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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、気道‐消化
器系の癌治療後に再発しているかどうかの指標とする方法であって、以下のステップ：
　ａ）上述の対象から得たサンプル中のＳＰＧ２０のプロモーター領域、最初のエクソン
又はイントロンの核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位
の数、又はメチル化状態を測定し、
　ｂ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を基準と比較し；そして
　ｃ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態が、上記基準と比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症している
か、又は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していることの指標とし、
そして、上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態が、上述の基準を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していな
いか、又は発症する可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないことの指標と
する
を含んで成る前記方法。
【請求項２】
　対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、気道‐消化
器系の癌治療後に再発しているかどうかの指標とする方法であって、以下のステップ：
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　ａ）上述の対象から得たサンプル中のＳＮＣＡのプロモーター領域、最初のエクソン又
はイントロンの核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の
数、又はメチル化状態を測定し、
　ｂ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を基準と比較し；そして
　ｃ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態が、上記基準と比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症している
か、又は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していることの指標とし、
そして、上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態が、上述の基準を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していな
いか、又は発症する可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないことの指標と
する
を含んで成る前記方法。
【請求項３】
　対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、気道‐消化
器系の癌治療後に再発しているかどうかの指標とする方法であって、以下のステップ：
　ａ）上述の対象から得たサンプル中のＩＮＡのプロモーター領域、最初のエクソン又は
イントロンの核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数
、又はメチル化状態を測定し、
　ｂ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を基準と比較し；そして
　ｃ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態が、上記基準と比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症している
か、又は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していることの指標とし、
そして、上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態が、上述の基準を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していな
いか、又は発症する可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないことの指標と
する
を含んで成る前記方法。
【請求項４】
　前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状
態を、亜硫酸水素塩配列決定法、定量的、及び／又は定性的なメチル化特異的ポリメラー
ゼ連鎖反応（ＭＳＰ）、パイロシークエンシング、サザンブロッティング、制限酵素ラン
ドマーク・ゲノム・スキャニング（ＲＬＧＳ）、単一ヌクレオチド・プライマー伸長法、
ＣｐＧアイランド・マイクロアレイ、ＳＮＵＰＥ、ＣＯＢＲＡ、質量分析法、メチル化に
特異的な制限酵素の使用、前述の遺伝子の発現レベルの計測、あるいは、その組み合わせ
によって測定する、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記メチル化特異的ＰＣＲが、２つのＣｐＧ部位、及びＣｐＧ部位内にないシトシン残
基を含んで成る核酸配列にハイブリダイズすることができる核酸プライマーの使用を含ん
で成る、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記癌が、以下の：結腸直腸の腫瘍、肺の腫瘍、小細胞肺癌、非小細胞肺癌、食道の腫
瘍、胃の腫瘍、膵臓の腫瘍、肝臓の腫瘍、胆嚢及び／又は胆管の腫瘍、小腸の腫瘍、並び
に大腸の腫瘍から成る群から選択される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記サンプルが、血液、大便、尿、胸水、胆汁、気管支液、うがい液、組織生検、腹水
、膿、脳脊髄液、穿刺液、卵胞液、組織、又は粘液から得られる、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項８】
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　メチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状況が、
少なくとも１種類の追加マーカーと組み合わせられる、請求項１～７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項９】
　対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、気道‐消化
器系の癌治療後に再発しているかどうかの指標とする方法であって、以下のステップ：
　ａ）上述の対象から得たサンプル中の、以下の：
　　１）配列番号９、配列番号１３、配列番号１４及び配列番号１６のいずれかによって
規定される核酸配列；
　　２）１）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　　３）１）又は２）で規定された核酸配列の部分配列；
　　４）１）、２）、又は３）で規定された配列と少なくとも９０％同一である核酸配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列内のメチル化レベル、メチル化され
たＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状況を測定する、
　ｂ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を基準と比較し；そして
　ｃ）前記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態が、上記基準と比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症している
か、又は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していることの指標とし、
そして、上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態が、上述の基準を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していな
いか、又は発症する可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないことの指標と
する
を含んで成る前記方法。
【請求項１０】
　前記ステップ４）における核酸配列が、１）、２）、又は３）で規定された配列と少な
くとも９５％同一である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　対象が、気道‐消化器系の癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あ
るいは、対象が気道‐消化器系の癌治療後に再発しているかどうかに関する指標として、
メチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を評価
する診断アッセイにおけるＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＳＮＣＡのいずれかの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、癌における遺伝子プロモーターの高メチル化についての新規マーカーに関す
る。特に、本発明は、腫瘍が気道‐消化器系に発症しているか、又は対象がそのような腫
瘍の治療後に再発しているかどうかの判定方法に関する。本発明の方法は、特定の遺伝子
の１つ以上のプロモーター領域／配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測定するステップ
を含んで成る。本発明は、このようなメチル化遺伝子の使用、及び癌を検出するための診
断キットにさらに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エピジェネティックな遺伝子調節障害は、ヒトの癌において遺伝子の突然変異と同じく
らい一般的である。これらの機構は、癌性の形質転換をもたらす可能性がある選択的な増
殖優位の原因となる定量的及び定性的な遺伝子の発現変化に通じる。転写不活性化に関連
している遺伝子プロモーター内の異常な高メチル化ＣｐＧアイランドは、癌における最も
多いエピジェネティックな変化の一つである。疾患の早期検出がほとんどのタイプの癌に
ついて臨床成果の改善をもたらし得るので、癌に関連した異常な遺伝子メチル化の同定が
、有望な新規バイオマーカーに相当する。結腸直腸癌を含めた気道‐消化器系における癌
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に関しては、初期研究は、患者の血液及び糞便中の異常メチル化ＤＮＡの存在を同定した
。良性腫瘍の中の、及びごく稀に正常粘膜において既に高頻度で異常に高メチル化された
遺伝子は、危険性の高い腺腫、及び危険性の低い病期の癌腫の早期検出の潜在的な臨床的
利益のため、診断バイオマーカーのふさわしい候補であるだろう。
【０００３】
　しかしながら、一般的に、気道‐消化器系の癌についての既存の初期マーカーの感度と
特異性は乏しいままであるので、これまで、メチル化について実際にスクリーニングされ
た遺伝子のいくつかだけが、かなり高い感度と特異性を示した。特異的な高メチル化は、
ＭｕｌｌｅｒらとＣｈｅｎらによって報告されたＶＩＭ（ビメンチン）及びＳＦＲＰ２に
おいて見られ、そして最近、ＮＲ３Ｃ１の高メチル化の頻度が著しく低かった一方で、Ｌ
ｉｎｄらからの報告において、ＡＤＡＭＴＳ１及びＣＲＡＢＰ１が結腸直腸腫瘍において
癌特異的な高頻度の高メチル化を持つことが示唆された。Ｌｉｎｄらは、結腸直腸癌につ
いての潜在的なマーカーとして１８個の遺伝子をさらに同定した。Ｍｏｒｉらによる研究
では、Ｌｉｎｄらによって議論された１８個の候補遺伝子の中の１つである、Ｔ細胞分化
タンパク質ＭＡＬは、ＭＡＬのメチル化頻度が６％のメチル化（２／３４個のサンプル）
にしか相当せず低かったので、気道‐消化管の癌についての適切な診断バイオマーカーで
はないだろうと結論づけられた。発明者によって行われた、１８個の候補遺伝子のうちの
いくつかのさらなる分析では、有望な結果をもたらさなかった：ＮＤＲＧ１は分析された
すべてのサンプルにおいてメチル化されず、ＮＲ３Ｃ１はメチル化されたが、非常に低い
頻度においてのみであり、そして、その後のＳＤＨＡの配列分析では、この遺伝子の同一
性を確認することが不可能であり、それが癌発生のマーカーとして不適当である状態にし
ていた。
【０００４】
　結論として、Ｌｉｎｄらによって議論された遺伝子のいずれかが、癌検出のための現在
の技術に対していずれかの改善をもたらすだろうという形跡がなかった。その結果、各遺
伝子が癌において高い頻度及び特異性で高メチル化される遺伝子パネルが必要である。特
に、糞便サンプルの使用を伴う技術、又は血液若しくは粘液などの容易に得られるサンプ
ル物質に対して使用できる技術などの非侵襲性技術において有用な遺伝子パネルが必要で
ある。そのような遺伝子パネルは、これらの癌の早期検出の可能性を大いに改善するだろ
う。究極の目標は、２個又は３個といった、ほんのいくつかの高頻度の遺伝子マーカーの
高メチル化を測定する診断試験を開発することだろう。
　したがって、プロモーター領域内のＣｐＧアイランドが癌において高頻度で高メチル化
されるさらなる遺伝子の同定が望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、Ｌｉｎｄらによって潜在的マーカーとして同定された遺伝子の特定のサブセ
ットが、気道‐消化器の癌において並外れて高頻度でメチル化されるＣｐＧ部位を含んで
いるという本発明者による認識に基づいている。
【０００６】
　よって、癌、例えば、気道‐消化器系における癌、特に結腸癌及び結腸直腸癌、につい
ての診断マーカーのパネルを提供することが、本発明の目的である。このマーカーのパネ
ルは、知られている癌マーカーの大部分におけるメチル化の低い特異性及び頻度に関連し
た問題を解決する。
【０００７】
　したがって、本発明の１つの側面は、対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発
症しやすいか、あるいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの判定方法であって、
以下のステップ：
　ａ）上述の対象から得たサンプル中の少なくとも１つの遺伝子のプロモーター領域、最
初のエクソン又はイントロン、の核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化レベル、メチル化さ
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れたＣｐＧ部位の数、又はメチル化状態を測定する
を含んで成り、ここで、上記遺伝子が以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される前記方法に関する。
【０００８】
　前記方法は、以下のステップ：
　　ｂ）上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態を基準と比較し；そして
　　ｃ）上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態が、上記基準のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又ＣｐＧ部位
のメチル化状態に比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症しているか、
又は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していると断定し、そして、上
記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が
、上述の基準のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していないか、又は発症
する可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないと断定する
をさらに含むことができる。
【０００９】
　本発明の他の側面は、対象が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか
、あるいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの判定方法であって、以下のステッ
プ：
　ａ）対象からのサンプルのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐ
Ｇ部位のメチル化状態を測定し；
　ｂ）健康人集団からのサンプルから得られた上記の少なくとも１つの遺伝子のメチル化
レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に関するパーセ
ンタイル・プロットを作成し；
　ｃ）健康人集団で測定したメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐ
Ｇ部位のメチル化状態、及び癌に罹患している集団で測定したメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に基づくＲＯＣ（受信者動作特性
）曲線を作成し；
　ｄ）感度と特異性の所望の組み合わせをＲＯＣ曲線から選択し；
　ｅ）決定した又は選択した特異性に相当するメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態をパーセンタイル・プロットから決定し；そして
　ｆ）サンプル中の上述の少なくとも１つの遺伝子のメチル化レベル、メチル化されたＣ
ｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が、上述の感度／特異性の所望の組み合わ
せに相当するメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態に比べて等しいか、又はそれより高ければ、上記対象が癌に罹患している可能性が
高いと予測し、そして、サンプルのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又
はＣｐＧ部位のメチル化状態が、上述の感度／特異性の所望の組み合わせに相当するメチ
ル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に比べて低
ければ、上記対象が癌に罹患している可能性が低いか又は罹患していないと予測する
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を含んで成る前記方法に関する。
【００１０】
　本発明は、癌の判定のための診断キットであって、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚｉｄ２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から選択される遺伝子の核酸配列にそれぞれ相補的である１つ以上のオリゴヌクレオチド
・プライマー又は１つ以上のオリゴヌクレオチド・プライマーのセットを含んで成る前記
キットにさらに関係する。
【００１１】
　本発明はまた、本発明によるマーカーの使用方法にも関係する。よって、本発明は：メ
チル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を、対象
が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、対象が癌治療後
に再発しているかどうかに関する指標として評価する診断アッセイにおける、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
を含んで成る群から選択される１つ以上の遺伝子の使用方法にさらに関係する。
【００１２】
　加えて、本発明は、メチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位
のメチル化状態を、対象が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あ
るいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの指標として評価する診断アッセイにお
ける、核酸配列の使用方法であって、上述の核酸が、以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列と少なくとも７５％同一である核酸配列
から成る群から選択される核酸配列を含んで成る前記方法に関係する。
【００１３】
　本発明は、以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列と少なくとも７５％同一である核酸配列
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から成る群から選択されるメチル化核酸配列を認識する抗体をさらに提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】３つの正常粘膜のサンプル、３つの腺腫、及び３つの癌腫におけるＭＡＬの分析
から生じる代表的なメチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応を示す。レーンＵの目に見える
ＰＣＲ産物は、非メチル化対立遺伝子の存在を示すのに対して、レーンＭのＰＣＲ産物は
、メチル化対立遺伝子の存在を示す。略語：Ａ、腺腫；Ｃ、癌腫；Ｎ、正常粘膜；ＰＯＳ
、正常血液（非メチル化サンプルの対照）及び試験管内のメチル化ＤＮＡ（メチル化サン
プルの対照）から成る陽性対照；ＮＥＧ、（鋳型として水を含む）陰性対照；Ｕ、非メチ
ル化ＭＳＰ産物のレーン；Ｍ、メチル化ＭＳＰ産物のレーン。腺腫は別々のゲル上に流さ
れたので、例証は２つのゲル・パネルをまとめたものである。
【図２】最初にメチル化された細胞株のエピジェネティック薬処理後の遺伝子発現の上方
制御を示す。ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２０のｍＲＮＡ発現の上方制御が、単独
、及びデアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡと組み合わせた、脱メチル化５－アザ－
２’－デオキシシチジンを用いた処理後に大腸癌細胞株において見られた。パネルは、５
－アザ－２’－デオキシシチジン（１ｕＭと１０ｕＭ）単独、トリコスタチンＡ単独、及
び２つの薬物の組み合わせ（１μＭの５－アザ－２’－デオキシシチジン単独と０．５μ
ＭのトリコスタチンＡ）を用いて処理した６つの大腸癌細胞株、ＨＴ２９、ＳＷ４８、Ｈ
ＣＴ１５、ＳＷ４８０、ＲＫＯ、及びＬＳ１０３４におけるＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及び
ＳＰＧ２０それぞれ（均等目盛）の相対発現値を実証する。５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの（低い及び高い）２つの用量は、３つの遺伝子のすべての相対発現値の同程度の
増大をもたらす。これは、細胞株の脱メチル化が、低用量の５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの存在下でそれらを培養することによって達成されることを意味し、上記低用量は
、この薬物の細胞毒性を考慮すると有利である。ＣＮＲＩＰ１とＩＮＡに関して、併用処
置は、５－アザ－２’－デオキシシチジン単独及びトリコスタチンＡ単独による個々の処
置に比べてより効果的であった。併用処置はまた、ＳＰＧ２０発現も増強したが、しかし
ながら、同様の又はより高い再活性化を、５－アザ－２’－デオキシシチジン処置単独で
達成できた。予想されるように、デアセチラーゼ阻害剤トリコスタチンＡ単独での処置は
、ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、又はＳＰＧ２０のいずれの遺伝子発現も増強しなかった。略語
：ＡＺＡ、５－アザ－２’－デオキシシチジン；ＴＳＡ、トリコスタチンＡ。
【図３】最初にメチル化された細胞株のエピジェネティック薬処理後の遺伝子発現の上方
制御を示す。ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２０のｍＲＮＡ発現の上方制御が、単独
、及びデアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡと組み合わせた、脱メチル化５－アザ－
２’－デオキシシチジンを用いた処理後に大腸癌細胞株において見られた。パネルは、５
－アザ－２’－デオキシシチジン（１ｕＭと１０ｕＭ）単独、トリコスタチンＡ単独、及
び２つの薬物の組み合わせ（１μＭの５－アザ－２’－デオキシシチジン単独と０．５μ
ＭのトリコスタチンＡ）を用いて処理した６つの大腸癌細胞株、ＨＴ２９、ＳＷ４８、Ｈ
ＣＴ１５、ＳＷ４８０、ＲＫＯ、及びＬＳ１０３４におけるＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及び
ＳＰＧ２０それぞれ（均等目盛）の相対発現値を実証する。５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの（低い及び高い）２つの用量は、３つの遺伝子のすべての相対発現値の同程度の
増大をもたらす。これは、細胞株の脱メチル化が、低用量の５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの存在下でそれらを培養することによって達成されることを意味し、上記低用量は
、この薬物の細胞毒性を考慮すると有利である。ＣＮＲＩＰ１とＩＮＡに関して、併用処
置は、５－アザ－２’－デオキシシチジン単独及びトリコスタチンＡ単独による個々の処
置に比べてより効果的であった。併用処置はまた、ＳＰＧ２０発現も増強したが、しかし
ながら、同様の又はより高い再活性化を、５－アザ－２’－デオキシシチジン処置単独で
達成できた。予想されるように、デアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡ単独での処置
は、ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、又はＳＰＧ２０のいずれの遺伝子発現も増強しなかった。略
語：ＡＺＡ、５－アザ－２’－デオキシシチジン；ＴＳＡ、トリコスタチンＡ。
【図４】最初にメチル化された細胞株のエピジェネティック薬処理後の遺伝子発現の上方
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制御を示す。ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２０のｍＲＮＡ発現の上方制御が、単独
、及びデアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡと組み合わせた、脱メチル化５－アザ－
２’－デオキシシチジンを用いた処理後に大腸癌細胞株において見られた。パネルは、５
－アザ－２’－デオキシシチジン（１ｕＭと１０ｕＭ）単独、トリコスタチンＡ単独、及
び２つの薬物の組み合わせ（１μＭの５－アザ－２’－デオキシシチジン単独と０．５μ
ＭのトリコスタチンＡ）を用いて処理した６つの大腸癌細胞株、ＨＴ２９、ＳＷ４８、Ｈ
ＣＴ１５、ＳＷ４８０、ＲＫＯ、及びＬＳ１０３４におけるＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及び
ＳＰＧ２０それぞれ（均等目盛）の相対発現値を実証する。５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの（低い及び高い）２つの用量は、３つの遺伝子のすべての相対発現値の同程度の
増大をもたらす。これは、細胞株の脱メチル化が、低用量の５－アザ－２’－デオキシシ
チジンの存在下でそれらを培養することによって達成されることを意味し、上記低用量は
、この薬物の細胞毒性を考慮すると有利である。ＣＮＲＩＰ１とＩＮＡに関して、併用処
置は、５－アザ－２’－デオキシシチジン単独及びトリコスタチンＡ単独による個々の処
置に比べてより効果的であった。併用処置はまた、ＳＰＧ２０発現も増強したが、しかし
ながら、同様の又はより高い再活性化を、５－アザ－２’－デオキシシチジン処置単独で
達成できた。予想されるように、デアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡ単独での処置
は、ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、又はＳＰＧ２０のいずれの遺伝子発現も増強しなかった。略
語：ＡＺＡ、５－アザ－２’－デオキシシチジン；ＴＳＡ、トリコスタチンＡ。
【図５】正常結腸粘液サンプルと結腸直腸癌におけるＭＡＬプロモーターのメチル化状況
を示す。メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応からの代表的な結果が示されている。レー
ンＵの目に見えるＰＣＲ産物が、非メチル化対立遺伝子の存在を示す一方で、レーンＭの
ＰＣＲ産物は、メチル化対立遺伝子の存在を示す。Ｎ、正常粘膜；Ｃ、癌腫；Ｐｏｓ、陽
性対照（非メチル化反応：正常血液からのＤＮＡ、メチル化反応：試験管内メチル化ＤＮ
Ａ）；Ｎｅｇ、陰性対照（鋳型としての水を含む）；Ｕ、非メチル化ＭＳＰ産物のレーン
；Ｍ、メチル化ＭＳＰ産物のレーン。
【図６】ＭＡＬプロモーター内の部位特異的メチル化を示す。ＭＡＬプロモーターの亜硫
酸水素塩配列決定（Ｂｉｓｕｌｆｉｔｅ　ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ）では、メチル化特異的
ポリメラーゼ連鎖反応によって評価されるメチル化状況を検証している。図面の上部は、
２つの分析亜硫酸水素塩配列決定断片のＡ（－６８～＋１６８；右側へ）とＢ（－４２７
～－８５；左側へ）によってうまく増幅されたＣｐＧ部位の図式表示である。転写開始部
位は＋１で表され、そして、縦棒は個々のＣｐＧ部位の位置を示す。２つの矢印はＭＳＰ
プライマーの位置を示す。図面の下部に関して、黒丸はメチル化ＣｐＧｓを表し；白丸は
非メチル化ＣｐＧｓを表し；そして、斜線の入った白丸は部分的にメチル化された部位（
チミンに加え、約２０～８０％のシトシンの存在）を表す。この下部の右側のＵ、Ｍ、及
びＵ／Ｍの列には、ＭＳＰ分析を使用して我々によって評価されたそれぞれの細胞株のメ
チル化状況を列挙している。略語：ＭＳＰ、メチル化特異的なＰＣＲ法；ｓ、センス；ａ
ｓ、アンチセンス；Ｕ、非メチル化；Ｍ、メチル化；Ｕ／ｍ、非メチル化バンドとメチル
化バンドの両方の存在。
【図７】ＭＡＬプロモーターの「亜硫酸水素塩配列決定」を示す。大腸癌細胞株のＭＡＬ
プロモーターの代表的な亜硫酸水素塩配列決定の電気泳動図。転写開始部に対して＋１１
～＋１５のＣｐＧ部位の範囲にわたる亜硫酸水素塩配列決定の電気泳動図の小区分。Ｃｐ
Ｇ部位内のシトシンが黒い矢印で示されている一方で、チミンに変換されたシトシンには
赤で下線が引かれている。ここで例証されたＭＡＬプロモーター配列決定の電気泳動図は
、非メチル化Ｖ９Ｐ細胞株、並びに高メチル化ＡＬＡ及びＨＣＴ１１６からのものである
。
【図８】癌細胞株と結腸直腸癌におけるＭＡＬ発現を示す。ＭＡＬのプロモーター高メチ
ル化は、試験管内モデルにおける遺伝子発現の減少又は喪失に関連した。ＭＡＬの定量的
遺伝子発現レベルは、（様々なスプライス変異体を検出する）２つのＭＡＬアッセイの平
均値と、２つの内在性対照、ＧＵＳＢとＡＣＴＢの平均値の間の比として表示される。そ
の値に１０００という因数を掛けた。各サンプルの下部に、メチル化特異的ポリメラーゼ
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連鎖反応によって評価される、それぞれのメチル化状況が示されている。黒丸はＭＡＬの
プロモーター高メチル化を表し、白丸は非メチル化ＭＡＬを表し、そして、斜線の入った
白丸は非メチル化対立遺伝子とメチル化対立遺伝子の両方の存在を表す。結腸直腸癌は、
非メチル化群（ｎ＝３）と、高メチル化群（ｎ＝１３）に分割され、そして、発現中央値
がここに表示されている。個別細胞株の起源の組織を、表１の中に見ることができる。
【図９】薬物処置後のＭＡＬ発現の上方制御を示す。大腸癌細胞株におけるｍＲＮＡ発現
の上方制御が後に続いたＭＡＬのプロモーター・メチル化の減少は、単独及びデアセチラ
ーゼ阻害剤トリコスタチンＡと組み合わせた脱メチル化５－アザ－２’－デオキシシチジ
ンによる処置後に見られた。上側のパネルは、５－アザ－２’－デオキシシチジン単独、
トリコスタチンＡ単独、及び組み合わせた２つの薬物で処置した２種類の結腸癌細胞株Ｈ
Ｔ２９とＨＣＴ１５におけるＭＡＬの相対発現値（均等目盛）を実証している。下側のパ
ネルは、同じサンプルに関するＭＡＬのＭＳＰの結果を例証する。レーンＵの目に見える
ＰＣＲ産物は、非メチル化対立遺伝子の存在を示している一方で、レーンＭのＰＣＲ産物
は、メチル化対立遺伝子の存在を示している。略語：ＡＺＡ、５－アザ－２’－デオキシ
シチジン；ＴＳＡ、トリコスタチンＡ；Ｐｏｓ、陽性対照（非メチル化反応：正常血液か
らのＤＮＡ、メチル化反応：試験管内メチル化ＤＮＡ）；Ｎｅｇ、（鋳型として水を含む
）陰性対照；Ｕ、非メチル化ＭＳＰ産物のレーン；Ｍ、メチル化ＭＳＰ産物のレーン。
【図１０】結腸直腸癌におけるＭＡＬ発現を示す。ＭＡＬの陽性細胞質染色は、腎臓細管
（Ａ）で見られ、そして、染色は心筋（Ｂ）では観察されず、以前の報告に合致している
（Ｍａｒａｚｕｅｌａ　Ｍ，　ｅｔ　ａｌ　Ｊ　Ｈｉｓｔｏｃｈｅｍ　Ｃｙｔｏｃｈｅｍ
　２００３，　５１：　６６５－６７４）。結腸直腸癌の上皮細胞はＭＡＬ陰性であった
（Ｃ、Ｄ）が、その一方で、正常結腸組織において、ＭＡＬの細胞質発現が上皮と結合組
織の両方で見つけられた（Ｅ、Ｆ）。全画像は、４０×レンズ（４００×の倍率）を使用
して記録された。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、これから、以下にさらに詳細に説明されるだろう。
【００１６】
定義
　別段の規定がない限り、本明細書中に使用されるすべての技術用語及び学術用語は、本
願発明が属する技術分野の当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を持っている
。本明細書中に記載したものと同様又は同等のいずれかの方法及び材料が本発明の実施又
は試験に使用できるが、好ましい方法及び材料が説明されている。本発明の目的のために
、次の用語が規定される。
【００１７】
エピジェネティックなもの（Ｅｐｉｇｅｎｔｉｃｓ）
　メチル化は、細胞分裂を通して引き継がれる非配列ベースの変化と規定されるエピジェ
ネティックな変化（ｅｐｉｇｅｎｔｉｃ　ｃｈａｎｇｅ）である。
【００１８】
メチル化
　「高メチル化」は、このような文脈において、基準メチル化を上回るメチル化である。
基準メチル化は、健康被験者又は正常組織からのサンプル中の遺伝子のメチル化である。
よって、正常組織で非メチル化であるところのメチル化遺伝子は、高メチル化に分類され
るだろう。「メチル化状態」は、少なくとも１つの核酸配列内の１つ以上のＣｐＧ部位に
おけるメチル修飾の存在又は不存在の程度である。１つ以上のＣｐＧ部位のメチル化状態
が着目する特定遺伝子の複数のコピーにおいて好ましくは測定されることを理解すべきで
ある。
【００１９】
　「メチル化レベル」は、着目の遺伝子又は核酸配列の１以上のコピーにおけるメチル化
の量の表現である。メチル化レベルは、着目の遺伝子又は核酸配列内のメチル化の絶対尺
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度として計算できる。また、「相対メチル化レベル」は、存在するＤＮＡの総量に対する
メチル化ＤＮＡの量として、あるいは、核酸配列又は遺伝子の総コピー数に対する着目の
遺伝子又は核酸配列のメチル化コピー数として、測定することができる。加えて、「メチ
ル化レベル」は、着目のＤＮＡ範囲の中のメチル化されたＣｐＧ部位のパーセンテージと
して測定できる。
【００２０】
　メチル化レベルという用語はまた、例えば、プロモーター領域内の１つ以上のＣｐＧ部
位がメチル化されているが、メチル化の量が増幅閾値を下回っている状況も網羅する。よ
って、メチル化レベルは、着目の遺伝子におけるメチル化量の推定値であってもよい。
【００２１】
　本発明は、どのような形であっても、本発明による遺伝子のメチル化状況又はメチル化
レベルを測定するための特定のタイプのアッセイに限定されない。
【００２２】
　１つの態様において、着目の遺伝子のメチル化レベルが１５％～１００％であれば、５
０％～１００％、より好ましくは６０％～１００％、より好ましくは７０％～１００％、
より好ましくは８０％～１００％、より好ましくは９０％～１００％などである。よって
、本発明の１つの態様において、本発明による遺伝子のメチル化レベルは、８０％、８１
％、８２％、８３％、８４％、８５％、８６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１
％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、又は１００％
である。
【００２３】
ＣｐＧ
　「ＣｐＧ部位」は、その長さに沿って直鎖塩基配列のグアニン・ヌクレオチドの隣にシ
トシン・ヌクレオチドが現れるＤＮＡ領域である。「ＣｐＧ」は、リン酸によって隔てら
れたシトシンとグアニンを表し、そのリン酸がＤＮＡ内で２つのヌクレオシドを結びつけ
ている。「ＣｐＧ」表記法は、グアニンと塩基対を形成するシトシンと、シトシンとそれ
に続くグアニンを区別するのに使用される。
【００２４】
　ＣｐＧアイランドは、Ｇ：Ｃ含量が少なくとも５０％であり、且つ、観察されるＣｐＧ
頻度を期待頻度で割った比が０．６を超える、少なくとも２００塩基対のＤＮＡの隣接ウ
ィンドウと規定できる。しかしながら、それらはまた、少なくとも５５％のＧ：Ｃ含量を
有し、且つ、少なくとも０．６５の観察されたＣｐＧ頻度を期待されるＣｐＧ頻度で割っ
た比を有する５００塩基対のウィンドウといった、よりストリンジェントな定義を規定す
ることもできる。
【００２５】
プロモーター領域又は配列
　「プロモーター領域又は配列」は、所定の遺伝子の転写開始部位から１０００ｂｐ上流
に伸びる連続した核酸配列、及び転写開始部位から３００塩基対川下に伸びる連続した核
酸配列を含んで成る。配列リストでは、上流配列が小文字で示されているのに対して、下
流配列は大文字で示されている。配列の３’部分では、イントロン配列が小文字で示され
ている。
【００２６】
転写開始部位
　「転写開始部位」は、転写が開始される地点を説明するために現在の発明と関連して使
用される。転写は、遺伝子内の１以上の部位において開始でき、そして、１つの遺伝子が
複数の転写開始部位を持つことができ、そのいくつかが特定の細胞型又は組織における転
写に特異的であり得る。
【００２７】
核酸配列のメチル化
　遺伝子は、ポリペプチド鎖の産生及び調整に関与するＤＮＡ領域である。遺伝子には、



(11) JP 5843840 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

イントロン、エクソン、プロモーター、イニシエーター、エンハンサー、ターミネーター
、マイクロＲＮＡｓ、及び他の調節エレメントを含めたコード部分と非コード部分の両方
が含まれる。本明細書中に使用される、「遺伝子」は、少なくとも遺伝子の一部を意味す
るものである。よって、例えば、「遺伝子」は、本発明の目的のためのプロモーターであ
ると考えることができる。したがって、本発明の１つの態様において、遺伝子のパネルの
少なくとも１つのメンバーは、全遺伝子の中の非コード部分を含んで成る。特定の態様に
おいて、遺伝子の非コード部分はプロモーターである。他の態様において、遺伝子の中の
全パネルのすべてのメンバーが、これだけに制限されることなく、イントロンなどの、遺
伝子の非コード部分を含んで成る。他の特定の態様において、遺伝子の中のメンバーの非
コード部分はプロモーターである。本発明の他の態様において、遺伝子の中のパネルの少
なくとも１つのメンバーは、その遺伝子のコード部分を含んで成る。他の態様において、
遺伝子の中の全パネルのすべてのメンバーは、遺伝子のコード部分を含んで成る。
【００２８】
　「核酸配列」という用語は、一本鎖の形態か、又は二本鎖の形態のいずれかのデオキシ
リボヌクレオチドの重合体を指す。
【００２９】
　「部分配列」は、配列全体の中のいずれかの部分である。よって、部分配列は、アミノ
酸の、又はより長い配列の核酸（例えば、ポリヌクレオチド）の一部であるところの核酸
の連続した配列を指す。
【００３０】
　「配列の同一性」という用語は、等しい長さの２つの核酸配列の間の相同性の度合いの
定量的尺度を示す。比較されるべき２つの配列が等しい長さのものでなければ、それらは
、ギャップの挿入を可能にするか、又はその代わりに、ポリペプチド配列若しくはヌクレ
オチド配列の末端部における切断を可能にする、実現し得る最高の適合をもたらすように
アラインメントされなければならない。配列の同一性は、以下の：
【００３１】
【化１】

【００３２】
｛式中、Ｎｄｉｆが、アラインメントしたときの２つの配列の中で同一でない残基の総数
であり、そして、Ｎｒｅｆが、１本の配列内の残基数である。｝として計算される。故に
、ＤＮＡ配列ＡＧＴＣＡＧＴＣは、配列ＡＡＴＣＡＡＴＣと７５％の配列同一性を有する
だろう（Ｎｄｉｆ＝２とＮｒｅｆ＝８）。ギャップは、特異的残基の中で同一でないとみ
なされる、すなわち、ＤＮＡ配列ＡＧＴＧＴＣは、ＤＮＡ配列ＡＧＴＣＡＧＴＣと７５％
の配列同一性を有するだろう（Ｎｄｉｆ＝２とＮｒｅｆ＝８）。
【００３３】
　ヌクレオチド配列に関する発明のすべての請求項に関して、１つ以上の配列の間の配列
同一性のパーセンテージもまた、既定の設定を用いたｃｌｕｓｔａｌＷソフトウェア（ｈ
ｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｅｂｉ．ａｃ．ｕｋ／ｃｌｕｓｔａｌＷ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）を
使用したアラインメントに基づくことができる。ヌクレオチド配列アラインメントのため
の、これらの設定は、以下のとおりである：Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ＝３Ｄｆｕｌｌ、Ｇａｐ
　Ｏｐｅｎ　１０．００、Ｇａｐ　Ｅｘｔ．　０．２０、Ｇａｐ　ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ
　Ｄｉｓｔ．　４、ＤＮＡ　ｗｅｉｇｈｔ　ｍａｔｒｉｘ：ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＵＢ）
。あるいは、配列はプログラムＤＮＡＳＩＳ　Ｍａｘを使用することで分析でき、そして
、配列の比較はｗｗｗ．ｐａｒａｌｉａｎ．ｏｒｇにておこなうことができる。このサー
ビスは、Ｓｍｉｔｈ－Ｗａｔｅｒｍａｎ（ＳＷ）及びＰａｒＡｌｉｇｎと呼ばれる２つの
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比較アルゴリズムに基づいている。最初のアルゴリズムは、ＳｍｉｔｈとＷａｔｅｒｍａ
ｎ（１９８１）によって確立され、そして、２つの配列の最適な局所アラインメントを見
つける十分に確立された方法である。もう片方のアルゴリズムであるＰａｒＡｌｉｇｎは
、配列アラインメントのための発見的方法である；その方法に関する詳細は、Ｒｏｇｎｅ
ｓ　ｅｔ　ａｌにより発表されている。スコア・マトリックス及びギャップペナルティ、
並びにＥ値の既定の設定が使用された。
【００３４】
　本発明との関連において、「相補的」は、互いに２つのヌクレオチド配列の間の正確な
対合の容量を指す。例えば、オリゴヌクレオチドの特定の位置のヌクレオチドが、ＤＮＡ
分子の対応する位置においてヌクレオチドと水素結合が可能であれば、その時、上記オリ
ゴヌクレオチドと上記ＤＮＡは、その位置において互いに相補的であると考えられる。オ
リゴヌクレオチド内の十分な数のヌクレオチドが、安定な複合体の形成を可能にする、標
的ＤＮＡ内の対応するヌクレオチドとの水素結合を形成できるとき、ＤＮＡ鎖は互いに相
補的であると考えられる。
【００３５】
　本関係において、「相補配列」又は「相補体」といった表現は、そのため、ストリンジ
ェント条件下、本発明の核酸分子にアニールするヌクレオチド配列も指す。
【００３６】
　「ストリンジェント条件」という用語は、高い、弱い、又は低いストリンジェンシーの
全体的な条件を指す。
【００３７】
　「ストリンジェンシー」という用語は、当該技術分野で周知であり、核酸ハイブリダイ
ゼーションが行われる条件（温度、イオン強度、及び有機溶剤などの他の化合物の存在）
に関して使用される。「高ストリンジェンシー」条件により、「弱い」又は「低い」スト
リンジェンシー条件と比べて、高頻度の相補的塩基配列を持つ核酸断片の間にだけ核酸塩
基対合が起こるだろう。試験ハイブリダイゼーションのための好適な条件は、５×ＳＳＣ
中への予浸と２０％のホルムアミド、５×デンハート液、５０ｍＭのリン酸ナトリウム、
ｐＨ６．８、及び５０ｍｇの変性させた超音波処理仔ウシ胸腺ＤＮＡの溶液中、～４０℃
にて１時間のプレハイブリダイズ、それに続く１００ｍＭのＡＴＰを補った同じ溶液中、
～４０℃にて１８時間のハイブリダイゼーション、それに続く、２×ＳＳＣ、０．２％の
ＳＤＳ中、４０℃にて（低ストリンジェンシー）、好ましくは５０℃にて（中程度のスト
リンジェンシー）、より好ましくは６５℃にて（高ストリンジェンシー）、より一層好ま
しくは～７５℃にて（非常に高いストリンジェンシー）３０分間の３回のフイルター洗浄
を含む。ハイブリダイゼーション方法に関するさらなる詳細は、Ｓａｍｂｒｏｏｋ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕ
ａｌ，２ｎｄ　Ｅｄ．，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，１９８９の中で見られ
る。
【００３８】
癌
　「癌」は、細胞が攻撃的（通常の制限に関係なく増殖し、そして、分裂する）、侵襲的
（周囲の組織に浸潤し、そして、破壊する）、そして、時々、転移的（体内の他の場所に
拡散する）である疾患群である。癌のこれらの３つの悪性特性が、増殖において自己限定
的であり、且つ、通常、浸潤又は転移しない良性腫瘍とそれらを区別する。
【００３９】
　癌は、通常、癌細胞が起こった組織、並びにそれらが最も類似している正常細胞型によ
り分類される。確定診断は、通例、病理学者による組織生検材料の組織学的検査を必要と
する。癌患者の予後は、癌のタイプ、並びに病期又は疾患の範囲によって最も影響を受け
る。早めの診断は、通常、よりうまくいく治療と高い生存率に関連する。
【００４０】
　「腫瘍サプレッサ遺伝子」は、多くの場合、癌細胞において不活性化されている遺伝子
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であり、正確なＤＮＡ複製、細胞周期の制御、組織内の配向と接着、及び免疫系の保護細
胞との相互作用などのそれらの細胞の正常な機能の喪失をもたらす。結腸直腸癌を含めた
数種類の癌では、いくつかの腫瘍サプレッサ遺伝子が、ＣｐＧアイランド・プロモーター
の高メチル化によってエピジェネティックに不活性化されることが確認された。
【００４１】
　腫瘍は異常な腫脹、しこり、又は腫瘤であり得るが、しかしながら、その用語が本明細
書中の解釈であるので、その用語は新生物、特に充実性新生物を意味する。新生物は、遺
伝子操作された細胞の異常増殖と規定される。新生物は、良性であっても、悪性であって
もよい。悪性新生物又は悪性腫瘍は、ここでは癌として理解される。良性新生物又は良性
腫瘍は、通常、それ自身によって増殖を止め、そして、他の組織に浸潤せず、且つ、転移
を形成しない腫瘍（充実性新生物）である。しかしながら、良性腫瘍は悪性になり得る。
【００４２】
　周辺組織に浸潤する腫瘍は、本明細書中では癌として理解される。前悪性腫瘍、前癌状
態、又は前侵襲性腫瘍は、侵襲性でないが未処置で残されれば、癌（侵襲性になる）に進
行する可能性を持つ新生物として本明細書中では理解される。
【００４３】
　本発明による方法は、重症度、すなわち、Ｄｕｋｅｓシステム、Ａｓｔｌｅｒ－Ｃｏｌ
ｌｅｒシステム、及びＴＮＭ病期分類ＡＪＣＣ（対癌米国合同委員会）などの病期、を決
定するのに使用できる。Ｄｕｋｅｓシステムは、腫瘍の程度に基づいてＡからＤまで結腸
直腸癌を分類する４クラス病期分類システムである：Ａ、腸壁内への穿通、しかし貫通な
し；Ｂ、腸壁を貫く穿通；Ｃ、腸管壁穿通の程度にかかわらずリンパ節転移；Ｄ、遠隔臓
器、例えば、肝臓及び肺への癌の拡散。この分類法の多くの変法が存在している、例えば
、ＴＮＭ病期分類。
【００４４】
バイオマーカー
　バイオマーカーは、その検出が特定の病状を示す物質であってもよい。バイオマーカー
はまた、疾患の危険性若しくは進行、又は所定の処置に対する疾患の感受性と相関するタ
ンパク質の発現又は状況の変化も示し得る。優れたバイオマーカーは、個人の疾患の危険
性、疾患の存在を診断するか、又は個人の疾患に対する個別化治療に使用できる。バイオ
マーカー及びマーカーといった用語は、本文脈の中で互換的に使用される。
【００４５】
　癌マーカー、腫瘍マーカー、及び本文脈中のメチル化マーカーは、腫瘍、及び／又は癌
を検出するためのマーカーである。マーカーは、対象体内の癌、及び／又は腫瘍、又は発
症する癌、及び／又は腫瘍の存在を検出するのに、あるいは、対象が癌、及び／又は腫瘍
を発症しやすいか又は再発しているかどうかを検出するのに使用できる。
【００４６】
　本発明による遺伝子は、それぞれ、マーカー、バイオマーカー、癌マーカー、又は腫瘍
マーカーであり得る。
【００４７】
腫瘍の進行
　対象が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、対象が癌
治療後に再発しているかどうかを判定することに加えて、本発明による方法は、対象にお
ける癌の進行を検出するのにも使用できる。これは、異なる時点における対象の１つ以上
の遺伝子のメチル化状況又はレベルを測定し、次に、経時的に１つ以上の遺伝子のメチル
化状態又はレベルで相違を測定することによっておこなわれ得る。経時的なメチル化状態
又はレベルの相違は、対象が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、
あるいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの指標となり得る。
【００４８】
　本発明はまた、ヒト癌患者において疾患経過に関する予後の作成方法を提供する。本願
発明の目的のために、「予後」という用語は、疾病進行、特に腫瘍再発、転移拡散、及び
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疾患再発の予測及び見込み分析を網羅するものとする。本発明の予後方法は、治療的介入
、疾患病期分類及び疾患モニタリングなどの診断基準、並びに新生物疾患の転移又は再発
の監視を含めて、治療様式に関する決定をする際に臨床的に使用されるものとする。治療
は、本明細書中では、予防的治療と治癒的治療の療法として理解される。
【００４９】
　本発明はまた、テスト又はスクリーニング方法などの前述の方法によって得られた結果
又は兆候の確認方法も提供する。
【００５０】
　よって、「癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすい、あるいは、対象が癌
治療後に再発しているかどうか」という語句は、本明細書中では、癌の現在の存在、将来
的な出現、又は将来的な再発の見込みの推定又は判定などの判定、及び／又は予測を網羅
する。
【００５１】
サンプル
　サンプルは、これだけに制限されることなく、治療される新生物の一部などの組織切片
又は生検検体であり、又はそれは周囲の正常組織の一部であってもよい。サンプルは、好
ましくは、これだけに制限されることなく、血液、大便（糞便（ｆｅａｃｅｓ））、尿、
胸膜液、胆汁、気管支液、うがい液（ｏｒａｌ　ｗａｓｈｉｎｇｓ）、組織生検、腹水、
膿、脳脊髄液、穿刺液（ａｓｐｉｔａｔｅ）、卵胞液、組織又は粘液である。サンプルは
、アッセイされる前に処理されてもよい。例えば、サンプルは、希釈されるか、濃縮され
るか、又は精製されてもよく、及び／又は内部標準などの少なくとも１つの化合物が、サ
ンプルに加えられてもよい。別々のサンプルを扱う手順は、当業者に知られている。本発
明によるすべての方法が、好ましくは、サンプルの試験管内分析に関係することを理解す
べきである。
【００５２】
サンプルのメチル化頻度
　用語「サンプルのメチル化頻度」は、本明細書中では、メチル化されているサンプルの
定量的測定、すなわち、着目の遺伝子がメチル化されているサンプルの相対数と規定され
る。例として、表３から明らかであるように、結腸細胞株からの２０個のサンプルのうち
の２０個がメチル化されている、ＣＮＲＩＰ１のサンプルのメチル化頻度は１００％であ
る。メチル化されているサンプルの相対量は、感度とそれぞれの遺伝子の特異性に基づい
て見積もられる基準又はカットオフ・レベルと比較される。
【００５３】
基準
　対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しやすいか、あるいは、癌治療後に
対象が再発しているかどうか判定するために、基準、基準レベル又は基準値が定められな
ければならない。基準はまた、アッセイ及び方法の変化、キットの変化、取り扱いの変化
、互いの若しくは他の公知のマーカーとのマーカーの組み合わせに関連する変化、及び直
接的又は間接的にメチル化に関連しないその他の変化を計算に入れることも可能にする。
【００５４】
　本発明との関連において、「基準」という用語は、検量線などの他の値又は特徴を比較
し得る、量、質、又はタイプと関連する標準に関する。
　基準又は基準レベルは、この関係において、健康対照集団と知られている癌に罹患して
いる集団の両方のパラメーター（メチル化状態又はメチル化レベル）を計測することによ
って決定された値又はレベルと理解すべきであり、それによって、健康対照者集団と癌患
者集団のパラメータ値と知られている臨床データとの関係の分析に基づく所定の特異性又
は所定の感度のいずれかを用いて癌集団を特定する。
【００５５】
　当業者によって広く理解されているように、癌のスクリーニング方法は、比較による意
志決定の過程である。あらゆる意志決定の過程において、癌に罹患している対象若しくは
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着目の病状、及び／又は癌に罹患していない対象若しくは着目の病状に基づく基準値、基
準レベル、又はカットオフ・ポイントが必要である。基準レベル（又はカットオフ・ポイ
ント若しくはカットオフ・レベル）は、さらなる観血的な診断検査を続ける条件を満たし
た対象の数、さらなる診断検査を続けるすべての対象に対する、例えば、癌の罹患、及び
／又は発症に関する平均危険率、患者固有の危険性が（団体又は個々の対象のスクリーニ
ングによって規定される）４００分の１若しくは１：２５０などの特定の危険性レベルよ
り高いすべての対象がさらなる観血的な診断検査を続けるべきであるという決定を含めた
いくつかの基準、あるいは、当業者に知られているその他の基準を考慮に入れて確立され
る。
【００５６】
　基準レベルは、それだけに制限されることなく、試験された個人の特定の群などのいく
つかの基準に基づいて調整され得る。例として、カットオフ・レベルは、免疫不全を患っ
ている人及び活動性疾患に進行する危険性が高い患者においてより低く設定でき、基準レ
ベルは、活動性疾患を発症する危険性の低いその他の健常人の群においてより高く設定で
きる。
【００５７】
　基準レベルは、疾患の様々な病期（例えば、良性腫瘍若しくは悪性腫瘍）、正常な粘液
の起源（癌に罹患していない人からに対して癌患者から）、又は血液と糞便の起源に関し
て異なり得る。加えて、基準レベルは、疾患を患いやすい対象、又は疾患の治療から再発
している対象に関して異なり得る。
【００５８】
　基準レベルは、固有の感度又は特異性を受け入れるようにカスタマイズされ得る：当業
者が高感度を有するテストを所望するなら、基準レベルは低く設定できる。当業者が高特
異性を有するテストを求めるなら、基準レベルは高く設定できる。
【００５９】
　疾患の有病率又は予測有病率の存在に依存して、基準レベルは、疾患の重症度と、患者
がその試験に関して陽性であるか若しくはその試験に関して陰性であるかを判定する因果
関係に依存して、望まれる位に少ない偽陽性、又は少ない偽陰性しか得ないように調整さ
れ得る。
【００６０】
　メチル化の測定方法、マーカー遺伝子のプロモーター領域を含んで成る核酸配列の選ば
れた部分、又は他のパラメーターは、本明細書中の教示に従って測定され得る他の基準値
をもたらすだろう。
【００６１】
　症状のある単身の患者が診断されなければならない、又は試験が集団内の多数の人のス
クリーニングで使用されるのであれば、基準レベルは異なり得る。
【００６２】
　基準レベルは、これだけに制限されることなく、ＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１
、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、ＭＡＬ、ＡＤＡＭＴＳ１、ＶＩＭ、ＳＦＲＰ１、及び／又はＳＦＲ
Ｐ２などの異なったマーカーの複合メチル化状態又はレベル測定値に基づくことができる
。化合物の基準レベルは、本発明の教示に従って測定され得る他の値をもたらし得る。
【００６３】
　メチル化のレベルは、対象は癌の危険性又は見込みが高いかどうか判定するために、１
セットの、カットオフ値などの基準データ又は基準レベルと比較される。
【００６４】
特異性と感度
　いずれかの所定のスクリーニング試験の感度は、その試験によって正しく特定又は診断
される、病態を有する人の割合であり、例えば、所定の病態を有するすべての人が陽性の
試験であれば、感度は１００％である。所定のスクリーニング試験の特異性は、その試験
によって正しく特定又は診断される、病態を有さない人の割合であり、例えば、病態を有
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さないすべての人に陰性の試験結果を得れば、１００％の特異性がある。
【００６５】
　よって、感度は、（真の陽性試験結果の数）／（真の陽性の数＋偽陰性試験結果の数）
と規定される。
【００６６】
　特異性は、（真の陰性結果の数）／（真の陰性の数＋偽陽性結果の数）と規定される。
【００６７】
　本願による遺伝子は、高感度（癌に罹患している対象からの着目のメチル化遺伝子を含
んで成るサンプルの相対量が高い）と高特異性（癌に罹患していない対象からの着目のメ
チル化遺伝子を含んで成るサンプルの相対量が低い）を有することを特徴とする。
【００６８】
　癌のための優れたマーカーは、対象が癌に罹患しているときには、ほとんどすべてのサ
ンプルでメチル化されていて、且つ、癌に罹患していない対象からのサンプルにおいては
、メチル化されない遺伝子である。
【００６９】
　本発明による方法の特異性は、好ましくは７０％～１００％、例えば、７５％～１００
％などであり、より好ましくは８０％～１００％であり、より好ましくは９０％～１００
％である。よって、本発明の１つの態様において、本発明の特異性は、７５％、７６％、
７７％、７８％、７９％、８０％、８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、８６％、
８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、
９７％、９８％、９９％、又は１００％である。
【００７０】
　本発明による方法の感度は、好ましくは８０％～１００％であり、より好ましくは８５
％～１００％であり、より好ましくは９０％～１００％である。よって、本発明の１つの
態様において、本発明の感度は、８０％、８１％、８２％、８３％、８４％、８５％、８
６％、８７％、８８％、８９％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９
６％、９７％、９８％、９９％、又は１００％である。
【００７１】
　本発明によるマーカーは、本発明による方法において組み合わせて使用できることを理
解すべきである。数個のマーカーを組み合わせて使用することは、単一マーカーの使用を
伴うアッセイと比較してアッセイの特異性、及び／又は感度を増強することが多い。数個
のマーカーが組み合わせて使用されるとき、そのため、それぞれのマーカーの特異性と感
度が先に指定されているよりも低いことが許容され得る。
【００７２】
　表３で例証された例として、遺伝子ＣＮＲＩＰ１は、大腸癌細胞株からのすべてのサン
プルの２０個中の２０個（１００％）、そして、腺腫サンプルの４８個中の４５個（９４
％）でメチル化されている‐すなわち、この遺伝子は、疾患検出の確率がそれぞれのサン
プルから１００と９４％である高感度を有する。正常組織からのサンプルにおける同じ遺
伝子のメチル化は、２１個中の０個であり、よって、その遺伝子には、偽陽性を検出する
機会が０であるので、すべての癌に罹患していない人が検出される高特異性がある。癌患
者からの正常な粘膜からのサンプルは、２１サンプル中の９サンプルでメチル化を示し、
癌が腫瘍から離れて検出されることを示した。
【００７３】
受信者動作特性
　診断試験の精度は、その受信者動作特性（ＲＯＣ）によって最もよく説明される（特に
Ｚｗｅｉｇ，Ｍ．　Ｈ．，ａｎｄ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ，Ｇ．，Ｃｌｉｎ．Ｃｈｅｍ．３９
（１９９３）５６１－５７７を参照のこと）。ＲＯＣグラフは、観察されたデータの全範
囲にわたる基準レベルの連続的な変化に起因する感度／特異性対のプロットである。
【００７４】
　実験室試験の臨床成績は、その診断精度、又は臨床的に関連するサブグループに対象を



(17) JP 5843840 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

正しく分類する能力に依存する。診断精度は、調査される対象の２つの異なる状態を正確
に識別する、その試験が有する能力を査定する。そのような状態は、例えば、健康と疾患
、潜伏感染若しくは最近の感染対感染なし、又は良性疾患対悪性疾患である。
【００７５】
　それぞれの場合において、ＲＯＣプロットは、感度対１－決定閾値の全範囲についての
特異性をプロットすることによって２つの分布の間の重複を示す。Ｙ軸は感度であり、そ
れは、罹患したサブグループから完全に計算される。ｘ軸は偽陽性画分又は１－特異性で
あり、それは、罹患していないサブグループから完全に計算される。
【００７６】
　２つの異なったサブグループからの試験結果を使用することによって、感度と特異性が
完全に別々に計算されるので、ＲＯＣプロットは、サンプルにおける疾患の有病率と無関
係である。ＲＯＣプロットの各ポイントは、特定の決定閾値に相当する感度／特異性対を
示す。（結果の２つの分布に重複がない）完全な識別を有する試験は、真の陽性画分が１
．０若しくは１００％（完全な感度）であり、且つ、偽の陽性画分が０（完全な特異性）
である左上隅を貫通するＲＯＣプロットを持つ。識別のない試験の理論上のプロット（２
つの群に関する同一の結果分布）は、左下隅から右上隅への４５°の対角線である。ほと
んどのプロットが、これらの両極端の間に入る。（ＲＯＣプロットが４５°の対角線の下
に完全に入るならば、これは、「陽性」の判断基準を「より多い」から「より少ない」に
、又はその逆に逆転することによって容易に矯正される。）質的に、プロットが左上隅に
近ければ近くほど、試験の全般的な精度はより高い。
【００７７】
　実験室試験の診断精度を定量に対する１つの都合のよい目標は、その実行を１つの数に
よって表現することである。最も一般的な大域尺度（ｇｌｏｂａｌ　ｍｅａｓｕｒｅ）は
、ＲＯＣプロット下の面積である。慣例により、この領域は、常に≧０．５である（でな
ければ、当業者はそれをそのようにしている意思決定原則を覆すことができる）。値は、
１．０（２群の試験値の完全な分離）～０．５（２群の試験値の間の見かけ上の分布の相
違がない）の範囲に及ぶ。面積は、９０％の特異性にて対角線又は感度に最も近いポイン
トなど、プロットの特定の部分だけに依存するのではなく、プロット全体に依存する。こ
れは、ＲＯＣプロットがどれくらい完全なもの（面積＝１．０）に近いかの定量的な、描
写的表現である。
【００７８】
　新規癌マーカー遺伝子の臨床有用性は、所定の癌のための他のマーカーとの比較により
、又はそれらと組み合わせて評価できる、例えば、新規癌マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ
２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、及びＭＡＬの臨床有用性は：例えば、これだけに制
限されることなく、ＡＤＡＭＴＳ１、ＶＩＭ、ＳＦＲＰ１、ＳＦＲＰ２、及びＣＲＡＢＰ
１などの、対応する若しくは確立されたメチル化マーカー発現レベルを計測する、確立さ
れた診断手段との比較により評価した。
【００７９】
危険性評価とカットオフ
　対象が、例えば、癌を発症する危険性が高いかどうか判定するために、陽性試験のカッ
トオフ制限が確立されなければならない。このカットオフは、実験室によって、医師によ
って、又は各対象に基づいて個別的に確立され得る。
【００８０】
　あるいは、カット・ポイントは、（例えば、癌に罹患していない）陰性対照群の平均値
、中央値、又は幾何平均値＋／－１つ以上の標準偏差又は標準偏差に由来する値として決
定され得る。
【００８１】
　本発明による陽性試験結果のカットオフ制限は、メチル化が癌の指標となるメチル化状
態又はレベルである。
【００８２】
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　別のカットオフ・ポイントは、メチル化されていると判定される遺伝子のメチル化され
る必要があるＣｐＧ部位の量であってもよい。
【００８３】
　本発明者は、新しい癌マーカーを首尾よく同定した。ＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢ
Ｎ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、及びＭＡＬから選択される遺伝子の核酸配列のＣｐＧ部位のメ
チル化状態又はプロモーター領域のメチル化レベルは、癌に罹患している対象で増強され
るため、これらの遺伝子は、例えば、癌の検出のための効果的なマーカーである。
【００８４】
　カットオフ・ポイントは、これだけに制限されることなく、疾患を患う危険性、職業、
地理的な住所、又は照射線量などの試験された人の具体的条件に基づいて異なる。
【００８５】
　カットオフ・ポイントは、これだけに制限されることなく、年齢、性別、遺伝的背景（
すなわち、ＨＬＡタイプ）、獲得性又は遺伝性の免疫機能不全（例えば、ＨＩＶ感染、糖
尿病、腎又は肝不全を患っている患者、これだけに制限されることなく、コルチコステロ
イド、化学療法、ＴＮＦ－α遮断薬、有糸分裂阻害薬などの免疫修飾薬を用いた治療中の
患者）などの試験された人の具体的条件に基づいて異なる。
【００８６】
　よって、決定又はカットオフ制限の調節の実行は、存在しているなら、癌を検出する試
験感度を、又はこの制限を下回る場合に、癌又は疾患を除外するその特異性を決定するだ
ろう。そして、原理は、カットオフ・ポイントを上回る値が高い危険性を示し、そして、
カットオフ・ポイントを下回る値が低い危険性を示すということである。
【００８７】
発現
　いくつかの腫瘍サプレッサ遺伝子が、ＣｐＧアイランド・プロモーターのメチル化によ
って不活性化されることが確認された。例としては、転写開始点の約２００塩基対上流の
限られた数のＣｐＧ部位の高メチル化が遺伝子発現の欠如と不変的に相関するＭＬＨ１遺
伝子がある。
【００８８】
　いくつかの組織からの癌細胞株の本分析は、ＭＡＬの転写開始点付近の限られた領域の
高メチル化が、遺伝子発現の低下又は喪失に関連することを示唆している。エピジェネテ
ィック薬療法の前後に分析された大腸癌細胞株からの定量的遺伝子発現の結果はまた、こ
れがＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＲＮＩＰ１にも当てはまることを示唆している。
【００８９】
　よって、着目の遺伝子のメチル化状態又はレベル、加えて、その発現の測定は、前記方
法の特異性と感度を増強する。
【００９０】
方法
　本発明は、結腸直腸癌などの癌において並外れて高い頻度で高メチル化される遺伝子が
、Ｌｉｎｄらによって先に議論された２１種類の遺伝子から選択される６種類の遺伝子の
特定サブセットの中で見つけられたという知見に基づく。これらの非常に好適な高メチル
化マーカーには、ＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、及びＭＡＬ
が含まれる。例えば、ＭＡＬに関する知見は、ＭＡＬの高メチル化が結腸直腸癌において
低頻度でしか見られない先の報告に反している。
【００９１】
　本発明の最初の側面において、対象が癌を発症したか、発症しているか、又は発症しや
すいか、あるいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの判定方法であって、以下の
ステップ：
　ａ）上述の対象から得たサンプル中の少なくとも１つの遺伝子のプロモーター領域、最
初のエクソン又はイントロン、の核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化レベル、メチル化さ
れたＣｐＧ部位の数、又はメチル化状態を測定する、



(19) JP 5843840 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

を含んで成り、ここで、上記遺伝子が以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される前記方法に関する。
【００９２】
　１つの態様において、癌は、（良性の又は悪性の）気道‐消化器系における腫瘍などの
腫瘍である。
　前記方法は、以下のステップ：
　ｂ）上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を基準と比較し；そして
　ｃ）上記のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態が、上記基準のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又ＣｐＧ部位の
メチル化状態に比べて高ければ、上記対象が、癌を発症しやすいか、発症しているか、又
は発症する可能性が高いか、あるいは、癌治療後に再発していると断定し、そして、上記
のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が、
上述の基準のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を下回っていれば、対象が、癌を発症しにくいか、発症していないか、又は発症す
る可能性が低いか、あるいは、癌治療後に再発していないと断定する
をさらに含むことができる。
【００９３】
　他の側面において、本発明は、対象が、癌を発症したか、発症しているか、又は発症し
やすいか、あるいは、対象が癌治療後に再発しているかどうかの判定方法であって、以下
のステップ：
　ａ）対象からのサンプルのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐ
Ｇ部位のメチル化状態を測定し；
　ｂ）健康人集団からのサンプルから得られた上記の少なくとも１つの遺伝子のメチル化
レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に関するパーセ
ンタイル・プロットを作成し；
　ｃ）健康人集団で測定したメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐ
Ｇ部位のメチル化状態、及び癌に罹患している集団で測定したメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に基づくＲＯＣ（受信者動作特性
）曲線を作成し；
　ｄ）感度と特異性の所望の組み合わせをＲＯＣ曲線から選択し；
　ｅ）決定した又は選択した特異性に相当するメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態をパーセンタイル・プロットから決定し；そして
　ｆ）サンプル中の上述の少なくとも１つの遺伝子のメチル化レベル、メチル化されたＣ
ｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が、上述の感度／特異性の所望の組み合わ
せに相当するメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態に比べて等しいか、又はそれより高ければ、上記対象が癌に罹患している可能性が
高いと予測し、そして、サンプルのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又
はＣｐＧ部位のメチル化状態が、上述の感度／特異性の所望の組み合わせに相当するメチ
ル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態に比べて低
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を含んで成る前記方法を提供する。
【００９４】
　具体的には、先に記載の方法には、以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列と少なくとも７５％同一である核酸配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列のメチル化レベル、メチル化された
ＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状況を測定するステップを含んで成る方法が
含まれる。
【００９５】
　先に記載の方法はまた、以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列と少なくとも７５％同一である核酸配列
から成る群から選択される追加遺伝子の核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測定す
るステップを含んでもよい。
【００９６】
　他の態様において、本発明の方法は、ＭＡＬのプロモーター領域内のＣｐＧ部位のメチ
ル化状況を測定するステップを含んで成る。この態様によると、前記核酸配列は、以下の
：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的である核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列と少なくとも７５％同一である核酸配列
である。
【００９７】
　配列識別子１～１６は、先に触れた遺伝子の核酸配列を表す。当業者が認識するように
、これらの配列内、並びにそれらの相補配列内のＣｐＧ部位のメチル化状態を分析するこ
とは、本発明の範囲内にある。以下の表には、本発明による遺伝子、並びに対応するＩＤ
番号、配列識別子、及び別名を列挙されている。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
　本発明による核酸配列が、配列表に列挙されている。各配列は、言及の順序で、且つ、
５’から３’の方向で：転写開始部位の上流１０００ｂｐ領域内に位置するの核酸残基の
連続した配列（小文字で示す）と、それに続く転写開始部位の下流に位置する核酸残基の
連続した配列（大文字で示す）及び核酸残基のイントロン配列（小文字で示す）を含んで
成る。
【０１００】
　本発明の方法は、先の項目Ｃ）で示唆されるとおり、特定の部分配列を分析することに
向けられ得る。これらの態様によると、Ｃ）の部分配列には、少なくとも８核酸残基の長
さがあり、例えば、少なくとも９核酸残基、少なくとも１０核酸残基、少なくとも１１核
酸残基、少なくとも１２核酸残基、少なくとも１３核酸残基、少なくとも１４核酸残基、
少なくとも１５核酸残基、少なくとも２０核酸残基、少なくとも２５核酸残基、少なくと
も３０核酸残基、少なくとも３５核酸残基、少なくとも４０核酸残基、少なくとも４５核
酸残基、少なくとも５０核酸残基、少なくとも７０核酸残基ほどの長さ、又は、少なくと
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も９０核酸残基ほどの長さがある。その方法の感度が十分に高いことを保証するために特
定の長さの配列に対して分析を進めることが一般に望ましい。
【０１０１】
　実用的な目的のために、本発明の方法におけるメチル化研究を受ける部分配列の長さを
最小にすることもまた望ましい。したがって、前述のＣ）の部分配列が最長で１０核酸残
基の長さ、例えば、最長で１３核酸残基、最長で１４核酸残基、最長で１５核酸残基、最
長で２０核酸残基、最長で２５核酸残基、最長で３０核酸残基、最長で３５核酸残基、最
長で４０核酸残基、最長で４５核酸残基、最長で５０核酸残基、最長で７０核酸残基、最
長で９０核酸残基、最長で１１０核酸残基、最長で１５０核酸残基ほどの長さ、又は、例
えば、最長で２００核酸残基ほどの長さを持つことが望ましい。
【０１０２】
　より特に、Ｃ）の部分配列が、８～２００核酸残基の長さ、例えば、８～１５０核酸残
基、８～１００核酸残基、８～７５核酸残基、８～５０核酸残基ほどの長さ、９～２００
核酸残基の長さ、例えば、９～１５０核酸残基、９～１００核酸残基、９～７５核酸残基
、９～５０核酸残基ほどの長さ、例えば、１０～２００核酸残基、１０～１５０核酸残基
、１０～１００核酸残基、１０～７５核酸残基、１０～５０核酸残基ほどの長さ、例えば
、１１～２００核酸残基、１１～１５０核酸残基、１１～１００核酸残基、１１～７５核
酸残基、１１～５０核酸残基ほどの長さ、あるいは、例えば、１２～２００核酸残基ほど
の長さ、例えば、１２～１５０核酸残基、１２～１００核酸残基、１２～７５核酸残基ほ
どの長さ、又は、例えば、１２～５０核酸残基ほどの長さを持つことが望ましい。
【０１０３】
　本発明による遺伝子のプロモーター領域が、以下の表に列挙されている：
【０１０４】
【表２】

【０１０５】
　先に触れた遺伝子のそれぞれについて、本発明者は、本発明の方法で特に有用である部
分配列を同定した。したがって、ＭＡＬに関して、Ｃ）の部分配列は、配列番号１７によ
って指定される配列とその相補配列、配列番号１８によって指定される配列とその相補配
列、配列番号１９によって指定される配列とその相補配列、配列番号２０によって指定さ
れる配列とその相補配列、及びこれらの配列のいずれかの部分配列から成る配列の群から
選択され得る。
【０１０６】
　フィブリリン１遺伝子に関して、Ｃ）の部分配列は、好ましくは、配列番号２２によっ
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て指定される配列若しくはその相補配列、又はこれらのうちの１つの部分配列である。
【０１０７】
　第２染色体オープン・リーディング・フレーム３２、（ＣＮＲＩＰ１）に関して、Ｃ）
の部分配列は、好ましくは、配列番号２３によって指定される配列若しくはその相補配列
、又はこれらのうちの１つの部分配列である。
【０１０８】
　痙性対麻痺２０、スパルチン（トロイヤー症候群）に関して、Ｃ）の部分配列は、好ま
しくは、配列番号２５によって指定される配列若しくはその相補配列、又はこれらのうち
の１つの部分配列である。
【０１０９】
　シヌクレイン、アルファ（アミロイド前駆体の非Ａ４成分）に関して、Ｃ）の部分配列
は、好ましくは、配列番号２９によって指定される配列とその相補配列、配列番号３０に
よって指定される配列とその相補配列、及びこれらの配列のいずれかの部分配列から成る
配列の群から選択される。
【０１１０】
　インターネキシン・ニューロン中間線維タンパク質、アルファに関して、Ｃ）の部分配
列は、好ましくは、配列番号３２によって指定される配列若しくはその相補配列、又はは
これらのうちの１つの部分配列である。
【０１１１】
　本発明において有効なものはまた、これだけに制限されることなく、以下の：筋細胞エ
ンハンサー因子２Ｃ（配列番号２４）、Ｃ３ｏｒｆ１４／１４ＨＴ０２１（配列番号２１
）、ユビキチン・タンパク質リガーゼＥ３Ａ（配列番号２６、２７、及び２８）、脳が発
現した、Ｘ連鎖１（Ｘ－ｌｉｎｋｅｄ　１）（配列番号３１）、若しくはそれらの相補配
列、又はこれらのうちの１つ部分配列から成る群から選択される追加遺伝子のプロモータ
ー領域を含んで成る核酸でもあり得る。
【０１１２】
　これまでのわずかな遺伝子しか、プロモーター領域のメチル化事象に基づく癌の早期検
出のために有用であることが分かっていない。しかしながら、癌において高メチル化に関
する、公知のマーカーのプロモーター領域におけるメチル化状況又はレベルの分析を前記
方法に含むことは、本発明の範囲内にある。そのため、本発明のさらに態様において、前
記方法は、１種類以上の遺伝子のプロモーター領域／配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況
又はレベルを測定するステップを含んで成り、上述の１種類以上の遺伝子が以下の：
　トロンボスポンジン・タイプ１モチーフを有するアダム・メタロペプチダーゼ（ＡＤＡ
ＭＴＳ１、Ｃ３－Ｃ５、ＫＩＡＡ１３４６、ＭＥＴＨ１）；
　ビメンチン（ＶＩＭ）；
　分泌型Ｆｒｉｚｚｌｅｄ関連タンパク質１（ＳＦＲＰ１）；及び
　分泌型Ｆｒｉｚｚｌｅｄ関連タンパク質２（ＳＦＲＰ２）、
から成る群から選択される。
【０１１３】
　これらの遺伝子のプロモーター領域は、配列識別子３５～３８によって表される。した
がって、本発明の方法は、以下の：
　ｉ）配列番号３３、配列番号３４、配列番号３５、及び配列番号３６のいずれかによっ
て規定される核酸配列；
　ｉｉ）ｉ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　ｉｉｉ）ｉ）又はｉｉ）で規定された核酸配列の部分配列；
　ｉｖ）ｉ）、ｉｉ）、又はｉｉｉ）で規定された配列に対して、少なくとも７５％同一
である、例えば、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも
９５％、少なくとも９８％、又は少なくとも９９％ほど同一である核酸配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測
定するステップを含んでもよい。
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【０１１４】
　当業者は、様々なプロモーター領域がある程度の縮重を示すことをさらに認識するだろ
う。したがって、先の項目Ｄ）の下で示したように、特定の遺伝子のいずれかに対するプ
ロモーター配列は、配列識別子１～１６によって表される１つの配列と完全に同一という
わけではない配列であり得る。特定の態様において、Ｄ）の核酸配列は、Ａ）、Ｂ）、又
はＣ）で規定された配列に対して少なくとも８０％同一である、例えば、Ａ）、Ｂ）、又
はＣ）で規定された配列に対して少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９５
％、少なくとも９８％、少なくとも９９％ほど、又は、例えば、少なくとも９９．５％ほ
ど同一である。
【０１１５】
　本発明による遺伝子の特異性と感度は非常に高いので、それぞれ遺伝子を本発明の方法
に含んでもよい。
【０１１６】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号１～４から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列、及びその関
連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１１７】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号６から成る配列を含んで成る核酸配列、及びその関連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１１８】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号７から成る配列を含んで成る核酸配列、及びその関連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１１９】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号９から成る配列を含んで成る核酸配列、及びその関連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１２０】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号１３～１４から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列、及びそ
の関連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１２１】
　１つの態様において、前記方法は、以下の：
　Ｉ）配列番号１６から成る配列を含んで成る核酸配列、及びその関連配列、並びに
　ＩＩ）前の段落で規定された１つ、２つ、又は３つの核酸配列
の中のプロモーター領域内の核酸配列におけるメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部
位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップを含んで成る。
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【０１２２】
　本発明による方法は、気道‐消化器系の範囲内の、腫瘍などの癌を検出又は診断するこ
とを目的としている。「気道‐消化器系」又は「気道‐消化管」には、肺や胃腸管：食道
（ｅｓｏｐｈａｇｅｕｓ）、胃、膵臓、肝臓、胆嚢／胆管、小腸、並びに結腸及び直腸を
含めた大腸が含まれる。具体的には、腫瘍は、以下の：結腸直腸の腫瘍、（小細胞肺癌、
及び／又は非小細胞肺癌を含めた）肺の腫瘍、食道の腫瘍、胃の腫瘍、膵臓の腫瘍、肝臓
の腫瘍、胆嚢、及び／又は胆管の腫瘍、小腸の腫瘍、並びに大腸の腫瘍から成る群から選
択され得る。
【０１２３】
　よって、本発明の１つの態様において、癌は、以下の：結腸直腸の腫瘍、（小細胞肺癌
、及び／又は非小細胞肺癌を含めた）肺の腫瘍、食道の腫瘍、胃の腫瘍、膵臓の腫瘍、肝
臓の腫瘍、胆嚢、及び／又は胆管の腫瘍、小腸の腫瘍、並びに大腸の腫瘍から成る群から
選択される。
【０１２４】
　前述のプロモーター領域／配列内のメチル化されたＣｐＧ部位の数、ＣｐＧ部位のメチ
ル化状態、又はメチル化レベルを測定するために、本発明による方法は、特定の対象から
単離された十分な量のＤＮＡを必要とする。当業者は、必要とされる量及び質でＤＮＡを
単離し、そして、精製するための好適な技術を知っているだろう。ほとんどの目的のため
に、ＤＮＡは、前述の対象からの血液サンプル、糞便サンプル、組織サンプル、又は肺か
らの粘液のサンプルから単離できる。一般的に、これが可能であるときはいつでも、非侵
襲様式で本発明による方法を実施することが望ましい：消化管癌に関して、糞便サンプル
からＤＮＡを回収することが、多くの場合、実用的であり、且つ、簡便である。肺の腫瘍
と関連して、肺からの粘液のサンプルからＤＮＡを単離するが、ＤＮＡの非侵襲的な採取
への簡便なアプローチを提供できる。肝臓や膵臓の腫瘍を含めた他の腫瘍に関して、その
後のＤＮＡの分離のために組織サンプルを採取することが好ましい。
【０１２５】
　よって、１つの態様において、サンプルは、血液、大便、尿、胸水、胆汁、気管支液、
うがい液、組織生検、腹水、膿、脳脊髄液、穿刺液、卵胞液、組織、又は粘液から得られ
る。
【０１２６】
　本発明による方法が、単に、気道‐消化器系の癌又は腫瘍の存在を判定するだけの目的
に使用されるとき、特にそこでは「ｙｅｓ／ｎｏ」型の結果が求められる。前記方法が２
～４種類の遺伝子のプロモーター領域内のＣｐＧ部位のメチル化レベル又はメチル化状態
の分析に制限され得る場合には、それが望ましい。これには、癌の発生及び進行中に、遺
伝子に非常に高頻度の高メチル化があることが明らかに必要である。
【０１２７】
　よって、単純な診断目的のために、ほんのわずかな遺伝子内のプロモーター領域の分析
に限定することが最も好ましい。先に触れたように、これには、高メチル化に関するマー
カーのパネルを利用できることが必要であり、そこでは、各マーカーは高い感度と特異性
を有する。しかしながら、他のより微妙な目的のために、より多くのマーカー遺伝子内の
プロモーター領域のメチル化状態又はレベルを分析する必要があり得る。本発明による方
法は、そのため、対象の腫瘍発生、及び／又は進行の危険性レベルを判定するために、請
求項１で規定された少なくとも１種類の遺伝子を含めた、少なくとも２種類の遺伝子、少
なくとも３種類ほどの遺伝子、少なくとも４種類ほどの遺伝子、少なくとも５種類ほどの
遺伝子、少なくとも７種類の遺伝子、少なくとも８種類の遺伝子、少なくとも９種類の遺
伝子、少なくとも１０種類の遺伝子、少なくとも１１種類の遺伝子、少なくとも１２種類
の遺伝子、少なくとも１３種類の遺伝子、少なくとも１４種類の遺伝子、少なくとも１５
種類の遺伝子、少なくとも１６種類の遺伝子、少なくとも１７種類の遺伝子、少なくとも
１８種類の遺伝子、少なくとも１９種類の遺伝子、又は少なくとも２０種類ほどの遺伝子
のプロモーター領域／配列の核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測定するステップ
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を含んでもよい。
【０１２８】
　先に説明したことに従って、本発明の方法は、少なくとも１種類、少なくとも２種類、
少なくとも３種類、少なくとも４種類、少なくとも５種類、少なくとも６種類、少なくと
も７種類、少なくとも８種類、少なくとも９種類、少なくとも１０種類、少なくとも１１
種類、少なくとも１２種類、少なくとも１３種類、少なくとも１４種類、少なくとも１５
種類、少なくとも１６種類、少なくとも１７種類、少なくとも１８種類、少なくとも１９
種類ほど、又は少なくとも２０種類ほどの先に規定された追加核酸配列若しくはそれらの
関連配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測定するステップをさらに含んで成る。
【０１２９】
　よって、大部分の目的のために、１種類の遺伝子のプロモーター領域のＣｐＧ部位のメ
チル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はメチル化状態を分析するのでは、不
十分であるだろう。本発明による方法は、そのため、少なくとも１種類の遺伝子が先に規
定された遺伝子から成る群から選択されるような少なくとも２種類の遺伝子、少なくとも
３種類ほどの遺伝子、少なくとも４種類ほどの遺伝子、少なくとも５種類ほどの遺伝子、
少なくとも７種類ほどの遺伝子、少なくとも８種類の遺伝子、少なくとも９種類の遺伝子
、少なくとも１０種類の遺伝子、少なくとも１１種類の遺伝子、少なくとも１２種類の遺
伝子、少なくとも１３種類の遺伝子、少なくとも１４種類の遺伝子、少なくとも１５種類
の遺伝子、少なくとも１６種類の遺伝子、少なくとも１７種類の遺伝子、少なくとも１８
種類の遺伝子、少なくとも１９種類の遺伝子、又は少なくとも２０種類ほどの遺伝子のプ
ロモーター領域／配列の核酸配列内のＣｐＧ部位のメチル化状況を測定するステップを含
んでもよい。
【０１３０】
　よって、他の側面において、本発明は、少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レ
ベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が測定される方法
に関係する。
【０１３１】
　ここで、少なくとも１種類の追加マーカーが、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの；
　　ＭＡＬ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１７２００５によ
って特定されるもの
から成る群から選択される。
【０１３２】
マーカー遺伝子の組み合わせ
　よって、先に説明した理由のために、メチル化レベル又はメチル化状態は、１種類以上
の他のマーカーの測定値に組み合わせられ、そして、複合基準レベルと比較され得る。計
測されたマーカー・レベルは、足し算、引き算、掛け算などの算術演算、並びにパーセン
テージ、平方根、累乗法、及び対数関数の計算操作によって組み合わせることができる。
レベルはまた、様々なモデル、例えば、ロジスティック回帰及び最尤推定を使用した操作
に従って組み合わせることもできる。様々なバイオマーカー組み合わせ、及び組み合わせ
られた基準値の様々な計算手段が、技術を有する受信者（ｓｋｉｌｌｅｄ　ａｄｄｒｅｓ
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ｓｅｅ）に知られている手段によって実施され得る。
【０１３３】
　よって、本発明の他の態様は、少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル又は
メチル化状態が測定される、前述の主張のいずれかに記載の方法に関係する。
【０１３４】
　少なくとも１種類の追加マーカーは、これだけに制限されることなく、ＣＮＲＩＰ１、
ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、ＭＡＬ、ＡＤＡＭＴＳ１、ＶＩＭ、ＳＦＲＰ
１又はＳＦＲＰ２、ＣＲＡＢＰ１であってもよい。マーカーは、対象が癌に罹患している
か、又は癌を発症する危険性が高いかどうか判定するために、１セットの基準データと比
較され得る。
【０１３５】
　複合マーカーに基づく診断試験の構築方法は、計算操作（例えば、足し算）によって２
種類以上の個々のマーカーのメチル化レベル又はメチル化状態（又はこれに由来する値）
を組み合わせることによって達成できる。異なるマーカーのメチル化レベル又はメチル化
状態に多様性があるので、例えば、メチル化のレベル又は状況、における相違とは無関係
に組み合わせが達成されるように、測定値を比較検討することに関連している。これは、
標準物質からの中央値又は平均値からの単純な標準化によって実行され得る。
【０１３６】
　相乗効果
　本発明による異なるマーカー遺伝子の組み合わせによって、相乗効果を達成できる。
　具体的には、本明細書中では、相乗効果は、一緒に作用するいくつかのマーカーが、別
々のマーカーの感度又は特異性のみを知ることによって予測されたものと比べて、診断の
ためのより高い感度又は特異性を有する「複合マーカー・シグナル」を生み出す現象を指
す。
【０１３７】
　よって、本発明の１つの態様において、少なくとも１種類の追加マーカー（例えば、Ｃ
ＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、ＭＡＬ）の併用は、感度、及び
／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１３８】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１とＩＮＡの併用は、感度／又は特異
性に関して相乗効果をもたらす。
【０１３９】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１とＳＮＣＡの併用は、感度／又は特
異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４０】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１とＦＢＮ１の併用は、感度／又は特
異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４１】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１とＳＰＧ２０の併用は、感度／又は
特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４２】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡとＳＮＣＡの併用は、感度／又は特異性に
関して相乗効果をもたらす。
【０１４３】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡとＦＢＮ１の併用は、感度／又は特異性に
関して相乗効果をもたらす。
【０１４４】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡとＳＰＧ２０の併用は、感度／又は特異性
に関して相乗効果をもたらす。
【０１４５】
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　本発明の他の態様において、マーカーＳＮＣＡとＦＢＮ１の併用は、感度／又は特異性
に関して相乗効果をもたらす。
【０１４６】
　本発明の他の態様において、マーカーＳＮＣＡとＳＰＧ２０の併用は、感度／又は特異
性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４７】
　本発明の他の態様において、マーカーＦＢＮ１とＳＰＧ２０の併用は、感度／又は特異
性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４８】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１とＭＡＬの併用は、感度／又は特異
性に関して相乗効果をもたらす。
【０１４９】
　本発明の他の態様において、マーカーＳＰＧ２０とＭＡＬの併用は、感度／又は特異性
に関して相乗効果をもたらす。
【０１５０】
　本発明の他の態様において、マーカーＦＢＮ１とＭＡＬの併用は、感度／又は特異性に
関して相乗効果をもたらす。
【０１５１】
　本発明の他の態様において、マーカーＳＮＣＡとＭＡＬの併用は、感度／又は特異性に
関して相乗効果をもたらす。
【０１５２】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡとＭＡＬの併用は、感度／又は特異性に関
して相乗効果をもたらす。
【０１５３】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、及びＩＮＡの併用は
、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５４】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、及びＦＢＮ１の併用
は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５５】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、及びＳＮＣＡの併用
は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５６】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及びＳＮＣＡの併用は、
感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５７】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、及びＦＢＮ１の併用は、
感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５８】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＮＣＡ、及びＦＢＮ１の併用は
、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１５９】
　本発明の他の態様において、マーカーＳＮＣＡ、ＳＰＧ２０、及びＦＢＮ１の併用は、
感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６０】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡ、ＳＰＧ２０、及びＦＢＮ１の併用は、感
度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６１】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡ、ＳＮＣＡ、及びＦＢＮ１の併用は、感度
／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
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【０１６２】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡ、ＳＰＧ２０、及びＳＮＣＡの併用は、感
度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６３】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＳＰＧ２０、及びＳＮＣＡの併用は、感
度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６４】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＩＮＡ、及びＳＮＣＡの併用は、感度／
又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６５】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２０の併用は、感度
／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６６】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＦＢＮ１、及びＳＮＣＡの併用は、感度
／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６７】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＦＢＮ１、及びＳＰＧ２０の併用は、感
度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６８】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＦＢＮ１、及びＩＮＡの併用は、感度／
又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１６９】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＦＢＮ１、及びＣＮＲＩＰ１の併用は、
感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７０】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＣＮＲＩＰ１、及びＳＮＣＡの併用は、
感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７１】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＣＮＲＩＰ１、及びＳＰＧ２０の併用は
、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７２】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＣＮＲＩＰ１、及びＩＮＡの併用は、感
度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７３】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＩＮＡ
の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７４】
　本発明の他の態様において、マーカーＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＩＮＡの
併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７５】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＮＣＡ、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２
０の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７６】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＩＮＡ、及びＳＰＧ２
０の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７７】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＳＰＧ
２０の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７８】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＳＰＧ２０の
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併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１７９】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＭＡＬ、ＳＮＣＡ、及びＳＰＧ２
０の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８０】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＭＡＬ、及びＳＰＧ２
０の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８１】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＭＡＬ
の併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８２】
　本発明の他の態様において、マーカーＩＮＡ、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及びＭＡＬの併用
は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８３】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、ＳＮＣＡ、及びＭＡＬの
併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８４】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＦＢＮ１、ＩＮＡ、及びＭＡＬの
併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８５】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ
、及びＩＮＡの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８６】
　本発明の他の態様において、マーカーＭＡＬ、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及び
ＩＮＡの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８７】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＭＡＬ、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ、及
びＩＮＡの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８８】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＭＡＬ、ＳＮＣＡ、
及びＩＮＡの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１８９】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＭＡＬ、
及びＩＮＡの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１９０】
　本発明の他の態様において、マーカーＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、ＦＢＮ１、ＳＮＣＡ
、及びＭＡＬの併用は、感度／又は特異性に関して相乗効果をもたらす。
【０１９１】
　よって、１つの態様において、本発明による方法は、以下の：
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップと組み合わせ
て、ＣＮＲＩＰ１のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位の
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メチル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１９２】
　よって、１つの態様において、本発明による方法は、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップと組み合わせ
て、ＳＰＧ２０のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメ
チル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１９３】
　よって、１つの態様において、本発明による方法は、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップと組み合わせ
て、ＦＢＮ１のメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１９４】
　よって、１つの態様において、本発明による方法は、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップと組み合わせ
て、ＳＮＣＡのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチ
ル化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１９５】
　よって、１つの態様において、本発明による方法は、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
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ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；及び
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの
から成る群から選択される少なくとも１種類の追加マーカーのメチル化レベル、メチル化
されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態を測定するステップと組み合わせ
て、ＩＮＡのメチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル
化状態を測定するステップを含んで成る。
【０１９６】
　亜硫酸水素塩（Ｂｉｓｕｌｐｈｉｔｅ）処理とメチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応
　本発明は、遺伝子又は遺伝子パネルのメンバーのメチル化状態を評価するために使用さ
れるアッセイのタイプによって制限されない。実際には、遺伝子又は遺伝子パネルのメチ
ル化状況又はレベルを測定するために用いられるあらゆるアッセイが、本発明の目的のた
めに十分であるべきである。
【０１９７】
　プロモーター領域内のＣｐＧアイランドのメチル化状況を測定するための実際のアプロ
ーチは、亜硫酸水素塩でプロモーター配列を処理するステップを含み得る。ＤＮＡの亜硫
酸水素塩処理は、非メチル化として配列変動を引き起こすが、メチル化シトシンはウラシ
ルに変換されない。亜硫酸水素塩処理と、それに続く配列分析が、非メチル化シトシンが
チミジンとして現れる一方で、５－メチル・シトシンがシトシンとして最終的な配列に現
れる、亜硫酸水素塩修飾後の遺伝子プロモーター内の５－メチル・シトシンの陽性ディス
プレイを可能にする。本発明の特定の態様において、前述のプロモーター領域／配列のメ
チル化状態は、そのため、核酸配列決定法（亜硫酸水素塩配列決定法）によって測定され
る。
【０１９８】
　本発明のさらなる態様において、前述のプロモーター領域／配列のメチル化されたＣｐ
Ｇ部位の数、ＣｐＧ部位のメチル化状態、又はメチル化レベルは、メチル化特異的ＰＣＲ
によって測定される。本願に関する実施例では、１セットの好適なＰＣＲ条件とプライマ
ー設計が与えられている。しかしながら、一般に、当業者は、彼らがＰＣＲ分析のための
適切な条件とプライマー設計を決定することができるのに必要な知識を持つだろう。
【０１９９】
　当業者が知るように、リアルタイム蛍光は、ＰＣＲ産物の検出に対する簡便で迅速なア
プローチを提供し、そして、それは、高速大量処理が必要である診断手順に容易に適用で
きる。本発明の現在好ましい態様において、前述のメチル化特異的ＰＣＲは、よって、Ｐ
ＣＲ産物のリアルタイム蛍光検出を含んで成る。
【０２００】
　その他のほとんどのＰＣＲ手順に関して、本発明の方法は、サイズに従って産物を分離
するステップを含むことができる。具体的には、本発明の方法は、ゲル又はキャピラリー
電気泳動によって得られたＰＣＲ産物を分離するステップを含むことができる。
【０２０１】
　分析の一部として、得られたＰＣＲ産物は、蛍光標識、化学発光標識、及び放射性標識
から成る群から選択される標識の使用によって検出できる。安全性と実際上の理由から、
非放射性標識がほとんどの目的のために好まれる。
【０２０２】
　前述のプロモーター領域／配列のメチル化状態又はレベルはまた、パイロシークエンシ
ング（ｐｙｒｏｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ）によって、質量分析によって、又はメチル化特異
的制限酵素の使用によって測定することができる。
【０２０３】
　メチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態は、
これだけに制限されることなく、亜硫酸水素塩配列決定法、定量的、及び／又は定性的な
メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）、パイロシークエンシング、サザンブロ
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ッティング、制限酵素ランドマーク・ゲノム・スキャニング（ＲＬＧＳ）、単一ヌクレオ
チド・プライマー伸長法、ＣｐＧアイランド・マイクロアレイ、ＳＮＵＰＥ、ＣＯＢＲＡ
、質量分析法、メチル化特異的な制限酵素の使用、前述の遺伝子の発現レベルの計測、又
はその組み合わせによって測定される。
【０２０４】
　好ましい態様において、本発明の方法に使用されるメチル化特異的ＰＣＲは、２つのＣ
ｐＧ部位、及びＣｐＧ部位内にないシトシン残基を含んで成る核酸配列にハイブリダイズ
することができる核酸プライマーの使用を含んで成る。メチル化されないそのようなシト
シン残基の包含は、非亜硫酸水素塩変換ＤＮＡと亜硫酸水素塩変換ＤＮＡをよりうまく区
別するために所望される。メチル化された配列のためのプライマーは、亜硫酸水素塩変換
後にＣｐＧのままで残っている部位であるところのメチル化されたＣｐＧ部位に相変わら
ず結合するだろう。変化していないＤＮＡの存在下、これは、メチル化状況とは無関係に
ＣｐＧ部位を含むだろう、そして、次に、メチル化特異的プライマーが変化していないＤ
ＮＡに結合し、偽陽性を生み出すだろう。プライマーによって標的とされた領域内のＣｐ
Ｇ部位にない「Ｃ」の包含は、変換されたＤＮＡが同じ部位に「Ｔ」を含むのに対して、
このＤＮＡが「Ｃ」を含むので、プライマーが変換されていないＤＮＡに結合することを
妨げる。
【０２０５】
　より一層さらなる態様において、メチル化特異的ＰＣＲは、２つのＣｐＧ部位、及びＣ
ｐＧ部位内にないシトシン残基を含んで成る核酸配列にハイブリダイズすることができる
核酸プライマーの使用を含んで成る。
【０２０６】
　本発明による方法は、癌に関するその他の公知のパラメーターと組み合わせることもで
きる。よって、本発明の遺伝子のメチル化レベル又は状況は、これだけに制限されること
なく、癌に関する以下のパラメーター：遺伝子ＤＮＡ完全性アッセイ、倍数性（ｐｌｏｉ
ｄｉ）、遺伝子の突然変異状態、ゲノム変異、融合遺伝子、スプライシング変異、発現の
相違、ｍｉＲＮＡｓのいずれかと組み合わせることができる。
【０２０７】
使用
　本発明によるマーカーは、それらの高い感度と特異性のため、癌のマーカーとしての使
用に非常に好適である。よって、本発明のもう一つの側面は、対象が癌を発症したか、発
症しているか、又は癌を発症しやすいか、あるいは、対象が癌治療後に再発しているかど
うかに関する指標として、メチル化レベル、メチル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ
部位のメチル化状態が評価される診断アッセイにおける、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によってを特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される１種類以上の遺伝子の使用に関係する。
【０２０８】
　他の態様は、対象が癌を発症したか、発症しているか、又は癌を発症しやすいか、ある
いは、対象が癌治療後に再発しているかどうかに関する指標として、メチル化レベル、メ
チル化されたＣｐＧ部位の数、又はＣｐＧ部位のメチル化状態が評価される診断アッセイ
における、前述の核酸が、以下の：
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　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）又はＣ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一である核酸配
列
から成る群から選択される核酸配列を含んで成る、核酸配列の使用に関係する。
【０２０９】
抗体
　本発明はまた、メチル化された配列に対する抗体に関係する。よって、本発明の他の態
様は、以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）又はＣ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一である核酸配
列
から成る群から選択されるメチル化された核酸配列を認識する抗体に関係する。
【０２１０】
診断キット
　好ましい側面において、本発明は、それぞれ、以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　で２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から選択される遺伝子の核酸配列に相補的である、１つ以上のオリゴヌクレオチド・プラ
イマー、又は１セット以上のオリゴヌクレオチド・プライマーを含んで成る癌を判定する
ための診断キットを提供する。
【０２１１】
　本発明の第２の側面は、それぞれ、１以上の遺伝子のプロモーター領域／配列内の核酸
配列に相補的である／ハイブリダイズすることができる１つ以上のオリゴヌクレオチド・
プライマー又は１セット以上のオリゴヌクレオチド・プライマー、例えば、２以上、３以
上、４以上、５以上、６以上、７以上、８以上、９以上、１０以上、１１以上、１２以上
、１３以上、１４以上、１５以上、１６以上、１７以上、１８以上、１９以上ほどの、又
は２０以上ほどのオリゴヌクレオチド・プライマー又はオリゴヌクレオチド・プライマー
のセットを含んで成る診断キットであって、上述の１以上の遺伝子が以下の：
　　ＣＮＲＩＰ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１１９８６
５、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２５９２７によって特定されるもの；
　　ＳＰＧ２０、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１３３１０４
、ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　２３１１１によって特定されるもの；
　　ＦＢＮ１、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１６６１４７、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　で２２００によって特定されるもの；
　　ＳＮＣＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４５３３５、
ｅｎｔｒｅｚ　ＩＤ　６６２２によって特定されるもの；及び
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　　ＩＮＡ、例えば、ｅｎｓｅｍｂｌ遺伝子ＩＤ　ＥＮＳＧ０００００１４８７９８、ｅ
ｎｔｒｅｚ　ＩＤ　９１１８によって特定されるもの
から成る群から選択される前記診断キットを提供する。
【０２１２】
　具体的には、本発明のこの側面によるキットは、それぞれ以下の：
　Ａ）配列番号６、配列番号７、配列番号９、配列番号１３、配列番号１４、及び配列番
号１６のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一である核酸
配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列に相補的である／ハイブリダイズす
ることができる１つ以上のオリゴヌクレオチド・プライマー又はオリゴヌクレオチド・プ
ライマーのセットを含んで成る。
【０２１３】
　特定の態様において、前記キットは、それぞれ、以下の：
　トロンボスポンジン・タイプ１モチーフを有するアダム・メタロペプチダーゼ（ＡＤＡ
ＭＴＳ１、Ｃ３－Ｃ５、ＫＩＡＡ１３４６、ＭＥＴＨ１）；
　ビメンチン（ＶＩＭ）；
　分泌型Ｆｒｉｚｚｌｅｄ関連タンパク質１（ＳＦＲＰ１）；及び
　分泌型Ｆｒｉｚｚｌｅｄ関連タンパク質２（ＳＦＲＰ２）、
　ＭＡＬ（Ｔ細胞分化タンパク質）；
【０２１４】
　第３染色体オープン・リーディング・フレーム（Ｃ３ｏｒｆ１４／１４ＨＴ０２１）；
　ユビキチン・タンパク質リガーゼＥ３Ａ（ＵＢＥ３Ａ、ＡＳ、ＡＮＣＲ、Ｅ６－ＡＰ、
ＦＬＪ２６９８１）；
　脳が発現した、Ｘ連鎖１（ＢＥＸ１）；
　筋細胞エンハンサー因子２Ｃ、ＭＥＦ２ｃ
から成る群から選択される遺伝子のプロモーター領域／配列内の核酸配列に相補的である
／ハイブリダイズすることができる１つ以上のオリゴヌクレオチド・プライマー又は１セ
ット以上のオリゴヌクレオチド・プライマーを含んで成る。
【０２１５】
　本発明の他の側面において、キットは、それぞれ、以下の：
　Ａ）配列番号１、配列番号２、配列番号３、配列番号４、配列番号５、配列番号８、配
列番号１０、配列番号１１、配列番号１２、及び配列番号１５のいずれかによって規定さ
れる核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一である核酸
配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列に相補的である／ハイブリダイズす
ることができる１以上のオリゴヌクレオチド・プライマー又はオリゴヌクレオチド・プラ
イマーのセットを含んで成る。
【０２１６】
　これらの態様によると、前記キットは、それぞれ、以下の：
　ｉ）配列番号３３、配列番号３４、配列番号３５、及び配列番号３６のいずれかによっ
て規定される核酸配列；
　ｉｉ）ｉ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　ｉｉｉ）ｉ）又はｉｉ）で規定された核酸配列の部分配列；
　ｉｖ）ｉ）、ｉｉ）、又はｉｉｉ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一で
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ある、例えば、少なくとも８０％、少なくとも８５％、少なくとも９０％、少なくとも９
５％、少なくとも９８％、又は少なくとも９９％ほど同一である核酸配列
から成る群から選択される配列を含んで成る核酸配列に相補的である／ハイブリダイズす
ることができる１つ以上のオリゴヌクレオチド・プライマー又は１セット以上のオリゴヌ
クレオチド・プライマーを含んで成る。
【０２１７】
　癌に関するマーカーとしてのＭＡＬの非常に高い特異性を考慮すると、前記キットは、
それぞれ、以下の：
　Ａ）配列番号１のいずれかによって規定される核酸配列；
　Ｂ）Ａ）で規定された配列に相補的な核酸配列；
　Ｃ）Ａ）又はＢ）で規定された核酸配列の部分配列；
　Ｄ）Ａ）、Ｂ）、又はＣ）で規定された配列に対して少なくとも７５％同一である核酸
配列
から成る群から選択される核酸配列に相補的である／ハイブリダイズすることができる１
つ以上のオリゴヌクレオチド・プライマー又は１セット以上のオリゴヌクレオチド・プラ
イマーを含んで成る。
【０２１８】
　本発明のキットのために様々なデザインを想定できる。１つの態様において、前述のプ
ライマー又はプライマーのセットのそれぞれは、別々のコンテナ内にある。これは、キッ
トの最終使用者が異なる目的のために異なるプライマー混合物を調製することを可能にす
るだろう。しかしながら、他の態様によると、プライマー又はプライマーのセットは、混
合物の状態で供給され得る。
【０２１９】
　伝統的な診断目的などの特定の使用のために、診断キットは、少数のプライマー又はプ
ライマーのセットを含み得る。具体的には、これは、例えば、キットが腫瘍又は癌腫が気
道‐消化器系で発症しているかどうかを判定するために単に使用される場合などの、「ｙ
ｅｓ／ｎｏ」型の結果が求められる適用にキットが使用される場合に関連することである
。このような目的のために、キット内のプライマー又はプライマーのセットの数を、２～
４に制限することができ、ここで、少なくとも１のプライマー又はプライマーのセット、
例えば、少なくとも２、少なくとも３、若しくは少なくとも４のプライマー又はプライマ
ーのセットは、配列番号１～１６による核酸配列、又は先の項目Ｃ）及びＤ）で規定され
たとおり、それらに相補的であるか若しくは一部同一である配列に相補的である／ハイブ
リダイズする。
【０２２０】
　先に議論したとおり、しかしながら、本発明の方法と関連して、本発明のマーカー遺伝
子のＣｐＧアイランドのメチル化状態はまた、対象の腫瘍の発生、及び／又は進行に関す
る危険性レベルを判定するためのような、より複雑な分析に使用できる。
【０２２１】
　このような態様において、本発明の診断キットは、典型的には、より多くのマーカー遺
伝子を標的とすることができるプライマー又はプライマーのセットを含むだろう。このよ
うな目的のためのキットは、典型的には、５以上のプライマー又はプライマーのセットを
含む必要があり、ここで、少なくとも１つのプライマー又は１セットのプライマー、例え
ば、少なくとも２、少なくとも３、少なくとも４、少なくとも５、少なくとも６、少なく
とも７、少なくとも８、少なくとも９、少なくとも１０、少なくとも１２、少なくとも１
３、少なくとも１４、少なくとも１５ほど、又は少なくとも１６ほどのプライマー又はプ
ライマーのセットが、本発明によるマーカー遺伝子の核酸配列に相補的である／ハイブリ
ダイズすることができる。
【０２２２】
　本発明による診断キットは、例えば、ＰＣＲ分析（例えば、特異的ポリメラーゼ連鎖反
応（ＭＳＰ）配列分析法、亜硫酸水素塩処理、亜硫酸水素塩（ｂｉｓｕｌｐｈａｔｅ）配
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列決定法、電気泳動、パイロシークエンシング、質量分析法、及び制限消化による配列分
析など）、定量的、及び／又は定性的なメチル化など（例えば、パイロシークエンシング
、サザンブロッティング、制限酵素ランドマーク・ゲノム・スキャニング（ＲＬＧＳ）、
単一ヌクレオチド・プライマー伸長法、ＣｐＧアイランド・マイクロアレイ、ＳＮＵＰＥ
、ＣＯＢＲＡ、質量分析法、メチル化特異的な制限酵素の使用、又は前述の遺伝子の発現
レベルの計測など）の必要な分析を実施するために必要とされるあらゆる試薬又は培地を
さらに含んでもよい。具体的には、前記キットは：デオキシリボヌクレオシド三リン酸、
バッファー、安定化剤、熱安定性ＤＮＡポリメラーゼ、（メチル化特異的エンドヌクレア
ーゼを含めた）制限エンドヌクレアーゼ、及び（蛍光標識、化学発光標識、及び放射活性
標識を含めた）標識から成る群から選択される１種類以上の成分をさらに含んでもよい。
本発明による診断アッセイは、ＤＮＡの分離に必要である１種類以上の試薬をさらに含ん
でもよい。
【０２２３】
　本発明の側面の１つとの関連で記載された態様及び特徴はまた、本発明の他の側面にも
適用されることを、留意すべきである。
【０２２４】
　本発明による対象、あるいは、その特性又は特徴の１つが単数形で言及されているとき
、これはまた、上記対象、その特性又は特徴を複数形でも言及している。例として、「ポ
リペプチド（ａ　ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ）」に言及するとき、それは１つ以上のポリペ
プチドに言及していると理解すべきである。
【０２２５】
　本明細書を通して、単語「含んで成る（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」又は、例えば、「含んで
成る（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」若しくは「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などの
変化形は、述べられた要素、整数、若しくはステップ、又は要素、整数、若しくはステッ
プの群の包含を意味するが、いかなる他の要素、整数、若しくはステップ、又は要素、整
数、若しくはステップの群の排除を意味するわけではないことが理解されるだろう。
【０２２６】
　本願に引用されたすべての特許文献及び非特許文献は、全体を本明細書中に援用する。
【０２２７】
　本発明は、以下の制限されることのない実施例においてここにより詳細に記載されるだ
ろう。
【実施例】
【０２２８】
実施例１：
亜硫酸水素塩処理とメチル化特異的ＰＣＲ
　細胞株及び結腸直腸癌からのＤＮＡを、先に記載のとおり亜硫酸水素塩で処理した（Ｇ
ｒｕｎａｕ　ｅｔ　ａｌ．及びＦｒａｇａ　ｅｔ　ａｌ．）。それに対して、腺腫からの
ＤＮＡを、ＣｐＧｅｎｏｍｅ（商標）ＤＮＡ修飾キット（Ｉｎｔｅｒｇｅｎ、Ｂｏｓｔｏ
ｎ，　ＭＡ）のプロトコールに従って亜硫酸水素塩処理した（Ｓｍｉｔｈ－Ｓｏｒｅｎｓ
ｅｎ　ｅｔ　ａｌ．）。ＭＡＬ、Ｃ３ｏｒｆ１４、ＦＢＮ１、ＭＥＦ２ｃ、ＣＮＲＩＰ１
、ＳＰＧ２０、ＵＢＥ３Ａ、ＳＮＣＡ、ＢＥＸ、及びＩＮＡのプロモーター・メチル化状
況を、それに続いて、非メチル化対立遺伝子とメチル化対立遺伝子の区別を可能にする方
法であるメチル化特異的ＰＣＲ（ＭＳＰ）によって分析した（Ｈｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ
．及びＤｅｒｋｓ　ｅｔ　ａｌ．）。すべてのプライマーを、ＭｅｔｈＰｒｉｍｅｒ（Ｌ
ｉ及びＤａｈｉｙａ）又はＭｅｔｈｙｌ　Ｐｒｉｍｅｒ　Ｅｘｐｒｅｓｓ（Ａｐｐｌｉｅ
ｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）を用いて設計した。それらの配列を、各ＰＣＲ法についての
産物断片長、プライマー位置、及びアニーリング温度と共に表１に列挙する。その断片を
、ＨｏｔＳｔａｒＴａｑ　ＤＮＡ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ（ＱＩＡＧＥＮ　Ｉｎｃ．、Ｖ
ａｌｅｎｃｉａ，　ＣＡ）を使用して増幅し、そして、すべての結果物をＭＳＰの独立し
た第２週目で確認した。
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【０２２９】
【表３】

【０２３０】
亜硫酸水素塩配列決定法
　すべての断片をＨｏｔＳｔａｒＴａｑ　ＤＮＡ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅを用いて増幅し
、そして、ＭｉｎＥｌｕｔｅゲル抽出キット（ＱＩＡＧＥＮ）によって２％のアガロース
ゲルから溶出した。それに続いて、サンプルを、３７３０シーケンサ（Ａｐｐｌｉｅｄ　
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Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）によりｄＧＴＰ　ＢｉｇＤｙｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ　Ｃｙｃ
ｌｅ　Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ　Ｒｅａｄｙ　Ｋｉｔ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅ
ｍｓ、Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，ＣＡ）を使用して配列決定した。様々な断片のそれぞれ
のＣｐＧ部位のメチル・シトシンの概算量を、Ｍｅｌｋｉらによって以前に記載されてい
るとおり、シトシン・シグナルのピークの高さと、シトシン及びチミン・シグナルのピー
クの高さの合計を比較することによって算出した。
【０２３１】
【表４】

【０２３２】
　メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）分析によって分析すると、ＭＡＬの高
メチル化を、悪性（８３％、４８個の癌腫のうち４０個）、並びに良性の大腸腫瘍（７３
％、５９個の腺腫のうち４３個）に共通して非常に高い頻度で観察した（図１）。
【０２３３】
実施例２：
　メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）を、遺伝子：ＭＡＬ、Ｃ３ｏｒｆ１４
、ＦＢＮ１、ＳＰＧ２０、ＳＮＣＡ、ＢＥＸ１、ＩＮＡ、ＣＮＲＩＰ１、ＵＢＥ３Ａ、Ｍ
ＥＦ２Ｃについて実施した。
【０２３４】
　各サンプル（大腸癌細胞株、結腸直腸癌、腺腫、及び正常粘膜）に関しては、ｌ．３ｕ
ｇのＤＮＡを、製造業者のプロトコールに従ってＥｐｉＴｅｃｔ亜硫酸水素塩キット（Ｑ
ｉａｇｅｎ　Ｉｎｃ．、Ｖａｌｅｎｃｉａ，　ＣＡ）を使用して亜硫酸水素塩処理した。
修飾ＤＮＡを、４０ｕｌの（キットに含まれている）溶出バッファーで溶出した。亜硫酸
水素塩修飾が配列の相違につながるので、一方が非メチル化鋳型に特異的であり、もう片
方がメチル化鋳型に特異的である２組のプライマーを使用して、各遺伝子を増幅した（実
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バッファー、０．７５ｕｌの亜硫酸水素塩処理した鋳型、１．５～２．０ｍＭのＭｇＣｌ

２、２０ｐｍｏｌの各プライマー、２００μＭのｄＮＴＰ、及び０．６２５～１ＵのＨｏ
ｔＳｔａｒＴａｑ　ＤＮＡ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ（Ｑｉａｇｅｎ）が含まれた。試験管
内でＳｓｓＩメチルトランスフェラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ　Ｉ
ｎｃ．、Ｂｅｖｅｒｌｙ，ＭＡ，ＵＳＡ）を用いて処理したヒト胎盤ＤＮＡ（Ｓｉｇｍａ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ，ＵＳＡ）をメチル化ＭＳＰ反応の
陽性対照として使用し、それに対して、正常リンパ球からのＤＮＡを非メチル化対立遺伝
子の陽性対照として使用した。水を、両反応の陰性ＰＣＲ対照として使用した。
【０２３５】
　ＰＣＲプログラムは、９５℃にて１５分間の変性と、それに続く９５℃にて３０秒間、
アニーリング温度にて３０秒間、そして、７２℃にて３０秒間の３５サイクルから成る。
最後の伸長は、７２℃にて７分間実施した。
【０２３６】
　これまでに試験したそれぞれの遺伝子についてのアニーリング温度とＭｇＣｌ２濃度：
　ＭＡＬ：５６℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　Ｃ３ｏｒｆ１４：５３℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＦＢＮ１：４８℃、非メチル化反応について１．７ｍＭのＭｇＣｌ２、及びメチル化反
応について２．０ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＳＰＧ２０：５６℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＳＮＣＡ：５３℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＢＥＸ１：５１℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＩＮＡ：５５℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２；
　ＣＮＲＩＰ１：５２℃、１．５ｍＭのＭｇＣｌ２。
【０２３７】
　結果：ＭＡＬ、ＵＢＥ３Ａ、ＭＥＦ２Ｃ、ＦＢＮ１、Ｃ３ｏｒｆ１４、ＢＥＸ１、ＩＮ
Ａ、ＳＮＣＡ、ＳＰＧ２０、及びＣＮＲＩＰ１のメチル化
【０２３８】
　メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）により得られた結果を、以下の表３の
中に提示する：
【０２３９】
【表５】

【０２４０】
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【表６】

【０２４１】
　ここで分析したマーカー遺伝子は、全般的に、結腸直腸癌細胞株及び結腸直腸癌におい
て非常に高い頻度でメチル化されていると同時に、癌ではない提供者からの正常粘膜にお
いてメチル化頻度は低かった。これらの結果は、気道‐消化器における腫瘍の診断、及び
腫瘍発症のモニタリングにおける前記マーカー遺伝子の有用性を裏付けている。
【０２４２】
　具体的には、ＭＡＬは癌ではない提供者からの正常粘膜サンプルの１／２３個（４％）
で、原発性腫瘍から離れて採取した正常粘膜サンプルの２／２１個（１０％）で、腺腫の
４５／６３個（７１％）で、癌腫の４９／６１個（８０％）で、及び結腸癌細胞株の１９
／２０個（９５％）でメチル化されている。ＭＡＬに関して観察したメチル化頻度が、実
施例１で見られたものからわずかに逸脱していることに留意する。この逸脱は、主として
、分析したサンプルのパネルが拡大されたという事実による。
【０２４３】
　ＦＢＮ１及びＩＮＡもまた、癌ではない提供者からの正常粘膜サンプル、及び原発性腫
瘍から離れて採取した正常粘膜サンプルの両方では稀にしかメチル化されていなかった（
ＦＢＮ１については、それぞれ、１／１９、５％、及び２／２１、１０％；ＩＮＡに関し
ては、それぞれ、０／２１、０％、及び２／２０、１０％）。同時に、ＦＢＮ１及びＩＮ
Ａの両方が、癌腫（それぞれ、４０／４９、８２％、及び３３／４８、６９％）、並びに
腺腫（それぞれ、３７／５９、５８％、及び３１／５９、５３％）において頻繁にメチル
化されている。正常粘膜サンプルの両コホートの低いメチル化頻度、並びに両方の良性及
び悪性腫瘍における高いメチル化頻度は、ＦＢＮ１及びＩＮＡが発症初期の腫瘍の検出に
関して特に見込みがあることを示唆している。同時に、これら２種類のマーカーを含んで
成る試験は、高い特異性を有する可能性が最も高いだろう。
【０２４４】
　ＳＮＣＡ、ＳＰＧ２０、及びＣＮＲＰ１は、全般的に、後者の群に比べて、癌腫におい
て（それぞれ、３７／４８（７７％）、４４／４９（９０％）、及び４５／４８（９４％
））、並びに腺腫において（それぞれ、４２／６１（６９％）、４８／５８（８３％）、
及び５２／５９（８８％））より高いメチル化頻度を有する。非侵襲性試験におけるこれ
らのマーカーを含めると、感度が高まる可能性がある。癌ではない提供者からの正常粘膜
サンプルにおける低いメチル化頻度を有することに加えて、これらのマーカーは、原発性
腫瘍から離れて採取した正常粘膜サンプルにおいて比較的に高いメチル化頻度を有する（
それぞれ、１４／２１（６７％）、（２９％～９０％）、及び９／２１（４３％））。こ
れは、腫瘍の周りの「場の効果」を示すことができ、ここで、腫瘍のすぐ近くの正常な出
現細胞（ａｐｐｅａｒｉｎｇ　ｃｅｌｌｓ）もまた、これらの３種類の遺伝子のメチル化
を保持する。そのような場の効果の存在は、ＳＮＣＡ、ＳＰＧ２０、及び／又はＣＮＲＰ
１のメチル化を保持するより多くの細胞が結腸の管腔内に剥がれ落ち、そして、糞便と共
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に排泄されるので、非侵襲性の糞便（ｆｅａｃａｌ）ベースの試験の感度を増強するかも
しれない。
【０２４５】
実施例３：
異なるサンプル中のマーカー遺伝子のメチル化
　ＤＮＡを大便から精製し、そして、ＭＳＰを、先の実施例に記載のとおり、以下の遺伝
子ＭＡＬ、ＦＢＮ１、ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、ＳＰＧ２０、及びＳＮＣＡに関して実施し
た。
【０２４６】
　１０個の糞便サンプルからのＤＮＡの精製を、６種類の遺伝子すべてに関して分析した
。対応する原発性腫瘍のメチル化状況は、４～５種類の対応する腫瘍から知られていた。
　また、加えて、糞便サンプルを得た１０人の患者のうちの９人で、血液サンプルも採取
し、そして、結果を表５の中で比較した。
【０２４７】
　ＤＮＡを、ＱＩＡａｍｐ　ＤＮＡ大便キット（ＱＩＡＧＥＮ）を使用して２５０ｍｇの
糞便から分離した。
【０２４８】
　異なるサンプルからの遺伝子におけるメチル化状態の結果を、以下の表４の中に示す：
【０２４９】
【表７】

【０２５０】
　ＭＡＬ及びＦＢＮ１を除いて、大便からサンプル中のすべてのマーカーにおいてメチル
化を検出した。血液サンプルでは、ＦＢＮ１を除いて、全ての遺伝子でメチル化を検出し
た。全般的に、サンプル・メチル化頻度は、血液サンプルからの全ての遺伝子について高
かった。特に、ＳＮＣＡ及びＣＮＲＩＰ１を含んで成る血液サンプルにおけるサンプル・
メチル化頻度が、非常に高かった。これらのマーカーが、血液サンプルなどの非侵襲的な
手順により試験され得るので、それらが癌マーカーとして特によく適しているように思え
る。
【０２５１】
　ＤＮＡを（標準的なフェノール／クロロホルム法を使用して）血液から精製し、そして
、ＭＳＰを、先の実施例に記載のとおり、以下の遺伝子ＭＡＬ、ＣＮＲＩＰ１、ＩＮＡ、
ＦＢＮ１、ＳＰＧ２０、及びＳＮＣＡについて実施した。
【０２５２】
　ＤＮＡを、６種類の遺伝子すべてからメチル化された対応する原発性腫瘍を患っている
患者からの１４個の血液サンプルから精製した。
【０２５３】



(43) JP 5843840 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

【表８】

【０２５４】
　この実施例は、血液サンプル中の遺伝子の高いサンプル・メチル化頻度を裏付け、そし
て、特に、ＣＮＲＩＰ１及びＳＮＣＡが癌について又は癌の発症についての診断、及び／
又はスクリーニングのための非常に好適なマーカーである。
　ＳＰＧ２０もまた、血液サンプル・スクリーニングのための非常に有望なマーカーと思
われる。
【０２５５】
実施例４：
異なる細胞株におけるＩＮＡ、ＳＮＣＡ、ＣＮＲＩＰ１、ＳＰＣ２０、又はＦＢＮ１の組
織特異的サンプル・メチル化頻度
　各サンプル（乳房、腎臓、卵巣、膵臓、前立腺、子宮、及び胃由来の細胞株）について
、実施例２に記載のとおり、ＤＮＡを、ＭＳＰ前に亜硫酸水素塩処理した。
【０２５６】
　異なるサンプル中の遺伝子のサンプル・メチル化頻度の結果を、以下の表６に示す：
【０２５７】
【表９】

【０２５８】
　ＩＮＡ、ＳＮＣＡ、ＣＮＲＩＰ１、ＳＰＧ２０、及びＦＢＮ１のプロモーター・メチル
化状況を、ＭＳＰを用いて分析した。胃細胞株からのすべてのサンプルで、試験した遺伝
子がメチル化されていたので、メチル化頻度は試験したすべての遺伝子について（１００
％）であった。全般的に、ＩＮＡは、すべての試験した組織のうちの少なくとも１個のサ
ンプルにおいてメチル化されていた。この遺伝子について最も高いサンプル・メチル化頻
度は、胃３／３（１００％）から、乳房４／６（６６％）から、及び前立腺１／１（１０
０％）からの細胞株において見られた。すべての他の組織からの細胞株について、サンプ
ル・メチル化頻度は５０％であった。ＳＮＣＡは、卵巣を除いて、すべての試験した組織
からの細胞株においてメチル化されていた。最も高いサンプル・メチル化頻度は、胃３／
３（１００％）から、乳房６／７（８５％）から、膵臓４／６（６６％）から、及び前立
腺１／１（１００％）からの細胞株であった。子宮に関して、サンプル・メチル化頻度は
５０％であった。ＣＮＲＩＰ１のサンプル・メチル化頻度は、胃３／３（１００％）、及
び６個のサンプルのうち５個がメチル化された膵臓（８３％）において高かった。ＳＰＧ
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２０は、膵臓の細胞株６個のうちの４個（６６％）、及び子宮細胞株４個ののうちの２個
（５０％）でメチル化されていた。ＦＢＮ１は、乳癌細胞株６個のうちの４個でメチル化
され、そして、子宮から細胞株において、サンプル４個のうち２個（５０％）がメチル化
されていた。
【０２５９】
　全般的に、胃細胞株からのサンプルにおいて、すべての遺伝子がメチル化されており、
したがって、サンプル・メチル化頻度はすべての遺伝子について高かった。加えて、乳房
細胞株において、全ての遺伝子がメチル化されていたが、頻度は遺伝子の中で異なってい
た。さらに、膵臓からサンプルにおいて、全ての遺伝子がメチル化されていて、そして、
ＦＢＮ１（３３％）以外の全ての遺伝子に関して、頻度は５０％以上であった。
【０２６０】
　この実験は、様々な癌組織からの細胞株において、本発明による遺伝子がメチル化され
ており、したがって、様々な癌についての癌マーカーとして使用できるであろうことを明
確に示唆している。本発明による遺伝子のそれぞれが検出される癌のタイプに依存して異
なった形で組み合わせられることは、当業者にとって明白である。よって、乳房細胞株に
おいて最良の結果を示した遺伝子が、乳癌を検出する場合に、マーカーとして選定される
だろう。
【０２６１】
　ＭＡＬの組織特異的サンプル・メチル化頻度の結果を、表８に列挙する。
【０２６２】
実施例５：
　定量的遺伝子発現解析を、以下の遺伝子：ＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＮＲＩＰ１につ
いて実施した。
　遺伝子発現を、６種類の結腸癌細胞株についてエピジェネティック薬での処理前後に計
測した。大腸癌細胞株（ｎ＝６）におけるＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＮＲＩＰ１の相対
発現レベルを計測した。発現レベルを、基準として未処理サンプルを使用したデルタデル
タＣＴ法から算出した倍数変化として表示する。ＡＣＴＢとＧＵＳＢの平均発現を、内在
性対照として使用した。
【０２６３】
　以前に記載されているとおり、ＴａｑＭａｎリアルタイム蛍光検出（Ａｐｐｌｉｅｄ　
Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ、Ｆｏｓｔｅｒ　ｃｉｔｙ，ＣＡ）を、大腸癌細胞株におけるｍＲ
ＮＡレベルを定量化するのに使用した［Ｇｉｂｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．及びＨｅｉｄ　ｅｔ
　ａｌ．］。ｃＤＮＡを、製造業者のプロトコールに従って、ランダム・プライマーを含
むＨｉｇｈ－Ｃａｐａｃｉｔｙ　ｃＤＮＡ　Ａｒｃｈｉｖｅキット（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂ
ｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）を使用して、５μｇの全ＲＮＡから作り出した。着目の遺伝子（Ｓ
ＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＮＲＩＰ１）、並びに内在性対照（ＡＣＴＢ及びＧＵＳＢ）か
らのｃＤＮＡを、供給業者によって推薦されるプロトコールに従って、７９００ＨＴ　Ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔ
ｅｍｓ）によって別々に増幅した。すべてのサンプルを、三重反復試験で分析した。発現
レベルを、基準として未処理サンプルを使用したデルタデルタＣＴ法を使用して倍数変化
として計算した。各ＰＣＲにおけるｃＤＮＡ投入量の可能性のある可変量を調整するため
に、我々は、ハウスキーピング遺伝子ＡＣＴＢ及びＧＵＳＢを用いて標的遺伝子の発現量
を標準化した。
【０２６４】
　ＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＮＲＩＰ１に関して、遺伝子発現は、５－アザ－２’－デ
オキシシチジンとトリコスタチンＡの併用処置によって引き起こされたプロモーターの脱
メチル後の最初にメチル化された大腸癌細胞株の大部分で有意に上方制御された（図２、
３、及び４）。ＩＮＡ及びＣＮＲＩＰ１に関して、併用処置は、５－アザ－２’－デオキ
シシチジン単独とトリコスタチンＡ単独の個々の処置に比べて、より効果的であった。併
用処置はまた、ＳＰＧ２０発現も増強したが、しかしながら、５－アザ－２’－デオキシ
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シチジン処置単独で、同様、又はより高い再活性化を実現できるだろう。デアセチラーゼ
阻害剤トリコスタチンＡ単独を用いた処置は、ＳＰＧ２０、ＩＮＡ、又はＣＮＲＩＰ１の
いずれの遺伝子発現も増強しなかった。ここで試験した５－アザ－２’－デオキシシチジ
ンの２種類の用量（１ｕＭと１０ｕＭ）は、同程度の効果を与えた。これは、細胞株の脱
メチル化が低用量の５－アザ－２’－デオキシシチジンの存在下でそれらを培養すること
によって達成されることを意味し、この薬物の細胞毒性を考慮すれば、それは利点である
。
【０２６５】
　ＳＰＧ２０、ＩＮＡ、及びＣＮＲＩＰ１のメチル化状況と発現との間には、明確な相関
があった。よって、例えば、ＭＳＰによって、メチル化状況又はレベルをメチル化計測す
るステップ、そして、その結果を対応遺伝子の発現レベルと組み合わせるステップは、本
発明の方法の感度と特異性を増強するかもしれない。
【０２６６】
実施例６：
ＭＡＬの高メチル化
　６４人の患者からの６５個の結腸直腸癌（３６個がマイクロサテライト安定；ＭＳＳ、
及び２９個がマイクロサテライトの不安定性を有する；ＭＳＩ）、５２人の患者からサイ
ズ中央値８ｍｍ、範囲５～５０ｍｍ（６１個がＭＳＳ及び２個がＭＳＩ）である６３個の
腺腫、２１人の大腸癌患者からの２１個の正常粘膜サンプル（原発癌の遠位部位から採取
）、並びに２２人の癌に罹患していない人からの２３個の正常な結腸直腸粘膜サンプルと
、それに加えて、２０個の大腸癌細胞株（１１個がＭＳＳ及び９個がＭＳＩ）、及び様々
な組織からの２９個の癌細胞株（乳房、胃、腎臓、卵巣、膵臓、前立腺、及び子宮；表９
）を含めた２１８個の新しい凍結サンプルからの患者及び細胞株ＤＮＡをメチル化分析に
かけた。診断における平均年齢は、癌腫を患っている患者については７０歳（３３～９２
歳の範囲）、腺腫を患っている人については６７歳（６２～７２歳の範囲）、正常粘膜提
供者の第１群については６４歳（２４～８９歳の範囲）、そして、正常粘膜提供者の第２
群については５４歳（３３～８６歳の範囲）であった。結腸直腸癌、及び癌患者からの正
常サンプルを、ノルウェーの東南地区に位置する７つの病院から回収した任意抽出の見込
みのあるシリーズから入手した。腺腫を、結腸直腸癌に関する集団ベースのＳ字結腸鏡ス
クリーニング・プログラムに参加した人から得た。癌に罹患していない人からの正常粘膜
サンプルを死亡者から入手し、そして、正常なサンプルの全体集合の大部分（２７／４４
）は粘液だけから成ったが、残りのサンプルを腸壁から採取した。現在の腫瘍シリーズの
ための追加的な臨床病理データには、性別及び腫瘍位置、並びにポリープ・サイズ、及び
腺腫シリーズについて個人あたりのポリープの総数が含まれる。
【０２６７】
　すべてのサンプルが、承認された研究バイオ・バンクに属し、且つ、国家のガイドライ
ンにより承認された研究プロジェクトの一部である（バイオ・バンク；ノルウェーの公衆
衛生研究所にて登録されている。プロジェクト：地域倫理委員会及び国立データ検査局）
。
【０２６８】
　６種類の大腸癌細胞株、ＨＣＴ１５、ＨＴ２９、ＳＷ４８、ＳＷ４８０、ＲＫＯ、及び
ＬＳ１０３４を、脱メチル化薬の５－アザ－２’－デオキシシチジン（１μＭにて７２ｈ
及び１０ｕＭにて７２ｈ）、ヒストン・デアセチラーゼ阻害剤のトリコスタチンＡ（０．
５μＭにて１２ｈ）、及び両方の組み合わせ（１μＭの５－アザ－２’－デオキシシチジ
ンで７２ｈ、０．５μＭのトリコスタチンＡを最後の１２ｈに加えた）での処理を加えた
。
【０２６９】
亜硫酸水素塩処理とメチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）
　原発性腫瘍及び正常粘膜サンプルからのＤＮＡを、以前に記載したとおり、亜硫酸水素
塩処理した。大腸癌細胞株からのＤＮＡを、ＥｐｉＴｅｃｔ亜硫酸水素塩キット（Ｑｉａ
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ｇｅｎ　Ｉｎｃ．、Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ，ＵＳＡ）を使用して亜硫酸水素塩処理した
。全遺伝子のプロモーターのメチル化状況を、ＨｏｔＳｔａｒＴａｑ　ＤＮＡポリメラー
ゼ（Ｑｉａｇｅｎ）を使用したメチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）によって
分析した。すべての結果を、独立した第２ラウンドのＭＳＰで確認した。試験管内におい
てＳｓｓ１メチルトランスフェラーゼ（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ　Ｉｎ
ｃ．、Ｂｅｖｅｒｌｙ，ＭＡ，ＵＳＡ）で処理したヒト胎盤ＤＮＡ（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｃｏ、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ，ＵＳＡ）をメチル化ＭＳＰ反応の陽性対照
として使用し、それに対して、正常リンパ球からのＤＮＡを非メチル化対立遺伝子の陽性
対照として使用した。水を、両反応の陰性対照として使用した。ＭｅｔｈＰｒｉｍｅｒ及
びＭｅｔｈｙｌ　Ｐｒｉｍｅｒ　Ｅｘｐｒｅｓｓを用いてプライマーを設計し、それらの
配列を表７に列挙する。
【０２７０】
【表１０】

【０２７１】
略語：ＭＳＰ、メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応；ＢＳ、亜硫酸水素塩基配列決定法
；Ｍ、メチル化特異的プライマー；Ｕ、非メチル化特異的プライマー；Ｆｒｇ．サイズ、
断片サイズ；Ａｎ．Ｔｅｍｐ、（摂氏温度による）アニーリング温度。断片位置は、ＮＣ
ＢＩ（ＲｅｆＳｅｑ　ＩＤ　ＮＭ　００２３７１）、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．
ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ｍａｐｖｉｅｗ／ｍａｐ／ｓｅａｒｃｈ　ｃｇによって提供さ
れた転写開始点に対するそれぞれの断片の（塩基対単位の）開始点及び終止点を列挙して
いる。
【０２７２】
亜硫酸水素塩配列決定法
　すべての大腸癌細胞株（ｎ＝２０）を、ＭＡＬプロモーターの直接亜硫酸水素塩配列決
定法にかけた。２つの断片：Ａ断片、（我々のＭＳＰ産物と重複する）転写開始点に対し
てポイント－６８～１６８塩基に及ぶ、及び断片Ｂ、－４２７～－２３塩基に及ぶ、を増
幅した。Ａ断片は、全体で２４個のＣｐＧ部位を対象とし、そして、それをＨｏｔＳｔａ
ｒＴａｑ　ＤＮＡポリメラーゼを使用して、３５ＰＣＲサイクルで増幅した。断片Ｂは、
全体で３２個のＣｐＧ部位を対象とし、同じポリメラーゼを使用して、３６ＰＣＲサイク
ルで増幅した。プライマー配列を、表８に列挙する。余分なプライマー及びヌクレオチド
を、製造業者のプロトコールに従ってＥｘｏＳＡＰ－ＩＴ処理で取り除いた（ＧＥ　Ｈｅ
ａｌｔｈｃａｒｅ，ＵＳＥ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｏｈｉｏ，ＵＳＡ）。精製した産
物を、それに続いて、ＡＢ　Ｐｒｉｓｍ　３７３０シーケンサ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏ
ｓｙｓｔｅｍｓ）によりｄＧＴＰ　ＢｉｇＤｙｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ　Ｃｙｃｌｅ　
Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ　Ｒｅａｄｙ　Ｒｅａｃｔｉｏｎキット（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏ
ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，ＣＡ，ＵＳＡ）を使用して配列決定した。そ
れぞれのＣｐＧ部位のメチル・シトシンの概算量を、以前に記載したとおり、シトシン・
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シグナルのピークの高さを、シトシン及びチミン・シグナルのピークの高さの合計と比較
することによって計算した。０～０．２０の範囲の比を有するＣｐＧ部位を非メチル化と
分類し、そして、０．２１～０．８０の範囲内のＣｐＧ部位を部分的メチル化と分類し、
そして、０．８１～１．０の範囲のＣｐＧ部位を高メチル化と分類した。
【０２７３】
ｃＤＮＡの調製とリアルタイム定量的遺伝子発現
　全ＲＮＡを、Ｔｒｉｚｏｌ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ　ＣＡ，　ＵＳ
Ａ）を使用して、細胞株（ｎ＝４６）、腫瘍（ｎ＝１６）、及び正常組織（ｎ＝３）から
抽出し、そして、ＲＮＡ濃度を、ＮＤ－１０００　Ｎａｎｏｄｒｏｐ（ＮａｎｏＤｒｏｐ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥ，ＵＳＡ）を使用することで
測定した。各サンプルに関して、全ＲＮＡを、ランダムプライマーを含むＨｉｇｈ－Ｃａ
ｐａｃｉｔｙ　ｃＤＮＡ　Ａｒｃｈｉｖｅキット（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ
ｓ）を使用してｃＤＮＡに変換した。ＭＡＬ（Ｈｓ００２４２７４９　ｍ１及びＨｓ００
３６０８３８　ｍ１）、内在対照ＡＣＴＢ（Ｈｓ９９９９９９０３　ｍ１）、及びＧＵＳ
Ｂ（Ｈｓ９９９９９９０８　ｍ１）を、推奨されるプロトコール（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉ
ｏｓｙｓｔｅｍｓ）に従って、９６ウェル・ファースト・プレート内で別々に増幅し、そ
して、７９００ＨＴ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ａｐｐｌ
ｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）によってリアルタイム定量的遺伝子発現を計測した。す
べてのサンプルを、三重反復試験で分析し、そして、中央値をデータ分析に使用した。（
１０種類の異なる細胞株からのＲＮＡの混合物を含む；Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）ヒト普遍
的基準ＲＮＡを、検量線を作成するために使用し、そして、得られたＭＡＬの定量的な発
現レベルを、２つの内在性対照の平均値に対して標準化した。
【０２７４】
組織マイクロアレイ
　結腸直腸癌におけるタンパク質発現のその場検出において、組織マイクロアレイ（ＴＭ
Ａ）を、以前に記載した技術に基づいて構築した。ＴＭＡに埋め込まれているのは、２８
１人に由来するエタノール固定し、そして、パラフィン包埋した腫瘍サンプルからの（直
径０．６ｍｍの）２９２個の円筒組織コアである。同じ患者シリーズからのサンプルを、
様々な生物学的変数及び臨床的エンドポイントについて調べた。加えて、そのアレイは、
対照として腎臓、肝臓、脾臓、及び心臓からの正常組織を含む。結腸直腸癌に関して知ら
れている病歴のない４人からのエタノール固定した正常な結腸組織を別々に得た。
【０２７５】
免疫組織化学的ｉｎ　ｓｉｔｕタンパク質発現解析
　ＴＭＡブロックの５μｍ厚切片を、免疫組織学的分析のためにガラス・スライド上に移
した。切片を、キシレン・バス内において１０分間脱パラフィンで処理し、そして、一連
の段階的なエタノール・バスにより再水和した。熱誘発エピトープ修復を、０．０５％の
Ｔｗｅｅｎ－２０を含む１０ｍＭのクエン酸バッファーｐＨ６．０中に浸漬しながら、電
子レンジにより最大効果（８５０Ｗ）にて１５分間加熱し、それに続いて、１００Ｗにて
５分間加熱することによって実施した。室温に冷ました後に、ＤＡＫＯ　Ｅｎｖｉｓｉｏ
ｎ＋（商標）　Ｋ５００７キットのプロトコールに従って、免疫組織化学的染色を実施し
た。
【０２７６】
　一次抗体であるマウス・クローン６Ｄ９抗ＭＡＬを、１：５０００の希釈にて使用し、
それは、陽性対照として腎臓細管の染色を可能にする一方で、心筋組織を陰性対照として
未染色で残した。スライドを、ヘマトキシリンによって２分間対比染色し、次に、漸増す
る度数のエタノール、そして、最終的にキシレンで脱水した。免疫組織化学からの結果を
、作者及び基準病理学者のうちの１人による独立スコアリングによって得た。
【０２７７】
統計
　ＳＰＳＳ１３．０ソフトウェア（ＳＰＳＳ、Ｃｈｉｃａｇｏ，　ＩＬ，　ＵＳＡ）を使



(48) JP 5843840 B2 2016.1.13

10

用した両側統計的検定からすべてのＰ値を得た。フィッシャーの直接確率検定を、２×２
分割表を分析するのに使用した。２×３表とカイ２乗検定を、ＭＡＬの定量的遺伝子発現
とプロモーターのメチル化状況の間の潜在的な関連を分析するために使用した。サンプル
を、それらの遺伝子発現レベルにより２つのカテゴリに分けた：低発現には、すべての細
胞株又はすべての腫瘍にわたる中央値に比べて、遺伝子発現が同等又は低いサンプルが含
まれ、高発現には、中央値に比べて、高い遺伝子発現を有するサンプルが含まれた。メチ
ル化状況を、３つのカテゴリ：非メチル化、部分的メチル化、及び高メチル化、に分けた
。
【０２７８】
組織及び細胞株におけるＭＡＬのプロモーター・メチル化状況
　ＭＡＬのプロモーター・メチル化状況を、ＭＳＰを用いて分析した（図５）。２３個の
癌ではない提供者からの正常粘膜サンプルのうちの１つ（４％）、及び２１個の原発性腫
瘍から離れて採取された正常粘膜サンプルのうちの２つ（１０％）がメチル化されていた
が、ゲル電気泳動後に陽性対照と比較して、低い強度バンドだけが示された。６３の腺腫
のうちの４５個（７１％）及び４９／６１個の癌腫（８０％）が、プロモーターの高メチ
ル化を示した。２０個の結腸癌細胞株のうちの１９個（９５％）、及び様々な組織（乳房
、腎臓、卵巣、膵臓、前立腺、及び子宮）からの癌細胞株の１５／２６個（５８％）が、
高メチル化されていた（表９は組織特異的な頻度を列挙している）。
【０２７９】
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【表１１】

【０２８０】
　個々の細胞株のプロモーター・メチル化状況を、メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応
（ＭＳＰ）によって評価した。メチル化頻度は、各組織からのメチル化した（Ｍ及びＵ／
Ｍ）サンプルの数を反映する。略語：Ｕ、非メチル化；Ｍ、メチル化。
【０２８１】
　正常サンプルにおいて見られた高メチル化頻度は、腺腫（Ｐ＜０．０００１）及び癌腫
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（Ｐ＜０．０００１）におけるものに比べて、有意に低かった。ＭＡＬプロモーターの高
メチル化は、ＭＳＩ状況、性別、又は年齢に関連せず、悪性腫瘍若しくは良性腫瘍にも関
連しなかった。癌腫に共通して、腸管の遠位にある腫瘍（左側及び直腸）は、近位にある
腫瘍に比べて、頻繁に高メチル化されたが、統計的に有意ではなかった（Ｐ＝０．０８８
）。腺腫に共通して、ＭＡＬのプロモーター・メチル化状況とポリープ・サイズ又は数の
間に有意な関係を見出すことはできなかった。
【０２８２】
ＭＡＬのプロモーター・メチル化状況の亜硫酸水素塩配列決定による検証
　ＭＡＬプロモーターの２つの重複断片を、２０種類の大腸癌細胞株において亜硫酸水素
塩配列決定した。結果を図６にまとめ、そして、代表的な生データは図７に見ることがで
きる。そして、高い関連性は、ＭＳＰによって評価されるメチル化状況と、重複断片Ａの
亜硫酸水素塩配列決定の間で見られた。しかしながら、断片Ｂでは、ＭＳＰデータとの低
い関連性しかなかった。転写開始点に対してより上流に位置しているこの断片に関して、
いくつかの連続したＣｐＧ部位が、高い頻度で非メチル化であるか、及び／又は部分的に
メチル化されていた。これはまた、転写開始点の周りで重度にメチル化されることが示さ
れた細胞株においても当てはまった（断片Ａ；図６）。
【０２８３】
リアルタイム定量的遺伝子発現
　細胞株（ｎ＝４６）、原発性結腸直腸癌（ｎ＝１６）、及び正常粘膜（ｎ＝３）におけ
るＭＡＬ　ｍＲＮＡ発現のレベルを、定量的なリアルタイムＰＣＲ法によって評価した。
細胞株共通して、ＭＡＬプロモーターの高メチル化と、遺伝子発現の減少又は喪失との間
に強い関連性があった（Ｐ＝０．０４１；図８）。さらに、ＭＡＬの遺伝子発現は、５－
アザ－２’デオキシシチジンとトリコスタチンＡの併用処理によって誘発したプロモータ
ーの脱メチル後の大腸癌細胞株において上方制御された（図９）。デアセチラーゼ阻害剤
のトリコスタチンＡ単独での処理がＭＡＬ発現を増強しなかったのに対して、ＤＮＡを脱
メチルする５－アザ－２’デオキシシチジンでの処理は、ＨＴ２９細胞において高発現を
引き起こしたが、ＨＣＴ１５細胞においてより緩やかなレベルを引き起こした（図９）。
原発性結腸直腸癌に共通して、ＭＡＬのプロモーター高メチル化を保持するもの（ｎ＝１
３）は、非メチル化腫瘍（ｎ＝３）と比較して、ややより低いレベルのＭＡＬ　ｍＲＮＡ
しか発現しなかったが、統計的に有意ではなかった（図８）。
【０２８４】
　ＭＡＬタンパク質の発現は、結腸直腸癌において失われている。
　ＭＡＬの免疫組織化学分析を評価するために、腎臓及び心筋の組織が、それぞれ、陽性
対照及び陰性対照として含まれた（図１０Ａ～Ｂ）。２３１個のスコアラブルな（ｓｃｏ
ｒａｂｌｅ）結腸直腸組織コア、すなわち、悪性結腸直腸上皮組織を含むものから、１９
８個がＭＡＬ染色に関して陰性であった（図１０Ｃ～Ｄ）。これらのうちの２９個には、
同じ組織コア内の非上皮組織成分に、主にニューロン及び血管に陽性染色があった（未掲
載）。それに対し、正常結腸組織のすべての切片には、上皮細胞におけるＭＡＬの陽性染
色が含まれていた（図１０Ｅ～Ｆ）。
【０２８５】
　これらの実験は、転写開始点に近いＭＡＬプロモーターは、メチル化されていない正常
な腸粘膜細胞サンプルと対照的に、悪性の大部分、並びに良性の結腸直腸腫瘍において高
メチル化されているという結論を出し、そして、我々は、依然として、ＭＡＬが早期の結
腸直腸の腫瘍形成に関する有望な診断バイオマーカーであると主張する。加えて、高メチ
ル化ＭＡＬは、乳房、腎臓、卵巣、及び子宮からの癌細胞株において見られた。
【０２８６】
　定量的メチル化特異的ポリメラーゼ連鎖反応（ＭＳＰ）による、ＭＡＬの高メチル化は
、結腸癌腫のわずかな部分（６％、２／３４）においてのみ存在していることが他者によ
って以前に示された（Ｍｏｒｉ　ｅｔ　ａｌ．）。対照的に、出願人は、良性及び悪性の
結腸直腸腫瘍の両方でＭＡＬの有意に高いメチル化頻度（腺腫において７１％、そして、
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癌腫において８０％）をここで実証している。本報告とＭｏｒｉらによる以前の研究の間
のメチル化頻度の矛盾は、おそらく、研究設計の結果である。大腸癌細胞株の直接的な亜
硫酸水素塩配列決定から、我々は、ＭＡＬのＤＮＡメチル化がそのプロモーターのＣｐＧ
アイランド内に不均一に分布していることをここで示した（図６）。ＣｐＧアイランドは
、多くの場合、遺伝子プロモーターの１キロベースよりも広範囲にわたり、そして、この
領域内のメチル化状況は、時々、均一に分布していると誤って認識されている。ＭＳＰ分
析の結果は、亜硫酸水素塩処理ＤＮＡに対する非メチル化及びメチル化プライマー配列の
マッチ又はミスマッチに依存するので、当業者は、プライマーが遺伝子プロモーター内の
関連ＣｐＧ部位にアニーリングすることを確実にするべきである。本研究では、出願人は
、遺伝子の転写開始点の近にＭＳＰプライマーを設計し（－７２～＋７０）、そして、Ｍ
ＳＰによって評価されるＭＡＬの全体的なメチル化状況と、我々のＭＳＰプライマー・セ
ットによって対象とされる個々のＣｐＧ部位のメチル化状況の間の一致を、亜硫酸水素塩
配列決定によって得た（図６）。ＣｐＧアイランドのこの部分は、大腸癌細胞株の大部分
（９５％）で高メチル化されていた。我々はまた、これらの細胞株、並びに他の組織のも
のが、定量的なリアルタイム分析からＭＡＬ　ＲＮＡ発現の損失を示し、そして、５－ア
ザ－２’デオキシシチジンとトリコスタチンＡの併用処理によるＤＮＡ高メチル化の除去
が、結腸癌細胞株におけるＭＡＬの発現を再誘発することを示すことがわかった（図９）
。さらに、タンパク質免疫組織化学によって大規模シリーズの臨床的に代表的なサンプル
を分析することによって、我々は、ＭＡＬの発現が、正常粘膜と比較して、悪性結腸直腸
上皮細胞において失われていることを確認した。
【０２８７】
　本発明者は、転写開始点の上流の－２０６～－１２６塩基対に位置している、Ｍｏｒｉ
らと同じＭＡＬプロモーター領域をさらに分析した。直接的な亜硫酸水素塩配列決定によ
り、我々は、Ｍｏｒｉアンチセンス・プライマーによって対象とされている少数のＣｐＧ
部位のみが、転写開始点の周りで重度にメチル化されていた１９種類の結腸癌細胞株にお
いてメチル化されていることを示した（図６）。そのため、我々は、結腸癌腫におけるＭ
ＡＬに関して最初に報告された非常に低い（６パーセント）メチル化頻度（Ｍｏｒｉ　ｅ
ｔ　ａｌ．）は、プライマー設計、及び調査するＣｐＧ部位の選択の影響による可能性が
最も高いという結論を出した。
【０２８８】
　ＭＡＬプロモーターの高メチル化の不活性化はまた、他の癌型にも一般的であるかもし
れない。本研究では、高メチル化ＭＡＬを、乳房、腎臓、卵巣、及び子宮からの癌細胞株
において見つけ出した。
【０２８９】
　７種類の組織からの癌細胞株に関する本分析は、ＭＡＬの転写開始点付近の限られた領
域の高メチル化が遺伝子発現の減少又は喪失に関連することを示唆している。
【０２９０】
　結腸直腸癌についての高感度の非侵襲性スクリーニング・アプローチは、患者のために
臨床成果を著しく改善するだろう。そのような診断試験は、原則として、単一バイオマー
カーの状況を計測するだろう。
【０２９１】
　ＭＡＬプロモーターの高メチル化は、前癌状態の結腸直腸病巣の中の高い頻度で高メチ
ル化した遺伝子を表し、そして、それは、正常な腸粘膜細胞における低いメチル化頻度と
同時に生じる。前癌組織におけるこのようなエピジェネティックな変化の存在はまた、癌
の化学的予防のための意味も持つかもしれない。これらのエピジェネティックな変化を抑
制するか又は逆転することによって、悪性表現型への進行が予防されるかもしれない（Ｋ
ｏｐｅｌｏｖｉｃｈ　ｅｔ　ａｌ．）。ＭＡＬのプロモーター高メチル化が、依然として
、結腸直腸腫瘍の早期検出のための最も有望な診断バイオマーカーの１つである。
【０２９２】
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