
酵素、1μl RNアーゼ阻害剤、および3.2μl H2Oのマスター混合物を10μl総RNAに加えた
。Bio-Rad C-1000またはS-1000サーマルサイクラー(Hercules、CA)を用い、以下の工程（
25℃ 10分、37℃ 120分、85℃5秒、4℃保持）でcDNAを作製した。
細胞培養およびトランスフェクション
【０４９５】
　Hep3B、HepG2、またはHeLa細胞(ATCC、Manassas、VA)を10％FBSおよびグルタミン(ATCC
)を添加した推奨培地(ATCC)中、5％CO2の雰囲気下37℃でほぼコンフルエントに増殖させ
、次いでトリプシン処理にてプレートから除去した。96ウェルフォーマットでスクリーニ
ングした2本鎖について、96ウェルプレートの個々のウェルで5μiの各siRNA2本鎖に44.75
μlのOpti-MEM＋0.25μlのリポフェクタミンRNAiMax/ウェル(Invitrogen、Carlsbad CA. 
cat # 13778-150)を加えてトランスフェクションを行った。次に、混合物を室温で15分間
インキュベーションした。50μlの～2x104細胞を含む抗生物質不含完全増殖培地をsiRNA
混合物に加えた。384ウェルフォーマットでスクリーニングした2本鎖では、5μlのOpti-M
EM＋0.1μlのリポフェクタミンRNAiMax(Invitrogen、Carlsbad CA. cat # 13778-150)を
個々のウェルあたり5μlの各siRNA2本鎖と混合した。次に、混合物を室温で15分間インキ
ュベーションし、次いで40μlの～8x103細胞を含む抗生物質不含完全増殖培地に加えた。
細胞を24時間インキュベーションし、次いでRNA精製した。単用量実験は10nMおよび0.1nM
最終2本鎖濃度で行い、用量反応実験は10、1.67、0.27、0.046、0.0077、0.0013、0.0002
1、0.00004nMの最終2本鎖濃度で行った。
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自由取り込みトランスフェクション
【０４９６】
　5μlのPBS中の各GalNac結合siRNAを96ウェルプレートの各ウェル中の95μlのIn Vitro 
Gro CP培地(In Vitro Technologies-Celsis、Baltimore、MD)（または384ウェルプレート
フォーマットでは5μl siRNAおよび1.2x103細胞を含む45μl培地）に再浮遊した3X104個
の新鮮解凍凍結保存カニクイザル肝細胞(In Vitro Technologies-Celsis、Baltimore、MD
；lot#JQD)と混合した。混合物を5％CO2雰囲気下37℃で約24時間インキュベーションした
。siRNAを500nMおよび10nMの最終濃度で試験した。
DYNABEADS mRNA単離キット(Invitrogen、part #：610-12)を用いる総RNA単離
【０４９７】
　細胞を回収し、150μlの溶解/結合緩衝液中で溶解し、次いでEppendorfサーモミキサー
を用い850rpm(混合スピードはプロセスを通して同じであった)で5分間混合した。10μlの
磁気ビーズおよび80μl溶解/結合緩衝液混合物を丸底プレートに加え、1分間混合した。
磁気ビーズを磁気スタンドを用いて捕捉し、ビーズをかき乱さずに上清を除去した。上清
を除去した後、溶解した細胞を残るビーズに加え、5分間混合した。上清を除去した後、
磁気ビーズを150μl洗浄緩衝液Aで2回洗浄し、1分間混合した。ビーズを再度捕捉し、上
清を除去した。次にビーズを150μl洗浄緩衝液Bで洗浄し、捕捉し、次いで上清を除去し
た。次に、ビーズを150μl溶出緩衝液で洗浄し、捕捉し、次いで上清を除去した。ビーズ
を2分間乾燥させた。乾燥後、50μlの溶出緩衝液を加え、70℃で5分間混合した。ビーズ
を磁石で5分間捕捉した。50μlの上清を除去し、別の96ウェルプレートに加えた。
【０４９８】
　384ウェルフォーマットでは、細胞を50μl溶解/結合緩衝液を加えて1分間溶解した。1
ウェルあたり2μlの磁気ビーズを用いた。所要容量のビーズを等分し、磁気スタンドで捕
捉し、ビーズ保存溶液を除去した。次に、ビーズを所要容量の溶解/結合緩衝液(25μl/ウ
ェル)に再浮遊し、次いで25μlのビーズ浮遊液を溶解した細胞に加えた。溶解物-ビーズ
混合物を設定#7のVibraTransaltor(UnionScientific Corp.、Randallstown、MD)で10分間
インキュベーションした。次に、ビーズを磁気スタンドで捕捉し、上清を除去し、次いで
ビーズを90μl緩衝液Aで1回洗浄し、次いで90μl緩衝液Bおよび100μlの溶出緩衝液の1回
洗浄工程を行った。ビーズを各洗浄緩衝液に～1分間浸した（混合せず）。最終洗浄工程
後、ビーズを15μlの溶出緩衝液に70℃で5分間再浮遊させ、次いでビーズを捕捉し、次い
でcDNA合成用に上清（8μl以下）を除去し、および/または精製RNAを保存した（-20℃）
。
リアルタイムPCR
【０４９９】
　2μlのcDNAを、384ウェルプレート(Roche cat # 04887301001)中1ウェルあたり0.5μl 
GAPDH TaqManプローブ(Applied Biosystems Cat #4326317E)、Hep3B実験またはカスタム
設計のGAPDHおよびSERPINA1 taqmanアッセイを用いるPCH実験には0.5μl SERPINA1 TaqMa
nプローブ(Applied Biosystems cat # Hs00165475 m1)、および5μl Lightcycler 480プ
ローブマスター混合物(Roche Cat #04887301001)を含むマスター混合物に加えた。リアル
タイムPCRをRoche LC480 Real Time PCRシステム(Roche)を用いて行った。各2本鎖をそれ
ぞれ2つの生物学的複製物で少なくとも2回独立してトランスフェクションして試験し、各
トランスフェクションをデュプリケートで分析した。
【０５００】
　相対ホールド変化を計算するためリアルタイムデータをΔΔCt法を用いて分析し、10nM
 AD-1955でトランスフェクトした細胞またはmockでトランスフェクトした細胞を用いて行
ったアッセイに対して正規化した。自由取り込みアッセイではデータをPBSまたはGalNAc-
1955(被験化合物に用いた最高濃度)処理細胞に対して正規化した。IC50をXLFitを用いる4
パラメーター適合モデルを用いて計算し、同じ用量範囲またはその最低用量のAD-1955で
トランスフェクションした細胞に対して正規化した。
【０５０１】
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　AD-1955のセンスおよびアンチセンス配列はセンス：5’-cuuAcGcuGAGuAcuucGAdTsdT-3
’(配列番号 33)；およびアンチセンス：5’-UCGAAGuACUcAGCGuAAGdTsdT-3’(配列番号 4
0)である。
【０５０２】
　用いたTaqmanプライマーおよびプローブは以下の通りである：
　カニクイザルSerpina1およびGapdh TaqManプライマーおよびプローブ：
Serpina1：フォワードプライマー：ACTAAGGTCTTCAGCAATGGG(配列番号34)；リバースプラ
イマー：GCTTCAGTCCCTTTCTCATCG(配列番号35)；Taqmanプローブ：TGGTCAGCACAGCCTTATGCA
CG(配列番号36)
Gapdh：フォワードプライマー：GCATCCTGGGCTACACTGA(配列番号37)；リバースプライマー
：TGGGTGTCGCTGTTGAAGTC(配列番号38)；Taqmanプローブ：CCAGGTGGTCTCCTCC(配列番号39)
。

表B：核酸配列表示に用いたヌクレオチドモノマーの略語
【０５０３】
【表４】

【０５０４】
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【表５】

【実施例１】
【０５０５】
　GalNAc結合オリゴヌクレオチドの合成
　Serpina1 mRNAの配列にわたる一連のsiRNA2本鎖を、設計し、合成し、上記技術を用い
てセンス鎖の3末端の三価GalNAcと結合させた。これら2本鎖の配列を表1に示す。種々の
ヌクレオチド修飾を有するこれらの同じ配列も合成し、三価GalNAcと結合した。修飾2本
鎖の配列を表2に示す。
表１．Serpina1非修飾配列
【０５０６】
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【表６】

【０５０７】
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【表７】

【０５０８】
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【表８】

【０５０９】
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【表９】
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表２．Serpina1修飾配列
【０５１０】
【表１０】

【０５１１】
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【表１１】

【０５１２】
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【表１２】

【０５１３】
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【表１３】

【０５１４】
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【表１４】

【０５１５】



(109) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

【表１５】

【０５１６】
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【表１６】

【実施例２】
【０５１７】
　In Vitroおよびin Vivoスクリーニング
　上記の単用量アッセイにおけるこれら2本鎖のサブセットの有効性を評価した。表3は、
示したGalNAC結合修飾iRNAでトランスフェクションした初代マウス肝細胞(Hep3b)におけ
る単用量スクリーニングの結果と、示したGalNAC結合修飾iRNAの初代カニクイザル肝細胞
(PCH)における単用量自由取り込みスクリーニングの結果を示す。データは、Hep3B実験は
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残存メッセージの割合で示す。
【０５１８】
　表３．初代Hep3b細胞および初代カニクイザル肝細胞(PCH)における自由取り込みによる
Serpina1効果のスクリーニング
【表１７】

【０５１９】



(112) JP 6495250 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

【表１８】

　初代Hep3Bにおけるトランスフェクションによる選択した2本鎖のIC50値を表4に示す。
【０５２０】
　表４．Hep3Bヒト細胞株におけるトランスフェクションによる選択した2本鎖のSerpina1
 IC50値。

【表１９】

【０５２１】
　ヒトSerpina1のZ-AAT型を発現するトランスジェニックマウスにおけるこれら2本鎖のサ
ブセットのin vivo効果を評価した(例えば、Dycaico、et al.(1988) Science 242：1409-
12；Carlson、et al.(1989) J Clin Invest 83：1183-90；Perfumo、et al.(1994) Ann H
um Genet. 58：305-20参照）。これは、AAT-欠乏関連肝疾患の確立されたモデルである。
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簡単には、トランスジェニックマウスに、第0日に表5に記載のiRNAの20mg/kg単用量を皮
下注射した。血清を第-10、-5、0、3、5、7、10、および17日に採取し、循環Serpina1タ
ンパク質の量をヒト特異的ELISAアッセイを用いて測定した。これらの分析結果を図1に示
す。図1に示すように、AD-58681-6PSがこれらマウスの血清Serpina1タンパク質レベルを
減少させるのに最も有効であった。
【０５２２】
　表５．
【表２０】

【実施例３】
【０５２３】
　トランスジェニックマウスにおけるsi-AATの効果
　低IC50値の先の実施例に記載の5つのsiRNA2本鎖の効果をin vivoで試験した。siRNA2本
鎖を、AAT-欠乏関連肝疾患の確立されたモデルであるヒトZ-AAT対立遺伝子を発現するト
ランスジェニックマウスに10mg/kgで注射した。マウスに第0日に投与し、血清ヒトAATを
投与後21日間追跡した（図2A）。各点は、3匹のマウスの平均を表し、誤差バーは標準偏
差を示す。マウスを第21日に屠殺し、肝臓を処理してmRNAレベルを測定した。グラフは、
各群のGAPDHに対して正規化したhAAT mRNAを示す（図2B）。バーは平均を示し、誤差バー
は標準偏差を示す。図2Aおよび2Bに示すように、AD59054がマウスのhAAT mRNAレベルを減
少させるのに最も有効であった。
【実施例４】
【０５２４】
　用量反応的な永続的AAT抑制
　AAT-欠乏関連肝疾患のトランスジェニック動物モデルにおけるsiRNA2本鎖AD-59054の効
果を種々の用量のsiRNA2本鎖AD-59054を皮下投与することにより測定した。種々の時間間
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マウスで試験した種々の用量で達成された最大ノックダウンを示す効果曲線を図3Aに示す
。各点は3匹のマウスの平均を示し、誤差バーは標準偏差を示す。AAT siRNAの0.3、1、3
、または10mg/kgの単回投与後のノックダウンの持続時間を図3Bに示す。各データ点は3匹
の動物平均であり、誤差バーは標準偏差を表す。hAATレベルは各動物の3回の前採血の平
均に対して正規化した。siRNAをPBSを用いて投与し、したがって、PBS群を血清hAATレベ
ルの変動性を示すコントロールに用いた。AAT siRNAの皮下投与は、血清hATTの用量依存
性阻害をもたらし、3mg/kgの用量で＞95％の最大阻害が得られた。1mg/kgの単用量は、40
％レベルのhAATを少なくとも15日間維持した。また、動物にAD-59054を0.5mg/kgの用量で
週2回投与した(図3C)。反復投与は蓄積反応と90％を超えるタンパク質抑制をもたらす。
各データ点は動物4匹の平均であり、誤差バーは標準偏差を示す。
【実施例５】
【０５２５】
　Z-AATの低下に伴う腫瘍発生率の減少
　トランスジェニックヒトZ-AAT発現マウスは加齢に伴って腫瘍を発現する。この実験は
、この加齢マウスへの本発明のsiRNAの慢性投与がマウスの腫瘍発生率を減少させること
ができるか否かを決定するために計画した。具体的には、繊維化肝の加齢マウス（25～46
週齢)にsiRNA2本鎖AD-58681を慢性投与すると肝腫瘍の発生率が減少した。動物にPBSまた
は10mg/kg AAT siRNAを隔週(Q2W)で11用量皮下投与し、最終投与後7日に屠殺した（図4A
）。コントロールおよび処置群のhAAT mRNA、Col1a2 mRNA、およびPtPrc mRNAの肝臓レベ
ルを測定した。AAT siRNA処置動物は、hAAT mRNAレベルの90％より高い減少を示した（図
4B）。Col1a2 mRNAを線維症のマーカーとして測定し、このマーカーレベルはAAT siRNA処
置動物で減少した（図4C)。PtPrc(CD45) mRNAを免疫細胞の存在に対するマーカーとして
測定した（図4D）。罹患した肝臓では免疫細胞がより浸潤しており、図4Dに示すように動
物をAAT siRNAで処置するとPtPrc mRNAレベルが有意に減少した。
【０５２６】
　AAT抑制の程度をモニターするため初回投与後に血清試料を回収した。すべてのAAT siR
NA処置動物が5％未満の残存AATタンパク質を示し、単回投与は次の投与前14日間80％未満
のAATレベルを維持した（図5A)。表6に屠殺時（第132日）の動物の観察結果を示す。siRN
A2本鎖を投与したトランスジェニック動物は、無処置コントロール動物と比べて腫瘍発生
率の減少を示した。具体的には、PBSで処理した動物6匹のうち4匹は肝臓に腫瘍がみられ
たが、AAT siRNA処置動物では6匹中1匹だけが肝腫瘍を示した。腫瘍発生率の差のp値をt
検定で計算すると0.045であった。図5Bおよび図5Cは、PBSまたはAAT siRNAで処置した2匹
の同腹子から得た肝切片のPAS染色を示す。より暗い色のドットは小球またはZ-AAT凝集物
を示す。これらのデータは、siRNA2本鎖がトランスジェニックマウスにおけるZ-AATレベ
ルの減少に有効であり、Z-AATレベルの減少がより健康な肝臓の形で生理学的利益をもた
らすことを示す。
【０５２７】
表６．
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【表２１】

【実施例６】
【０５２８】
　AD-59054の主な最適化
　上記のごとく、AD-59054は、in vivoで用量反応的なAATの永続的抑制を示した。しかし
ながら、AD-59054のヌクレオチド配列は、一般的な単ヌクレオチド多形(SNP)を含むAAT m
RNA中の領域に及ぶ(参考SNP登録No.：rs1303(例えば、www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/S
NP参照))。具体的には、SNPの位置は、AD-59054のアンチセンス鎖中の6位(5’から3’に)
(すなわちAD-59054のシード領域内)のヌクレオチドに対応する。したがって、シード領域
内のミスマッチは非特異的作用および/または効果の損失をもたらしうるので、該アンチ
センス鎖の6位(5’から3’に)に種々の塩基を有するさらなる2本鎖をAD-59054の配列に基
づいて製造した。該標的mRNAは、AD-59054のアンチセンス鎖の6位(5’から3’に)に対応
するAを有する。これら2本鎖の配列を表7に示す。表8は、三価GalNAcとの種々の化学修飾
および結合を有するこれらの同じ2本鎖の配列を提供する。
【０５２９】
　これらの修飾2本鎖の初代マウス肝細胞(Hep3B)における単用量自由取り込みスクリーニ
ングにおける効果を上記のごとく評価した。Hep3B細胞mRNAは、AD-59054のアンチセンス
鎖の6位(5’から3’に)に対応するCを有する。該2本鎖のIC50値を表8に示す。驚くべきこ
とに、そこに示すように、6位のシード領域内の単ミスマッチはCを除くすべての塩基で許
容された。
【０５３０】
　これら2本鎖のサブセットのin vivo効果も評価した。ヒトZ-AAT対立遺伝子を発現する(
およびAD-59054のアンチセンス鎖の6位(5’から3’に)に対応するmRNA中にAを有する)ト
ランスジェニックマウスに第0日に1.0mg/kgのAD-59054、AD-61719、AD-61700、AD-61726
、またはAD-61704を注射し、次いで上記のごとく測定した血清ヒトAATを投与後14日間追
跡した(図6)。各点は、マウス3匹の平均を表し、誤差バーは標準偏差を表す。図6に示す
ように、AD-61719およびAD-61704も親AD-59054と同様に働く。
【０５３１】
表７．
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【表２２】

【実施例７】
【０５３２】
　AD-59054の主な最適化
　AD-61444を含むさらなる2本鎖をAD-59054の配列に基づいて作製した。AD-61444の修飾
および非修飾センスおよびアンチセンス配列を表9に示す。
【０５３３】
表９．
【表２３】

【０５３４】
表８．
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【表２４】

【実施例８】
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【０５３５】
　AD-59054、AD-61719、およびAD-61444の非ヒト霊長類への投与
　AD-59054、AD-61719、およびAD-61444の非ヒト霊長類における効果を1mg/kgまたは3mg/
kgの単用量のAD-59054、AD-61719、またはAD-61444を投与することにより試験した。血清
試料を、投与前5日、第0日、および第3、7、10、15、20、および30日に採取し、ヒトAAT
特異的ELISAを用いて血清hAATタンパク質レベルを測定することによりAAT抑制の程度をモ
ニターした。該化合物のいずれかを投与した動物の血清中のサイトカインまたはケモカイ
ンレベルの変化がなく、化合物の投与に関連した注射部位反応や薬剤関連健康問題はなか
った。図7は、1mg/kgの単用量のAD-59054、AD-61719、またはAD-61444(7A)または3mg/kg
の単用量のAD-59054、AD-61719、またはAD-61444(7B)がAATタンパク質の用量依存的な永
続的低下をもたらすことを示す。

【図１】 【図２－１】
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【図３－２】 【図３－３】
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