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(57)【要約】
　二本鎖リボ核酸（ｄｓＲＮＡ）分子及び約５乃至約４
０アミノ酸のペプチドを含む組成物を提供し、ここでｄ
ｓＲＮＡ分子がペプチドと抱合している。ｄｓＲＮＡの
鎖は約２５乃至約３０塩基対の長さを有することができ
、同じでも異なっていてもよい。代替的に、ｓｉＲＮＡ
は少なくとも３つの鎖（すなわち、少なくとも２つのセ
ンス鎖及び１つのアンチセンス鎖、又は少なくとも２つ
のアンチセンス鎖及び１つのセンス鎖）を含むことがで
き、ここで少なくとも２つのセンス鎖又は少なくとも２
つのアンチセンス鎖は少なくとも１ヌクレオチドのニッ
ク又はギャップによって分けられている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物において：
　　　（ａ）二本鎖リボ核酸（ｄｓＲＮＡ）分子であって、当該鎖が約２５乃至約３０ヌ
クレオチドの同一又は異なる長さを有する分子と；
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドであって、アミノ酸配列ＫＶ
ＬＫＱ（配列番号５１）を含むペプチドと；
を具える組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴
とする組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子がｓｉＲＮＡであることを特徴
とする組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載の組成物において、前記ｓｉＲＮＡが、ヒトＴＮＦ－α遺伝子の核酸配
列の一部と相同的な核酸配列を含むことを特徴とする組成物。
【請求項４】
　請求項２に記載の組成物において、前記ｓｉＲＮＡが、ウィルス遺伝子の核酸配列の一
部と相同的な核酸配列を含むことを特徴とする組成物。
【請求項５】
　請求項４に記載の組成物において、前記ウィルス遺伝子の供給源がインフルエンザウィ
ルスであることを特徴とする組成物。
【請求項６】
　請求項１に記載の組成物が更に担体を具えることを特徴とする組成物。
【請求項７】
　請求項１に記載の組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子が、２個のヌクレオチドを含む
一本鎖３’アンチセンス鎖オーバハングを更に具えることを特徴とする組成物。
【請求項８】
　請求項１に記載の組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子が、２個のヌクレオチドを含む
一本鎖３’センス鎖オーバハングを更に具えることを特徴とする組成物。
【請求項９】
　請求項１に記載の組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子がオーバハングを有しないこと
を特徴とする組成物。
【請求項１０】
　請求項１に記載の組成物において、前記鎖が、約２５乃至約２９ヌクレオチドの同一又
は異なる長さを有することを特徴とする組成物。
【請求項１１】
　請求項１に記載の組成物において、前記ｄｓＲＮＡ分子がセンスＲＮＡ鎖及びアンチセ
ンスＲＮＡ鎖からなり、前記ペプチドが前記アンチセンスＲＮＡ鎖の５’末端に抱合され
ることを特徴とする組成物。
【請求項１２】
　請求項１に記載の組成物において、前記ペプチドの前記アミノ酸配列が：
　　　ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（
配列番号３３）；
　　　ＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番
号４２）；
　　　ＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４３
）；
　　　ＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４４）；
　　　ＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４５）；
　　　ＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４６）；
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　　　ＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４７）；
　　　ＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４１）；
　　　ＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４８）；
　　　ＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４９）；
　　　ＹＫＶＬＫＱ（配列番号５０）；
　　　ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）；
からなる群から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項１３】
　請求項１に記載の組成物において、前記ペプチドが動物の細胞と結合する分子と抱合し
ていることを特徴とする組成物。
【請求項１４】
　ＴＮＦ－αに関連する炎症を回復させるための請求項１乃至３又は請求項６乃至１３の
いずれか１項に記載の組成物の使用において、回復する量の前記組成物を動物へ投与する
ステップを具えることを特徴とする使用。
【請求項１５】
　動物のＴＮＦ－αに関連する炎症を回復させる薬物の製造における請求項１乃至３又は
請求項６乃至１３のいずれか１項に記載の組成物の使用。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の使用において、前記炎症が関節炎に生じていることを特徴
とする使用。
【請求項１７】
　請求項１４又は１５に記載の使用において、前記炎症が乾癬に生じていることを特徴と
する使用。
【請求項１８】
　炎症回復のために動物の遺伝子発現を阻害する医薬組成物の使用において、二本鎖リボ
核酸（ｄｓＲＮＡ）分子を前記動物へ投与するステップを具え、前記医薬組成物が前記ｄ
ｓＲＮＡ分子とペプチドを具え、前記ｄｓＲＮＡ分子が約２５乃至約３０の塩基対を具え
、前記ペプチドが約５乃至約４０個のアミノ酸を具え、かつ、アミノ酸配列ＫＶＬＫＱ（
配列番号５１）を具え、前記ｄｓＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴と
する使用。
【請求項１９】
　炎症回復のために動物の遺伝子発現を阻害する薬物の製造における二本鎖リボ核酸（ｄ
ｓＲＮＡ）分子及びペプチドを具える医薬組成物の使用において、前記ｄｓＲＮＡ分子が
約２５乃至約３０の塩基対を具え、前記ペプチドが約５乃至約４０個のアミノ酸を具え、
かつアミノ酸配列ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）を具え、前記ｄｓＲＮＡ分子が前記ペプチ
ドと抱合していることを特徴とする使用。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載の使用において、前記炎症が関節炎に生じていることを特徴
とする使用。
【請求項２１】
　請求項１８又は１９に記載の使用において、前記炎症が乾癬に生じていることを特徴と
する使用。
【請求項２２】
　インフルエンザウィルスに関連する感染症を回復させるための請求項１に記載の組成物
の使用において、回復する量の前記組成物を動物へ投与するステップを具えることを特徴
とする使用。
【請求項２３】
　動物のインフルエンザウィルスに関連する感染症を回復させる薬物の製造における請求
項１に記載の組成物の使用。
【請求項２４】
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　組成物において：
　　　（ａ）約１５乃至約５０個のヌクレオチドを具える第１のＲＮＡ鎖（Ａ鎖）と、約
１乃至約２５個のヌクレオチドを具える第２のＲＮＡ鎖（Ｂ１鎖）と、約１乃至約２５個
のヌクレオチドを具える第３のＲＮＡ鎖（Ｂ２鎖）とを具える低分子抑制核酸（ｓｉＲＮ
Ａ）分子であって：
　　　　　　前記ｓｉＲＮＡ分子がペプチドと抱合し；
　　　　　　前記Ｂ１鎖及び前記Ｂ２鎖が、前記Ａ鎖の非オーバラップ領域と各々相補的
であり；
　　　　　　第１の二重鎖領域（Ａ：Ｂ１）が、前記Ｂ１鎖と前記Ａ鎖とをアニーリング
することによって形成され；
　　　　　　第２の二重鎖領域（Ａ：Ｂ２）が、前記Ｂ２鎖と前記Ａ鎖とをアニーリング
することによって形成された；
　　　低分子抑制核酸（ｓｉＲＮＡ）分子と；
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドであって、前記ｓｉＲＮＡ分
子が前記ペプチドと抱合するペプチドと；
を具えることを特徴とする組成物。
【請求項２５】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖が、ニック又はギャップによって前記Ａ：Ｂ２二重鎖から分離され
ており、前記ギャップが前記Ａ：Ｂ１二重鎖と前記Ａ：Ｂ２二重鎖との間に位置するＡ鎖
内の少なくとも一つの不対ヌクレオチドから生ずることを特徴とする請求項２４に記載の
組成物。
【請求項２６】
　前記Ａ鎖、前記Ｂ１鎖、及び／若しくは前記Ｂ２鎖のいずれか又は両方の３’末端に１
又はそれ以上の不対ヌクレオチドを更に具えることを特徴とする請求項２５に記載の組成
物。
【請求項２７】
　前記Ａ鎖が約１８ヌクレオチド乃至約４０ヌクレオチドであることを特徴とする請求項
２５乃至２６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２８】
　前記Ａ鎖が約２０ヌクレオチド乃至約３２ヌクレオチドであることを特徴とする請求項
２７に記載の組成物。
【請求項２９】
　前記Ａ鎖が２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、又は３１
ヌクレオチドであることを特徴とする請求項２８に記載の組成物。
【請求項３０】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖及び前記Ａ：Ｂ２二重鎖が、合計で約１５の塩基対乃至約４０の塩
基対を具えることを特徴とする請求項２５乃至２６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項３１】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖及び前記Ａ：Ｂ２二重鎖が、合計で約１８の塩基対乃至約３５の塩
基対を具えることを特徴とする請求項３０に記載の組成物。
【請求項３２】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖及び前記Ａ：Ｂ２二重鎖が、合計で約２０の塩基対乃至約３０の塩
基対を具えることを特徴とする請求項３１に記載の組成物。
【請求項３３】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖及び前記Ａ：Ｂ２二重鎖が、合計で２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、又は２９の塩基対を具えることを特徴とする請求項３２に記載の組
成物。
【請求項３４】
　前記ｓｉＲＮＡ分子が、１ヌクレオチド乃至５ヌクレオチドである１又は２個の一本鎖
３’オーバハングを具えることを特徴とする請求項２６に記載の組成物。
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【請求項３５】
　前記Ａ鎖がヌクレオチド配列３’ＴＴＣＣＵＡＧＡＡＵＡＡＡＧＡＡＧＣＣＵＣＵＧＵ
ＵＡＣ５’（配列番号７６）を具えることを特徴とする請求項２５乃至２６のいずれか１
項に記載の組成物。
【請求項３６】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＵＣＵ３’（配列番号７７）を具えることを
特徴とする請求項２２に記載の組成物。
【請求項３７】
　前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＡＣＡＡＵＧ３’（配列番号９０）を具えることを
特徴とする請求項２５に記載の組成物。
【請求項３８】
　前記Ａ：Ｂ１二重鎖が、ニックによって前記Ａ：Ｂ２二重鎖から分離されていることを
特徴とする請求項２５に記載の組成物。
【請求項３９】
　前記Ｂ２鎖が５’ヒドロキシル末端を有することを特徴とする請求項３８に記載の組成
物。
【請求項４０】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵ３’（配列番号１３５）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＵＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１３６）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＣＣＧＡＡＧＡＡＡＵＡＡＧＡＵＣＣＴＴ
３’（配列番号１３７）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４１】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴ３’（配列番号１４４）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１４５）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ
３’（配列番号１４６）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４２】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡ３’（配列番号１４８）を具
え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ３’（配列番号１４９）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ
３’（配列番号１４７）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４３】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵ３’（配列番号１５３）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＵＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１５４）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＣＣＧＡＡＧＡＡＡＵＡＡＧＡＵＣＣＴＴ
３’（配列番号１５５）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４４】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴ３’（配列番号１５９）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１６０）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ
３’（配列番号１６１）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４５】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡ３’（配列番号１６６）を具
え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ３’（配列番号３４）を
具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３
’（配列番号１６５）を具えることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４６】
　前記Ｂ１鎖が５’リン酸末端であることを特徴とする請求項３８に記載の組成物。
【請求項４７】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵ３’（配列番号１３８）を
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具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＵＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１３９）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＣＣＧＡＡＧＡＡＡＵＡＡＧＡＵＣＣＴＴ
３’（配列番号１４０）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項４８】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴ３’（配列番号１４１）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１４２）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ
３’（配列番号１４３）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項４９】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡ３’（配列番号１５１）を具
え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ３’（配列番号１５２）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ
３’（配列番号１５０）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項５０】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵ３’（配列番号１５６）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＵＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１５７）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＵＣＣＧＡＡＧＡＡＡＵＡＡＧＡＵＣＣＴＴ
３’（配列番号１５８）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項５１】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴ３’（配列番号１６２）を
具え、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３’（配列番号１６３）
を具え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ
３’（配列番号１６４）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項５２】
　前記Ｂ１鎖がヌクレオチド配列５’ＣＴＣＣＧＡＡＧＡＡ３’（配列番号３９）を具え
、前記Ｂ２鎖がヌクレオチド配列５’ＡＴＡＡＧＡＴＣＣＴＴ３’（配列番号４０）を具
え、前記Ａ鎖がヌクレオチド配列５’ＧＧＡＴＣＴＴＡＴＴＴＣＴＴＣＧＧＡＧＴＴ３’
（配列番号３８）を具えることを特徴とする請求項４６に記載の組成物。
【請求項５３】
　組成物において：
　　　（ａ）低分子抑制核酸（ｓｉＲＮＡ）分子であって、当該ｓｉＲＮＡがＡ、Ｂ１、
及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３つの鎖を具え；
　　　　　　Ａ：Ｂ１Ｂ２が合計で約１４の塩基対乃至約２４の塩基対を具え；
　　　　　　Ａがセンス鎖を表し、Ｂ１Ｂ２がアンチセンス鎖を表し；
　　　　　　Ａが約１９ヌクレオチド乃至約２５ヌクレオチドであり；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２が各々個別に約１ヌクレオチド乃至約１５ヌクレオチドであり
；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２を合わせた長さが約１３ヌクレオチド乃至約２３ヌクレオチド
である；
　　　ｓｉＲＮＡ分子と；
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴とする組成物。
【請求項５４】
　組成物において：
　　　（ａ）低分子抑制核酸（ｓｉＲＮＡ）分子であって、当該ｓｉＲＮＡがＡ、Ｂ１、
及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３つの鎖を具え；
　　　　　　Ａ：Ｂ１Ｂ２が合計で約１６の塩基対乃至約２２の塩基対を具え；
　　　　　　Ａがセンス鎖を表し、Ｂ１Ｂ２がアンチセンス鎖を表し；
　　　　　　Ａが約１９ヌクレオチド乃至約２３ヌクレオチドであり；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２が各々個別に約１ヌクレオチド乃至約１５ヌクレオチドであり
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；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２を合わせた長さが約１３ヌクレオチド乃至約２３ヌクレオチド
である；
　　　ｓｉＲＮＡ分子と；
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴とする組成物。
【請求項５５】
　組成物において：
　　　（ａ）低分子抑制核酸（ｓｉＲＮＡ）分子であって、当該ｓｉＲＮＡがＡ、Ｂ１、
及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３本の鎖を具え；
　　　　　　Ａ：Ｂ１Ｂ２が合計で約１４の塩基対乃至約２４の塩基対を具え；
　　　　　　Ａがアンチセンス鎖を表し、Ｂ１Ｂ２がセンス鎖を表し；
　　　　　　Ａが約１４ヌクレオチド乃至約２４ヌクレオチドであり；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２が各々個別に約１ヌクレオチド乃至約１５ヌクレオチドであり
；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２を合わせた長さが約１８ヌクレオチド乃至約２４ヌクレオチド
である；
　　　ｓｉＲＮＡ分子と、
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴とする組成物。
【請求項５６】
　組成物において：
　　　（ａ）低分子抑制核酸（ｓｉＲＮＡ）分子であって、当該ｓｉＲＮＡがＡ、Ｂ１、
及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３本の鎖を具え；
　　　　　　Ａ：Ｂ１Ｂ２が合計で約１４の塩基対乃至約２２の塩基対を具え；
　　　　　　Ａがアンチセンス鎖を表し、Ｂ１Ｂ２がセンス鎖を表し；
　　　　　　Ａが約１６ヌクレオチド乃至約２２ヌクレオチドであり；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２が各々個別に約１ヌクレオチド乃至約１５ヌクレオチドであり
；
　　　　　　Ｂ１及びＢ２を合わせた長さが約１８ヌクレオチド乃至約２２ヌクレオチド
である；
　　　ｓｉＲＮＡ分子と、
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴とする組成物。
【請求項５７】
　組成物において：
　　　（ａ）請求項２４及び請求項５３乃至５６のいずれか１項に記載のｓｉＲＮＡ分子
であって、当該ｓｉＲＮＡ分子が、レトロウィルス、呼吸器系ウィルス、ヒトメタニュー
モウィルス、ヒトパラインフルエンザウィルス、及びインフルエンザウィルスからなる群
から選択される標的ウィルスの力価を低下させるのに有効であるｓｉＲＮＡ分子と；
　　　（ｂ）約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子が前記ペプチドと抱合していることを特徴とする組成物。
【請求項５８】
　前記ペプチドが、ＫＲＲＱＲＲＲ（配列番号１）、ＲＱＩＫＩＷＦＱＮＲＲＭＫＷＫＫ
（配列番号２）、ＤＡＡＴＡＴＲＧＲＳＡＡＳＲＰＴＥＲＰＲＡＰＡＲＳＡＳＲＰＲＲＰ
ＶＤ（配列番号３）、ＡＡＶＡＬＬＰＡＶＬＬＡＬＬＡＰ（配列番号４）、ＡＡＶＬＬＰ
ＶＬＬＰＶＬＬＡＡＰ（配列番号５）、ＶＴＶＬＡＬＧＡＬＡＧＶＧＶＧ（配列番号６）
、ＧＡＬＦＬＧＷＬＧＡＡＧＳＴＭＧＡ（配列番号７）、ＭＧＬＧＬＨＬＬＶＬＡＡＡＬ
ＱＧＡ（配列番号８）、ＬＧＴＹＴＱＤＦＮＫＦＨＴＦＰＱＴＡＩＧＶＧＡＰ（配列番号
９）、ＧＷＴＬＮＳＡＧＹＬＬＫＩＮＬＫＡＬＡＡＬＡＫＫＩＬ（配列番号１０）、ＴＰ
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ＰＫＫＫＲＫＶＥＤＰＫＫＫＫ（配列番号１１）、ＲＲＲＲＲＲＲ（配列番号１２）、Ｋ
ＬＡＬＫＬＡＬＫＡＬＫＡＡＬＫＬＡ（配列番号１３）、ＧＬＦＧＡＩＡＧＦＩＥＮＧＷ
ＥＧ（配列番号１４）、ＦＦＧＡＶＩＧＴＩＡＬＧＶＡＴＡ（配列番号１５）、ＦＬＧＦ
ＬＬＧＶＧＳＡＩＡＳＧＶ（配列番号１６）、ＧＶＦＶＬＧＦＬＧＦＬＡＴＡＧＳ（配列
番号１７）、ＧＡＡＩＧＬＡＷＩＰＹＦＧＰＡＡ（配列番号１８）、ＡＣＴＣＰＹＣＫＤ
ＳＥＧＲＧＳＧＤＰＧＫＫＫＱＨＩＣＨＩＱＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＷＨＴ
ＧＥＲＰＦＭＣ（配列番号１９）、ＡＣＴＣＰＮＣＫＤＧＥＫＲＳＧＥＱＧＫＫＫＨＶＣ
ＨＩＰＤＣＧＫＴＦＲＫＴＳＬＬＲＡＨＶＲＬＨＴＧＥＲＰＦＶＣ（配列番号２０）、Ａ
ＣＴＣＰＮＣＫＥＧＧＧＲＧＴＮＬＧＫＫＫＱＨＩＣＨＩＰＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲ
ＡＨＬＲＷＨＳＧＥＲＰＦＶＣ（配列番号２１）、ＡＣＳＣＰＮＣＲＥＧＥＧＲＧＳＮＥ
ＰＧＫＫＫＱＨＩＣＨＩＥＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＩＣ（
配列番号２２）、ＲＣＴＣＰＮＣＴＮＥＭＳＧＬＰＰＩＶＧＰＤＥＲＧＲＫＱＨＩＣＨＩ
ＰＧＣＥＲＬＹＧＫＡＳＨＬＫＴＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＬＣ（配列番号２３）、ＴＣＤ
ＣＰＮＣＱＥＡＥＲＬＧＰＡＧＶＨＬＲＫＫＮＩＨＳＣＨＩＰＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬ
ＫＡＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＶＣ（配列番号２４）、ＲＣＴＣＰＮＣＫＡＩＫＨＧＤＲＧ
ＳＱＨＴＨＬＣＳＶＰＧＣＧＫＴＹＫＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＫＨＴＧＤＲＰＦＶＣ（配列
番号２５）、ＰＱＩＳＬＫＫＫＩＦＦＦＩＦＳＮＦＲＧＤＧＫＳＲＩＨＩＣＨＬＣＮＫＴ
ＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＧＨＡＧＮＫＰＦＡＣ（配列番号２６）、ＷＷＥＴＷＫＰＦＱ
ＣＲＩＣＭＲＮＦＳＴＲＱＡＲＲＮＨＲＲＲＨＲ（配列番号２７）、ＧＫＩＮＬＫＡＬＡ
ＡＬＡＫＫＩＬ（配列番号２８）、ＲＶＩＲＶＷＦＱＮＫＲＣＫＤＫＫ（配列番号２９）
、ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ
（配列番号３０）、ＧＥＱＩＡＱＬＩＡＧＹＩＤＩＩＬＫＫＫＫＳＫ（配列番号３１）、
ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番
号３３）、ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫ
Ｑ（配列番号３７）、ＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４１）、ＫＫＡＶＴＫ
ＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４２）、ＶＴＫＡ
ＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４３）、ＡＱＫＫＤ
ＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４４）、ＫＤＧＫＫＲＫＲＳ
ＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４５）、ＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹ
ＫＶＬＫＱ（配列番号４６）、ＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４７）
、ＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４８）、ＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４９）、
ＹＫＶＬＫＱ（配列番号５０）、ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）、及びＫＧＳＫＫＡＶＴＫ
ＡＱＫＫＥＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号５２）からなる群
から選択されるアミノ酸配列を具えることを特徴とする、請求項２４及び請求項５３乃至
５６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５９】
　標的ウィルスの力価を低下させるためのｓｉＲＮＡ分子の使用において：
　　　（ａ）標的遺伝子が標的ウィルス遺伝子であるｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシ
ング用の標的遺伝子を選択するステップと；
　　　（ｂ）前記標的ウィルス遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシング用に適切
なｓｉＲＮＡ分子を設計及び／又は合成するステップであって、前記ｓｉＲＮＡ分子の各
々がギャップ又はニックを有する二重鎖を具え、前記ギャップ又はニックが前記ｓｉＲＮ
Ａ二重鎖のセンス鎖又はアンチセンス鎖のいずれかに発現するステップと、
　　　（ｃ）前記ｓｉＲＮＡを、約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドに抱合す
るステップと、
　　　（ｄ）前記ｓｉＲＮＡ分子を前記標的ウィルス遺伝子を発現する細胞へ投与するス
テップと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子とペプチドとの抱合体が前記対応する標的ウィルスのｍＲＮ
Ａと特異的に結合可能であり、これによって前記細胞内の発現レベルを低下させることを
特徴とする使用。
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【請求項６０】
　標的ウィルス遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシングによって標的ウィルスの
力価を低下させる薬物を製造するためのｓｉＲＮＡ分子の使用において、前記ｓｉＲＮＡ
分子の各々がギャップ又はニックを有する二重鎖を具え、前記ギャップ又はニックが前記
ｓｉＲＮＡ二重鎖のセンス鎖又はアンチセンス鎖の一方に発現し；前記ｓｉＲＮＡが約５
乃至約４０個のアミノ酸を含むペプチドと抱合し；前記ｓｉＲＮＡ分子とペプチドとの抱
合体が前記対応する標的ウィルスのｍＲＮＡと特異的に結合可能であり、これによって前
記細胞内の発現レベルを低下させることを特徴とする使用。
【請求項６１】
　内在性遺伝子の発現を低下させるためのｓｉＲＮＡ分子の使用において：
　　　（ａ）ｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシングのための標的遺伝子を選択するステ
ップであって、当該標的遺伝子が内在性遺伝子であるステップと；
　　　（ｂ）前記内在性標的遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシングのための適
切なギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子を設計及び／又は合成するステッ
プであって、前記ｓｉＲＮＡ分子がギャップ又はニックを有する二重鎖を具え、前記ギャ
ップ若しくはニックが前記ｓｉＲＮＡ分子のセンス鎖又はアンチセンス鎖のいずれかに発
現するステップと；
　　　（ｃ）前記ｓｉＲＮＡを約５乃至約４０個のアミノ酸を具えるペプチドと抱合する
ステップと；
　　　（ｄ）前記ｓｉＲＮＡ分子を前記内在性標的遺伝子を発現する細胞へ投与するステ
ップと；
を具え、前記ｓｉＲＮＡ分子とペプチドとの抱合体が前記対応する内在性標的ｍＲＮＡと
特異的に結合可能であり、これによって前記細胞内の発現レベルを低下させることを特徴
とする方法。
【請求項６２】
　内在性標的遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシングによって内在性遺伝子の発
現を低下させる薬物を製造するためのｓｉＲＮＡ分子の使用において、前記ｓｉＲＮＡ分
子がギャップ又はニックを有する二重鎖を具え、前記ギャップ又はニックが前記ｓｉＲＮ
Ａ分子のセンス鎖又はアンチセンス鎖のいずれかに発現し；前記ｓｉＲＮＡが約５乃至約
４０個のアミノ酸を含むペプチドと抱合し；前記ｓｉＲＮＡ分子とペプチドとの抱合体が
前記対応する内在性標的ｍＲＮＡと特異的に結合可能であり、これによって前記細胞内の
発現レベルを低下させることを特徴とする使用。
【請求項６３】
　医療に使用する、請求項１乃至１３又は請求項２４乃至５８のいずれか１項に記載の組
成物。
【請求項６４】
　ＴＮＦ－αに関連する炎症を回復させる薬物として使用する、請求項１乃至３又は請求
項６乃至１３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６５】
　前記炎症が関節炎に生じていることを特徴とする請求項６４に記載の組成物。
【請求項６６】
　前記炎症が乾癬に生じていることを特徴とする請求項６４に記載の組成物。
【請求項６７】
　インフルエンザウィルスに関連する感染症を回復させる薬物として使用する、請求項１
に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）による疾患の治療全般に関する。さらに詳細には、
本開示は、遺伝子発現に対するＲＮＡｉを媒介することができる低分子抑制核酸分子（ｓ
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ｉＲＮＡ）及びその変異体の標的送達に関する。本明細書で述べるｓｉＲＮＡは、１又は
２個以上のペプチドと抱合することができ、ここで抱合されたペプチドはｓｉＲＮＡの送
達を促進し、安定性を向上し、及び／又は毒性を低下させる。
【背景技術】
【０００２】
　動物及びヒト（植物）の内部へ核酸を送達することは、分子生物学及び臨床研究におけ
る重要な課題である。具体的には、遺伝子治療、アンチセンス治療、及びＲＮＡ干渉（Ｒ
ＮＡｉ）治療の分野における最近の発展により、核酸を細胞内へ導入するためのより効率
的な方法の開発が必要となってきた。
【０００３】
　現在までの人工的に核酸を細胞へ送達する最も一般的な方法では、カチオン性脂質、エ
レクトロポレーション、及びウィルス形質導入、並びに機械的又は生化学的膜破壊及び／
又は膜貫通（例：界面活性剤、マイクロインジェクション、若しくはパーティクルガンを
使用）を用いる数多くの方法を使用している。これらの方法には種々の欠点がある。例え
ば、カチオン性脂質は、インビトロでのＤＮＡ及び低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）の送
達に最も頻繁に使用されるが、一般に毒性が強いため疾患の治療などのインビボでの用途
には不適当である。ウィルス形質導入では、送達媒体として用いた複製欠損ウィルスが野
生型に戻って病原性となる可能性がある。エレクトロポレーションは、遺伝子導入効率が
低いこと、及び細胞を損傷するという欠点があるため臨床応用は限られる。
【０００４】
　ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）は、植物及び動物の細胞内において特定の遺伝子の発現を調整
するための有望な技術として浮上してきており、従って、内在性遺伝子発現の調整による
治療を受け入れることができる広範囲にわたる疾患及び障害を治療するための有用な治療
法（ツール）を提供することが期待される。ＲＮＡ干渉とは、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮ
Ａ）、通常は標的メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）の一部分と相同的な配列であるｄｓ
ＲＮＡ、が媒介する、動物内部での配列特異的な転写後ジーンサイレンシングのプロセス
のことである。Ｆｉｒｅら，Ｎａｔｕｒｅ　３９１：　８０６，　１９９８及びＨａｍｉ
ｌｔｏｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２８６：　９５０－９５１，　１９９９を参照のこと。植
物内部でのこれに相当するプロセスは、一般に転写後ジーンサイレンシング又はＲＮＡサ
イレンシングと呼ばれ、真菌類では「ｑｕｅｌｌｉｎｇ」とも呼ばれる。転写後ジーンサ
イレンシングのプロセスは、進化の過程で保存されてきた異質遺伝子の発現を防ぐために
用いられる細胞の防御メカニズムであると考えられており、一般に様々な動植物に共有さ
れている（Ｆｉｒｅら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｇｅｎｅｔ．　１５：　３５８，　１９９９）。
【０００５】
　適切なｄｓＲＮＡを細胞内へ導入することにより、内在性の同族ｍＲＮＡ（すなわち、
導入されたｄｓＲＮＡと実質的な配列同一性を共有するｍＲＮＡ）が誘起される。ｄｓＲ
ＮＡ二重鎖が標的ジーンサイレンシングを媒介するメカニズムは、二段階プロセスである
と考えられる。まず、ダイザと呼ばれるリボヌクレアーゼＩＩＩ酵素によってｄｓＲＮＡ
が低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）に断片化（分解）される（Ｈａｍｉｌｔｏｎら，上掲
；Ｂｅｒｓｔｅｉｎら，Ｎａｔｕｒｅ　４０９：　３６３，　２００１）。ダイザ活性か
ら誘導された低分子干渉ＲＮＡは、通常約２１乃至約２３ヌクレオチドの長さで２塩基分
の３’オーバハングを有する（Ｋｉｍら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ．　２３（２）
：　２２２，　２００５）。最近の研究から、より長いｄｓＲＮＡ（２５乃至３０ヌクレ
オチドの長さ）が同じ標的部位に対して、短いもの（２１－ｍｅｒ）よりも高いジーンサ
イレンシング活性を持ち得ることが示唆されている（Ｋｉｍら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔ
ｅｃｈ．　２３（２）：　２２２，　２００５）。さらに、２１－ｍｅｒのＲＮＡによる
ｓｉＲＮＡ媒介性ジーンサイレンシングに対して耐性を持つ特定の標的部位は、より長い
２７－ｍｅｒのｓｉＲＮＡ二重鎖によって効果的にジーンサイレンシングすることができ
る。このようなより長いｓｉＲＮＡ二重鎖の効力が高いのは、これらがダイザエンドヌク
レアーゼの基質であるという事実に起因する（Ｋｉｍら，Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈ
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．　２３（２）：　２２２，　２００５）。従って治療薬という意味では、これらのより
長いｄｓＲＮＡは前駆体として働き、ダイザで処理されるとＲＩＳＣ複合体へ進入して標
的ジーンサイレンシングのメディエータとして機能する。
【０００６】
　二番目の段階では、ＲＮＡ誘導サイレンシング複合体又は「ＲＩＳＣ」と呼ばれる多成
分ヌクレアーゼ複合体へｓｉＲＮＡを取り込むことを含む。ＲＩＳＣは、そのｓｉＲＮＡ
二重鎖のアンチセンス鎖への相補性によってｍＲＮＡ基質を識別し、標的ｍＲＮＡに結合
してその破壊（開裂）を誘起することによって遺伝子発現のサイレンシングを引き起こす
。標的ＲＮＡの開裂はｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に相補的な領域の中央部で発生
する（Ｅｌｂａｓｈｉｒら，Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．　１５：　１８８，　２００１）。
【０００７】
　本技術分野では、特に既存の細胞送達技術が、効率の悪さ及び／又は送達試薬の高い毒
性によって限界があるという事実に鑑みて、核酸、ペプチド、及びその他の薬理剤を細胞
へ送達するためのより良いツール並びに方法が長年にわたって求められている。これに関
連して、標的細胞の表現型又は疾患状態を変化させる方法で遺伝子発現の制御を媒介する
ために、細胞、組織、又は区画へ選択的に、無毒性送達媒体を用いて、活性状態及び持続
的状態で効果量を送達するための改善された方法並びに製剤が必要とされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本開示は、とりわけ疾患の治療のための治療用プロドラッグ送達システムとしてのポリ
ヌクレオチド送達促進ポリペプチド／ダイザ基質ｄｓＲＮＡ抱合体を提供することにより
、これらの及びその他の関連する要求に応えるものである。前駆体ｓｉＲＮＡは、ポリペ
プチドによって細胞内へ送達されるとダイザによって開裂されて送達ペプチドから遊離さ
れ、そしてそれによってｓｉＲＮＡはＲＩＳＣ複合体へ進入して特定の遺伝子を転写後ジ
ーンサイレンシングの標的とすることができる。本明細書で述べるペプチド－ｄｓＲＮＡ
抱合体は、内在性遺伝子発現の調整による治療を受け入れることができる広範囲にわたる
疾患及び障害を治療するためのｄｓＲＮＡ治療前駆体の細胞内への送達を向上させる有望
な新規の方法を提供する。本明細書で開示するポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド／
ダイザ基質ｄｓＲＮＡ抱合体は、ｄｓＲＮＡの防御能力及び／又は予防能力をそのインビ
ボでの寿命を延ばすことによって有利に向上する。
【０００９】
　一つの態様において、本開示は、動物に対して１又は２種類以上の二本鎖リボ核酸（ｄ
ｓＲＮＡ）分子を投与するのに適した医薬組成物を含む組成物を提供し、この場合組成物
は１又は２種類以上のｄｓＲＮＡ分子及び１又は２種類以上のペプチドを含み、各ｄｓＲ
ＮＡ分子は約２５乃至約３０の塩基対を具え、各ペプチドは約５乃至約４０個のアミノ酸
とアミノ酸配列ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）を具え、前記ｄｓＲＮＡ分子は前記ペプチド
と抱合している。ある様態の範囲内では、ペプチドのアミノ酸配列は、ＫＧＳＫＫＡＶＴ
ＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号３３）、ＫＫＡ
ＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４２）、Ｖ
ＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４３）、ＡＱ
ＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４４）、ＫＤＧＫＫＲ
ＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４５）、ＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶ
ＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４６）、ＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号
４７）、ＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４１）、ＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ
（配列番号４８）、ＶＹＶＹＫＶＬＫＱ（配列番号４９）、ＹＫＶＬＫＱ（配列番号５０
）、及びＫＶＬＫＱ（配列番号５１）からなる群より選択することができる。
【００１０】
　他の様態では、ｄｓＲＮＡは２若しくは３個以上の塩基対を有する５’オーバハング又
は２若しくは３個以上の塩基対を有する３’オーバハングを持ち、この場合オーバハング
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はセンス鎖及び／又はアンチセンス鎖の一方又は両方に存在することができる。さらなる
様態では、ｄｓＲＮＡはオーバハングを持たない。さらなる様態では、ｄｓＲＮＡは約２
５塩基対乃至２９塩基対の長さの鎖を持つ。さらなる様態では、ｄｓＲＮＡ分子はセンス
ＲＮＡ鎖及びアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、ペプチドはアンチセンス鎖の５’末端で抱合
されている。
【００１１】
　他の態様では、本開示は、動物に対して１又は２種類以上のｓｉＲＮＡ分子を投与する
のに適した、医薬組成物を含む組成物を提供し、この場合組成物は１又は２種類以上のｓ
ｉＲＮＡ分子及び１又は２種類以上のペプチドを具え、各ｓｉＲＮＡ分子は約２５乃至約
３０の塩基対の二本鎖リボ核酸を具え、各ペプチドは約５乃至約４０個のアミノ酸を具え
てアミノ酸配列ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）を含み、ペプチドはｄｓＲＮＡ分子と抱合し
ている。一つの様態では、ペプチドは動物の細胞と結合する分子と抱合している。別の様
態では、ｓｉＲＮＡ分子は、ＴＮＦ－α遺伝子の一部分の配列と相同的である配列を含む
。
【００１２】
　さらに他の様態では、本開示は、ｓｉＲＮＡ分子及びこれらのｓｉＲＮＡとポリペプチ
ドとの抱合体を提供し、この場合、ｓｉＲＮＡは本明細書においてＡ、Ｂ１、及びＢ２（
Ａ：Ｂ１Ｂ２）と称する三本鎖を具え、Ｂ１及びＢ２は、Ａの非オーバーラップ領域と相
補的で塩基対（ｂｐ）を形成する。従って、これらの様態の範囲内におけるｓｉＲＮＡ分
子において、Ｂ１とＡのアニーリングによって形成された二本鎖領域は、Ｂ２とＡのアニ
ーリングによって形成された二本鎖領域とは異なる。Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖は
、Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖の間に位置し、Ａ、Ｂ１、及び／又はＢ２鎖の一方又
は両方の３’末端における１又は２個以上のいずれの不対ヌクレオチドとも異なる少なく
とも一つのＡ鎖中の不対ヌクレオチドによる「ギャップ」によって分けることができる。
代替的に、Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖は「ニック」によって分けることができ、そ
の場合Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖の間に位置するＡ鎖の不対ヌクレオチドが存在せ
ず、唯一の不対ヌクレオチドが、もし存在する場合には、Ａ、Ｂ１、及び／又はＢ２鎖の
一方又は両方の３’末端に存在する。
【００１３】
　典型的には、本開示のこれらの態様によるｓｉＲＮＡは、合計で約１５塩基対乃至約４
０塩基対を具え、より典型的には約１８乃至約３５塩基対であり、さらにより典型的には
約２０乃至３０塩基対であり、最も典型的には２１、２２、２３、２４、２５、２６、２
７、２８、又は２９塩基対のいずれかである。ｓｉＲＮＡは任意に、１ヌクレオチド乃至
５ヌクレオチドの一本鎖３’オーバハングを具えていてもよい。最も典型的には、そのよ
うな一本鎖３’オーバハングは１、２、３、又は４ヌクレオチドである。
【００１４】
　従って、このような本開示の三本鎖ｓｉＲＮＡはＡセンス鎖又はＡアンチセンス鎖のど
ちらかを具え、この場合Ａ鎖の長さは約１５ヌクレオチド乃至約５０ヌクレオチドであり
、より典型的にはＡ鎖の長さは約１８ヌクレオチド乃至約４０ヌクレオチドであり、さら
により典型的にはＡ鎖の長さは約２０ヌクレオチド乃至約３２ヌクレオチドであり、最も
典型的にはＡ鎖の長さは２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０
、又は３１ヌクレオチドである。
【００１５】
　本開示の三本鎖ｓｉＲＮＡはさらに、本明細書において例えばＢ１及びＢ２と称する２
又は３本以上のＢ鎖を具え、この場合各Ｂ鎖は、同族であるＡ鎖の非オーバーラップ領域
と相補的であり、第一のＢ鎖（Ｂ１）と第二のＢ鎖（Ｂ２）は、ニック又は１若しくは２
個以上のヌクレオチドギャップで分けられる。同族Ａ鎖がセンス鎖であるか又はアンチセ
ンス鎖であるかに依存して、各Ｂ鎖はそれぞれアンチセンス鎖又はセンス鎖となる。本明
細書で述べるＢ鎖（Ｂ１、Ｂ２等）は各々独立して、約１ヌクレオチド乃至約２５ヌクレ
オチドの長さであり、より典型的には約４ヌクレオチド乃至約２０ヌクレオチドの長さで
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あり、さらにより典型的には約５ヌクレオチド乃至約１６ヌクレオチドの長さであり、最
も典型的には６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、又は１５ヌクレオチドの
長さである。
【００１６】
　厳密にどのような用途を意図しているかによって、第一のＢ鎖（Ｂ１）と第二のＢ鎖（
Ｂ２）はニック又はギャップで分けることができる。Ｂ１とＢ２がギャップによって分け
られる様態では、典型的にはギャップは約１ヌクレオチド乃至約２５ヌクレオチドであり
、より典型的にはギャップは約１ヌクレオチド乃至約１５ヌクレオチドであり、さらによ
り典型的にはギャップは約１ヌクレオチド乃至約１０ヌクレオチドであり、最も典型的に
はギャップは１、２、３、４、５、６、７、８、又は９ヌクレオチドである。Ｂ鎖は各々
独立して、５’－ヒドロキシル（すなわち５’－ＯＨ）末端か、又は５’－リン酸（すな
わち５’－ＰＯ４）末端を有していてもよい。
【００１７】
　本開示の他の態様の範囲内において、ギャップ又はニックを有する１又は２種類以上の
二重鎖ｓｉＲＮＡ分子を用いる方法、及びギャップ又はニックを有する１又は２種類以上
の二重鎖ｓｉＲＮＡ分子を具える組成物が提供される。
【００１８】
　ある様態の範囲内において、本明細書で開示される方法は、（ａ）ｓｉＲＮＡ媒介性ジ
ーンサイレンシングのための標的遺伝子を選択するステップであって、ここで標的遺伝子
が標的ウィルス遺伝子であるステップと、（ｂ）標的ウィルス遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介性
ジーンサイレンシングのための適切なｓｉＲＮＡ分子を設計及び／又は合成するステップ
であって、ここでｓｉＲＮＡ分子がギャップ又はニックを有する二重鎖を含み、そのギャ
ップ又はニックがセンス鎖又はアンチセンス鎖のどちらかに見られるステップと、（ｃ）
標的ウィルス遺伝子を発現する細胞へｓｉＲＮＡ分子を投与するステップであって、ここ
でｓｉＲＮＡが対応する標的ウィルスのｍＲＮＡと特異的に結合することができ、それに
よって細胞中におけるその発現レベルを低下させるステップとを具える。
【００１９】
　代替的な様態の範囲内において、本明細書で開示される方法は、（ａ）ｓｉＲＮＡ媒介
性ジーンサイレンシングのための標的遺伝子を選択するステップであって、ここで標的遺
伝子が内在性遺伝子であり、内在性遺伝子が任意に、対応する野生型内在性遺伝子からの
１又は２個以上の配列変異を含むステップと、（ｂ）内在性標的遺伝子のｓｉＲＮＡ媒介
性ジーンサイレンシングのためのギャップ又はニックを有する適切なｓｉＲＮＡ分子を設
計及び／又は合成するステップであって、ここでｓｉＲＮＡ分子がギャップ又はニックを
有する二重鎖を具え、そのギャップ又はニックがセンス鎖又はアンチセンス鎖のどちらか
に見られるステップと、（ｃ）内在性標的遺伝子を発現する細胞へｓｉＲＮＡ分子を投与
するステップであって、ここでｓｉＲＮＡが対応する内在性標的ｍＲＮＡと特異的に結合
することができ、それによって細胞中におけるその発現レベルを低下させるステップとを
具える。
【００２０】
　本発明の方法が、ギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡが標的とする可能なあ
らゆる遺伝子変異体のヌクレオチド配列に関する経験的知識を必要としているわけではな
いことは理解されるであろう。最初は、ｓｉＲＮＡのヌクレオチド配列を標的遺伝子の保
存領域から選択してもよい。
【００２１】
　本明細書で開示される組成物及び方法は、ヒト免疫不全ウィルス（ＨＩＶ）等のレトロ
ウィルス、並びにヒト呼吸器多核体ウィルス、ヒトメタニューモウィルス、ヒトパライン
フルエンザウィルス１型、ヒトパラインフルエンザウィルス２型、ヒトパラインフルエン
ザウィルス３型、ヒトパラインフルエンザウィルス４ａ型、ヒトパラインフルエンザウィ
ルス４ｂ型、Ａ型インフルエンザウィルス、Ｂ型インフルエンザウィルス、ライノウィル
ス、及びＣ型インフルエンザウィルス等の呼吸器系ウィルスを含むがこれらに限定されな
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い広範囲にわたる種類の標的ウィルスの力価を低下させるのに有用である。
【００２２】
　本開示の別の態様の範囲内において、動物の遺伝子の発現を阻害する方法が提供され、
その方法は、医薬組成物を含む１又は２種類以上の二本鎖リボ核酸（ｄｓＲＮＡ）分子の
組成物を動物に投与するステップを具え、この場合医薬組成物はｄｓＲＮＡ及びペプチド
を具え、各ｄｓＲＮＡ分子は約２５乃至約３０塩基対であり、各ペプチドは約５乃至約４
０アミノ酸であって典型的にはアミノ酸配列ＫＶＬＫＱ（配列番号５１）を含み、各ｄｓ
ＲＮＡ分子はペプチドと抱合している。
【００２３】
　配列番号１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＲＲＱＲＲＲである。
配列番号２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＲＱＩＫＩＷＦＱＮＲＲＭＫＷＫＫである。
配列番号３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＤＡＡＴＡＴＲＧＲＳＡＡＳＲＰＴＥＲＰＲＡＰＡＲＳＡＳＲ
ＰＲＲＰＶＤである。
配列番号４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＡＡＶＡＬＬＰＡＶＬＬＡＬＬＡＰである。
配列番号５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＡＡＶＬＬＰＶＬＬＰＶＬＬＡＡＰである。
配列番号６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＶＴＶＬＡＬＧＡＬＡＧＶＧＶＧである。
配列番号７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＧＡＬＦＬＧＷＬＧＡＡＧＳＴＭＧＡである。
配列番号８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＭＧＬＧＬＨＬＬＶＬＡＡＡＬＱＧＡである。
配列番号９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典型
的ペプチドのアミノ酸配列ＬＧＴＹＴＱＤＦＮＫＦＨＴＦＰＱＴＡＩＧＶＧＡＰである。
配列番号１０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＷＴＬＮＳＡＧＹＬＬＫＩＮＬＫＡＬＡＡＬＡＫＫＩＬで
ある。
配列番号１１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＴＰＰＫＫＫＲＫＶＥＤＰＫＫＫＫである。
配列番号１２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＲＲＲＲＲＲＲである。
配列番号１３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＬＡＬＫＬＡＬＫＡＬＫＡＡＬＫＬＡである。
配列番号１４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＬＦＧＡＩＡＧＦＩＥＮＧＷＥＧである。
配列番号１５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＦＦＧＡＶＩＧＴＩＡＬＧＶＡＴＡである。
配列番号１６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＦＬＧＦＬＬＧＶＧＳＡＩＡＳＧＶである。
配列番号１７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＶＦＶＬＧＦＬＧＦＬＡＴＡＧＳである。
配列番号１８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＡＡＩＧＬＡＷＩＰＹＦＧＰＡＡである。
配列番号１９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＡＣＴＣＰＹＣＫＤＳＥＧＲＧＳＧＤＰＧＫＫＫＱＨＩＣＨ
ＩＱＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＭＣである。
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配列番号２０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＡＣＴＣＰＮＣＫＤＧＥＫＲＳＧＥＱＧＫＫＫＨＶＣＨＩＰ
ＤＣＧＫＴＦＲＫＴＳＬＬＲＡＨＶＲＬＨＴＧＥＲＰＦＶＣである。
配列番号２１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＡＣＴＣＰＮＣＫＥＧＧＧＲＧＴＮＬＧＫＫＫＱＨＩＣＨＩ
ＰＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＷＨＳＧＥＲＰＦＶＣである。
配列番号２２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＡＣＳＣＰＮＣＲＥＧＥＧＲＧＳＮＥＰＧＫＫＫＱＨＩＣＨ
ＩＥＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＩＣである。
配列番号２３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＲＣＴＣＰＮＣＴＮＥＭＳＧＬＰＰＩＶＧＰＤＥＲＧＲＫＱ
ＨＩＣＨＩＰＧＣＥＲＬＹＧＫＡＳＨＬＫＴＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＬＣである。
配列番号２４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＴＣＤＣＰＮＣＱＥＡＥＲＬＧＰＡＧＶＨＬＲＫＫＮＩＨＳ
ＣＨＩＰＧＣＧＫＶＹＧＫＴＳＨＬＫＡＨＬＲＷＨＴＧＥＲＰＦＶＣである。
配列番号２５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＲＣＴＣＰＮＣＫＡＩＫＨＧＤＲＧＳＱＨＴＨＬＣＳＶＰＧ
ＣＧＫＴＹＫＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＫＨＴＧＤＲＰＦＶＣである。
配列番号２６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＰＱＩＳＬＫＫＫＩＦＦＦＩＦＳＮＦＲＧＤＧＫＳＲＩＨＩ
ＣＨＬＣＮＫＴＹＧＫＴＳＨＬＲＡＨＬＲＧＨＡＧＮＫＰＦＡＣである。
配列番号２７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＷＷＥＴＷＫＰＦＱＣＲＩＣＭＲＮＦＳＴＲＱＡＲＲＮＨＲ
ＲＲＨＲである。
配列番号２８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＫＩＮＬＫＡＬＡＡＬＡＫＫＩＬである。
配列番号２９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＲＶＩＲＶＷＦＱＮＫＲＣＫＤＫＫである。
配列番号３０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱＧ
ＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱである。
配列番号３１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＧＥＱＩＡＱＬＩＡＧＹＩＤＩＩＬＫＫＫＫＳＫである。
配列番号３３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳ
ＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号３５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＡＵＧＧＵＧＵＧＧＧＵＧＡＧＧＡＧＣ
ＡＣＡＵＧＧＧＵＧ－３’である。
配列番号３６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＣＣＣＡＵＧＵＧＣＵＣＣＵＣＡＣＣＣ
ＡＣＡＣＣｄＡＴ－３’である。
配列番号３７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳ
ＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号４１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号４２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶ
ＹＫＶＬＫＱである。
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配列番号４３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶ
ＬＫＱである。
配列番号４４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ
である。
配列番号４５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱである
。
配列番号４６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号４７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号４８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号４９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号５０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＹＫＶＬＫＱである。
配列番号５１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＶＬＫＱである。
配列番号５２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ペプチドのアミノ酸配列ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＥＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳ
ＶＹＶＹＫＶＬＫＱである。
配列番号５３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＣＣＵＧＵＡＣＣＵＣＡＵＣＵＡＣＵ
ＣＵＵ－３’である。
配列番号５４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列３’－ＵＵＣＧＧＡＣＡＵＧＧＡＧＵＡＧＡＵ
ＧＡＧ－５’である。
配列番号５５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＣＣＵＣＵＵＣＵＣＣＵＵＣＣＵＧＡ
ＵＣＧＵＧｄＧｄＣ－３’である。
配列番号５６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列３’－ＧＵＣＧＧＡＧＡＡＧＡＧＧＡＡＧＧＡ
ＣＵＡＧＣＡＣＣＧ－５’である。
配列番号５７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＣＣＵＧＣＵＧＣＡＣＵＵＵＧＧＡＧ
ＵＧＡＵＣｄＧｄＧ－３’である。
配列番号５８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列３’－ＧＡＣＧＧＡＣＧＡＣＧＵＧＡＡＡＣＣ
ＵＣＡＣＵＡＧＣＣ－５’である。
配列番号５９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＣＣＣＡＵＧＵＧＣＵＣＣＵＣＡＣＣＣ
ＡＣＡＣＣｄＡＴ－３’である。
配列番号６０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列３’－ＧＵＧＧＧＵＡＣＡＣＧＡＧＧＡＧＵＧ
ＧＧＵＧＵＧＧＵＡ－５’である。
配列番号６１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＡＣＣＵＣＡＵＣＵＡＣＵＣＣＣＡＧＧ
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ＵＣＣＵＣｄＴｄＴ－３’である。
配列番号６２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列３’－ＣＡＵＧＧＡＧＵＡＧＡＵＧＡＧＧＧＵ
ＣＣＡＧＧＡＧＡＡ－５’である。
配列番号６３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＣＣＵＧＵＡＣＣＵＣＡＵＣＵＡＣＵ
ＣＣＣＡＧＧＵＣＣ－３’である。
配列番号６４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＧＵＣＣＵＧＧＧＡＧＵＡＧＡＵＧＡ
ＧＧＵＡＣＡＧＧＣＵＵ－３’である。
配列番号６５は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＡＧＡＣＡＧＣＧＡＣＣＡＡＡＡＧＡＡ
ＵＵＣＧＧｄＡｄＵ－３’である。
配列番号６６は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＡＵＣＣＧＡＡＵＵＣＵＵＵＵＧＧＵＣ
ＧＣＵＧＵＣＵｄＴｄＴ－３’である。
配列番号６７は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＡＵＧＡＡＧＡＵＣＵＧＵＵＣＣＡＣＣ
ＡＵＵＧＡｄＡｄＧ－３’である。
配列番号６８は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＣＵＵＣＡＡＵＧＧＵＧＧＡＡＣＡＧＡ
ＵＣＵＵＣＡＵｄＴｄＴ－３’である。
配列番号６９は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＡＵＣＵＧＵＵＣＣＡＣＣＡＵＵＧＡ
ＡＧＡＡＣｄＵｄＣ－３’である。
配列番号７０は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＡＧＵＵＣＵＵＣＡＡＵＧＧＵＧＧＡ
ＡＣＡＧＡＵＣｄＴｄＴ－３’である。
配列番号７１は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＵＵＧＡＧＧＡＧＵＧＣＣＵＧＡＵＵＡ
ＡＵＧＡＵｄＣｄＣ－３’である。
配列番号７２は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＧＡＵＣＡＵＵＡＡＵＣＡＧＧＣＡＣ
ＵＣＣＵＣＡＡｄＴｄＴ－３’である。
配列番号７３は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵＣＵＵＣＧＧＡ
ＧＡＣＡＡｄＴｄＧ－３’である。
配列番号７４は、本明細書で述べるｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適した典
型的ポリヌクレオチドのヌクレオチド配列５’－ＣＡＵＵＧＵＣＵＣＣＧＡＡＧＡＡＡＵ
ＡＡＧＡＵＣＣｄＴｄＴ－３’である。
配列番号７５は、本明細書の表２に示すｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適し
た典型的な２５塩基長のＢ鎖配列のヌクレオチド配列５’－ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵＣＵ
ＵＣＧＧＡＧＡＣＡＡＵＧ－３’である。
配列番号７６は、本明細書の表２に示すｓｉＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するのに適し
た典型的な２７塩基長のＡ鎖配列のヌクレオチド配列３’－ＴＴＣＣＵＡＧＡＡＵＡＡＡ
ＧＡＡＧＣＣＵＣＵＧＵＵＡＣ－５’である。
配列番号７７乃至１３２は、本明細書の表２に示すギャップ付きｓｉＲＮＡ－ペプチド抱
合体を生成するための典型的なポリヌクレオチドのＡ鎖、Ｂ１鎖、及びＢ２鎖のヌクレオ
チド配列である。
配列番号３４、３８乃至４０、１３３、及び１６６は、本明細書で述べるニック付きｓｉ
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ＲＮＡ－ペプチド抱合体を生成するための典型的なポリヌクレオチドのＡ鎖、Ｂ１鎖、及
びＢ２鎖のヌクレオチド配列である。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本開示は、短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）又はその前駆体がポリヌクレオチド送達促進ポリ
ペプチドと組み合わせて用いられると、ヒトなどの哺乳類にインビボで投与された時に送
達を促進し、安定性を向上し、及び／又は毒性を低下させるという観察に基づいている。
従って、本明細書で開示されるポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、とりわけｓｉ
ＮＡを含むポリヌクレオチド及びその前駆体の細胞内送達又は取り込みを促進させる能力
によって選択された天然の又は人工のポリペプチドあってよい。
【００２５】
　本発明のｓｉＮＡ及び組成物は、１又は２種類以上のポリヌクレオチド送達促進ポリペ
プチドと混合、複合体化、又は抱合されて、標的細胞とｓｉＮＡ単独（すなわち送達促進
ポリペプチドなしのｓｉＮＡ）との接触による送達と比べてｓｉＮＡの細胞内送達を促進
する組成物を形成することができる。
【００２６】
ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドの選択及び設計
　本発明の特定の様態では、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、ヒストンタンパ
ク質、又はそのポリペプチド若しくはペプチド断片、誘導体、類似体、若しくは抱合体で
ある。これらの様態の範囲内において、ｓｉＮＡは、例えばヒストンＨ１、ヒストンＨ２
Ａ、ヒストンＨ２Ｂ、ヒストンＨ３、若しくはヒストンＨ４などの１種類以上のヒストン
、又は典型的にはもとのヒストンタンパク質の少なくとも５乃至１０個若しくは１０乃至
２０個の連続する残基であるヒストンタンパク質の部分配列を少なくとも含む、それらの
１種類以上のポリペプチド断片若しくは誘導体などといった１種類以上の完全長型ヒスト
ンタンパク質、又はヒストンタンパク質の部分配列に少なくとも一部対応するポリペプチ
ドと混合、複合体化、又は抱合している。
【００２７】
　より詳細な様態では、ｓｉＲＮＡ／ヒストン混合物、複合体、又は抱合体は実質的に両
親媒性化合物を含まない。他の詳細な様態では、ヒストンタンパク質又はポリペプチドと
混合、複合体化、または抱合されたｓｉＮＡは、例えば３０又は２９個以下のヌクレオチ
ドを有する二本鎖ＲＮＡなどの二本鎖ＲＮＡを具え、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）であ
る。典型的な様態では、ヒストンポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、本明細書に
おいて以下で述べるＰＮ７３と称するポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドによって例
示されるように、ヒストンＨ２Ｂの断片を具える。さらに追加的な詳細な様態では、ポリ
ヌクレオチド送達促進ポリペプチドはペグ化することにより、特にインビボ投与という面
において安定性及び／又は有効性を向上させることができる。
【００２８】
　本発明の追加的な様態の範囲内において、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、
両親媒性アミノ酸配列を具えるように選択又は合理的に設計される。例えば、有用なポリ
ヌクレオチド送達促進ポリペプチドとしては、帯電した配列ドメイン若しくはモチーフを
形成する複数の帯電したアミノ酸残基と連結して両親媒性ペプチドを生成する、疎水性配
列ドメイン若しくはモチーフを形成する複数の非極性又は疎水性アミノ酸残基を具えるも
のを選択することができる。
【００２９】
　他の様態では、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、タンパク質導入ドメイン又
はモチーフ、及び膜融合ペプチドドメイン又はモチーフを含むように選択される。タンパ
ク質導入ドメインは、細胞膜内へ挿入することができ、好ましくは細胞膜を通過すること
ができるペプチド配列である。膜融合ペプチドは、例えば細胞膜又はエンドソームを取り
囲む膜などの脂質膜を不安定化するペプチドであり、この働きは低ｐＨにおいて促進され
る。典型的な膜融合ドメイン又はモチーフは、例えば線維芽細胞増殖因子４（ＦＧＦ－４
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）などの広範囲にわたる種々のウィルス融合タンパク質及びその他のタンパク質に見られ
る。
【００３０】
　本発明のポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドを合理的に設計するために、核酸の細
胞膜を通しての細胞内への進入を促進するモチーフとして、タンパク質導入ドメインが用
いられる。ある様態では、輸送された核酸はエンドソーム内に封入されることになる。エ
ンドソーム内部はｐＨが低いため、膜融合ペプチドモチーフがエンドソームの膜を不安定
化させる結果となる。エンドソームの膜の不安定化及び分解により、ｓｉＮＡが細胞質内
へ放出され、ｓｉＮＡはそこでＲＩＳＣ複合体と会合して標的ｍＲＮＡへ向かうことがで
きる。
【００３１】
　本発明のポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドへ任意に取り込まれるタンパク質導入
ドメインの例としては、
１．ＴＡＴタンパク質導入ドメイン（ＰＴＤ）（配列番号１）ＫＲＲＱＲＲＲ；
２．ペネトラチン（ｐｅｎｅｔｒａｔｉｎ）ＰＴＤ（配列番号２）ＲＱＩＫＩＷＦＱＮＲ
ＲＭＫＷＫＫ；
３．ＶＰ２２　ＰＴＤ（配列番号３）ＤＡＡＴＡＴＲＧＲＳＡＡＳＲＰＴＥＲＰＲＡＰＡ
ＲＳＡＳＲＰＲＲＰＶＤ；
４．カポジＦＧＦシグナル配列（配列番号４）ＡＡＶＡＬＬＰＡＶＬＬＡＬＬＡＰ；及び
（配列番号５）ＡＡＶＬＬＰＶＬＬＰＶＬＬＡＡＰ；
５．ヒトβ３インテグリンシグナル配列（配列番号６）ＶＴＶＬＡＬＧＡＬＡＧＶＧＶＧ
；
６．ｇｐ４１融合配列（配列番号７）ＧＡＬＦＬＧＷＬＧＡＡＧＳＴＭＧＡ；
７．カイマンクロコディルス（ｃａｉｍａｎ　ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ）のＩｇ（ｖ）軽鎖
（配列番号８）ＭＧＬＧＬＨＬＬＶＬＡＡＡＬＱＧＡ；
８．ｈＣＴ－誘導性ペプチド（配列番号９）ＬＧＴＹＴＱＤＦＮＫＦＨＴＦＰＱＴＡＩＧ
ＶＧＡＰ；
９．トランスポータン（配列番号１０）ＧＷＴＬＮＳＡＧＹＬＬＫＩＮＬＫＡＬＡＡＬＡ
ＫＫＩＬ；
１０．ロリゴマ（ｌｏｌｉｇｏｍｅｒ）（配列番号１１）ＴＰＰＫＫＫＲＫＶＥＤＰＫＫ
ＫＫ；
１１．アルギニンペプチド（配列番号１２）ＲＲＲＲＲＲＲ；並びに
１２．両親媒性モデルペプチド（配列番号１３）ＫＬＡＬＫＬＡＬＫＡＬＫＡＡＬＫＬＡ
；
が挙げられる。
【００３２】
　本発明のポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドへ任意に取り込まれるウィルス融合ペ
プチド膜融合ドメインの例としては、
１．インフルエンザＨＡ２（配列番号１４）ＧＬＦＧＡＩＡＧＦＩＥＮＧＷＥＧ；
２．センダイＦ１（配列番号１５）ＦＦＧＡＶＩＧＴＩＡＬＧＶＡＴＡ；
３．呼吸器系シンチウムウィルスＦ１（配列番号１６）ＦＬＧＦＬＬＧＶＧＳＡＩＡＳＧ
Ｖ；
４．ＨＩＶ　ｇｐ４１（配列番号１７）ＧＶＦＶＬＧＦＬＧＦＬＡＴＡＧＳ；及び
５．エボラＧＰ２（配列番号１８）ＧＡＡＩＧＬＡＷＩＰＹＦＧＰＡＡ；
が挙げられる。本発明のさらに追加的な様態の範囲内では、本発明の方法及び組成物の範
囲内において、ポリペプチド－ｓｉＮＡ複合体形成を促進、及び／若しくはｓｉＮＡの送
達を促進するＤＮＡ結合ドメイン又はモチーフが取り込まれたポリヌクレオチド送達促進
ポリペプチドが提供される。ここで言うＤＮＡ結合ドメインの典型例としては、以下の表
１に示すＤＮＡ結合性制御タンパク質及びその他のタンパク質で述べるように、様々な「
ジンクフィンガー」ドメインが挙げられる（例えば、Ｓｉｍｐｓｏｎら，Ｊ．　Ｂｉｏｌ
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．　Ｃｈｅｍ．　２７８：　２８０１１-２８０１８，　２００３を参照）。
【００３３】
【表１】

＊この表は、Ｃ－ｘ（２，４）－Ｃ－ｘ（１２）－Ｈ－ｘ（３）－Ｈ（配列番号３２）の
モチーフパターンで表される二本鎖ＤＮＡ結合性の保存ジンクフィンガーモチーフを示し
ており、それ自体を用いて本発明にかかる追加的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチ
ドを選択して設計することができる。
＊＊表１に示す配列、Ｓｐ１、Ｓｐ２、Ｓｐ３、Ｓｐ４、ＤｒｏｓＢｔｄ、ＤｒｏｓＳｐ
、ＣｅＴ２２Ｃ８．５、及びＹ４ｐＢ１Ａ．４は、本明細書ではそれぞれ配列番号１９、
２０、２１、２２、２３、２４、２５、及び２６と定める。
【００３４】
　本発明のポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドを構築するのに有用なＤＮＡ結合ドメ
インの他の選択肢としては、例えばＨＩＶ　Ｔａｔタンパク質配列の一部分が挙げられる
（以下の実施例参照）。
【００３５】
　本明細書において以下に述べる本発明の典型的な様態の範囲内において、前述の構造要
素、ドメイン、又はモチーフのいずれかをｓｉＮＡの対象細胞への送達の促進を媒介する
のに効果的な単一のポリペプチドと組み合わせることによって、ポリヌクレオチド送達促
進ポリペプチドを合理的に設計し構築することができる。例えば、ＴＡＴポリペプチドの
タンパク質導入ドメインを、ＨＡ２と呼ばれるインフルエンザウィルスの赤血球凝集素タ
ンパク質のＮ末端側の２０個のアミノ酸と融合することにより、本発明の典型的なポリヌ
クレオチド送達促進ポリペプチド構成が得られた。様々なその他のポリヌクレオチド送達
促進ポリペプチドが本開示で提供され、このことは本発明の発想が、ｓｉＮＡの送達を促
進するのに効果的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドの様々な集団の作製及び使用
に広く適用されることを明らかに示している。
【００３６】
　本発明の範囲内のさらに追加的な典型的ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、以
下に示すペプチド、ＷＷＥＴＷＫＰＦＱＣＲＩＣＭＲＮＦＳＴＲＱＡＲＲＮＨＲＲＲＨＲ
（配列番号２７）；ＧＫＩＮＬＫＡＬＡＡＬＡＫＫＩＬ（配列番号２８）；ＲＶＩＲＶＷ
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ＦＱＮＫＲＣＫＤＫＫ（配列番号２９）；ＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱＧＲＫＫＲＲＱＲ
ＲＲＰＰＱＧＲＫＫＲＲＱＲＲＲＰＰＱ（配列番号３０）；ＧＥＱＩＡＱＬＩＡＧＹＩＤ
ＩＩＬＫＫＫＫＳＫ（配列番号３１）；Ｐｏｌｙ　Ｌｙｓ－Ｔｒｐ，４：１，分子量　２
０，０００－５０，０００；及びＰｏｌｙ　Ｏｒｎ－Ｔｒｐ，４：１，分子量　２０，０
００－５０，０００より選択することができる。本発明の組成物及び方法の範囲内で有用
な追加的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、メリチンタンパク質配列のすべて
又は一部を含む。
【００３７】
　さらに他の典型的ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは以下の例で示される。これ
らのペプチドのいずれか一つ若しくは組み合わせを選択又は組み合わせて、本発明の方法
及び組成物の範囲内でｓｉＮＡの細胞内送達を誘起又は促進するのに効果的なポリヌクレ
オチド送達促進ポリペプチド試薬を得ることができる。
【００３８】
ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド、ｓｉＲＮＡ、及び脂質を含む組成物
　より詳細な態様では、１又は２種類以上のｓｉＲＮＡ及びポリヌクレオチド送達促進ポ
リペプチドを具える混合物、複合体、及び／又は抱合体を、任意にＬＩＰＯＦＥＣＴＩＮ
（登録商標）などのカチオン性脂質と組み合わせてもよい（例：混合又は複合体化）。こ
の点で、ｓｉＲＮＡ単独と複合体化又は抱合されたポリヌクレオチド送達促進ポリペプチ
ドは、ＲＮＡｉによるジーンサイレンシングを媒介するのに十分なｓｉＮＡの送達をもた
らすということが、予想外なことに本発明において開示される。本発明ではさらに、ｓｉ
ＲＮＡ／ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド複合体又は抱合体は、リポフェクティン
などのカチオン性脂質と混合又は複合体化されると、ｓｉＮＡ送達及びジーンサイレンシ
ングを媒介する活性がより高くなることも開示される。
【００３９】
　ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド、ｓｉＲＮＡ、及び脂質を具えたこれらの組成
物を作製するためには、まずｓｉＲＮＡ及びペプチドを細胞培地などの適切な媒体中で互
いに混合し、その後カチオン性脂質を混合物へ添加してｓｉＲＮＡ／送達ペプチド／カチ
オン性脂質組成物を形成することができる。任意に、ペプチドとカチオン性脂質をまず細
胞培地などの適切な媒体中で互いに混合し、その後ｓｉＲＮＡを添加してｓｉＲＮＡ／送
達ペプチド／カチオン性脂質組成物を形成することもできる。
【００４０】
　本発明のこれらの態様の範囲内において有用なカチオン性脂質の例としては、Ｎ－［１
－（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
ロライド、１，２－ビス（オレオイルオキシ）－３－３－（トリメチルアンモニウム）プ
ロパン、１，２－ジミリスチルオキシプロピル－３－ジメチルヒドロキシエチルアンモニ
ウムブロマイド、ジメチルジオクタデシルアンモニウムブロマイド、２，３－ジオレイル
オキシ－Ｎ－［２－（スペルミンカルボキシアミド）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－
プロパナミニウムトリフルオロアセテート、１，３－ジオレオイルオキシ－２－（６－カ
ルボキシスペルミル）－プロピルアミド、５－カルボキシスペルミルグリシンジオクタデ
シルアミド、テトラメチルテトラパルミトイルスペルミン、テトラメチルテトラオレイル
スペルミン、テトラメチルテトララウリルスペルミン、テトラメチルテトラミリスチルス
ペルミン、及びテトラメチルジオレイルスペルミンが挙げられる。ＤＯＴＭＡ（Ｎ－［１
－（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
ロライド）、ＤＯＴＡＰ（１，２－ビス（オレオイルオキシ）－３，３－（トリメチルア
ンモニウム）プロパン）、ＤＭＲＩＥ（１，２－ジミリスチルオキシプロピル－３－ジメ
チルヒドロキシエチルアンモニウムブロマイド）、又はＤＤＡＢ（ジメチルジオクタデシ
ルアンモニウムブロマイド）。多価カチオン性脂質としては、リポスペルミンが含まれ、
具体的にはＤＯＳＰＡ（２，３－ジオレイルオキシ－Ｎ－［２－（スペルミンカルボキシ
アミド）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチル－１－プロパナミニウムトリフルオロアセテート）
及びＤＯＳＰＥＲ（１，３－ジオレオイルオキシ－２－（６－カルボキシスペルミル）－
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プロピルアミド）、並びにＴＭＴＰＳ（テトラメチルテトラパルミトイルスペルミン）、
ＴＭＴＯＳ（テトラメチルテトラオレイルスペルミン）、ＴＭＴＬＳ（テトラメチルテト
ララウリルスペルミン）、ＴＭＴＭＳ（テトラメチルテトラミリスチルスペルミン）、Ｔ
ＭＤＯＳ（テトラメチルジオレイルスペルミン）、及びＤＯＧＳ（ジオクタデシル－アミ
ドグリシルスペルミン）（ＴＲＡＮＳＦＥＣＴＡＭ）（登録商標）を含むがこれらに限定
されないジ及びテトラアルキルテトラメチルスペルミンを含む。その他の有用なカチオン
性脂質は、例えば米国特許公報第６，７３３，７７７号、米国特許公報第６，３７６，２
４８号、米国特許公報第５，７３６，３９２号、米国特許公報第５，６８６，９５８号、
米国特許公報第５，３３４，７６１号、及び米国特許公報第５，４５９，１２７号に記載
されている。
【００４１】
　カチオン性脂質は、任意に非カチオン性脂質、特に、例えばＤＯＰＥ（ジオレオイルホ
スファチジルエタノールアミン）、ＤＰｈＰＥ（ジフィタノイルホスファチジルエタノー
ルアミン）、又はコレステロールなどの中性脂質と組み合わされる。ＤＯＳＰＡとＤＯＰ
Ｅの３：１（ｗ／ｗ）混合物又はＤＯＴＭＡとＤＯＰＥの１：１（ｗ／ｗ）混合物（ＬＩ
ＰＯＦＥＣＴＩＮ（登録商標）、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）よりなるカチオン性脂質組成
物は、一般に本発明の組成物をトランスフェクトするのに有用である。高等真核細胞系の
十分なトランスフェクションを誘起する組成物がトランスフェクション組成物として好ま
しい。
【００４２】
短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）の選択、設計、及び合成
　典型的な様態では、本開示は、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと混合し、複合
体化し、又は抱合した短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、二本
鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、又は短鎖ヘアピンＲＮＡ（ｓｈ
ＲＮＡ）などの低分子核酸分子を具える組成物を特徴とする。
【００４３】
　本明細書で用いる「短鎖干渉核酸」、「ｓｉＮＡ」、「短鎖干渉ＲＮＡ」、「ｓｉＲＮ
Ａ」、「短鎖干渉核酸分子」、「短鎖干渉オリゴヌクレオチド分子」、又は「化学修飾短
鎖干渉核酸分子」の各用語は、例えば配列特異的にＲＮＡ干渉「ＲＮＡｉ」又はジーンサ
イレンシングを媒介することによって、遺伝子発現又はウィルス複製を阻害又は下方制御
可能な核酸分子を意味する。典型的な様態の範囲内において、ｓｉＮＡは自己相補的なセ
ンス鎖及びアンチセンス鎖を具える二本鎖ポリヌクレオチド分子であって、この場合、ア
ンチセンス領域が、発現を下方制御する標的核酸分子内のヌクレオチド配列と相補的なヌ
クレオチド配列又はその一部を具え、センス領域が、標的核酸の配列又はその一部に対応
する（すなわち実質的に同一の配列である）ヌクレオチド配列を具える。
【００４４】
　「ｓｉＮＡ」は、例えば短鎖二本鎖核酸であるｓｉＲＮＡ（又は任意に、長鎖のその前
駆体）などの低分子干渉核酸を意味し、標的細胞内において容認できないような毒性はな
い。本発明の範囲内で有用なｓｉＮＡの長さは、ある様態においては約２１乃至２３ｂｐ
の長さで最適化される。しかし、ｓｉＲＮＡを含む有用なｓｉＮＡの長さには特に制限は
ない。例えばｓｉＮＡはまず、標的細胞内に生存して、標的細胞への送達と同時に又はそ
の後にジーンサイレンシングを引き起こす最終的な形又はプロセッシングを受けた形のｓ
ｉＮＡとは十分に異なる前駆体の形で細胞へ導入することができる。ｓｉＮＡの前駆体は
、例えば送達と同時に又はその後にプロセッシング、分解、変性、又は開裂に付される前
駆体配列要素を含むことで、細胞内でジーンサイレンシングを媒介する活性を有するｓｉ
ＮＡを生成することができる。従って、ある様態において、本発明の範囲内の有用なｓｉ
ＮＡの前駆体の長さは例えば約１００乃至２００塩基対、５０乃至１００塩基対、又は約
５０塩基対未満であって、これによって標的細胞内において活性なプロセッシングを受け
たｓｉＮＡが生成される。他の様態においては、有用なｓｉＮＡ又はｓｉＮＡ前駆体の長
さは、約１０乃至４９ｂｐ、１５乃至３５ｂｐ、又は約２１乃至３０ｂｐである。
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【００４５】
　本開示の典型的なｓｉＮＡ分子は化学的に合成される。オリゴヌクレオチドは、例えば
Ｃａｒｕｔｈｅｒｓら，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　２１１：　３－
１９，　１９９２；　Ｔｈｏｍｐｓｏｎら、国際公開公報ＷＯ９９／５４４５９、Ｗｉｎ
ｃｏｔｔら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２３：　２６７７－２６８４，　
１９９５；　Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏ．　７４：　５９，
　１９９７；　Ｂｒｅｎｎａｎら，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．　Ｂｉｏｅｎｇ．　６１：　
３３－４５，　１９９８；　及びＢｒｅｎｎａｎ、米国特許公報第６００１３１１号に記
載の本技術分野で公知のプロトコルを用いて合成される。化学的修飾が可能な本発明のｓ
ｉＮＡ分子の合成は、（ａ）ｓｉＮＡ分子の二つの相補鎖を合成するステップ、及び（ｂ
）二本鎖ｓｉＮＡ分子を得るのに適した条件下でこの二つの相補鎖をアニーリングするス
テップを具える。別の様態では、ｓｉＮＡ分子の二つの相補鎖は、固相オリゴヌクレオチ
ド合成によって合成される。さらに別の様態では、ｓｉＮＡ分子の二つの相補鎖は、固相
タンデムオリゴヌクレオチド合成によって合成される。
【００４６】
　オリゴヌクレオチド（例：特定の修飾オリゴヌクレオチド又はオリゴヌクレオチドのリ
ボヌクレオチドを含まない部分）は、例えばＣａｒｕｔｈｅｒｓら，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉ
ｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ　２１１：　３－１９，　１９９２；　Ｔｈｏｍｐｓｏｎら、
国際公開公報ＷＯ９９／５４４５９、Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　
Ｒｅｓ．　２３：　２６７７－２６８４，　１９９５；　Ｗｉｎｃｏｔｔら，Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏ．　７４：　５９，　１９９７；　Ｂｒｅｎｎａｎら，Ｂｉｏｔ
ｅｃｈｎｏｌ．　Ｂｉｏｅｎｇ．　６１：　３３－４５，　１９９８；　及びＢｒｅｎｎ
ａｎ、米国特許公報第６００１３１１号に記載の本技術分野で公知のプロトコルを用いて
合成される。本発明の特定のｓｉＮＡ分子を含むＲＮＡの合成は、例えばＵｓｍａｎら，
Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１０９：　７８４５，　１９８７；　Ｓｃａｒｉ
ｎｇｅら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　１８：　５４３３，　１９９０；　
Ｗｉｎｃｏｔｔら, Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２３　２６７７－２６８４
：　１９９５；　及びＷｉｎｃｏｔｔら, Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｍｏｌ．　Ｂｉｏ．　７４：
　５９，　１９９７、に記載の一般的手順に従う。
【００４７】
　本発明のある様態において、上述のように、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドを
用いて、大きなｓｉＮＡの核酸前駆体を含む従来のｓｉＮＡよりも大きな核酸分子の送達
を促進する。例えば、本発明の方法及び組成物を、所望のｓｉＮＡの「前駆体」である大
きな核酸の送達を促進するために用いることができ、この場合前駆体のアミノ酸が標的細
胞への送達の前、間、若しくは後に開裂又はプロセッシングされて標的細胞内での遺伝子
発現を調節する活性ｓｉＮＡを形成することができる。例えば、ｓｉＮＡ前駆体ポリヌク
レオチドとしては、自己相補的なセンス領域及びアンチセンス領域を具える２又は３個以
上のループ構造並びにステムを有する環状一本鎖ポリヌクレオチドを選択することができ
、この場合アンチセンス領域は、標的核酸分子内のヌクレオチド配列と相補的なヌクレオ
チド配列又はその一部を具え、センス領域は、標的核酸の配列又はその一部に対応するヌ
クレオチド配列を有し、そしてこの環状ポリヌクレオチドがインビボ又はインビトロでプ
ロセッシングを受けることでＲＮＡｉを媒介可能な活性ｓｉＮＡ分子を生成することがで
きる。
【００４８】
　哺乳類細胞内では、３０塩基対を超える長さのｄｓＲＮＡが、通常はインターフェロン
によって誘起されるｄｓＲＮＡ依存性キナーゼＰＫＲ及び２’－５’－オリゴアデニレー
トシンテターゼの活性化を行うことができる。活性化されたＰＫＲは、翻訳因子である真
核生物翻訳開始因子２α（ｅＩＦ２α）をリン酸化することで一般翻訳を阻害し、一方２
’－５’－オリゴアデニレートシンテターゼは、ＲＮａｓｅＬの活性化による非特異的な
ｍＲＮＡの分解を引き起こす。本発明のｓｉＮＡは、通常３０塩基対未満、最も一般的に
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は約１７乃至１９塩基対、１９乃至２１塩基対、又は２１乃至２３塩基対というその小さ
いサイズ（特に前駆体でない形において）のため、インターフェロン応答の活性化を起こ
さない。
【００４９】
　長鎖ｄｓＲＮＡの非特異的効果とは対照的に、ｓｉＲＮＡは哺乳類系で選択的なジーン
サイレンシングを媒介することができる。短鎖ループ及び１９乃至２７塩基対のステムを
有するヘアピンＲＮＡも、その二本鎖ステムの配列と相同的な遺伝子の発現を選択的にサ
イレンシングする。哺乳類細胞は短鎖ヘアピンＲＮＡをｓｉＲＮＡへ変換して、選択的ジ
ーンサイレンシングを媒介することができる。
【００５０】
　ＲＩＳＣは、ｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に対して相補的な配列を有する一本鎖
ＲＮＡの開裂を媒介する。標的ＲＮＡの開裂は、ｓｉＲＮＡ二重鎖のアンチセンス鎖に対
して相補的な領域の中央部で発生する。２１ヌクレオチドのｓｉＲＮＡ二重鎖は、２ヌク
レオチドの３’末端オーバハングを含む場合に最も活性が高いことが研究によって示され
ている。さらに、ｓｉＲＮＡの一方又は両方の鎖を２’－デオキシ（２’－Ｈ）ヌクレオ
チド又は２’－Ｏ－メチルヌクレオチドで完全に置換するとＲＮＡｉ活性が著しく低下す
るが、ｓｉＲＮＡの３’末端オーバハングのヌクレオチドをデオキシヌクレオチド（２’
－Ｈ）で置換することは許容されることが報告されている。
【００５１】
　２ヌクレオチドの３’末端オーバハングを有する２１－ｍｅｒのｓｉＲＮＡ二重鎖の３
’末端オーバハングセグメントをデオキシリボヌクレオチドで置換しても、ＲＮＡｉ活性
への悪影響が生じないことが研究によって示されている。ｓｉＲＮＡの各末端では４ヌク
レオチドまではデオキシリボヌクレオチドによる置換が十分に許容されることが報告され
ているが、完全にデオキシリボヌクレオチドで置換してしまうとＲＮＡｉ活性を喪失する
。
【００５２】
　本発明のある様態では、ｄｓＲＮＡは２若しくは３ｂｐ以上の５’末端オーバハング又
は２若しくは３ｂｐ以上の３’末端オーバハングを持ち、オーバハングはセンス鎖又はア
ンチセンス鎖のいずれかに存在していてもよい。ある様態では、ｄｓＲＮＡは、オーバハ
ングを有しない。ある様態では、ｄｓＲＮＡは２７ｂｐ乃至２９ｂｐの長さを有する。あ
る様態では、ｄｓＲＮＡ分子はセンスＲＮＡ鎖及びアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、ペプチ
ドはアンチセンス鎖の５’末端で抱合される。
【００５３】
　代替的に、ｓｉＮＡは、単一の又は複数のｓｉＮＡをコードし、標的細胞内でそれらを
発現させるポリヌクレオチドベクタによって発現された単一の又は複数の転写産物として
送達することができる。このような様態においては、標的細胞内で発現されるｓｉＲＮＡ
の最終転写産物の二本鎖部分の長さは、例えば１５乃至４９ｂｐ、１５乃至３５ｂｐ、又
は約２１乃至３０ｂｐであってよい。典型的な様態の範囲内において、２つの鎖が対合し
ているｓｉＮＡの二本鎖部分は、完全に対合したヌクレオチドセグメントに限定されず、
ミスマッチ（対応するヌクレオチドが相補的でない）、バルジ（一方の鎖上の対応する相
補的ヌクレオチドが欠失）、又はオーバハングなどによって対合していない部分を含んで
よい。非対合部分は、ｓｉＮＡ形成に干渉しない程度含まれていてよい。より詳細な様態
において、「バルジ」は１乃至２個の非対合ヌクレオチドを具えることができ、２つの鎖
が対合しているｓｉＮＡの二本鎖領域は、約１乃至７個又は約１乃至５個のバルジを含む
ことができる。さらに、ｓｉＮＡの二本鎖領域に含まれる「ミスマッチ」部分は、約１乃
至７個又は約１乃至５個存在することができる。ミスマッチで最も多いのは、ヌクレオチ
ドの一つがグアニンで他方がウラシルの場合である。このようなミスマッチは、例えばセ
ンスＲＮＡをコードする対応するＤＮＡ内のＣからＴ、ＧからＡ、又はそれらの組み合わ
せという変異に起因するであろうが、他の要因も考えられる。さらに、本発明において、
２つの鎖が対合しているｓｉＮＡの二本鎖領域は、定められたおおよその数の範囲内で、
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バルジ部分とミスマッチ部分の両方を含むことができる。
【００５４】
　本発明のｓｉＮＡの末端構造は、ｓｉＮＡが標的遺伝子の発現を阻害する活性を保持す
る限りにおいて、平滑末端又は粘着末端（オーバハング）であってよい。粘着末端（オー
バハング）構造は、他の研究者による報告のように、３’末端オーバハングのみに限定さ
れない。それどころか、ＲＮＡｉによるなど、ジーンサイレンシング効果を誘起する能力
がある限りにおいて、５’末端オーバハング構造も含まれる場合がある。さらに、オーバ
ハング部のヌクレオチド数は報告されている限界である２個又は３個に限定されず、ｓｉ
ＮＡのジーンサイレンシング活性を損なわない限りにおいて、ヌクレオチド数はいくつで
あってもよい。例えば、オーバハング部は約１乃至約８個のヌクレオチドを具え、より多
くの場合において約２乃至４個のヌクレオチドを具えてよい。
【００５５】
　粘着末端（オーバハング）構造を有するｓｉＮＡの長さは、対合する二重鎖部分及び各
末端のオーバハング部の長さとして表すことができる。例えば、２ｂｐの３’末端アンチ
センスオーバハングを有する２５／２７－ｍｅｒのｓｉＮＡ二重鎖は、２５－ｍｅｒのセ
ンス鎖及び２７－ｍｅｒのアンチセンス鎖を持ち、ここで対合部の長さは２５ｂｐである
。
【００５６】
　さらに、オーバハング配列は標的遺伝子に対する特異性は低くてよいため、標的遺伝子
配列に対して相補的（アンチセンス鎖）でなくても同一（センス鎖）でなくてもよい。さ
らに、ｓｉＮＡは、標的遺伝子に対してジーンサイレンシング効果を保持することができ
る限りにおいて、例えば一方の末端のオーバハング部中に低分子量構造（例えばｔＲＮＡ
、ｒＲＮＡ、若しくはウィルスＲＮＡなどの自然ＲＮＡ分子又は人工ＲＮＡ分子）を含ん
でよい。
【００５７】
　ｓｉＮＡの末端構造は、二本鎖核酸の一方の末端部が、例えばリンカＲＮＡなどのリン
カ核酸によって繋がっているステム－ループ構造であってよい。二本鎖領域（ステム－ル
ープ部分）の長さは、例えば１５乃至４９ｂｐ、多くの場合１５乃至３５ｂｐ、そしてよ
り一般的には約２１乃至３０ｂｐであってよい。代替的に、標的細胞内で発現されるｓｉ
ＮＡの最終転写産物である二本鎖領域の長さは、例えば約１５乃至４９ｂｐ、１５乃至３
５ｐ、又は約２１乃至３０ｂｐであってよい。リンカセグメントを用いる場合、ステム部
の対合を妨げない限りにおいてリンカの長さに特に制限はない。例えば、ステム部の安定
な対合とこのステム部をコードするＤＮＡ間の組換えの抑制のために、リンカ部はクロー
バー型のｔＲＮＡ構造を取ってもよい。たとえリンカがステム部の対合を妨げるような長
さであったとしても、例えば前駆体ＲＮＡが成熟ＲＮＡへプロセッシングされる間にイン
トロンが除去され、それによってステム部の対合が可能となるようにイントロンを含むリ
ンカ部を構築することは可能である。ステム－ループｓｉＲＮＡの場合、ループ構造を持
たない側のＲＮＡ端部（ヘッド又はテール）が低分子量ＲＮＡを有してよい。上述のよう
に、こういった低分子量ＲＮＡは、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ、若しくはウィルスＲＮＡなどの
自然ＲＮＡ分子、又は人工ＲＮＡ分子を含んでよい
【００５８】
　ｓｉＮＡは、標的核酸分子内のヌクレオチド配列又はその一部分と相補的なヌクレオチ
ド配列を有する一本鎖ポリヌクレオチドを具えることもでき（例えば、そのようなｓｉＮ
Ａ分子が、標的核酸配列又はその一部分に対応するヌクレオチド配列のｓｉＮＡ分子内で
の存在を必要としない場合）、この場合一本鎖ポリヌクレオチドは、５’リン酸エステル
（例えば、Ｍａｒｔｉｎｅｚら，Ｃｅｌｌ．　１１０：　５６３－５７４，　２００２；
 Ｓｃｈｗａｒｚら，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｃｅｌｌ　１０：　５３７－５６８，　２００
２、を参照）又は５’，３’リン酸ジエステルなどの末端リン酸基をさらに具えることも
できる。
【００５９】
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　本明細書で用いるｓｉＮＡ分子という用語は、天然のＲＮＡ又はＤＮＡのみを含む分子
に限定されず、化学修飾されたヌクレオチド及び非ヌクレオチドも包含する。
【００６０】
　ある様態において、本発明の短鎖干渉核酸分子は２’－ヒドロキシ（２’－ＯＨ）を含
むヌクレオチドが欠失している。ある様態において、短鎖干渉核酸はＲＮＡｉを媒介する
のに２’－ヒドロキシ基を有するヌクレオチドは存在する必要がなく、従って本発明の短
鎖干渉核酸分子は、任意にリボヌクレオチド（例：２’－ＯＨ基を持つヌクレオチド）を
まったく含まなくてもよい。しかし、ＲＮＡｉを媒介するためにｓｉＮＡ分子内にリボヌ
クレオチドが存在する必要がないそのようなｓｉＮＡ分子は、２’－ＯＨ基を有する１又
は２個以上のヌクレオチドを含む、抱合した一個若しくは複数個のリンカ、又はその他の
抱合若しくは会合した基、部位、若しくは鎖を有してよい。任意にｓｉＮＡ分子は、ヌク
レオチド部位の約５、１０、２０、３０、４０、又は５０％にリボヌクレオチドを具えて
いてもよい。
【００６１】
　本明細書で用いるｓｉＮＡという用語は、例えば、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、二
本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）、マイクロＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、短鎖ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲ
ＮＡ）、短鎖干渉オリゴヌクレオチド、短鎖干渉核酸、短鎖干渉修飾オリゴヌクレオチド
、化学修飾ｓｉＲＮＡ、及び転写後ジーンサイレンシングＲＮＡ（ｐｔｇｓＲＮＡ）など
、配列特異的ＲＮＡｉを媒介することができる核酸分子を示すのに用いられるその他の用
語と同義であることを意図している。
【００６２】
　他の様態では、本発明の範囲内で用いるｓｉＮＡ分子は個別のセンス及びアンチセンス
配列若しくは領域を含むことができ、この場合センス領域とアンチセンス領域はヌクレオ
チド若しくは非ヌクレオチドリンカ分子によって共有結合されているか、又は代替的にイ
オン性相互作用、水素結合、ファンデルワールス相互作用、疎水性相互作用、及び／若し
くはスタッキング相互作用により非共有結合されている。
【００６３】
　「アンチセンスＲＮＡ」とは、標的遺伝子ｍＲＮＡと相補的な配列を有するＲＮＡ鎖で
あって、標的遺伝子ｍＲＮＡと結合することによってＲＮＡｉを誘起すると考えられるＲ
ＮＡ鎖をいう。「センスＲＮＡ」は、アンチセンスＲＮＡと相補的な配列を有し、その相
補的アンチセンスＲＮＡとアニーリングすることでｓｉＲＮＡを形成する。このようなア
ンチセンスＲＮＡ及びセンスＲＮＡは、従来からＲＮＡ合成装置によって合成されている
。
【００６４】
　本明細書で用いる「ＲＮＡｉ構築物（ＲＮＡｉ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ）」という用語は
、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、ヘアピンＲＮＡ、及びインビボで開裂してｓｉＲＮ
Ａを形成することができるその他のＲＮＡ種を含む、本明細書を通して用いられる一般名
称である。本明細書におけるＲＮＡｉ構築物は、細胞中でｄｓＲＮＡ若しくはヘアピンＲ
ＮＡを形成する転写物、及び／又はｓｉＲＮＡをインビボで生成することができる転写物
を生じさせることが可能な発現ベクタ（ＲＮＡｉ発現ベクタとも言う）も含む。任意に、
ｓｉＲＮＡはｓｉＲＮＡの一本鎖又は二本鎖を含む。
【００６５】
　ｓｉＨｙｂｒｉｄ分子は、ｓｉＲＮＡと同様の機能を有する二本鎖核酸である。二本鎖
ＲＮＡ分子と違い、ｓｉＨｙｂｒｉｄはＲＮＡ鎖及びＤＮＡ鎖から構成される。アンチセ
ンス鎖が標的ｍＲＮＡと結合する鎖であることから、ＲＮＡ鎖がアンチセンス鎖であるこ
とが好ましい。ＤＮＡ鎖とＲＮＡ鎖のハイブリダイゼーションによって生じたｓｉＨｙｂ
ｒｉｄは、ハイブリダイズされた相補的部分、及び好ましくは少なくとも一つの３’末端
オーバハングを有する。
【００６６】
　本発明の範囲内で使用するｓｉＮＡは、二つの別々のオリゴヌクレオチドから構築する
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ことができ、ここでこのうち一方はセンス鎖でもう一方はアンチセンス鎖であって、この
場合アンチセンス鎖とセンス鎖は自己相補的（すなわち、各鎖が他方の鎖のヌクレオチド
配列と相補的なヌクレオチド配列を具える；アンチセンス鎖及びセンス鎖が二重鎖又は二
本鎖構造を形成し、ここで、例えばその二本鎖領域が約１９塩基対である場合など）であ
る。アンチセンス鎖は標的核酸分子のヌクレオチド配列又はその一部分と相補的なヌクレ
オチド配列を具えることができ、センス鎖は標的核酸配列又はその一部分に対応するヌク
レオチド配列を具えることができる。代替的に、ｓｉＮＡは単一のオリゴヌクレオチドか
ら構築することもでき、この場合、ｓｉＮＡの自己相補的なセンス領域とアンチセンス領
域は核酸系又は非核酸系リンカによって結合される。
【００６７】
　追加的な様態の範囲内において、本発明の方法及び組成物にかかる細胞内送達のための
ｓｉＮＡは、自己相補的センス及びアンチセンス領域を有し、二重鎖、非対称二重鎖、ヘ
アピン、又は非対称ヘアピン二次構造を有するポリヌクレオチドであってよく、この場合
アンチセンス領域は個々の標的核酸分子内のヌクレオチド配列又はその一部分と相補的な
ヌクレオチド配列を具え、センス領域は標的核酸配列又はその一部分に対応するヌクレオ
チド配列を具える。
【００６８】
　さらなる様態の範囲内において、本開示は、１又は２種類以上のポリヌクレオチド送達
促進ポリペプチドと混合、複合体化、又は抱合された三本鎖ｓｉＮＡ及びその組成物を提
供する。ここで述べるｓｉＮＡ分子はＡ、Ｂ１、及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３つの鎖を
具え、この場合Ｂ１鎖及びＢ２鎖は同族のＡ鎖の非オーバーラップ領域と相補的でありこ
の非オーバーラップ領域と塩基対（ｂｐ）を形成し、Ｂ１鎖は対応するＢ２鎖とニック又
はギャップで分けられる。ここで述べるｓｉＲＮＡ分子は、結果的に標的メッセンジャー
ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）の発現を調整するＲＮＡ干渉の連続過程を誘起することができる。
【００６９】
　本明細書で述べるｓｉＮＡ分子は、例えばＡ、Ｂ１、及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）等の３
又は４個以上の鎖を具え、この場合Ｂ１及びＢ２は、Ａの非オーバーラップ領域と相補的
でありこの非オーバーラップ領域と塩基対（ｂｐ）を形成し、Ｂ１とＡのアニーリングに
よって形成された二本鎖領域は、Ｂ２とＡのアニーリングによって形成された二本鎖領域
と異なっており、互いにオーバーラップもしておらず、そしてＡ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２
二重鎖は、Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖の間に位置し、Ａ、Ｂ１、及び／若しくはＢ
２鎖の一方又は両方の３’末端にある１若しくは２個以上のいずれの不対合ヌクレオチド
とも異なる少なくとも一つのＡ鎖の不対合ヌクレオチドによる「ギャップ」で分けられる
。
【００７０】
　代替的に、本開示で述べるｓｉＮＡ分子は、例えばＡ、Ｂ１、及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２
）等の３又は４個以上の鎖を含み、この場合Ｂ１及びＢ２は、Ａの非オーバーラップ領域
と相補的でありこの非オーバーラップ領域と塩基対（ｂｐ）を形成し、Ｂ１とＡのアニー
リングによって形成された二本鎖領域は、Ｂ２とＡのアニーリングによって形成された二
本鎖領域と異なっており、互いにオーバーラップもしておらず、そしてＡ：Ｂ１二重鎖と
Ａ：Ｂ２二重鎖は、Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖の間の「ニック」で分けられる。
【００７１】
　一つの様態では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は、合計で約１４塩基対乃至約４０塩基対を含む。この
様態では、Ａがセンス鎖であり、Ｂ１Ｂ２がアンチセンス鎖である。Ａは１５乃至５０ヌ
クレオチドの長さであり、Ｂ１及びＢ２はそれぞれ独立して１乃至２０ヌクレオチドの長
さであり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約８ヌクレオチド乃至約４０ヌクレオチドである
。
【００７２】
　別の様態では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は、合計で約１６塩基対乃至約４０塩基対を含む。この様
態では、Ａがセンス鎖であり、Ｂ１Ｂ２がアンチセンス鎖である。Ａは２０乃至４０ヌク
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レオチドの長さであり、Ｂ１及びＢ２はそれぞれ独立して１乃至１５ヌクレオチドの長さ
であり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１０ヌクレオチド乃至約３０ヌクレオチドである
。
【００７３】
　別の様態では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は、合計で約１４塩基対乃至約４０塩基対を含む。この様
態では、Ａがアンチセンス鎖であり、Ｂ１Ｂ２がセンス鎖である。Ａは１５乃至５０ヌク
レオチドの長さであり、Ｂ１及びＢ２はそれぞれ独立して１乃至２０ヌクレオチドの長さ
であり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約８ヌクレオチド乃至約４０ヌクレオチドである。
【００７４】
　別の様態では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は、合計で約１６塩基対乃至約４０塩基対を含む。この様
態では、Ａがアンチセンス鎖であり、Ｂ１Ｂ２がセンス鎖である。Ａは２０乃至４０ヌク
レオチドの長さであり、Ｂ１及びＢ２はそれぞれ独立して１乃至１５ヌクレオチドの長さ
であり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１０ヌクレオチド乃至約３０ヌクレオチドである
。
【００７５】
　上述のように、本明細書で開示する三本鎖ｓｉＲＮＡは、典型的には合計で約１５塩基
対乃至約４０塩基対を具え、より典型的には約１８乃至約３５塩基対であり、さらにより
典型的には約２０乃至３０塩基対であり、最も典型的には２１、２２、２３、２４、２５
、２６、２７、２８、又は２９塩基対のいずれかである。特定の様態の範囲内では、ｓｉ
ＲＮＡは任意に、１ヌクレオチド乃至５ヌクレオチドの一本鎖３’末端オーバハングを含
んでもよい。最も典型的には、そのような一本鎖３’ 末端オーバハングは１、２、３、
又は４ヌクレオチドである。
【００７６】
　そのようなｓｉＲＮＡはＡセンス鎖又はＡアンチセンス鎖のどちらかを含み、この場合
Ａ鎖の長さは約１５ヌクレオチド乃至約５０ヌクレオチドであり、より典型的にはＡ鎖の
長さは約１８ヌクレオチド乃至約４０ヌクレオチドであり、さらにより典型的にはＡ鎖の
長さは約２０ヌクレオチド乃至約３２ヌクレオチドであり、最も典型的にはＡ鎖の長さは
２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、又は３１ヌクレオチド
である。
【００７７】
　本開示のｓｉＲＮＡはさらに、本明細書において例えばＢ１及びＢ２と称する２又は３
個以上のＢ鎖を含み、この場合各Ｂ鎖は、同族のＡ鎖の非オーバーラップ領域と相補的で
あり、第一のＢ鎖（Ｂ１）と第二のＢ鎖（Ｂ２）はニック又は１若しくは２個以上のヌク
レオチドギャップによって分けられる。同族Ａ鎖がセンス鎖であるか又はアンチセンス鎖
であるかによって、各Ｂ鎖はそれぞれアンチセンス鎖又はセンス鎖となる。本明細書で述
べるＢ鎖（Ｂ１、Ｂ２など）は各々独立して、約１ヌクレオチド乃至約２５ヌクレオチド
の長さであり、より典型的には約４ヌクレオチド乃至約２０ヌクレオチドの長さであり、
さらにより典型的には約５ヌクレオチド乃至約１６ヌクレオチドの長さであり、最も典型
的には６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、又は１５ヌクレオチドの長さで
ある。
【００７８】
　合成された後、Ａ鎖、Ｂ１鎖、及びＢ２鎖はアニーリングによってｓｉＲＮＡ分子を形
成する。アニーリング反応を決定するのは相補性である。第一のＢ鎖（Ｂ１）と第二のＢ
鎖（Ｂ２）はニック又はギャップで分けることができる。従って、Ｂ鎖上に同族のヌクレ
オチドが存在しないＡ鎖上のヌクレオチドは不対合状態を維持し、ｓｉＲＮＡ分子のギャ
ップとなる。ギャップのサイズは、Ｂ１鎖とＢ２鎖の間に位置するＡ鎖内の不対合ヌクレ
オチドの数に依存することになる。Ｂ１鎖とＢ２鎖の間の領域内にあるＡ鎖上に不対合で
あるヌクレオチドが存在しない形でＡ鎖がＢ１鎖及びＢ２鎖と塩基対を形成した場合にニ
ックが形成される。
【００７９】



(29) JP 2009-514877 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

　Ｂ１とＢ２がギャップで分けられる様態では、ギャップは典型的には約１乃至約２５ヌ
クレオチドであり、より典型的にはギャップは約１乃至約１５ヌクレオチドであり、さら
により典型的にはギャップは約１乃至約１０ヌクレオチドであり、最も典型的にはギャッ
プは１、２、３、４、５、６、７、８、又は９ヌクレオチドである。
【００８０】
　Ｂ鎖は各々独立して、５’－ヒドロキシル（すなわち５’－ＯＨ）末端か、又は５’－
リン酸（すなわち５’－ＰＯ４）末端であってよい。通常、合成ＲＮＡ分子は３’－ヒド
ロキシル末端及び５’－ヒドロキシル末端を含む。従って、第一のＢ鎖の３’－ＯＨは、
第二のＢ鎖の５’－ＯＨに直接隣接して並置される場合がある。ある様態では、第一のＢ
鎖の３’－ＯＨが第二のＢ鎖の５’－ＰＯ４に直接隣接して並置されるように、５’末端
が５’－ＰＯ４を有する第二のＢ鎖を用いることが好ましい。そのような場合、本技術分
野でよく知られておりすぐに利用可能な方法でＲＮＡキナーゼの触媒活性を利用して一本
鎖（ｓｓ）ＲＮＡ分子へＰＯ４基を付加することにより、Ｂ鎖の５’末端にリン酸を付加
することができる。キナーゼ反応を行った後、Ｂ鎖が５’Ｂ１ｐＢ２３’と配向されるよ
うにＡ鎖、Ｂ１鎖、及びＢ２鎖は互いにアニーリングされる。
【００８１】
　以下のｓｉＲＮＡ分子は、本明細書において上述の１若しくは２種類以上のポリペプチ
ドと適切に抱合することができる、ギャップ又はニックを有するｓｉＲＮＡ分子の特定の
制限されない典型的な様態を表す。
【００８２】
ｉ　ギャップ付き二重鎖ｓｉＲＮＡ分子
　本明細書で述べる特定の典型的なギャップ付き二重鎖ｓｉＲＮＡ分子は、２５－ｍｅｒ
のセンスＢ鎖配列５’－ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵＣＵＵＣＧＧＡＧＡＣＡＡＵＧ－３’（
配列番号７５）及び２７－ｍｅｒのアンチセンスＡ鎖配列３’－ＴＴＣＣＵＡＧＡＡＵＡ
ＡＡＧＡＡＧＣＣＵＣＵＧＵＵＡＣ－５’（配列番号７６）に基づいている。代替的な典
型的なギャップ付き二重鎖ｓｉＲＮＡ分子は、２５－ｍｅｒのアンチセンスＢ鎖配列５’
－ＧＧＡＵＣＵＵＡＵＵＵＣＵＵＣＧＧＡＧＡＣＡＡＵＧ－３’（配列番号７５）及び２
７－ｍｅｒのセンスＡ鎖配列３’－ＴＴＣＣＵＡＧＡＡＵＡＡＡＧＡＡＧＣＣＵＣＵＧＵ
ＵＡＣ－５’（配列番号７６）に基づいている。
【００８３】
　このような典型的なｓｉＮＡ分子は、Ａ、Ｂ１、及びＢ２（Ａ：Ｂ１Ｂ２）の３つの鎖
を持ち、この場合Ｂ１及びＢ２は、Ａの非オーバーラップ領域と相補的でありこの非オー
バーラップ領域と塩基対（ｂｐ）を形成し、Ｂ１とＡのアニーリングによって形成された
二本鎖領域は、Ｂ２とＡのアニーリングによって形成された二本鎖領域と異なっており、
そしてＡ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖は、Ａ：Ｂ１二重鎖とＡ：Ｂ２二重鎖の間に位置
し、Ａ、Ｂ１、及び／又はＢ２鎖の一方又は両方の３’末端にある１又は２個以上のいず
れの不対合ヌクレオチドとも異なる１又は２個以上のＡ鎖の不対ヌクレオチドによる「ギ
ャップ」で分けられる。
【００８４】
　これらの様態の特定の態様の範囲内では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は合計で約１４乃至約２４の塩
基対からなり、この場合Ａ鎖（センス）は約１９ヌクレオチド乃至約２７ヌクレオチドで
あり、Ｂ１（アンチセンス）鎖及びＢ２（アンチセンス）鎖は各々独立して約１ヌクレオ
チド乃至約１８ヌクレオチドであり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１３ヌクレオチド乃
至約２３ヌクレオチドである。
【００８５】
　これらの様態の他の態様の範囲内では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は合計で約１６乃至約２２の塩基
対からなり、この場合Ａ鎖（センス）は約１９ヌクレオチド乃至約２３ヌクレオチドであ
り、Ｂ１（アンチセンス）鎖及びＢ２（アンチセンス）鎖は各々独立して約１ヌクレオチ
ド乃至約１５ヌクレオチドであり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１３ヌクレオチド乃至
約２３ヌクレオチドである。
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【００８６】
　これらの様態のさらなる態様の範囲内では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は合計で約１４乃至約２４の
塩基対からなり、この場合Ａ鎖（アンチセンス）は約１４ヌクレオチド乃至約２７ヌクレ
オチドであり、Ｂ１（センス）鎖及びＢ２（センス）鎖は各々独立して約１ヌクレオチド
乃至約１８ヌクレオチドであり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１８ヌクレオチド乃至約
２４ヌクレオチドである。
【００８７】
　これらの様態のさらなる他の態様の範囲内では、Ａ：Ｂ１Ｂ２は合計で約１４乃至約２
２の塩基対からなり、この場合Ａ鎖（アンチセンス）は約１６ヌクレオチド乃至約２２ヌ
クレオチドであり、Ｂ１（センス）鎖及びＢ２（センス）鎖は各々独立して約１ヌクレオ
チド乃至約１５ヌクレオチドであり、Ｂ１とＢ２を合わせた長さは約１８ヌクレオチド乃
至約２２ヌクレオチドである。
【００８８】
　これらの様態による代表的なｓｉＲＮＡを表２に示す。
【００８９】
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【００９０】
　Ａ鎖、Ｂ１鎖、及びＢ２鎖の厳密なヌクレオチド配列は様々であり得るが、ただし、ｓ
ｉＲＮＡ分子は連続する塩基対の二つのストレッチを含み、各々の連続する塩基対のスト
レッチは、単一のアンチセンスＡ鎖又は単一のセンスＡ鎖内の１若しくは２個以上の不対
合塩基に対応する少なくともヌクレオチド１個分のギャップで分けられている、というこ
とは認識されるであろう。
【００９１】
ｉｉ　ニック付き二重鎖ｓｉＲＮＡ分子
　以下に示す配列中の「ｐ」は、５’リン酸がＢ２鎖に結合したＲＮＡ鎖内のニックを表
す。以下に示す配列中の「＊」は、Ｂ２鎖に結合した５’リン酸のないＲＮＡ鎖内のニッ
クを表す。「ｐ」及び「＊」はニックの位置も示す。すべての場合において、Ａ鎖は無処
置（ニックなし）であり、Ａ鎖上に見られる隙間はｓｉＲＮＡ分子の正しい配列アライン
メント（配列相同性による）を保持するためのものである。以下に示す配列中の「Ｔ（太
字イタリック体）」は、その位置にリボチミジン（ｒＴ）分子が存在することを示す。以
下に示す配列中の「Ｔ（太字体）」は、その位置にデオキシリボチミジン（ｄＴ）分子が
存在することを示す。連続鎖、つまりギャップもニックもない鎖には下線を付してある。
１．コントロールｄｓＲＮＡ

２．５’リン酸を持たないニック付きセンス鎖
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３．５’リン酸を持つニック付きセンス鎖

４．二本鎖ともにｒＴ分子で完全修飾した、５’リン酸を持つニック付きセンス鎖

５．二本鎖ともにｒＴ分子で完全修飾した、５’リン酸を持たないニック付きセンス鎖

６．アンチセンス鎖をｒＴ分子で完全修飾し、センス鎖は未修飾（コントロール）の、５
’リン酸を持たないニック付きアンチセンス鎖

７．アンチセンス鎖をｒＴ分子で完全修飾し、センス鎖は未修飾（コントロール）の、５
’リン酸を持つニック付きアンチセンス鎖

８．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＳ－ＷＴ：ニック付きセンス鎖を持つ二重鎖

９．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＳ－ＷＴ：ニック付きセンス鎖を持つ二重鎖；Ｂ２は５’末端を
リン酸エステル化
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１０．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＳ－ＲＴ：ニック付きセンス鎖を持つ二重鎖；ｒＴにより完全
修飾

１１．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＳ－ＲＴ：ニック付きセンス鎖を持つ二重鎖；Ｂ２は５’末端
をリン酸エステル化；ｒＴにより完全修飾

１２．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＡ－ＲＴ：ニック付きアンチセンス鎖を持つ二重鎖；ｒＴによ
り完全修飾

１３．ＩＤ：ＮｉｃｋｅｄＡ－ＲＴ：ニック付きアンチセンス鎖を持つ二重鎖；Ｂ２は５
’末端をリン酸エステル化；ｒＴにより完全修飾

【００９２】
ｉｉｉ　リンカによって閉じられたギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子
　別の様態では、本開示にかかるギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子は、
リンカ分子を用いて「閉じる」ことができる。得られた分子は非常により安定となる、す
なわちより高いＴｍを有して宿主細胞内での分解に対する耐性が高まるはずである。
【００９３】
　本開示にかかるそのようなリンカの例としては、例えば脱塩基ヌクレオチド、脱塩基プ
ロパンジオール等の脱塩基リンカ、及び多くの低分子Ｃ６型リンカが挙げられるが、これ
らに限定されない。
【００９４】
　非ヌクレオチドリンカは、脱塩基ヌクレオチド、ポリエーテル、ポリアミン、ポリアミ
ド、ペプチド、炭水化物、脂質、ポリ炭化水素、又はその他のポリマ化合物（例：２乃至
１００個のエチレングリコール単位を有するポリエチレングリコール等）から構成されて
いてよい。具体例としては、Ｓｅｅｌａ及びＫａｉｓｅｒ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．　１８：　６３５３，　１９９０、及びＮｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ
．　１５：　３１１３，　１９８７；　Ｃｌｏａｄ及びＳｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．　Ａｍ
．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３：　６３２４，　１９９１；　Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ
及びＳｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３：　５１０９，
　１９９１；　Ｍａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２１：　２５８５，　
１９９３、及びＢｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　３２：　１７５１，　１９９３；　Ｄｕｒ
ａｎｄら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　１８：　６３５３，　１９９０；　
ＭｃＣｕｒｄｙら，Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ＆Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，　１０：　２８
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７，　１９９１；　Ｊｓｃｈｋｅら，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．　３４：　３
０１，　１９９３；　Ｏｎｏら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　３０：　９９１４，　１
９９１；　Ａｒｎｏｌｄら、国際公開公報ＷＯ８９／０２４３９、Ｕｓｍａｎら、国際公
開公報ＷＯ９５／０６７３１、Ｄｕｄｙｃｚら、国際公開公報ＷＯ９５／１１９１０、並
びにＦｅｒｅｎｔｚ及びＶｅｒｄｉｎｅ，Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３
：　４０００，　１９９１、に記載のものが挙げられる。「非ヌクレオチドリンカ」はさ
らに、糖及び／又はリン酸エステル置換基を含む１又は２個以上のヌクレオチド単位の代
わりに核酸鎖に取り込まれることができ、残った塩基に酵素活性を示させる基又は化合物
を意味する。この基又は化合物は、例えば糖のＣ１の位置にアデノシン、グアニン、シト
シン、ウラシル、又はチミン等の一般的に認知されたヌクレオチド塩基を含まない点にお
いて、脱塩基型となり得る。
【００９５】
　このリンカの存在が、ＲＩＳＣ活性を著しく阻害することがあってはならない。本開示
のリンカを含むギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子の投与の結果、対応す
るリンカを含まないギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子を用いた場合に見
られるＲＮＡ干渉と実質的に同じＲＮＡ干渉のレベルとなることが好ましい。本開示のリ
ンカを含むギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子の投与の結果、対応するリ
ンカを含まないギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡ分子を用いた場合に見られ
るＲＮＡ干渉よりも高いＲＮＡ干渉レベルとなることが最も好ましい。
【００９６】
低分子抑制核酸（ｓｉＮＡ）の化学修飾
　限定されない例において、核酸分子中に化学修飾ヌクレオチドを導入することは、外部
から送達された天然ＲＮＡ分子に固有のインビボでの安定性及び生体利用度の潜在的な限
界を克服する強力なツールとなる。例えば、化学修飾核酸分子は血清中の半減期が長くな
る傾向にあるため、化学修飾核酸分子を用いることで、ある治療効果のための特定の核酸
分子の投与量を抑えることが可能となる。さらに、特定の化学修飾によって、特定の細胞
若しくは組織を標的にすること、及び／又は核酸分子の細胞取り込みを高めることにより
核酸分子の生体利用度を向上させることができる。従って、化学修飾核酸分子の活性が、
例えば全ＲＮＡ核酸分子等の天然の核酸分子と比較して低下したとしても、分子の安定性
及び／又は送達が向上したことにより、修飾核酸分子全体としての活性は天然の核酸分子
よりも高めることができる。天然の未修飾ｓｉＮＡとは異なり、化学修飾ｓｉＮＡはヒト
のインターフェロン活性を活性化する可能性を最小限に抑えることもできる。
【００９７】
　本明細書で述べるｓｉＮＡ分子については、本発明のｓｉＮＡ分子のアンチセンス領域
は、該アンチセンス領域の３’末端にヌクレオチド間ホスホロチオエート結合を有するこ
とができる。本明細書で述べるｓｉＮＡ分子のいずれの様態においても、アンチセンス領
域は、該アンチセンス領域の５’末端に約１乃至約５個のヌクレオチド間ホスホロチオエ
ート結合を具えることができる。本明細書で述べるｓｉＮＡ分子のいずれの様態において
も、本発明のｓｉＮＡ分子の３’末端ヌクレオチドオーバハングは、核酸の糖、塩基、若
しくはバックボーンが化学修飾されたリボヌクレオチド又はデオキシリボヌクレオチドを
具えることができる。本明細書で述べるｓｉＮＡ分子のいずれの様態においても、３’末
端ヌクレオチドオーバハングは、１又は２個以上のユニバーサル塩基リボヌクレオチドを
具えることができる。本明細書で述べるｓｉＮＡ分子のいずれの様態においても、３’末
端ヌクレオチドオーバハングは、１又は２個以上の非環式ヌクレオチドを具えることがで
きる。
【００９８】
　例えば、限定されない例において、本発明は、約１、２、３、４、５、６、７、８個又
は９個以上のヌクレオチド間ホスホロチオエート結合を一方のｓｉＮＡ鎖に有する化学修
飾短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）を特徴とする。さらに別の様態では、本発明は、約１、２、
３、４、５、６、７、８個又は９個以上のヌクレオチド間ホスホロチオエート結合を、独
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立して両方のｓｉＮＡ鎖に有する化学修飾短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）を特徴とする。ヌク
レオチド間ホスホロチオエート結合は、例えばセンス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方
のようにｓｉＮＡ二重鎖の一方又は両方のオリゴヌクレオチド鎖に存在することができる
。本発明のｓｉＮＡ分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方の３’末端、５’
末端、又は３’末端と５’末端の両方に、１又は２個以上のヌクレオチド間ホスホロチオ
エート結合を具えることができる。例えば、本発明の典型的なｓｉＮＡ分子は、約１乃至
約５個又は６個以上（例：約１、２、３、４、５個、又は６個以上）の連続するヌクレオ
チド間ホスホロチオエート結合を、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方の５’末端
に具えることができる。別の限定されない例では、本発明の典型的なｓｉＮＡ分子は１又
は２個以上（例：約１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０個又は１１個以上）のヌ
クレオチド間ピリミジンホスホロチオエート結合を、センス鎖、アンチセンス鎖、又はそ
の両方に有することができる。さらに別の限定されない例では、本発明の典型的なｓｉＮ
Ａ分子は１又は２個以上（例：約１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０個又１１個
以上）のヌクレオチド間プリンホスホロチオエート結合を、センス鎖、アンチセンス鎖、
又はその両方に具えることができる。
【００９９】
　ｓｉＮＡ分子は環状核酸分子から構成することができ、この場合、ｓｉＮＡの長さは約
３８乃至約７０（例：約３８、４０、４５、５０、５５、６０、６５、又は７０）ヌクレ
オチドであって、約１８乃至約２３（例：約１８、１９、２０、２１、２２、又は２３）
塩基対を有し、この場合、環状オリゴヌクレオチドは約１９塩基対及び２つのループを有
するダンベル型構造を形成する。
【０１００】
　環状ｓｉＮＡ分子は二つのループモチーフを含み、この場合、ｓｉＮＡ分子の一方又は
両方のループ部は生分解性である。例えば、本発明の環状ｓｉＮＡ分子は、ｓｉＮＡ分子
のループ部のインビボでの分解によって、約２個のヌクレオチドを含む３’末端ヌクレオ
チドオーバハング等の３’末端オーバハングを有する二本鎖ｓｉＮＡ分子を生成すること
ができるように設計される。
【０１０１】
　ｓｉＮＡ分子内に存在し、ｓｉＮＡ分子のアンチセンス鎖にあることが好ましいが、任
意にセンス鎖、及び／又はアンチセンス鎖とセンス鎖の両方にあってもよい修飾ヌクレオ
チドは、天然のリボヌクレオチドに類似の性質又は特性を有する修飾ヌクレオチドを具え
る。例えば、本発明はノーザンコンフォメーション（例：ノーザン擬回転周期（Ｎｏｒｔ
ｈｅｒｎ　ｐｓｅｕｄｏｒｏｔａｔｉｏｎ　ｃｙｃｌｅ）、例えばＳａｅｎｇｅｒ著、「
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」、Ｓｐ
ｒｉｎｇｅｒ－ Ｖｅｒｌａｇ編集、１９８４年を参照）を持つ修飾ヌクレオチドを含む
ｓｉＮＡ分子を特徴とする。従って、本発明のｓｉＮＡ分子内に存在し、本発明のｓｉＮ
Ａ分子のアンチセンス鎖にあることが好ましいが、任意にセンス鎖、及び／又はアンチセ
ンス鎖とセンス鎖の両方にあってもよい化学修飾ヌクレオチドは、ヌクレアーゼ分解に対
する耐性を有し、同時にＲＮＡｉを媒介する能力も保持する。ノーザン立体配置を持つヌ
クレオチドの限定されない例としては、架橋型核酸（ｌｏｃｋｅｄ　ｎｕｃｌｅｉｃ　ａ
ｃｉｄ；ＬＮＡ）ヌクレオチド（例：２’－Ｏ，４’－Ｃ－メチレン－（Ｄ－リボフラノ
シル）ヌクレオチド）、２’－メトキシエトキシ（ＭＯＥ）ヌクレオチド、２’－メチル
チオエチル、２’－デオキシ－２’－フルオロヌクレオチド、２’－デオキシ－２’－ク
ロロヌクレオチド、２’－アジドヌクレオチド、及び２’－Ｏ－メチルヌクレオチドが挙
げられる。
【０１０２】
　二本鎖ｓｉＮＡ分子のセンス鎖は、逆位デオキシ塩基部位（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｄｅｏ
ｘｙｂａｓｉｃ　ｍｏｉｅｔｙ）などの末端キャップ部位をセンス鎖の３’末端、５’末
端、又は３’末端と５’末端の両方に有してもよい。
【０１０３】



(38) JP 2009-514877 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

　限定されない抱合体の例としては、２００３年４月３０日に出願されたＶａｒｇｅｅｓ
ｅら、米国特許出願番号１０／４２７１６０に記載の抱合体及びリガンドが挙げられ、図
面を含むこの出願の全文は参照することで本明細書に組み入れられる。別の様態では、抱
合体は、生分解性リンカによって化学修飾ｓｉＮＡ分子と共有結合している。一つの様態
では、抱合体分子は化学修飾ｓｉＮＡ分子のセンス鎖、アンチセンス鎖のいずれか、又は
その両方の３’末端に結合している。別の様態では、抱合体分子は化学修飾ｓｉＮＡ分子
のセンス鎖、アンチセンス鎖のいずれか、又はその両方の５’末端に結合している。さら
に別の様態では、抱合体分子は、化学修飾ｓｉＮＡ分子のセンス鎖、アンチセンス鎖のい
ずれか、若しくはその両方の３’末端及び５’末端の両方、又はこれらのいずれかの組み
合わせに結合している。一つの様態では、本発明の抱合体分子は、細胞等の生体系への化
学修飾ｓｉＮＡ分子の送達を促進する分子を具える。別の様態では、化学修飾ｓｉＮＡ分
子と結合する抱合体分子は、ポリエチレングリコール、ヒト血清アルブミン、又は細胞取
り込みを媒介できる細胞受容体のリガンドである。本発明で意図する、化学修飾ｓｉＮＡ
分子と結合可能な抱合体分子の具体例は、Ｖａｒｇｅｅｓｅら、２００３年７月１０日公
開の米国特許公開公報ＵＳ２００３／０１３０１８６及び２００４年６月１０日公開の米
国特許公開公報ＵＳ２００４／０１１０２９６に記載されている。用いられる抱合体の種
類及び本発明のｓｉＮＡ分子の抱合の度合いを評価することによって、ｓｉＮＡがＲＮＡ
ｉ活性を媒介する能力を同時に保持した状態でのｓｉＮＡ構築物の薬物動態特性、生体利
用度、及び／又は安定性の向上を調べることができる。従って、当業者は、種々の抱合体
で修飾されたｓｉＮＡ構築物をスクリーニングすることにより、例えば本技術分野で一般
的に知られる動物モデルにおいて、ｓｉＮＡ抱合複合体の性質がＲＮＡｉを媒介する能力
を保持した状態で向上されたかどうかを調べることができる。
【０１０４】
　ｓｉＮＡはさらに、ｓｉＮＡのセンス領域とｓｉＮＡのアンチセンス領域を連結する、
ヌクレオチドリンカ、非ヌクレオチドリンカ、又はヌクレオチド／非ヌクレオチド混在リ
ンカを具えることができる。一つの様態では、ヌクレオチドリンカの長さは＞２ヌクレオ
チドであり、例えば３、４、５、６、７、８、９、又は１０ヌクレオチドであってよい。
別の様態では、ヌクレオチドリンカは核酸アプタマであってよい。本明細書で用いる「ア
プタマ」又は「核酸アプタマ」とは、標的分子に特異的に結合する核酸分子を意味し、こ
の場合、核酸分子は、自然環境下で標的分子によって認識される配列を含む配列を具える
。代替的に、アプタマは、標的分子が核酸と自然には結合しない場合に標的分子と結合す
る核酸分子であってよい。標的分子は対象であるいかなる分子であってもよい。例えば、
アプタマを用いてタンパク質のリガンド結合性ドメインと結合させ、それによって天然の
リガンドとタンパク質との相互作用を防ぐことができる。これは限定されない例であり、
当業者であれば、本技術分野で一般的に知られる技術を用いて他の様態を容易に作り出せ
ることが認識されるであろう（例えば、Ｇｏｌｄら，Ａｎｎｕ．　Ｒｅｖ．　Ｂｉｏｃｈ
ｅｍ．　６４：　７６３，　１９９５；　Ｂｒｏｄｙ及びＧｏｌｄ，Ｊ．　Ｂｉｏｔｅｃ
ｈｎｏｌ．　７４：　５，　２０００；　Ｓｕｎ，Ｃｕｒｒ．　Ｏｐｉｎ．　Ｍｏｌ．　
Ｔｈｅｒ．　２：　１００，　２０００；　Ｋｕｓｓｅｒ，Ｊ.　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ
．　７４：　２７，　２０００；　Ｈｅｒｍａｎｎ及びＰａｔｅｌ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２
８７：　８２０，　２０００；　及びＪａｙａｓｅｎａ，Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ　４５：　１６２８，　１９９９、を参照）。
【０１０５】
　非ヌクレオチドリンカは、脱塩基ヌクレオチド、ポリエーテル、ポリアミン、ポリアミ
ド、ペプチド、炭水化物、脂質、ポリ炭化水素、又はその他のポリマ化合物（例：２乃至
１００個のエチレングリコール単位を有するポリエチレングリコール等）から構成されて
いてよい。具体例としては、Ｓｅｅｌａ及びＫａｉｓｅｒ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．　１８：　６３５３，　１９９０、及びＮｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ
．　１５：　３１１３，　１９８７；　Ｃｌｏａｄ及びＳｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．　Ａｍ
．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３：　６３２４，　１９９１；　Ｒｉｃｈａｒｄｓｏｎ



(39) JP 2009-514877 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

及びＳｃｈｅｐａｒｔｚ，Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３：　５１０９，
　１９９１；　Ｍａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２１：　２５８５，　
１９９３、及びＢｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　３２：　１７５１，　１９９３；　Ｄｕｒ
ａｎｄら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　１８：　６３５３，　１９９０；　
ＭｃＣｕｒｄｙら，Ｎｕｃｌｅｏｓｉｄｅｓ＆Ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，　１０：　２８
７，　１９９１；　Ｊｓｃｈｋｅら，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．　３４：　３
０１，　１９９３；　Ｏｎｏら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　３０：　９９１４，　１
９９１；　Ａｒｎｏｌｄら、国際公開公報ＷＯ８９／０２４３９、Ｕｓｍａｎら、国際公
開公報ＷＯ９５／０６７３１、Ｄｕｄｙｃｚら、国際公開公報ＷＯ９５／１１９１０、並
びにＦｅｒｅｎｔｚ及びＶｅｒｄｉｎｅ，Ｊ．　Ａｍ．　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１１３
：　４０００，　１９９１、に記載のものが挙げられる。「非ヌクレオチドリンカ」はさ
らに、糖及び／又はリン酸エステル置換基を含む１又は２個以上のヌクレオチド単位の代
わりに核酸鎖に取り込まれることができ、残った塩基に酵素活性を示させる基又は化合物
を意味する。この基又は化合物は、例えば糖のＣ１の位置にアデノシン、グアニン、シト
シン、ウラシル、又はチミン等の一般的に認知されたヌクレオチド塩基を含まない点にお
いて、脱塩基型となり得る。
【０１０６】
ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体を具える組成物の投与
　本開示の送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体を用いて、本明細書で述べる若しくは
本技術分野で知られる疾患又は状態を治療することができる。特定の疾患又は状態を治療
するために、本発明の送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体を、個別に若しくは一つ以
上の化合物と組み合わせて、治療に適した条件下で患者に投与するか又は当業者にとって
明らかな他の適切な細胞へ投与するかができる。
【０１０７】
　例えば、本明細書で述べる送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体は、他の公知の治療
法及び／又は治療薬と組み合わせて用いることにより、広範囲にわたる種々の状態、特に
ウィルス感染を治療することができる。本発明の送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体
と容易に組み合わせることのできる他の治療薬の限定されない例としては、例えば、酵素
核酸分子、アロステリック核酸分子、アンチセンス、デコイ、又はアプタマ核酸分子、モ
ノクローナル抗体等の抗体、低分子、並びに金属、塩、及びイオンを含む他の有機及び／
又は無機化合物が挙げられる。
【０１０８】
　従って、本開示は、１又は２種類以上の送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体を、安
定剤やバッファ等の許容される担体中に含む組成物について述べる。送達促進ポリペプチ
ド／ｓｉＮＡ抱合体は、治療に適した組成物を形成する安定剤やバッファ等を含んだ又は
含まない状態で、いかなる標準的な方法によって患者に投与してもよい。リポソーム送達
メカニズムの使用を所望する場合は、リポソームを形成する標準的なプロトコルに従うこ
とができる。本発明の組成物は、経口投与のために錠剤、カプセル、若しくはエリキシー
ル剤として、直腸内投与のために坐薬として、及び注射投与のために無菌溶液若しくは懸
濁液として、本技術分野で公知の他の化合物を含んで、又は含まないで製剤し、使用する
こともできる。送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体製剤は、例えば塩酸、臭素酸、酢
酸、及びベンゼンスルホン酸の塩といった酸付加塩等の上述の化合物の塩を含む。
【０１０９】
　医薬組成物又は製剤とは、例えば全身投与等、細胞又はヒト等の患者に対する投与に適
した形の組成物又は製剤のことである。適切な形は、用途、又は例えば経口、経皮、若し
くは注射等の進入経路に一部依存する。そのような形は、組成物又は製剤が標的細胞（す
なわち、負に帯電した核酸を送達させたい細胞）へ到達することを妨げてはならない。例
えば、血流中に注入される医薬組成物は溶解性であるべきである。他の要因は本技術分野
で公知であり、毒性及び組成物又は製剤がその効果を発揮することを妨げる形等の考慮が
含まれる。
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【０１１０】
　個々のレポータ遺伝子発現構築物は、１又は２種類以上の送達促進ポリペプチド／ｓｉ
ＮＡ抱合体と共トランスフェクトすることができる。特定の送達促進ポリペプチド／ｓｉ
ＮＡ抱合体が、意図する各遺伝子変異体の発現レベルを低下させる能力は、修飾ｓｉＮＡ
をトランスフェクトした細胞としない細胞のレポータ遺伝子活性を測定して比較すること
によって測定することができる。
【０１１１】
　核酸分子を送達する方法は、例えばＡｋｈｔａｒら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏ
．　２：　１３９，　１９９２；　Ａｋｈｔａｒ編、「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｔｒａｔｅ
ｇｉｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａ
ｐｅｕｔｉｃｓ」、１９９５年；　Ｍａｕｒｅｒら，Ｍｏｌ．　Ｍｅｍｂｒ．　Ｂｉｏｌ
．　１６：　１２９－１４０，　１９９９；　Ｈｏｆｌａｎｄ及びＨｕａｎｇ，Ｈａｎｄ
ｂｏｏｋ　Ｅｘｐ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　１３７：　１６５－１９２，　１９９９；
　及びＬｅｅら，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ．　Ｓｅｒ．　７５２：　１８４－１９２，　２００
０、に記載されている。Ｓｕｌｌｉｖａｎら、国際公開公報ＷＯ９４／０２５９５には、
酵素核酸分子の送達の一般的方法がさらに記載されている。これらのプロトコルは、実質
的にいかなる核酸分子の送達に対しても利用することができる。
【０１１２】
　本明細書で述べる「全身投与」という用語は、インビボでの血流中の薬物の全身吸収又
は全身蓄積、及びそれに続く全身への分配を含むことを意図したものである。全身吸収を
もたらす投与経路としては、静脈内、皮下、腹腔内、吸入、経口、肺内、及び筋肉内が挙
げられるがこれらに限定されない。これらの各投与経路により、例えば核酸等の所望の負
に帯電したポリマが、到達可能な患部組織へ曝露される。薬物の循環中への進入速度は、
分子量又はサイズに依存することが示されている。
【０１１３】
　核酸分子は、当業者に公知の様々な方法によって細胞へ投与することができ、その方法
にはリポソーム内への封入、イオントフォレーシス、又はハイドロゲル、シクロデキスト
リン、生分解性ナノカプセル、及び生体接着性マイクロスフェア等の他の媒体への取り込
み、又はタンパク質性ベクタによる取り込み（Ｏ’Ｈａｒｅ及びＮｏｒｍａｎｄ、国際公
開公報ＷＯ００／５３７２２参照）が含まれるがこれらに限定されない。代替的に、核酸
／媒体の組み合わせを、直接注射又は輸液ポンプの使用によって局所的に送達することも
できる。本発明の核酸分子の直接注射は、皮下注射、筋肉内注射、若しくは皮内注射を問
わず、標準的な針とシリンジによる方法、又は、Ｃｏｎｒｙら，Ｃｌｉｎ．　Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｒｅｓ．　５：　２３３０－２３３７，　１９９９、及びＢａｒｒｙら、国際公開公
報ＷＯ９９／３１２６２に記載のような無針技術を用いて行うことができる。
【０１１４】
　本明細書で開示する送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体は、医薬品として用いるこ
とができる。医薬品は、患者の疾患状態の発生を予防若しくは調節し、又はそれを治療（
症状を、好ましくはすべての症状を、ある程度軽減）する。
【０１１５】
　本明細書で用いる「薬理学的に許容される製剤」とは、本発明の核酸分子をその所望す
る活性にとって最適な体内の場所へ効果的に送達させる組成物又は製剤を含むことを意図
したものである。本発明の核酸分子と製剤するのに適した剤の限定されない例としては、
ＣＮＳへの薬物の進入を促進可能なＰ－糖タンパク質阻害剤（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｐ８５
等）（Ｊｏｌｌｉｅｔ－Ｒｉａｎｔ及びＴｉｌｌｅｍｅｎｔ，Ｆｕｎｄａｍ．　Ｃｌｉｎ
．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　１３：　１６－２６，　１９９９）、脳内移植後の持続的放
出送達のためのＤＬ－ラクチド－グリコリド共重合ポリママイクロスフェア（Ｅｍｅｒｉ
ｃｈら，Ｃｅｌｌ　Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ　８：　４７－５８，　１９９９）（Ａｌｋｅ
ｒｍｅｓ，　Ｉｎｃ．社、マサチューセッツ州、ケンブリッジ）等の生分解性ポリマ、及
び血液脳関門を通して薬物を送達可能で神経細胞の取り込みメカニズムを変性可能なポリ
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ブチルシアノアクリレートから作られたもの（Ｐｒｏｇ　Ｎｅｕｒｏｐｓｙｃｈｏｐｈａ
ｒｍａｃｏｌ　Ｂｉｏｌ　Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ　２３：　９４１－９４９，　１９９９
）等の充填されたナノ粒子が含まれる。
【０１１６】
　本発明の化合物を含むリポソーム又はその他の薬物担体を使用することにより、例えば
網状内皮系（ＲＥＳ）の組織等特定の種類の組織内で薬物を局在化することが潜在的に可
能である。薬物とリンパ球やマクロファージ等の細胞の表面との会合を促進することがで
きるリポソーム製剤も有用である。この方法によると、マクロファージ及びリンパ球によ
るガン細胞等の異常細胞に対する免疫認識特異性を利用して、標的細胞への薬物の送達を
促進することができる。
【０１１７】
　本発明の核酸分子を送達する方法の他の限定されない例としては、Ｂｏａｄｏら，Ｊ．
　Ｐｈａｒｍ．　Ｓｃｉ．　８７：　１３０８－１３１５，　１９９８；　Ｔｙｌｅｒら
，　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．　４２１：　２８０－２８４，　１９９９；　Ｐａｒｄｒｉｄ
ｇｅら，ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９２：　５５９２－５５９６，　１９９５；　Ｂｏａｄｏ，
Ａｄｖ．　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖ．　１５：　７３－１０７，　１９９５
；　Ａｌｄｒｉａｎ－Ｈｅｒｒａｄａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２６
：　４９１０－４９１６，　１９９８；及びＴｙｌｅｒら，ＰＮＡＳ　ＵＳＡ．　９６：
　７０５３－７０５８，　１９９９、に記載の内容が挙げられる。
【０１１８】
　本開示はさらに、ポリ（エチレングリコール）脂質を含む表面改質リポソーム（ＰＥＧ
改質、又は長期循環リポソーム若しくはステルスリポソーム（ｓｔｅａｌｔｈ　ｌｉｐｏ
ｓｏｍｅ））を含有する組成物の使用も特徴とする。これらの製剤は、標的組織内での薬
物の蓄積を増加させる方法を提供する。この種の薬物担体は、単核食細胞系（ＭＰＳ又は
ＲＥＳ）によるオプソニン化及び排出に対する耐性を有し、そのため血液内の循環時間が
長くなり、封入された薬物の組織への曝露が促進される。Ｌａｓｉｃら，Ｃｈｅｍ．　Ｒ
ｅｖ．　９５：　２６０１－２６２７，　１９９５；　Ｉｓｈｉｗａｔａら，Ｃｈｅｍ．
　Ｐｈａｒｍ．　Ｂｕｌｌ．　４３：　１００５－１０１１，　１９９５。このようなリ
ポソームは、恐らくは新血管新生された標的組織内での血管外遊走及び捕獲により、腫瘍
内で選択的に蓄積されることが分かっている。Ｌａｓｉｃら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６７：
　１２７５－１２７６，　１９９５；　Ｏｋｕら，Ｂｉｏｃｈｉｍ．　Ｂｉｏｐｈｙｓ．
　Ａｃｔａ　１２３８：　８６－９０，　１９９５。長期循環リポソームは、特にＭＰＳ
の組織内に蓄積されることが知られている従来のカチオン性リポソームと比較して、ＤＮ
Ａ及びＲＮＡの薬物動態及び薬効を高める。Ｌｉｕら，Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　
４２：　２４８６４－２４８７０，　１９９５；　Ｃｈｏｉら、国際公開公報ＷＯ９６／
１０３９１；　Ａｎｓｅｌｌら、国際公開公報ＷＯ９６／１０３９０；　Ｈｏｌｌａｎｄ
ら、国際公開公報ＷＯ９６／１０３９２。長期循環リポソームは、肝臓や膵臓等の代謝が
活発なＭＰＳ組織内への蓄積を避けることができることから、カチオン性リポソームより
も強く薬物をヌクレアーゼ分解から保護する傾向もある。
【０１１９】
　本開示はさらに、薬理学的に許容される担体又は希釈剤中に薬理学的に効果的な量の所
望の化合物を含む、保存又は投与のために調製された組成物を含む。治療用途に許容可能
な担体又は希釈剤は薬理分野で周知であり、例えば、Ａ．Ｒ．　Ｇｅｎｎａｒｏ編集、「
Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ‘ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」、Ｍａｃ
ｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．社、１９８５年、に記載されている。例えば、保存剤
、安定剤、染料、及び香味料を挙げることができる。これらには、安息香酸ナトリウム、
ソルビン酸、及びｐ－ヒドロキシ安息香酸のエステルが含まれる。さらに、抗酸化剤及び
懸濁剤を用いることもできる。
【０１２０】
　薬理学的に効果的な投与量は、疾患状態を予防し、その発生を抑制し、又はそれを治療
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する（症状を、好ましくはすべての症状を、ある程度軽減する）のに必要な投与量である
。薬理学的に効果的な投与量は、疾患の種類、用いた組成物、投与経路、治療される哺乳
類の種類、想定する特定の哺乳類の身体的特性、同時に行われている薬物療法、及び医療
分野の当業者が認識するその他の要因に依存する。一般的に、負に帯電したポリマの効力
に応じて、一日あたり、体重に対して０．１ｍｇ／ｋｇ乃至１００ｍｇ／ｋｇの量の活性
成分が投与される。
【０１２１】
　本開示はさらに、薬理学的に許容される担体又は希釈剤中に薬理学的に効果的な量の所
望の化合物を含む、保存又は投与のために調製された組成物を含む。核酸分子の送達のた
めの補助的な又は補完的な方法は、例えばＡｋｈｔａｒら，Ｔｒｅｎｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂ
ｉｏ．　２：　１３９，　１９９２；　Ａｋｈｔａｒ編集、「Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｔｒ
ａｔｅｇｉｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｔｈ
ｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ」、１９９５年；　Ｍａｕｒｅｒら，Ｍｏｌ．　Ｍｅｍｂｒ．　Ｂ
ｉｏｌ．　１６：　１２９－１４０，　１９９９；　Ｈｏｆｌａｎｄ及びＨｕａｎｇ，Ｈ
ａｎｄｂ．　Ｅｘｐ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　１３７：　１６５－１９２，　１９９９
；及びＬｅｅら，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ．　Ｓｅｒ．　７５２：　１８４－１９２，　２００
０、に記載されている。Ｓｕｌｌｉｖａｎら、国際公開公報ＷＯ９４／０２５９５には、
酵素核酸分子の送達の一般的方法がさらに記載されている。これらのプロトコルは、本発
明の範囲内で意図される実質的にいかなる核酸分子の補助的な又は補完的な送達に対して
も利用することができる。
【０１２２】
　核酸分子及びポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、当業者に公知の様々な方法に
よって細胞へ投与することができ、その方法にはｓｉＮＡ及びポリヌクレオチド送達促進
ポリペプチドのみを含む製剤、又は薬理学的に許容される担体、希釈剤、賦形剤、アジュ
バント、乳化剤、バッファ、安定剤、保存剤等の１若しくは２種類以上の追加成分をさら
に含む製剤の範囲内での投与が含まれるが、これらに限定されない。ある様態において、
ｓｉＮＡ及び／又はポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドは、リポソーム内に封入され
たり、イオントフォレーシスで投与されたり、又はハイドロゲル、シクロデキストリン、
生分解性ナノカプセル、生体接着性マイクロスフェア、若しくはタンパク質性ベクタ等の
他の媒体へ取り込まれたりすることができる（Ｏ’Ｈａｒｅ及びＮｏｒｍａｎｄ、国際公
開公報ＷＯ００／５３７２２参照）。代替的に、核酸／ペプチド／媒体の組み合わせを、
直接注射又は輸液ポンプの使用によって局所的に送達することもできる。本発明の核酸分
子の直接注射は、皮下注射、筋肉内注射、若しくは皮内注射を問わず、標準的な針とシリ
ンジによる方法、又は、Ｃｏｎｒｙら，Ｃｌｉｎ．　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ．　５：　２
３３０－２３３７，　１９９９、及びＢａｒｒｙら、国際公開公報ＷＯ９９／３１２６２
に記載されるような無針技術を用いて行うことができる。
【０１２３】
　本発明の組成物は、実質的に医薬品として使用することができる。医薬品は、患者の疾
患状態若しくはその他の有害な状態の発生又は重症度化を予防若しくは調節し、又はこれ
らを治療（１若しくは２種類以上の症状を、検出若しくは測定可能な程度で軽減）する。
【０１２４】
　従って、追加的様態の範囲内において、本発明は、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプ
チドペプチドと組み合わされた、複合体化した、若しくは抱合した形であって、任意に希
釈剤、安定剤、バッファ等の薬理学的に許容される担体と共に製剤されていてよい通常は
１若しくは２種類以上のｓｉＮＡである、１若しくは２種類以上のポリ核酸の存在又は投
与を特徴とする医薬組成物及び方法を提供する。
【０１２５】
　本発明は、対象の特定の疾患状態又はその他の有害な状態と関連する遺伝子の発現を調
節する短鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）分子を提供することにより、更なる課題及び利点を満足
するものである。通常ｓｉＮＡは、対象の疾患状態又は有害な状態と関連する原因因子又
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は寄与因子として、高レベルに発現された遺伝子を標的とすることになる。この点で、ｓ
ｉＮＡは、１又は２種類以上の関連する疾患症状の再発が予防される、又はその重症度が
軽減若しくは減少するレベルまで遺伝子の発現を効果的に下方制御するであろう。代替的
に、疾患又は他の有害な状態の結果又は続きとして標的遺伝子の発現が必ずしも高まらな
い様々な個別の疾患モデルに対しても、それでも標的遺伝子の下方制御は遺伝子の発現を
低下させる（すなわち、標的遺伝子の選択されたｍＲＮＡ及び／又はタンパク質産物のレ
ベルを下げる）ことによって治療効果を示すであろう。代替的に、本発明のｓｉＮＡは、
一つの遺伝子の発現の低下を目的とすることによって、その標的遺伝子の産物又は活性に
よって発現が負の制御を受ける「下流」の遺伝子の上方制御を行うことができる。
【０１２６】
　典型的な様態の範囲内において、本発明の組成物及び方法は、腫瘍壊死因子－α（ＴＮ
Ｆ－α）の発現を制御して関節リウマチ（ＲＡ）の症状を治療又は予防するための治療用
ツールとして有用である。この点で、本発明はさらに、低分子核酸を用いたＲＮＡ干渉（
ＲＮＡｉ）によるＴＮＦ－αの発現及び活性の調節に有用な化合物、組成物、及び方法を
提供する。より詳細な様態では、本発明は、哺乳類の対象中でＲＡの症状を予防若しくは
低減するためのＴＮＦ－α及び／又はＴＮＦ－α遺伝子の発現を調節するのに有効な、短
鎖干渉核酸（ｓｉＮＡ）、短鎖干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、二本鎖ＲＮＡ（ｄｓＲＮＡ）
、マイクロＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、及び短鎖ヘアピンＲＮＡ（ｓｈＲＮＡ）分子等の低分子
核酸、並びに関連する方法を提供する。これらの及び関連する治療用組成物並びに治療方
法の範囲内において、化学修飾ｓｉＮＡの使用により、例えばインビボでのヌクレアーゼ
分解に対する耐性が高まる、及び／又は細胞取り込みが改善する等によって、天然ｓｉＮ
Ａ分子の性質と比較して修飾ｓｉＮＡの性質が向上することが多い。本発明の開示により
容易に判断できるように、複数の化学修飾部位を持つ有用なｓｉＮＡはそのＲＮＡｉ活性
を保持するであろう。本発明のｓｉＮＡ分子は、従って、種々の治療、診断、標的の確認
、ゲノムの発見、遺伝子工学、及び薬理ゲノミクスへの応用に有用な試薬並びに方法を提
供する。
【０１２７】
　本発明のｓｉＮＡは、例えば経皮投与又は局所注射（例：乾癬治療のための乾癬性プラ
ーク患部における局所注射、又は乾癬性関節炎若しくはＲＡを患う患者の関節への局所注
射）等、いかなる形でも投与することができる。より詳細な様態では、本発明は、ＴＮＦ
-αのｍＲＮＡを標的とし、効果的にＴＮＦ-αのＲＮＡを下方制御することでＴＮＦ-α
と関連する１若しくは２種類以上の炎症状態を低減又は予防するｓｉＮＡを治療効果量投
与するための製剤及び方法を提供する。選択された疾患状態と関連する原因因子又は寄与
因子として発現が異常に増加することが知られている大多数の遺伝子のいずれをも含む、
対象動物の選択された疾患状態に関連する１又は２種類以上の異なる遺伝子の発現を標的
とする類似の方法及び組成物が提供される。
【０１２８】
　本発明のｓｉＮＡ／ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド混合物は、例えばＲＡ又は
乾癬等の炎症疾患に有効な治療薬等、疾患状態を標的とするその他の標準的な治療と組み
合わせて投与することができる。この点で、組み合わせとして有用で効果的な薬剤の例と
しては、非ステロイド系抗炎症薬（ＮＳＡＩＤ）、メトトレキサート、金化合物、Ｄ－ペ
ニシラミン、抗マラリア薬、スルファサラジン、グルココルチコイド、並びにインフリキ
シマブ及びエントラセプト（ｅｎｔｒａｃｅｐｔ）等その他のＴＮＦ-α中和剤が挙げら
れる。
【０１２９】
　本発明の負に帯電したポリヌクレオチド（例：ＲＮＡ又はＤＮＡ）は、医薬組成物を形
成する安定剤やバッファ等を含んだ又は含まない状態で、いかなる標準的な方法によって
も患者に投与することができる。リポソームによる送達メカニズムの使用を所望する場合
は、リポソームを形成する標準的なプロトコルに従うことができる。本発明の組成物は、
経口投与のために錠剤、カプセル、又はエリキシール剤として、直腸内投与のために坐薬
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として、注射投与のために無菌溶液又は懸濁液として、及び本技術分野で公知のその他の
組成物として製剤し、使用することもできる。
【０１３０】
　本発明はさらに、本明細書で述べる組成物の薬理学的に許容される製剤も含む。このよ
うな製剤は、例えば塩酸、臭素酸、酢酸、及びベンゼンスルホン酸の塩といった酸付加塩
等の上述の化合物の塩を含む。
【０１３１】
　薬理組成物又は製剤とは、例えば全身投与等、細胞又は例えばヒト等を含む患者に対す
る投与に適した形の組成物又は製剤のことである。適切な形は、用途、又は例えば経口、
経皮、若しくは注射等の進入経路に一部依存する。そのような形は、組成物又は製剤が標
的細胞（すなわち、負に帯電した核酸を送達させたい細胞）へ到達することを妨げてはな
らない。例えば、血流中に注入される薬理組成物は溶解性であるべきである。他の要因は
本技術分野で公知であり、毒性等の考慮が含まれる。
【０１３２】
　「全身投与」とは、インビボでの血流中の薬物の全身吸収又は全身蓄積、及びそれに続
く全身への分配を意味する。全身吸収をもたらす投与経路としては、静脈内、皮下、腹腔
内、吸入、経口、肺内、及び筋肉内が挙げられるがこれらに限定されない。これらの各投
与経路により、例えば核酸等の所望の負に帯電したポリマが、到達可能な患部組織へ曝露
される。薬物の循環中への進入速度は、分子量又はサイズに依存することが示されている
。本発明の化合物を含むリポソーム又はその他の薬物担体を使用することにより、例えば
網状内皮系（ＲＥＳ）の組織等特定の種類の組織内で薬物を局在化することが潜在的に可
能である。薬物とリンパ球やマクロファージ等の細胞の表面との会合を促進することがで
きるリポソーム製剤も有用である。この方法によると、マクロファージ及びリンパ球によ
るガン細胞等の異常細胞に対する免疫認識特異性を利用して、標的細胞への薬物の送達を
促進することができる。
【０１３３】
　「薬理学的に許容される製剤」とは、本発明の核酸分子をその所望する活性にとって最
適な体内の場所へ効果的に送達させる組成物又は製剤を意味する。本発明の核酸分子と製
剤するのに適した薬剤の限定されない例としては、ＣＮＳへの薬物の進入を促進可能なＰ
－糖タンパク質阻害剤（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｐ８５等）（Ｊｏｌｌｉｅｔ－Ｒｉａｎｔ及
びＴｉｌｌｅｍｅｎｔ，Ｆｕｎｄａｍ．　Ｃｌｉｎ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　１３：　
１６－２６，　１９９９）、脳内移植後の持続的放出送達のためのＤＬ－ラクチド－グリ
コリド共重合ポリマのマイクロスフェア（Ｅｍｅｒｉｃｈ，Ｄ．Ｆ．ら，Ｃｅｌｌ　Ｔｒ
ａｎｓｐｌａｎｔ　８：　４７－５８，　１９９９）（Ａｌｋｅｒｍｅｓ，　Ｉｎｃ．社
、マサチューセッツ州、ケンブリッジ）等の生分解性ポリマ、及び血液脳関門を通して薬
物を送達可能で神経細胞の取り込みメカニズムを変性可能なポリブチルシアノアクリレー
トから作られたもの（Ｐｒｏｇ．　Ｎｅｕｒｏｐｓｙｃｈｏｐｈａｒｍａｃｏｌ　Ｂｉｏ
ｌ．　Ｐｓｙｃｈｉａｔｒｙ　２３：　９４１－９４９，　１９９９）等の充填されたナ
ノ粒子が含まれる。本発明の核酸分子を送達する方法の他の限定されない例としては、Ｂ
ｏａｄｏら，Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｓｃｉ．　８７：　１３０８－１３１５，　１９９８
；　Ｔｙｌｅｒら，　ＦＥＢＳ　Ｌｅｔｔ．　４２１：　２８０－２８４，　１９９９；
　Ｐａｒｄｒｉｄｇｅら，ＰＮＡＳ　ＵＳＡ　９２：　５５９２－５５９６，　１９９５
；　Ｂｏａｄｏ，Ａｄｖ．　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖ．　１５：　７３－１
０７，　１９９５；　Ａｌｄｒｉａｎ－Ｈｅｒｒａｄａら，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ
　Ｒｅｓ．　２６：　４９１０－４９１６，　１９９８；及びＴｙｌｅｒら，ＰＮＡＳ　
ＵＳＡ．　９６：　７０５３－７０５８，　１９９９、に記載される材料が挙げられる。
【０１３４】
　本開示はさらに、薬理学的に許容される担体又は希釈剤中に薬理学的に効果的な量の所
望の化合物を含む、保存又は投与のために調製された組成物を含む。治療用途に許容可能
な担体又は希釈剤は薬理分野で公知であり、例えば、Ａ．Ｒ．　Ｇｅｎｎａｒｏ編集、「
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Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ‘ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」、Ｍａｃ
ｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．社、１９８５年、に記載されており、これは参照する
ことで本明細書に組み入れられる。例えば、保存剤、安定剤、染料、及び香味料を挙げる
ことができる。これらには、安息香酸ナトリウム、ソルビン酸、及びｐ－ヒドロキシ安息
香酸のエステルが含まれる。さらに、抗酸化剤及び懸濁剤を用いることもできる。
【０１３５】
　薬理学的に効果的な投与量は、疾患状態を予防し、その発生を抑制し、又はそれを治療
する（症状を、好ましくはすべての症状を、ある程度軽減する）のに必要な投与量である
。薬理学的に効果的な投与量は、疾患の種類、用いた組成物、投与経路、治療される哺乳
類の種類、想定する特定の哺乳類の身体的特性、同時に行われている薬物療法、及び医療
分野の当業者が認識するその他の要因に依存する。一般的に、負に帯電したポリマの効力
に応じて、一日あたり、体重に対して０．１ｍｇ／ｋｇ乃至１００ｍｇ／ｋｇの量の活性
成分が投与される。
【０１３６】
　本開示の送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体及びその製剤は、従来の無害な薬理学
的に許容可能な担体、アジュバント、及び／又は媒体を含む投与単位の製剤で、経口的に
、局所的に、非経口的に、呼吸若しくはスプレーにより、又は経直腸的に投与することが
できる。本明細書で用いる非経口的とは、経皮、皮下、血管（例：静脈）内、筋肉内、若
しくはくも膜下腔内注射、又は注入技術等を含む。さらに、本発明の核酸分子及び薬理学
的に許容される担体を含む医薬組成物も提供される。１若しくは２種類以上の本発明の核
酸分子は、１若しくは２種類以上無害の薬理学的に許容される担体及び／又は希釈剤及び
／又はアジュバント、並びに必要に応じてその他の活性成分と共存することができる。本
発明の核酸分子を含む医薬組成物は、例えば錠剤、トローチ、ロゼンジ、水性若しくは油
性懸濁液、分散性粉末若しくは顆粒、エマルジョン、硬カプセル若しくは軟カプセル、又
はシロップ若しくはエリキシール剤等の経口投与に適した形とすることができる。
【０１３７】
　経口投与を意図した組成物は、医薬組成物製造の技術分野で公知のいかなる方法によっ
ても調製することができ、そのような組成物は、１若しくは２種類以上の甘味料、香味料
、着色料、又は保存料を含有することで薬理学的に上品で飲みやすい製剤を提供すること
ができる。錠剤は、錠剤の製造に適した無害で薬理学的に許容される賦形剤との混合物の
形で活性物質を含む。このような賦形剤は、例えば炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、ラ
クトース、リン酸カルシウム、又はリン酸ナトリウム等の不活性希釈剤、例えばコーンス
ターチ又はアルギン酸等の造粒剤及び崩壊剤、例えばデンプン、ゼラチン、又はアカシア
等の結合剤、並びに例えばステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、又はタルク等の潤
滑剤であってよい。錠剤は被覆されていなくても、公知の技術によって被覆されていても
よい。公知の技術によってそのような被覆を施し、胃腸管内での崩壊と吸収を遅延させる
ことでより長い期間にわたって活性を持続させる場合もある。例えばモノステアリン酸グ
リセリン又はジステアリン酸グリセリン等の遅延剤を用いることができる。
【０１３８】
　経口投与のための製剤は、硬ゼラチンカプセルとして提供することもでき、この場合活
性成分は、例えば炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、若しくはカオリン等の不活性固体
希釈剤と混合され、又は軟ゼラチンカプセルとして提供することもでき、この場合活性成
分は、水又は例えばピーナッツ油、液体パラフィン、若しくはオリーブ油等の油性媒体と
混合される。
【０１３９】
　水性懸濁液は、水性懸濁液を製造するのに適した賦形剤との混合物として活性物質を含
有する。そのような賦形剤としては、例えばカルボキシメチルセルロースのナトリウム塩
、メチルセルロース、ヒドロプロピル－メチルセルロース、アルギン酸ナトリウム、ポリ
ビニルピロリドン、トラガントガム、及びアカシアガム等の懸濁剤であり、分散剤又は湿
潤剤は例えばレシチン等の天然のホスファチド、例えばポリオキシエチレンステアレート
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等のアルキレンオキシドと脂肪酸との縮合生成物、例えばヘプタデカエチレンオキシセタ
ノール等のエチレンオキシドと長鎖脂肪族アルコールとの縮合生成物、ポリオキシエチレ
ンソルビトールモノオレエート等のエチレンオキシドと脂肪酸及びヘキシトールから誘導
される部分エステルとの縮合生成物、又は例えばポリエチレンソルビタンモノオレエート
等のエチレンオキシドと脂肪酸及び無水ヘキシトールから誘導される部分エステルとの縮
合生成物であってよい。水性懸濁液は、例えばｐ－ヒドロキシ安息香酸のエチル若しくは
ｎ－プロピルエステル等の１又は２種類以上の保存剤、１又は２種類以上の着色剤、１又
は２種類以上の香味料、及びスクロース若しくはサッカリン等の１又は２種類以上の甘味
料をさらに含んでよい。
【０１４０】
　油性懸濁液は、例えば落花生油、オリーブ油、ゴマ油、若しくはココナッツ油等の植物
性油、又は液状パラフィン等の鉱油中に活性成分を懸濁させることで調製することができ
る。油性懸濁液は、例えば蜜蝋、固形パラフィン、又はセチルアルコール等の増粘剤を含
んでもよい。飲みやすい経口製剤を提供するために甘味料及び香味料を加えてもよい。こ
のような組成物は、アスコルビン酸等の抗酸化剤を加えることで保存することができる。
【０１４１】
　水の添加によって水性懸濁液を調製するのに適した分散性粉末及び顆粒により、活性成
分は、分散剤又は湿潤剤と、懸濁剤と、１又は２種類以上の保存料との混合物として提供
される。適切な分散剤若しくは湿潤剤又は懸濁剤の例としては上述のものが挙げられる。
例えば甘味料、香味料、及び着色料等の追加的な賦形剤も存在してよい。
【０１４２】
　本発明の医薬組成物は、水中油型エマルジョンの形をとることもできる。油相は、植物
油、鉱油、又はこれらの混合物であってよい。適切な乳化剤としては、例えばアカシアガ
ム又はトラガントガム等の天然ガム、例えば大豆、レシチン等の天然ホスファチド、並び
に、例えばソルビタンモノオレエート等の脂肪酸と無水ヘキシトールとから誘導されるエ
ステル又は部分エステル、及び例えばポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート等の
前述の部分エステルとエチレンオキシドとの縮合生成物であってよい。また、エマルジョ
ンは甘味料及び香味料を含んでいてもよい。
【０１４３】
　シロップ及びエリキシール剤は、グリセロール、プロピレングリコール、ソルビトール
、グルコース、又はスクロース等の甘味料を用いて製剤することができる。そのような製
剤は、さらに粘滑剤、保存料、香味料、及び着色料を含むことができる。医薬組成物は、
無菌注射用水性又は油性懸濁液の形をとることができる。この懸濁液は、上述の適切な分
散剤又は湿潤剤、及び懸濁剤を用いて既知の技術に従って調製することができる。無菌注
射用製剤は、例えば１，３－ブタノール溶液等非経口的に許容される無害な希釈剤若しく
は溶媒中の無菌注射用溶液又は懸濁液であってもよい。使用することができる許容可能な
媒体及び溶媒としては、水、リンゲル液、及び等張性の塩化ナトリウム溶液が挙げられる
。さらに、無菌固定油は、溶媒又は懸濁媒体として従来から使用されている。上記目的の
ためには、合成モノグリセリド又はジグリセリドを含むいかなる無刺激の固定油も使用す
ることができる。さらに、オレイン酸等の脂肪酸も注射液の調製に有用である。
【０１４４】
　本開示で述べる送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体は、例えば薬物の直腸内投与等
のために坐薬の形で投与することもできる。このような組成物は、薬物を、常温で固体だ
が直腸内温度では液体となるため直腸内で融解して薬物を放出する適切な非刺激性賦形剤
と混合することによって調製することができる。そのような物質としては、ココアバター
及びポリエチレングリコールが挙げられる。
【０１４５】
　本開示で述べる送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体は、無菌媒体中で、非経口的に
投与することができる。用いる媒体及び濃度によるが、薬物は媒体中に懸濁又は溶解する
ことができる。有益なことに、局部麻酔薬、保存料、及びバッファ等のアジュバントを媒



(47) JP 2009-514877 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

体中に溶解することができる。
【０１４６】
　体重１ｋｇあたり約０．１ｍｇ乃至約１４０ｍｇのオーダーの１日あたりの投与レベル
が上述の状態の治療に有用である（患者一人に対して一日あたり約０．５ｍｇ乃至約７ｇ
）。単一投与分を作製するのに担体物質と混合することができる活性成分の量は、治療さ
れるホスト及び個々の投与方法によって様々である。単位投与分は、一般に約１ｍｇ乃至
約５００ｍｇの活性成分を含有する。
【０１４７】
　個々の患者に対する具体的な投与レベルは、用いた具体的化合物の活性、年齢、体重、
一般的健康状態、性別、食事習慣、投与時間、投与経路及び排泄速度、薬物の組み合わせ
、並びに特定の治療中の疾患の重症度を含む様々な要因に依存することが理解される。
【０１４８】
　ヒト以外の動物への投与に関しては、組成物を飼料や飲料水に添加することもできる。
動物が飼料と共に治療上適切な量の組成物を摂取するので、動物飼料組成物及び飲料水組
成物を製剤することは有用であろう。組成物を試料や飲料水に添加するための混合剤の形
にすることも有用であろう。
【０１４９】
　送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体は、他の治療化合物と組み合わせて患者に投与
することによって、全体の治療効果を向上させることができる。適応症の治療に複数の化
合物を使用することにより、副作用を低減すると同時に有益な効果を高めることができる
。
【０１５０】
　一つの様態では、本発明の組成物は、送達促進ポリペプチド／ｓｉＮＡ抱合体を肝細胞
等の特定の細胞へ投与するのに適している。例えば、アシアロ糖タンパク質受容体（ＡＳ
ＧＰｒ）は肝細胞に特有のもので、アシアロオロソムコイド（ＡＳＯＲ）等の分岐鎖ガラ
クトース末端糖タンパク質に結合する。ｓｉＮＡは、例えば２’－アミノ、２’－Ｃ－ア
リル、２’－フルオロ、２’－Ｏ－メチル、２’－Ｈ等のヌクレアーゼ耐性を持つ基によ
って様々に修飾することによって安定性を向上することができる（レビューは、Ｕｓｍａ
ｎ及びＣｅｄｅｒｇｒｅｎ，ＴＩＢＳ　１７　：３４，　１９９２；　Ｕｓｍａｎら，Ｎ
ｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｓｙｍｐ．　Ｓｅｒ．　３１：　１６３，　１９９４を参照
）。ｓｉＮＡ構築物は、一般的な方法を用いたゲル電気泳動又は高圧液体クロマトグラフ
ィーによって精製し、水中に再懸濁することができる。
【０１５１】
　修飾（塩基、糖、及び／又はリン酸）された核酸分子を化学合成することにより、血清
リボヌクレアーゼによる分解を防ぎ、その効力を高めることができる。例えば、Ｅｃｋｓ
ｔｅｉｎら、国際公開公報ＷＯ９２／０７０６５； Ｐｅｒｒａｕｌｔら，Ｎａｔｕｒｅ
　３４４：　５６５，　１９９０；　Ｐｉｅｋｅｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５３：　３１
４，　１９９１；　Ｕｓｍａｎ及びＣｅｄｅｒｇｒｅｎ，Ｔｒｅｎｄｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｃ
ｈｅｍ．　Ｓｃｉ．　１７：　３３４，　１９９２；　Ｕｓｍａｎら、国際公開公報ＷＯ
９３／１５１８７；及びＲｏｓｓｉら、国際公開公報ＷＯ９１／０３１６２；　Ｓｐｒｏ
ａｔ、米国特許公報第５３３４７１１号；　Ｇｏｌｄら、米国特許公報第６３０００７４
号を参照のこと。上述の文献にはすべて、本明細書で述べる核酸分子の塩基、リン酸、及
び／又は糖部分に施すことが可能な種々の化学修飾が記載されている。
【０１５２】
　本技術分野では、核酸分子に導入してそのヌクレアーゼに対する安定性及び有効性を著
しく高める、糖、塩基、及びリン酸の修飾に関する例がいくつか存在する。例えば、オリ
ゴヌクレオチドは、例えば２’－アミノ、２’－Ｃ－アリル、２’－フルオロ、２’－Ｏ
－メチル、２’－Ｏ－アリル、２’－Ｈ等のヌクレアーゼ耐性を持つ基によるヌクレオチ
ド塩基修飾によって、安定性及び／又は生物活性が高められる。総説については、Ｕｓｍ
ａｎ及びＣｅｄｅｒｇｒｅｎ，ＴＩＢＳ　１７　：３４，　１９９２；　Ｕｓｍａｎら，
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Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｓｙｍｐ．　Ｓｅｒ．　３１：　１６３，　１９９４；　
Ｂｕｒｇｉｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　３５：　１４０９０，　１９９６を参照の
こと。核酸分子の糖修飾は、本技術分野において幅広く記述されたものがある。Ｅｃｋｓ
ｔｅｉｎら、国際公開公報ＷＯ９２／０７０６５； Ｐｅｒｒａｕｌｔら，Ｎａｔｕｒｅ
　３４４：　５６５－５６８，　１９９０；　Ｐｉｅｋｅｎら，Ｓｃｉｅｎｃｅ　２５３
：　３１４－３１７，　１９９１；　Ｕｓｍａｎ及びＣｅｄｅｒｇｒｅｎ，Ｔｒｅｎｄｓ
　ｉｎ　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　Ｓｃｉ．　１７：　３３４－３３９，　１９９２；　Ｕｓｍ
ａｎら、国際公開公報ＷＯ９３／１５１８７；　Ｓｐｒｏａｔ、米国特許公報第５３３４
７１１号；　Ｂｅｉｇｅｌｍａｎら，Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２７０：　２５７
０２：　１９９５；　Ｂｅｉｇｅｌｍａｎら、国際公開公報ＷＯ９７／２６２７０；　Ｂ
ｅｉｇｅｌｍａｎら、米国特許公報第５７１６８２４号；　Ｕｓｍａｎら、米国特許公報
第５６２７０５３号；　Ｗｏｏｌｆら、国際公開公報ＷＯ９８／１３５２６；　Ｔｈｏｍ
ｐｓｏｎら，Ｋａｒｐｅｉｓｋｙら，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ．　３９：　１
１３１，　１９９８；　Ｅａｒｎｓｈａｗ及びＧａｉｔ，Ｂｉｏｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｎｕ
ｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）　４８：　３９－５５，　１９９８；　Ｖｅ
ｒｍａ及びＥｃｋｓｔｅｉｎ，Ａｎｎｕ．　Ｒｅｖ．　Ｂｉｏｃｈｅｍ．　６７：　９９
－１３４，　１９９８；及びＢｕｒｌｉｎａら，Ｂｉｏｏｒｇ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．
　５：　１９９９－２０１０，　１９９７を参照のこと。このような刊行物には、触媒作
用を変えることなく核酸分子へ挿入された糖、塩基、及び／又はリン酸修飾等の部位を特
定するための一般的な方法及び方策が記載されている。このような教示を参考にして、ｓ
ｉＮＡの細胞内でＲＮＡｉを促進する能力が著しく阻害されない限りにおいて、本明細書
に述べるように類似の修飾を本発明のｓｉＮＡ核酸分子に施すことができる。
【０１５３】
　ホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、及び／又は５’－メチルホスホネート結
合によるオリゴヌクレオチドのヌクレオチド間結合の化学修飾は安定性を向上させるが、
過剰な修飾は幾分かの毒性の付与又は活性の低下を引き起こす場合がある。従って、核酸
分子を設計する場合は、これらのヌクレオチド間の結合の量は最低限に抑えるべきである
。これらの結合の濃度を低下させることによって毒性が下がり、有効性が向上する結果と
なるはずである。Ｗｕ，Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２６２：　４４２９－４４３２
，　１９８７。このような糖タンパク質又は合成複合糖質と受容体との結合は、オリゴ糖
鎖の分岐度に大きく依存する親和性に従って発生し、例えば三分岐構造（ｔｒｉａｔｅｎ
ｎａｒｙ）は、二分岐（ｂｉａｔｅｎａｒｒｙ）又は一分岐鎖（ｍｏｎｏａｔｅｎｎａｒ
ｙ　ｃｈａｉｎ）と比べてより高い親和性をもって結合する。Ｂａｅｎｚｉｇｅｒ及びＦ
ｉｅｔｅ，Ｃｅｌｌ　２２：　６１１－６２０，　１９８０、及びＣｏｎｎｏｌｌｙら，
Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　２５７：　９３９－９４５，　１９８２。Ｌｅｅ及びＬ
ｅｅは、炭水化物部位として、ガラクトースに比べて受容体への親和性が高いＮ－アシル
－Ｄ－ガラクトサミンを用いて、このような高い特異性を得た。Ｇｌｙｃｏｃｏｎｊｕｇ
ａｔｅ　Ｊ．　４：　３１７－３２８，　１９８７。この「クラスター効果（ｃｌｕｓｔ
ｅｒｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）」は、マンノシル末端糖タンパク質又は複合糖質の結合及び
取り込みに対しても記載されている。Ｐｏｎｐｉｐｏｍら，Ｊ．　Ｍｅｄ．　Ｃｈｅｍ．
　２４：　１３８８－１３９５，　１９８１。ガラクトース及びガラクトサミンとヌクレ
オチドの抱合体（ｇａｌａｃｔｏｓａｍｉｎｅ　ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｄ　ｃｏｎｊｕｇ
ａｔｅ）を使用して外来性の化合物を細胞膜を超えて輸送することにより、ＨＢＶ感染又
は肝細胞ガン等の肝臓疾患を治療するための標的送達法を提供することができる。生体抱
合体（ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ）を使用することにより、治療に必要な治療用化合物の
必要投与量を減らすこともできる。さらに、治療的生体利用度、薬物動態、及び薬物速度
パラメータを、本発明の核酸生体抱合体を用いることで調節することができる。これらの
分子のより高い特異性。
【０１５４】
　一つの様態では、本発明はリン酸エステルバックボーンが修飾されたｓｉＮＡ分子を特
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徴とし、その修飾には、ホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、メチルホスホネー
ト、ホスホトリエステル、モルホリノ、アミデートカルバメート、カルボキシメチル、ア
セトアミデート、ポリアミド、スルホネート、スルホンアミド、スルファメート、ホルム
アセタール、チオホルムアセタール、及び／又はアルキルシリルによる１若しくは２種類
以上の置換が含まれる。オリゴヌクレオチドバックボーンの修飾に関するレビューは、Ｈ
ｕｎｚｉｋｅｒ及びＬｅｕｍａｎｎ著、「Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ａｎａｌｏｇｕｅ
ｓ:　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ,　ｉｎ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｙ
ｎｔｈｅｔｉｃ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」、ＶＣＨ、ｐ．３３１－４１７、１９９５年、及びＭ
ｅｓｍａｅｋｅｒら著、「Ｎｏｖｅｌ　Ｂａｃｋｂｏｎｅ　Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ　
ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ，　ｉｎ　Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｍｏ
ｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ」、ＡＣＳ、ｐ
．２４－３９、１９９４年を参照のこと。
【０１５５】
　核酸分子を送達する方法は、核酸分子を送達する方法は、例えばＡｋｈｔａｒら，Ｔｒ
ｅｎｄｓ　Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏ．　２：　１３９，　１９９２；　Ａｋｈｔａｒ編、「Ｄｅ
ｌｉｖｅｒｙ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ　ｆｏｒ　Ａｎｔｉｓｅｎｓｅ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃ
ｌｅｏｔｉｄｅ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ」、１９９５年；　Ｍａｕｒｅｒら，Ｍｏｌ
．　Ｍｅｍｂｒ．　Ｂｉｏｌ．　１６：　１２９－１４０，　１９９９；　Ｈｏｆｌａｎ
ｄ及びＨｕａｎｇ，Ｈａｎｄｂ．　Ｅｘｐ．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．　１３７：　１６５
－１９２，　１９９９；　及びＬｅｅら，ＡＣＳ　Ｓｙｍｐ．　Ｓｅｒ．　７５２：　１
８４－１９２，　２０００に記載されている。Ｂｅｉｇｅｌｍａｎら、米国特許公報第６
３９５７１３号及びＳｕｌｌｉｖａｎら、国際公開公報ＷＯ９４／０２５９５にはさらに
、核酸分子の送達の一般的方法が記載されている。これらのプロトコルは、実質的にいか
なる核酸分子の送達に対しても利用することができる。核酸分子は、当業者に公知の様々
な方法によって細胞へ投与することができ、その方法にはリポソーム内への封入、イオン
トフォレーシス、生分解性ポリマ、ハイドロゲル、シクロデキストリン（例えば、Ｇｏｎ
ｚａｌｅｚら，Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｃｈｅｍ．　１０：　１０６８－１０７４，
　１９９９；　Ｗａｎｇら、国際公開公報ＷＯ０３／４７５１８及び同ＷＯ０３／４６１
８５参照）、乳酸－グリコール酸共重合ポリマ（ＰＬＧＡ）及びＰＬＣＡマイクロスフェ
ア（米国特許公報第６４４７７９６号及び米国特許公開公報ＵＳ２００２／１３０４３０
参照）、生分解性ナノカプセル、並びに生体接着性マイクロスフェア等のその他の媒体へ
の取り込み、又はタンパク質性ベクタによる取り込み（Ｏ’Ｈａｒｅ及びＮｏｒｍａｎｄ
、国際公開公報ＷＯ００／５３７２２参照）が含まれるがこれらに限定されない。代替的
に、核酸／媒体の組み合わせは、直接注射又は輸液ポンプの使用によって局所的に送達さ
れる。本発明の核酸分子の直接注射は、皮下注射、筋肉内注射、若しくは皮内注射を問わ
ず、標準的な針とシリンジによる方法、又は、Ｃｏｎｒｙら，Ｃｌｉｎ．　Ｃａｎｃｅｒ
　Ｒｅｓ．　５：　２３３０－２３３７，　１９９９、及びＢａｒｒｙら、国際公開公報
ＷＯ９９／３１２６２に記載のような無針技術を用いて行うことができる。本発明の分子
は医薬品として使用することができる。医薬品は、対象の疾患状態について、その発生を
予防若しくは調節したり、又はこれを治療（症状を、好ましくはすべての症状を、ある程
度軽減）したりする。
【０１５６】
　「リガンド」という用語は、受容体等の別の化合物と直接的に若しくは間接的に相互作
用を起こすことができる、薬物、ペプチド、ホルモン、若しくは神経伝達物質等のいかな
る化合物又は分子も意味する。リガンドと相互作用を起こす受容体は、細胞表面に存在し
てもよく、又は細胞内受容体でもよい。リガンドの受容体との相互作用は、生化学的反応
であってよく、又は単に物理的相互作用若しくは会合であってもよい。
【０１５７】
　本明細書で用いる「非対称ヘアピン」とは、アンチセンス領域と、ヌクレオチド又は非
ヌクレオチドを含むことができるループ部と、アンチセンス領域と塩基対を作ってループ
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付き二重鎖を形成するのに十分な相補的ヌクレオチドを有する限りにおいてアンチセンス
領域よりも少ないヌクレオチドを含むセンス領域と、を含む直鎖ｓｉＮＡ分子を意味する
。例えば、本発明の非対称ヘアピンｓｉＮＡ分子は、Ｔ－細胞内でＲＮＡｉを媒介するの
に十分な長さ（例：約１９乃至約２２（例：約１９、２０、２１、又は２２）ヌクレオチ
ド）を有するアンチセンス領域と、約４乃至約８（例：約４、５、６、７、又は８）ヌク
レオチドを有するループ部と、約３乃至約１８（例：約３、４、５、６、７、８、９、１
０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、又は１８）ヌクレオチドを有しアンチ
センス領域と相補的なセンス領域と、を含むことができる。非対称ヘアピンｓｉＮＡ分子
はさらに、化学修飾が可能な５’末端リン酸基を含むこともできる。非対称ヘアピンｓｉ
ＮＡ分子のループ部は、本明細書で述べるように、ヌクレオチド、非ヌクレオチド、リン
カ分子、又は抱合体分子を含むことができる。
【０１５８】
　本明細書で用いる「非対称二重鎖」とは、センス領域及びアンチセンス領域を含む別々
の２つの鎖を有するｓｉＮＡ分子を意味し、この場合センス領域は、アンチセンス領域と
塩基対を作って二重鎖を形成するのに十分な相補的ヌクレオチドを有する限りにおいてア
ンチセンス領域よりも少ないヌクレオチドを具える。例えば、本発明の非対称二重鎖ｓｉ
ＮＡ分子は、Ｔ－細胞内でＲＮＡｉを媒介するのに十分な長さ（例：約１９乃至約２２（
例：約１９、２０、２１、又は２２）ヌクレオチド）を有するアンチセンス領域と、約３
乃至約１８（例：約３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、又は１８）ヌクレオチドを有しアンチセンス領域と相補的なセンス領域と
を具えることができる。
【０１５９】
　「遺伝子発現を調節する」とは、標的遺伝子の発現を上方制御又は下方制御することで
あり、細胞内に存在するｍＲＮＡのレベル、ｍＲＮＡの翻訳、又は標的遺伝子によってコ
ードされるタンパク質若しくはタンパク質サブユニットの合成の上方制御又は下方制御を
含む場合がある。遺伝子発現の調節は、上方制御若しくは下方制御された標的遺伝子によ
ってコードされた１又は２種類以上のタンパク質若しくはタンパク質サブユニットの存在
、量、又は活性により、対象とするタンパク質若しくはサブユニットの発現、レベル、又
は活性が調節因子（例：ｓｉＲＮＡ）の非存在下で観察されるより高いか低いかに基づい
て決定することもできる。例えば、「調節」という用語は「阻害」を意味する場合もある
が、「調節」という言葉の使用はこの定義に限定されない。
【０１６０】
　「阻害する」、「下方制御する」、又は「発現を低下させる」とは、遺伝子の発現、Ｒ
ＮＡ分子又は１又は２種類以上のタンパク質若しくはタンパク質サブユニットをコードす
る同等のＲＮＡ分子のレベル、又は標的遺伝子によってコードされる１又は２種類以上の
タンパク質若しくはタンパク質サブユニットのレベル若しくは活性が、本発明の核酸分子
（例：ｓｉＮＡ）の非存在下で観察されるよりも低下することを意味する。一つの様態で
は、ｓｉＮＡ分子による阻害、下方制御、又は低下とは、不活性又は効果の弱い分子の存
在下で観察されたレベルよりも低いことである。別の様態では、ｓｉＮＡ分子による阻害
、下方制御、又は低下とは、例えばスクランブル配列又はミスマッチを有するｓｉＮＡの
存在下で観察されたレベルよりも低いことである。別の様態では、本発明の核酸分子によ
る遺伝子発現の阻害、下方制御、又は低下は、その核酸分子が存在する場合の方が存在し
ない場合よりも大きい。
【０１６１】
　ジーン「サイレンシング」とは、細胞内の遺伝子発現の標的阻害による部分的な又は完
全な機能喪失のことであり、「ノックダウン」と言うこともある。状況及び扱うべき生物
学的問題によっては、遺伝子発現を部分的に低下させることが好ましい場合もある。代替
的に、可能な限り遺伝子発現を低下させることが好ましい場合もある。ジーンサイレンシ
ングの程度は本技術分野で公知の方法によって定量することができ、方法のうちのいくつ
かは国際公開公報ＷＯ９９／３２６１９にまとめられている。アッセイによっては、遺伝
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子発現の定量により、ｍＲＮＡレベル又はタンパク質レベル若しくは活性という点で標的
遺伝子の発現を、例えばベースライン（すなわち通常状態）又は、治療の対象である特定
の疾患状態若しくはその他の状態と関連するであろう上昇した発現レベルを含む他のコン
トロールレベルの１０％以上、３０％以上、５０％以上、７５％以上、９０％以上、９５
％以上、又は９９％以上ノックダウンすることが可能である予防及び治療方法を含む、本
発明の特定の様態において所望されるであろう種々の阻害量の検出が可能となる。
【０１６２】
　「標的遺伝子の発現を阻害する」とは、本発明のｓｉＮＡが標的遺伝子のジーンサイレ
ンシングを誘起する能力を意味する。ジーンサイレンシングの程度を調べるために、特定
の構築物を発現する対象生物又は培養中の細胞のサンプル又はアッセイを、構築物を発現
しないコントロールサンプルと比較する。コントロールサンプル（構築物の発現なし）の
相対値を１００％とする。標的遺伝子の阻害は、コントロールに対する相対値としての試
験値が約９０％、多くの場合は５０％、そしてある様態においては２５乃至０％の時に達
成される。適切なアッセイとしては、例えばドットブロット、ノーザンブロット、ｉｎ　
ｓｉｔｕハイブリダイゼーション、ＥＬＩＳＡ、免疫沈降、酵素機能、並びに当業者に公
知の表現型アッセイ等、当業者に公知の技術を用いたタンパク質又はｍＲＮＡレベルの検
査が含まれる。
【０１６３】
　「対象」とは、生物、組織、又は細胞を意味し、対象若しくはドナーとしての生物、又
は外植細胞若しくはそれ自体がｓｉＮＡ送達の対象である細胞のレシピエントを含むこと
ができる。従って「対象」とは、本発明の核酸分子が投与され本明細書で述べるポリヌク
レオチド送達促進ポリペプチドによって促進され得る、インビトロ若しくはエキソビボで
の対象器官、組織、又は細胞を含む生物、器官、組織、又は細胞のことである。典型的な
対象としては、例えばヒトである患者若しくは細胞等、哺乳類の個体又は細胞が挙げられ
る。
【０１６４】
　本明細書で用いる「細胞」は、その通常の生物学的意味で用いられており、例えば特に
ヒト等の多細胞生物全体を意味するものではない。細胞は、例えばトリ、植物、並びにヒ
ト、ウシ、ヒツジ、類人猿、サル、ブタ、イヌ、及びネコ等の哺乳類等の生物中に存在す
ることができる。細胞は原核細胞（例：バクテリア細胞）、又は真核細胞（例：哺乳類、
若しくは植物細胞）であってよい。細胞は、体細胞又は生殖系細胞であってよく、全能性
細胞又は多能性細胞であってよく、分裂細胞又は非分裂細胞であってよい。細胞は、配偶
子若しくは胚、幹細胞、又は完全に分化した細胞から誘導することもでき、又はこれらを
具えることもできる。
【０１６５】
　「ベクタ」とは、所望の核酸を送達するために用いる核酸及び／又はウィルスに基づい
た技術を意味する。
【０１６６】
　「具える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」とは、「具える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」に続
くあらゆる言葉を含むが、それに限定されないという意味である。従って、「具える（ｃ
ｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語を用いた場合は、列挙された要素が必要又は必須であ
ることを示すが、他の要素は任意であり存在しても存在しなくてもよいということを示す
。「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」とは、「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎ
ｇ　ｏｆ）」というフレーズに続く言葉を含み、それに限定されるという意味である。従
って、「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」というフレーズは、列挙された要素
が必要又は必須であり、他の要素は存在できないということを示す。「実質的に～からな
る（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」とは、このフレーズの後
に列挙されたいかなる要素も含み、他の要素は列挙された要素に対する開示で特定された
活性若しくは作用を妨げない又はこれらに寄与しないものに限られるという意味である。
従って、「実質的に～からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ
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）」というフレーズは、列挙された要素が必要又は必須であり、しかし他の要素は任意で
、列挙された要素の活性若しくは作用に影響するかしないかに依存して存在してもしなく
てもよいということを示す。
【０１６７】
　「ＲＮＡ」とは、少なくとも一つのリボヌクレオチド残基を含む分子を意味する。「リ
ボヌクレオチド」とは、ベータ－Ｄ－リボフラノース部位の２’位にヒドロキシル基を有
するヌクレオチドである。「ＲＮＡ」という用語は、二本鎖ＲＮＡ、一本鎖ＲＮＡ、部分
的に精製されたＲＮＡなどの単離されたＲＮＡ、実質的に純粋なＲＮＡ、合成ＲＮＡ、組
み換えによって作製したＲＮＡ、並びに１若しくは２個以上のヌクレオチドの付加、欠失
、置換、及び／又は変性によって天然のＲＮＡとは異なる変性されたＲＮＡを含む。この
ような変性は、例えばＲＮＡの１又は２個以上のヌクレオチドのようなｓｉＮＡの末端部
又は内部への非ヌクレオチド材料の付加を含む場合がある。本発明のＲＮＡ分子中のヌク
レオチドには、天然ではないヌクレオチド又は化学合成されたヌクレオチド若しくはデオ
キシヌクレオチド等の非標準的なヌクレオチドが含まれる場合もある。このような変性さ
れたＲＮＡは類似体又は天然ＲＮＡの類似体と呼ばれる場合がある。
【０１６８】
　「高度保存配列領域」とは、標的遺伝子の１又２種類以上の領域のヌクレオチド配列が
、一つの世代から別の世代へ、又は一つの生体系から別の生体系へかけて実質的に変化し
ないことを意味する。
【０１６９】
　「センス領域」とは、ｓｉＮＡ分子のアンチセンス領域に対して相補性を有するそのｓ
ｉＮＡ分子のヌクレオチド配列を意味する。さらに、ｓｉＮＡ分子のセンス領域は、標的
核酸配列と相同性を有する核酸配列を具えることができる。
【０１７０】
　「アンチセンス領域」とは、標的核酸配列に対して相補性を有するｓｉＮＡ分子のヌク
レオチド配列を意味する。さらに、ｓｉＮＡ分子のアンチセンス領域は、任意にそのｓｉ
ＮＡ分子のセンス領域に対して相補性を有する核酸配列を具えることができる。
【０１７１】
　「標的核酸」とは、発現又は活性が調節されるいずれの核酸配列も意味する。標的核酸
はＤＮＡ又はＲＮＡであり得る。
【０１７２】
　「相補性」とは、核酸が別の核酸配列と、従来から知られるワトソン－クリック型によ
るか又はその他の従来のものとは異なる種類の型により水素結合を形成できることを意味
する。本発明の核酸分子に関連しては、核酸分子のその相補性配列との結合自由エネルギ
ーは十分に大きく、例えばＲＮＡｉ活性等の核酸の関連する機能を発することができる。
核酸分子の結合自由エネルギーの定量は、本技術分野でよく知られている（例えば、Ｔｕ
ｒｎｅｒら，ＣＳＨ　Ｓｙｍｐ．　Ｑｕａｎｔ．　Ｂｉｏｌ．　ＬＩＩ，　１９８７，　
ｐｐ．１２３－１３３；　Ｆｒｉｅｒら，Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．
　ＵＳＡ　８３：　９３７３－９３７７，　１９８６；　Ｔｕｒｎｅｒら，Ｊ．　Ａｍ．
　Ｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．　１０９：　３７８３－３７８５，　１９８７参照）。相補性の
パーセントは、第二の核酸配列と水素結合（例：ワトソン－クリック塩基対）を形成する
ことができる、核酸分子の連続する残基のパーセントを示す（例：第一のオリゴヌクレオ
チドにある全１０ヌクレオチドのうち、１０ヌクレオチドを有する第二の核酸配列と５、
６、７、８、９、又は１０ヌクレオチドが塩基対を形成する場合が、それぞれ５０％、６
０％、７０％、８０％、９０％、及び１００％の相補性を表す）。「完全に相補的」とは
、核酸配列の連続するすべての残基が、第二の核酸配列の同数の連続する残基と水素結合
を形成することを意味する。
【０１７３】
　本明細書で用いる「ユニバーサル塩基」という用語は、天然のＤＮＡ／ＲＮＡ塩基の各
々とほとんど区別なく塩基対を形成するヌクレオチド塩基類似体を意味する。ユニバーサ
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ル塩基の限定されない例としては、本技術分野で公知のように、Ｃ－フェニル、Ｃ－ナフ
チル、及び他の芳香族誘導体、イノシン、アゾール、カルボキシアミド、並びに３－ニト
ロピロール、４－ニトロインドール、５－ニトロインドール、及び６－ニトロインドール
等のニトロアゾール誘導体が挙げられる（例えばＬｏａｋｅｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉ
ｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２９：　２４３７－２４４７，　２００１参照）。
【０１７４】
　本明細書で用いる「非環式ヌクレオチド」という用語は、例えばリボースの炭素（Ｃ１
、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、若しくはＣ５）のいずれかが独立に又は組み合わせてヌクレオチド
から欠失する場合等の非環式リボース糖を有するヌクレオチドを意味する。
【０１７５】
　本明細書で用いる「生分解性」という用語は、例えば酵素分解又は化学分解等の生体系
内での分解を意味する。
【０１７６】
　本明細書で用いる「生物学的に活性な分子」という用語は、系内での生物学的応答を誘
起若しくは調節することができる化合物又は分子を意味する。単独の又は本発明で意図す
る他の分子と組み合わせる生物学的に活性なｓｉＮＡ分子の限定されない例としては、抗
体、コレステロール、ホルモン、抗ウィルス剤、ペプチド、タンパク質、化学療法剤、低
分子、ビタミン、補助因子、ヌクレオシド、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、酵素核
酸、アンチセンス核酸、三重鎖形成オリゴヌクレオチド、２，５－Ａキメラ、ｓｉＮＡ、
ｄｓＲＮＡ、アロザイム、アプタマ、デコイ、及びこれらの類似体等の治療活性分子が挙
げられる。本発明の生物学的に活性な分子は、例えば脂質並びにポリアミン、ポリアミド
、ポリエチレングリコール、及びその他のポリエーテル等のポリマ等の他の生物学的に活
性な分子の薬物動態及び／又は薬効を調節することが可能な分子も含む。
【０１７７】
　本明細書で用いる「リン脂質」という用語は、少なくとも一つのリン含有基を含む疎水
性分子を意味する。例えば、リン脂質は、リン含有基、及び任意にＯＨ、ＣＯＯＨ、オキ
ソ、アミン、又は置換若しくは非置換アリール基で置換されていてもよい飽和又は不飽和
のアルキル基を含むことができる。
【０１７８】
　「キャップ構造」とは、オリゴヌクレオチドのいずれかの末端に取り込まれた化学修飾
を意味する（例えば、本明細書に組み入れられるＡｄａｍｉｃら、米国特許公報第５９９
８２０３号を参照）。このような末端修飾は、核酸分子をエキソヌクレアーゼ分解から保
護し、細胞内での送達及び／又は局在化を促進することができる。キャップは５’末端（
５’キャップ）に存在してもよく、３’末端（３’キャップ）に存在してもよく、又は両
末端に存在してもよい。限定されない例において、５’キャップはグリセリル、逆位デオ
キシ脱塩基残基（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｄｅｏｘｙ　ａｂａｓｉｃ　ｒｅｓｉｄｕｅ）（部
位）、４’，５’－メチレンヌクレオチド、１－（β－Ｄ－エリスロフラノシル）ヌクレ
オチド、４’－チオヌクレオチド、炭素環式ヌクレオチド、１，５－無水ヘキシトールヌ
クレオチド、Ｌ－ヌクレオチド、α－ヌクレオチド、修飾塩基ヌクレオチド、ホスホロジ
チオエート結合、スレオ－ペントフラノシルヌクレオチド、非環式３’，４’－セコヌク
レオチド、非環式３，４－ジヒドロキシブチルヌクレオチド、非環式３，５－ジヒドロキ
シペンチルヌクレオチド、３’－３’－逆位ヌクレオチド部位（３’－３’－ｉｎｖｅｒ
ｔｅｄ　ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｍｏｉｅｔｙ）、３’－３’－逆位脱塩基部位（３’－
３’－ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ａｂａｓｉｃ　ｍｏｉｅｔｙ）、３’－２’－逆位ヌクレオチ
ド部位（３’－２’－ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　ｍｏｉｅｔｙ）、３’
－２’－ 逆位脱塩基部位（３’－２’－ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ａｂａｓｉｃ　ｍｏｉｅｔ
ｙ）、１，４－ブタンジオールリン酸、３’－ホスホルアミデート、ヘキシルリン酸、ア
ミノヘキシルリン酸、３’－リン酸、３’－ホスホロチオエート、ホスホロジチオエート
、又は架橋若しくは非架橋のメチルホスホネート部位を含むがこれらに限定されない。
【０１７９】
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　３’キャップの限定されない例としては、グリセリル、逆位デオキシ脱塩基残基（ｉｎ
ｖｅｒｔｅｄ　ｄｅｏｘｙ　ａｂａｓｉｃ　ｒｅｓｉｄｕｅ）（部位）、４’，５’－メ
チレンヌクレオチド、１－（β－Ｄ－エリスロフラノシル）ヌクレオチド、４’－チオヌ
クレオチド、炭素環式ヌクレオチド、５’－アミノ－アルキルリン酸、１，３－ジアミノ
－２－プロピルリン酸、３－アミノプロピルリン酸、６－アミノヘキシルリン酸、１，２
－アミノドデシルリン酸、ヒドロキシプロピルリン酸、１，５－無水ヘキシトールヌクレ
オチド、Ｌ－ヌクレオチド、α－ヌクレオチド、修飾塩基ヌクレオチド、ホスホロジチオ
エート、スレオ－ペントフラノシルヌクレオチド、非環式３’，４’－セコヌクレオチド
、３，４－ジヒドロキシブチルヌクレオチド、３，５－ジヒドロキシペンチルヌクレオチ
ド、５’－５’－反転ヌクレオチド部位（５’－５’－ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｎｕｃｌｅｏ
ｔｉｄｅ　ｍｏｉｅｔｙ）、５’－５’－逆位脱塩基部位（５’－５’－ｉｎｖｅｒｔｅ
ｄ　ａｂａｓｉｃ　ｍｏｉｅｔｙ）、５’－ホスホルアミデート、５’－ホスホロチオエ
ート、１，４－ブタンジオールリン酸、５’－アミノ、架橋及び／若しくは非架橋の５’
－ホスホルアミデート、ホスホロチオエート及び／又はホスホロジチオエート、架橋若し
くは非架橋のメチルホスホネート、並びに５’－メルカプト部位を含むがこれらに限定さ
れない（より詳細には、参照することで本明細書に組み入れられるＢｅａｕｃａｇｅ及び
Ｌｙｅｒ，Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　４９：　１９２５，１９９３、を参照）。
【０１８０】
　「非ヌクレオチド」という用語は、糖及び／又はリン酸置換基を含む１又は２個以上の
ヌクレオチド単位の代わりに核酸鎖に取り込まれることができ、残った塩基に酵素活性を
示させる基又は化合物を意味する。この基又は化合物は、アデノシン、グアニン、シトシ
ン、ウラシル、又はチミン等の一般的に認知されたヌクレオチド塩基を含まず、従って１
’位に塩基が存在しないという点において脱塩基型である。
【０１８１】
　本明細書で用いる「ヌクレオチド」とは、本技術分野で認知されているように、本技術
分野で公知の天然塩基（標準的）及び修飾塩基を含むものである。そのような塩基は、一
般的にヌクレオチドの糖部位の１’位に位置している。ヌクレオチドは一般的に、塩基、
糖及びリン酸基を含む。ヌクレオチドは、糖、リン酸及び／又は塩基部位において修飾さ
れていなくても修飾されていてもよい（互換的に，ヌクレオチド類似体、修飾ヌクレオチ
ド、非天然ヌクレオチド、非標準的ヌクレオチド等とも称される；　例えば、Ｕｓｍａｎ
及びＭｃＳｗｉｇｇｅｎ，上掲；　Ｅｃｋｓｔｅｉｎら、国際公開公報ＷＯ９２／０７０
６５；　Ｕｓｍａｎら、国際公開公報ＷＯ９３／１５１８７；　Ｕｈｌｍａｎ及びＰｅｙ
ｍａｎ，上掲、を参照；　これらはすべて参照することで本明細書に組み入れられる）。
本技術分野で知られる修飾核酸塩基のいくつかの例が、Ｌｉｍｂａｃｈら，Ｎｕｃｌｅｉ
ｃ Ａｃｉｄｓ Ｒｅｓ．　２２：　２１８３，１９９４、にまとめられている。核酸分子
中に導入することができる塩基修飾の限定されないいくつかの例としては、イノシン、プ
リン、ピリジン－４－オン、ピリジン－２－オン、フェニル、シュードウラシル（ｐｓｅ
ｕｄｏｕｒａｃｉｌ）、２，４，６－トリメトキシベンゼン、３－メチルウラシル、ジヒ
ドロウリジン、ナフチル、アミノフェニル、５－アルキルシチジン（例：５－メチルシチ
ジン）、５－アルキルウリジン（例：リボチミジン）、５－ハロウリジン（例：５－ブロ
モウリジン）、又は６－アザピリミジン若しくは６－アルキルピリミジン（例：６－メチ
ルウリジン）、プロピン等が挙げられる（Ｂｕｒｇｉｎら，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　
３５：　１４０９０，１９９６；　Ｕｈｌｍａｎ及びＰｅｙｍａｎ，上掲）。この観点に
おいて、「修飾塩基」とは、１’位におけるアデニン、グアニン、シトシン及びウラシル
以外のヌクレオチド塩基又はそれらに相当するものを意味する。
【０１８２】
　「標的部位」とは、アンチセンス領域内に標的配列と相補的な配列を含むｓｉＮＡ構築
物によって媒介される開裂の「標的」となる標的ＲＮＡ内の配列を意味する。
【０１８３】
　「検出可能な開裂レベル」とは、標的ＲＮＡのランダム分解によって生成するＲＮＡの
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バックグラウンドを超える、開裂産物を識別するのに十分な程度の標的ＲＮＡの開裂（及
び開裂産物ＲＮＡの形成）を意味する。ほとんどの検出方法において、標的ＲＮＡの１乃
至５％の開裂産物が生成すれば、バックグランドを超えて検出するのに十分である。
【０１８４】
　「生体系」とは、純粋な又は非純粋な形での、ヒト、動物、植物、昆虫、バクテリア、
ウィルス、又はその他の供給源を含むがこれらに限定されない生物的供給源に由来の物質
を意味し、この場合生体系はＲＮＡｉ活性に必要な成分を含有する。「生体系」という用
語は、例えば細胞、組織、若しくは生命体、又はこれらの抽出物を含む。生体系という用
語は、インビトロ環境下で用いることができる再構築されたＲＮＡｉ系も含む。
【０１８５】
　本明細書で用いる「生分解性リンカ」とは、例えば生物的に活性な分子と本発明のｓｉ
ＮＡ分子とを、又は本発明のｓｉＮＡ分子のセンス鎖とアンチセンス鎖とを連結させるよ
うな、一つの分子をもう一つの分子と連結させるための生分解性リンカとして設計された
核酸又は非核酸リンカ分子を意味する。生分解性リンカは、特定の組織又は細胞種への送
達等の特定の目的のためにその安定性を調節することができるように設計されている。核
酸に基づいた生分解性リンカ分子の安定性は、例えばリボヌクレオチドと、デオキシリボ
ヌクレオチドと、２’－Ｏ－メチル、２’－フルオロ、２’－アミノ、２’－Ｏ－アミノ
、２’－Ｃ－アリル、２’－Ｏ－アリル、及びその他の２’位修飾ヌクレオチド又は塩基
修飾ヌクレオチド等の化学修飾ヌクレオチドとの組み合わせ等の様々な化学的作用を用い
て調節することができる。生分解性核酸リンカ分子は、例えば長さが約２、３、４、５、
６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、若し
くは２０ヌクレオチドであるオリゴヌクレオチドのような二量体、三量体、四量体、若し
くはさらに長い核酸分子であってよく、又は例えばホスホロアミデート若しくはホスホジ
エステル結合等のリン含有結合を有する一つのヌクレオチドを含んでもよい。生分解性核
酸リンカ分子は、核酸のバックボーン、核酸の糖、又は核酸の塩基の修飾を具えていても
よい。
【０１８６】
　「脱塩基」とは、糖部位の塩基が欠失した、又は糖部位の１’位に塩基の代わりに他の
化学基を有することを意味し、例えばＡｄａｍｉｃら、米国特許公報第５９９８２０３号
を参照のこと。
【０１８７】
　「非修飾ヌクレオシド」とは、ベータ－Ｄ－リボフラノースの１’位の炭素にアデニン
、シトシン、グアニン、チミン、又はウラシルの塩基のうちの一つが結合していることを
意味する。
【０１８８】
　「修飾ヌクレオシド」とは、非修飾ヌクレオチドの塩基、糖、及び／又はリン酸の化学
構造中に修飾部を有するヌクレオチド塩基を意味する。修飾ヌクレオチドの限定されない
例は、本明細書に記載の構造式Ｉ乃至ＶＩＩ及び／又はその他の修飾によって示される。
【０１８９】
　本発明に関して述べる２’位修飾ヌクレオチドに関連して、「アミノ」とは、２’－Ｎ
Ｈ２又は２’－Ｏ－－ＮＨ２を意味し、修飾されていてもされていなくてもよい。このよ
うな修飾された基は、例えばＥｃｋｓｔｅｉｎら、米国特許公報第５６７２６９５号及び
Ｍａｔｕｌｉｃ－Ａｄａｍｉｃら、米国特許公報第６２４８８７８号に記載されている。
【０１９０】
　ｓｉＮＡ分子は、カチオン性脂質と複合体化したり、リポソーム内に封入したり、又は
標的細胞若しくは組織へ送達したりすることができる。核酸又は核酸複合体は、注射、輸
液ポンプ、若しくはステントにより、生体高分子に取り込まれた形若しくは取り込まれな
い形で、局所的に投与することができる。別の様態では、ポリエチレングリコール（ＰＥ
Ｇ）が、本発明のｓｉＮＡ化合物、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド、又はその両
方と共有結合することができる。結合したＰＥＧはいかなる分子量でもよく、好ましくは



(56) JP 2009-514877 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

約２０００乃至約５０，０００ダルトン（Ｄａ）である。
【０１９１】
　センス領域は、ポリヌクレオチドリンカ又は非ヌクレオチドリンカ等のリンカ分子によ
ってアンチセンス領域と結合することができる。
【０１９２】
　「逆位リピート（ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｒｅｐｅａｔ）」とは、リピートが転写された時
に二本鎖ｓｉＲＮＡを形成することができるように位置するセンス要素及びアンチセンス
要素を含む核酸配列を意味する。逆位リピートは、任意にリピートの二つの要素間に、リ
ンカ又は自己開裂リボザイム等の異種配列を有していてもよい。逆位リピートの要素は二
本鎖ＲＮＡを形成するのに十分な長さを有する。通常、逆位リピートの各要素の長さは、
約１５乃至約１００ヌクレオチドであり、好ましくは約２０乃至３０塩基のヌクレオチド
長であり、好ましくは約２０乃至２５ヌクレオチドであり、例えば２０、２１、２２、２
３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、又は３０ヌクレオチドである。
【０１９３】
　「核酸」とは、デオキシリボヌクレオチド又はリボヌクレオチド、及び一本鎖又は二本
鎖の形のこれらのポリマを意味する。この用語は、合成、天然、及び非天然であって、基
準となる核酸と同様の結合性質を有し、基準となる核酸と同様な代謝作用を受ける、既知
のヌクレオチド類似体又は修飾バックボーン残基若しくは結合を含む核酸を包含する。こ
のような類似体の例としては、ホスホロチオエート、ホスホルアミデート、メチルホスホ
ネート、キラルメチルホスホネート、２－Ｏ－メチルリボヌクレオチド、ペプチド－核酸
（ＰＮＡ）が挙げられるがこれらに限定されない。
【０１９４】
　「高分子二本鎖ＲＮＡ」とは、約４０塩基対（ｂｐ）を超えるサイズを有する二本鎖Ｒ
ＮＡを意味し、例えば１００ｂｐ超、又はより詳細には３００ｂｐ超のサイズである。高
分子ｄｓＲＮＡの配列は、ｍＲＮＡのセグメントに相当するものであっても、又はｍＲＮ
Ａ全体に相当するものであってもよい。本発明では、高分子ｄｓＲＮＡの最大サイズに制
限はない。二本鎖ＲＮＡは、リン酸糖バックボーン又はヌクレオチドが修飾されていても
よい修飾塩基を含んでも良い。そのような修飾は、ヘテロ原子である窒素若しくは硫黄に
よる修飾、又は本技術分野で公知のその他の修飾であってよい。
【０１９５】
　二本鎖構造は、ヘアピンＲＮＡ若しくはマイクロＲＮＡ等で発生するような自己相補的
ＲＮＡ鎖によって、又は二つの別々のＲＮＡ鎖のアニーリングによって形成することがで
きる。
【０１９６】
　「重複（ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ）」とは、二つのＲＮＡ断片が、一つの鎖上で複数の
ヌクレオチド分重複する配列を有する状態を意味し、例えば複数のヌクレオチド（ｎｔ）
の数がわずか２乃至５ヌクレオチド、又は５乃至１０ヌクレオチド若しくは１１ヌクレオ
チド以上である等の場合がある。
【０１９７】
　「１又は２種類以上のｄｓＲＮＡ」とは、配列に基づいて互いに異なるｄｓＲＮＡを意
味する。
【０１９８】
　「標的遺伝子又はｍＲＮＡ」とは、対象である遺伝子又はｍＲＮＡを意味する。実際に
は、過去に遺伝学又はシークエンシングによって同定されたいずれの遺伝子も標的となり
得る。標的遺伝子又はｍＲＮＡには、発生遺伝子、制御遺伝子、並びに代謝遺伝子若しく
は構造遺伝子、又は酵素をコードする遺伝子を含むことができる。標的遺伝子は、表現型
の研究中である細胞内、又は生命体内で、表現型特性に直接的に若しくは間接的に影響を
与える方法で発現される場合がある。標的遺伝子は内在性であっても外来性であってもよ
い。そのような細胞は、生殖細胞を含む成体若しくは胎仔動物の体内細胞又は植物の細胞
、又は不死化セルライン若しくは初代細胞培養のような単離された細胞を含む。
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【０１９９】
　本明細書及び添付の請求項において、単数形の「１の（ａ）」「１の（ａｎ）」及び「
その（ｔｈｅ）」は、文脈から明確に示される場合以外は、複数の事柄を含む。
【０２００】
　本明細書で示された例は、単に例示目的のためのものであって、請求項に記載の本発明
の範囲を制限することを意図したものではない。本明細書では具体的な用語及び数値が用
いられてはいるが、そのような用語及び数値は典型的なものであって、本発明の範囲を制
限するものではないことが理解されるであろう。
【０２０１】
　本開示で引用するすべての刊行物及び参考文献の全文献は、あらゆる点で参照すること
で本明細書に組み入れられる。
【実施例】
【０２０２】
　上記の開示によって本発明を全体的に説明し、さらに以下の実施例によって本発明を例
証する。これらの実施例は、単に例示目的のために記載されており、本発明の範囲を制限
することを意図したものではない。ここで具体的な用語及び数値が用いられてはいるが、
同様にそのような用語及び数値は典型的なものであって、本発明の範囲を制限するもので
はないことが理解されるであろう。
【０２０３】
実施例１
使用したプロトコル及び方法
ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体の合成
　ポリペプチド及びＲＮＡは両方とも、標準的固相合成法によって調製される。ポリペプ
チド及びＲＮＡ分子は、特定の部位で官能化してお互いが共有結合できるようにしなけれ
ばならない。ポリペプチドについては、Ｎ－末端が３－マレイミドプロピオン酸で官能化
される。しかし、ブロモ部位又はヨードアセチル部位等の他の官能基も機能することが認
知されている。ＲＮＡ分子については、センス鎖の５’末端又はアンチセンス鎖の５’末
端が１－Ｏ－ジメトキシトリチル－へキシル－ジスルフィドリンカで官能化される。
【０２０４】
　ＲＮＡオリゴを、２ｍＬのバッファＡ（２０ｍＭＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６．８、５０
％ホルムアミド）を添加した水０．５ｍＬに溶解した。続いてポリペプチドＰＮ２７７を
添加して析出物を形成させ、さらに２ＭのＴＥＡＡバッファ１ｍＬを加えて析出物を溶解
した。反応が完了した時点で溶媒を減圧留去し、得られた固体をバッファＡ（２０ｍＭＴ
ｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６．８、５０％ホルムアミド）中に溶解した。その物質をＡｍｅｒ
ｓｈａｍ　Ｒｅｒｓｏｕｒｃｅ　Ｑカラムへローディングし、５カラム分の体積のバッフ
ァＡを用いて６ｍＬ／分で洗浄した。分離は、１５カラム分の体積のバッファＢ（２０ｍ
ＭＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６．８、５０％ホルムアミド、１Ｍ　ＮａＣｌ）を用い、６ｍ
Ｌ／分で１５から６０％の直線勾配を流すことで完了した。精製した抱合体を、ｓｌｉｄ
ａｌｙｚｅｒ透析カセット（３．５Ｋ　ＭＷＣＯ）を用いてＰＢＳに対して脱塩した。抱
合体の量は、λ＝２６０ｎｍでのモル吸光度係数の算出値に基づいて分光測定により定量
した。ＲＰ－ＨＰＣＬによるこの抱合体の純度の分析を以下に示す。
【０２０５】
　ポリペプチドと抱合したアンチセンスＲＮＡ鎖と、それと相補的なセンスＲＮＡ鎖とを
、５０ｍＭ酢酸カリウム、１ｍＭ酢酸マグネシウム、及び１５ｍＭのＨＥＰＥＳ（ｐＨ７
．４）でアニーリングさせ、９０℃で２分間加熱し、続いて３７℃で１時間インキュベー
トした。二本鎖ＲＮＡ抱合体の形成を、非変性（１５％）ポリアクリルアミドゲル電気泳
動及び臭化エチジウム染色により確認した。
【０２０６】
　本発明のｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体の例を実施例３に示す。
【０２０７】
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　抱合体調製例１：以下の構造を有するペプチドＰＮ２７７（Ｈ２Ｂ１３－４８）（配列
番号３７）とアンチセンス鎖ＣＮ９５０ａｓｅｎ（Ｎ１６３ａｓｅｎ）（配列番号６０）
の５’末端との抱合体

オリゴＣＮ９５０ａｓｅｎを、２ｍＬのバッファＡ（２０ｍＭＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６
．８、５０％ホルムアミド）を添加した水０．５ｍＬに溶解した。続いてペプチド（ＰＮ
０２７７）を添加して析出物を形成させ、さらに２ＭのＴＥＡＡバッファ１ｍＬを加えて
析出物を溶解した。反応が完了した時点で溶媒を減圧留去し、得られた固体をバッファＡ
（２０ｍＭＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６．８、５０％ホルムアミド）中に溶解した。その物
質をＡｍｅｒｓｈａｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｑカラムへローディングし、５カラム分の体
積のバッファＡを用いて６ｍＬ／分で洗浄した。分離は、１５カラム分の体積のバッファ
Ｂ（２０ｍＭＴｒｉｓ－ＨＣｌ、ｐＨ６．８、５０％ホルムアミド、１Ｍ　ＮａＣｌ）を
用い、６ｍＬ／分で１５から６０％の直線勾配を流すことで完了した。精製した抱合体を
、ｓｌｉｄａｌｙｚｅｒ透析カセット（３．５Ｋ　ＭＷＣＯ）を用いてＰＢＳに対して脱
塩した。抱合体の量は、λ＝２６０ｎｍでのモル吸光度係数の算出値に基づいて分光測定
により定量した。抱合体の純度はＲＰ－ＨＰＣＬによって確認した。ペプチド抱合体のア
ンチセンス鎖と、相補的なアンチセンス鎖とを、５０ｍＭ酢酸カリウム、１ｍＭ酢酸マグ
ネシウム、及び１５ｍＭのＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．４）中でアニーリングさせ、９０℃で２
分間加熱し、続いて３７℃で１時間インキュベートした。二本鎖ＲＮＡ抱合体の形成を、
非変性（１５％）ポリアクリルアミドゲル電気泳動及び臭化エチジウム染色により確認し
た。
【０２０８】
　抱合体調製例２：上述の抱合体調製例１の方法及び手順を用いて以下の抱合体を合成し
た。
【０２０９】
　以下の構造を有するペプチドＰＮ２７７（配列番号３７）とオリゴＣＮ９５２ｓｅｎ（
Ｎ１６３ｓｅｎ）（配列番号５９）との抱合体

【０２１０】
　以下の構造を有するペプチドＰＮ２７７とオリゴＣＮ７４０ｓｅｎ（配列番号６３）と
の、ダイザの基質である２７－ｍｅｒの抱合体

【０２１１】
　以下の構造を有するペプチドＰＮ２７７とオリゴＣＮ７４１ａｓｅｎ（配列番号６４）
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との、ダイザの基質である２９－ｍｅｒの抱合体

【０２１２】
細胞及び細胞培養
　マウス尾線維芽細胞はＣ５７ＢＬ／６Ｊマウス又はｔｇ１９７ｈＴＮＦ－αトランスジ
ェニックマウスの尾から得た。尾を切り離し、剃刀の刃で切って小片とした。この小片を
ＰＢＳで３回洗浄した後、０．５ｍｇ/ｍｌのコラゲナーゼ、１００ユニット／ｍｌのペ
ニシリン、及び１００μｇ/ｍｌのストレプトマイシンと共に３７℃で振とう器中でイン
キュベートして組織を破壊した。次に尾の小片を補助剤（上記の通り）含有ＤＭＥＭ培地
中で培養した。９Ｌ／ｌａｃＺ細胞は恒常的にＬａｃＺを発現するラット膠肉腫維芽細胞
であり、ＡＴＣＣ（＃ＣＲＬ－２２００）より入手してこれも補助剤（上記の通り）含有
ＤＭＥＭ培地中で培養した。
【０２１３】
　単離したヒト単球は、４ｍＭのＬ－グルタミン、非必須アミノ酸、及び１０％ウシ胎児
血清含有イスコフ改変ダルベッコ培地（ＩＭＤＭ）中で保持した。マウス尾線維芽細胞（
ＭＴＦ）は、１ｍＭのピルビン酸ナトリウム、非必須アミノ酸、及び２０％ウシ胎児血清
の補助剤含有ダルベッコ改変必須培地（ＤＭＥＭ）中で保持した。細胞はすべて、１００
ユニット／ｍｌのペニシリン、１００μｇ／ｍｌのストレプトマイシン、及び０．２５ｍ
ｇ／ｍｌのＦｕｎｇｉｚｏｎｅ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、カリフォルニア州、カールズ
バッド）を含む抗生物質混合物を補充し、３７℃、５％ＣＯ２下で培養した。
【０２１４】
ヒト単球の単離および精製
　健康な提供者からのヒトの新鮮血サンプルをＧｏｌｄｅｎ　Ｗｅｓｔ　Ｂｉｏｌｏｇｉ
ｃａｌｓ社（カリフォルニア州、テメキュラ）より購入した。単球の単離のために、血液
サンプルは入手後直ちにＰＢＳにより１：１の比率で希釈した。まず全血から末梢血液単
核細胞（ＰＢＭＣ）をＦｉｃｏｌｌ（Ａｍｅｒｓｈａｍ社、ニュージャージー州、ピスカ
タウェイ）勾配法により単離した。さらにＭｉｌｔｅｎｙｉＣＤ１４ポジティブ選別キッ
ト（ＭＩＬＴＥＮＹＩ　ＢＩＯＴＥＣ　ＧｍｂＨ社、ドイツ）を用い、製造元の説明書に
従って単球をＰＢＭＣから分離した。単球試料の純度は、細胞を抗ＣＤ１４抗体（ＢＤ　
Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社、カリフォルニア州、サンノゼ）で染色後、フローサイトメト
リで評価したところ９５％超であった。精製したヒト単球は導入及びノックダウンアッセ
イの前に、完全培地（上述）中で一晩保持した。
【０２１５】
ヒト単球の活性化
　０．１乃至１．０ｎｇ／ｍｌのリポ多糖、ＬＰＳ（Ｓｉｇｍａ社、ミズーリ州、セント
ルイス）を細胞培養液に添加して腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）の生成を刺激すること
により、ヒト単球の活性化を行った。細胞はＬＰＳと共に３時間インキュベートした後に
回収し、Ｑｕａｎｔｉｇｅｎｅアッセイ（Ｇｅｎｏｓｐｅｃｔｒａ社、カリフォルニア州
、フリーモント）を用いて製造元の説明書に従ってｍＲＮＡレベルを測定した。導入後の
ＴＮＦ－αレベルの変化は、ＥＬＩＳＡ（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社、カリフォル
ニア州、サンノゼ）を用いて製造元のプロトコルに従って測定した。
【０２１６】
ｍＲＮＡ（ｂＤＮＡ）及びタンパク質（ＥＬＩＳＡ）のためのヒトＴＮＦ－αノックダウ
ンアッセイ
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　ＴＮＦ－αノックダウン実験のために、単球を、ＯｐｔｉＭＥＭ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ社、米国、カールズバッド）を用いた９６ウェルプレート中へ、１００Ｋ細胞／１００
μｌ／ウェルで播種した。ペプチドとｓｉＲＮＡをＯｐｔｉＭＥＭ中で５分間複合体化さ
せ、次にウシ胎児血清（ＦＢＳ）を複合体に添加してＦＢＳ最終濃度を３％とした。Ｌｉ
ｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ　２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、カリフォルニア州、カー
ルズバッド）による細胞のトランスフェクションについては、製造元のプロトコルに従っ
た。トランスフェクションはすべて、細胞を３７℃、５％ＣＯ２下で３時間インキュベー
トし、続いてトランスフェクション試薬を除去し、完全培地を補充して一晩培養すること
で行った。ｂＤＮＡアッセイ（Ｑｕａｎｔｉｇｅｎｅ　ａｓｓａｙ、Ｇｅｎｏｓｐｅｃｔ
ｒａ社、カリフォルニア州、フリーモント）は、製造元の説明書に従って行った。ＥＬＩ
ＳＡアッセイについては、細胞培地から採取したサンプルをそのまま使用した。トランス
ジェニックマウスを用いた実験の分析に関しては、血漿サンプルを眼窩採血で採取した全
血から分離した。ｈＴＮＦ－αの血漿中レベルを、ＥＬＩＳＡにより、１：２の希釈で製
造元の説明書（Ｒ＆Ｄ　ｓｙｓｔｅｍｓ社、ミネソタ州、ミネアポリス）に従って定量し
た。
【０２１７】
フローサイトメトリ
　フローサイトメトリ分析は、Ｂｅｃｋｍａｎ社のＣｏｕｌｔｅｒ　ＦＣ５００セルアナ
ライザー（カリフォルニア州、フラートン）を用いて行った。装置は、用いた蛍光プロー
ブ（ｓｉＲＮＡにはＦＡＭ又はＣｙ５、ＣＤ１４にはＦＩＴＣ又はＰＥ）に合わせて調節
した。細胞生存率及び細胞毒性の指標として、ヨウ化プロピジウム（Ｆｌｕｋａ社、ミズ
ーリ州、セントルイス）及びアネキシンＶ（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ社、カリフォ
ルニア州、サンノゼ）を用いた。
【０２１８】
ダイザ媒介ｓｉＲＮＡ分解アッセイ
　ｓｉＲＮＡ及びｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体をダイザエンドヌクレアーゼ（Ｓｔｒ
ａｔａｇｅｎｅ社、カタログ番号２４０１００）と共にインキュベートし、これらが分解
されやすいかどうかを調べた。製造元のプロトコルに従った。簡潔に述べると、分解反応
は全体積１０μＬで行い、３７℃で一晩インキュベートした。一晩のインキュベーション
後、分解混合物のサンプル２μＬを２×ローディング色素（ｌｏａｄｉｎｇ　ｄｙｅ）と
混合し、尿素含有１５％ＴＢＥ及び１５％ＴＢＥによる非変性ポリアクリルアミドゲルで
のゲル電気泳動で分析した。
【０２１９】
ＬＣ－ＭＳによるＲＮＡのダイザ分解のモニタリング
　ＬＣ－ＭＳは、２．５μｍ、２．１×５０ｍｍのＸＴｅｒｒａ　Ｃ１８カラム（Ｗａｔ
ｅｒｓ　Ｃｏｒｐ．社）を用いて６５℃で行った。移動相は、１００ｍＭヘキサフルオオ
ロイソプロパノール及び７ｍＭトリエチルアミンであり、溶出は１００％メタノールで行
った。勾配は、４０分間で５から１６％とした。溶出液はＰＤＡ中へ分割し、Ｗａｔｅｒ
ｓ社のシングル四重極型質量分析器Ｍｉｃｒｏｍａｓｓ　ＺＱ　ＥＳＩを負イオンモード
で作動させた。キャピラリー電圧は３．０ｋＶ、コーン電圧は４５Ｖであった。脱溶媒は
６００Ｌ／ｈの窒素中、３００℃で行った。イオン源は９０℃に維持した。測定用のスキ
ャン速度は１秒あたり１０００乃至２０００ｍ／ｚであった。
【０２２０】
実施例２
ｈＴＮＦ－αノックダウン活性のためのスクリーニングされたダイザエンドヌクレアーゼ
基質ｓｉＲＮＡ
　本実施例では、ｈＴＮＦ－α遺伝子発現レベルを効果的に低下させるためにスクリーニ
ングされた本発明の典型的ｓｉＲＮＡを例示する。ｈＴＮＦ－α遺伝子は、ヒトやその他
の哺乳類の対象中で過剰発現すると関節リウマチ（ＲＡ）の発症と進行を媒介することが
示唆されているため、これを標的とすることは重要である。従って、ｈＴＮＦ－α遺伝子
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を標的にしてその発現を低下させることは、ＲＡの治療に役立てることができる。
【０２２１】
　最近の研究結果により、２５乃至３０ヌクレオチドの長さのＲＮＡ二重鎖が、標的遺伝
子の発現レベルの低下に関して、対応するより短いＲＮＡ二重鎖と比べて最大１００倍の
効果を有することが示唆されている。このようにノックダウン活性が向上するのは、これ
らの長鎖ｓｉＲＮＡ二重鎖がダイザエンドヌクレアーゼ（ＲＮＡｓｅＩＩＩ）の基質であ
るという事実に起因する。以下の表３に、長さが２１乃至２７ヌクレオチドのｓｉＲＮＡ
二重鎖を示す。ＹＣ１２及びＮ１６１からＮ１６４は、ｈＴＮＦ－α遺伝子の配列特異的
な転写後ジーンサイレンシングのためにスクリーニングしたものである。この最初のスク
リーニングプロセスには、Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ　２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ社、カリフォルニア州、カールズバッド）を用いて表３に挙げた個々のｓｉＲＮＡをＬ
ＰＳで刺激したヒト単球中へトランスフェクトすることも含まれていた。
【０２２２】
【表３】

【０２２３】
　表３に挙げたＹＣ１２及びＮ１６１からＮ１６４の配列は、５’－３’のセンス鎖（上
）及び３’－５’のアンチセンス鎖（下）である。
【０２２４】
　ＹＣ１２及びＮ１６１からＮ１６４の各配列は、Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ　２００
０（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、カリフォルニア州、カールズバッド）を用いて、０．１６
ｎＭ、０．８ｎＭ、４ｎＭ、及び２０ｎＭの各濃度でトランスフェクトした。各ｓｉＲＮ
ＡのＴＮＦ－αノックダウン活性をパーセント表示で表４にまとめた。Ｑｎｅｇは、ラン
ダムｓｉＲＮＡ配列であり、ネガティブコントロールとした。観察されたＱｎｅｇによる
ノックダウン活性を１００％（遺伝子発現レベル１００％）の基準とし、各ｓｉＲＮＡの
ノックダウン活性をこのネガティブコントロールに対する相対パーセントで表した。表４
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のデータは、Ｎ１６１、Ｎ１６２及びＮ１６４のｓｉＲＮＡが、ＱｎｅｇのｓｉＲＮＡネ
ガティブコントロールと比較してＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルに対して有意の影響を与え
なかったことを示している。対照的に、Ｙ１２のｓｉＲＮＡは、ＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレ
ベルをネガティブコントロールＱｎｅｇの６６％まで低下させ、Ｎ１６３のｓｉＲＮＡは
、ｍＲＮＡレベルをネガティブコントロールＱｎｅｇの５７％まで低下させた。
【０２２５】
　表４のデータは、ダイザ基質ｓｉＲＮＡであるＮ１６３とＹＣ１２が、ヒト単球中のｈ
ＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルを効果的に低下させたことを示している。Ｎ１６３のｓｉＲ
ＮＡを選択してさらなる特性分析を行った。
【０２２６】
【表４】

【０２２７】
実施例３
ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体によるヒト単球中ｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルの効果
的な低下
　本例は、本発明の典型的なダイザ基質ｓｉＲＮＡが、本発明の典型的なポリヌクレオチ
ド送達促進ポリペプチドと抱合した場合に、ｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡの発現レベルを効果
的に低下させたことを示すものである。ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体のノックダウン
活性を以下の表５にまとめた。
【０２２８】
　実施例２の表４に示したデータによると、Ｌｉｐｏｆｅｃａｍｉｎｅ　２０００（Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ社、カリフォルニア州、カールズバッド）でトランスフェクトされた場
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合に、Ｎ１６３のｓｉＲＮＡがｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルを効果的に低下させたこと
を示しており、従ってこれは、ＴＮＦ－αと関連する１若しくは２種類以上の炎症状態を
治療及び／又は予防するのに優れた候補物質である。しかし、カチオン性脂質は細胞毒性
を示す場合があり、従って疾患治療におけるインビボでの送達用途には適さない。従って
、このカチオン性脂質媒介による送達の欠点を克服するため、本発明の典型的ｓｉＲＮＡ
であるＮ１６３を、送達媒体として用いた時に細胞毒性効果が最小限乃至ゼロであるポリ
ヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合させた。送達ポリペプチドをダイザ基質型（２
７－ｍｅｒ）であるｓｉＲＮＡ配列と抱合させることにより、ＲＩＳＣへのローディング
の前にｓｉＲＮＡからポリペプチドを除去することができ、従ってポリペプチドがＲＩＳ
Ｃ活性を阻害する可能性を低減できる。実際、これらの抱合体は、プロセッシングを受け
ると所望の標的遺伝子の効果的なノックダウンを媒介するｓｉＲＮＡ前駆体を効率的に細
胞質内へ送達する。
【０２２９】
　本発明の典型的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド（ＰＮ２７７）は、ヒトのヒ
ストン２Ｂ（Ｈ２Ｂ）タンパク質のアミノ酸配列から誘導し、その一次構造は以下の通り
である。

ＰＮ２７７
ＮＨ２－ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＤＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ
－アミド（配列番号３７）
【０２３０】
　抱合体は、本発明の典型的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドＰＮ２７７を、本
発明の典型的ｓｉＲＮＡであるＮ１６３のセンス鎖の５’末端又はアンチセンス鎖の５’
末端へ共有結合させることで作製した。ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体の例は以下の通
りである。
【０２３１】
　ｓｉＲＮＡであるＮ１６３のアンチセンス鎖の５’末端へポリペプチドＰＮ２７７を抱
合させた（ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０；配列番号３７及び３５）。ｓｉＲＮＡである
Ｎ１６３のセンス鎖は図示していない。

【０２３２】
　ｓｉＲＮＡであるＮ１６３のセンス鎖の５’末端へポリペプチドＰＮ２７７を抱合させ
た（ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２；配列番号３７及び３６）。ｓｉＲＮＡであるＮ１６
３のアンチセンス鎖は図示していない。

【０２３３】
　本発明でネガティブコントロールとして用いるＱｎｅｇのｓｉＲＮＡのセンス鎖の５’
末端へポリペプチドＰＮ２７７を抱合させたものは図示していない。
【０２３４】
　この実施例では、Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体を含む上述の各ｓｉＲＮ
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Ａ／ポリペプチド抱合体は、１ｎＭ、１０ｎＭ、１００ｎＭ、及び２００ｎＭの濃度で、
ヒト単球と共にインキュベートした。各ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体のＴＮＦ－αノ
ックダウン活性をパーセント表示で表５にまとめた。観察されたＱｎｅｇによるノックダ
ウン活性を１００％（遺伝子発現レベル１００％）の基準とし、各ｓｉＲＮＡのノックダ
ウン活性をこのネガティブコントロールに対する相対パーセントで表した。
【０２３５】
　表５のデータは、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合したｓｉＲＮＡ二重鎖
Ｎ１６３が、ｓｉＲＮＡ分子Ｎ１６３のセンス鎖の５’末端への共有結合又はアンチセン
ス鎖の５’末端への共有結合に関係なく、ｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡ発現レベルを効果的に
低下させたことを示している。より具体的には、ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体である
ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２は、ｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルをＱｎｅｇ／ポリペプ
チド抱合体ネガティブコントロールのｍＲＮＡレベルの６２％まで低下させ、ｄｓＣｏＰ
２７７ｎｆＲ９５０は、ｈＴＮＦ－α　ｍＲＮＡレベルをＱｎｅｇ／ポリペプチド抱合体
ネガティブコントロールのｍＲＮＡレベルの３８％まで低下させた。
【０２３６】
【表５】

【０２３７】
　表５に示すデータは驚くべき予期せぬ発見であり、本発明の典型的なダイザ基質ｓｉＲ
ＮＡが、本発明の典型的なポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合されると、ｈＴ
ＮＦ－α　ｍＲＮＡの発現レベルを効果的に低下させたことを示している。さらに、抱合
体のノックダウン活性は、リポフェクタミンによって送達された同じｓｉＲＮＡが示した
ノックダウン活性を上回った。
【０２３８】
実施例４
ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合したｓｉＲＮＡのダイザエンドヌクレアー
ゼによるプロセッシング
　この実施例は、ポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合したｓｉＲＮＡが、ダイ
ザエンドヌクレアーゼ（ＲＮａｓｅＩＩＩ）によって分解されることを示すものである。
本例では、実施例３で示した３種類のｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体（Ｑｎｅｇ、ｄｓ
ＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０、及びｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２）を、ダイザエンドヌク
レアーゼの存在下又は非存在下でインキュベートした。さらに、ポリヌクレオチド送達促
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進ポリペプチドのないｓｉＲＮＡ二重鎖Ｎ１６３も、ダイザエンドヌクレアーゼの存在下
又は非存在下でインキュベートした。目的は、ｓｉＲＮＡがダイザによる分解の標的であ
るかどうか、及びポリペプチドによるｓｉＲＮＡ　ＲＩＳＣのローディング阻害を防ぐた
めに不可欠である、共有結合しているｓｉＲＮＡ二重鎖からのポリペプチドの除去が行わ
れるかどうか、を調べることであった。ＲＩＳＣ複合体を阻害すると、標的遺伝子の転写
後ジーンサイレンシングを妨げることになる。
【０２３９】
　ポリアクリルアミドゲルの電気泳動による比較を図１に示す。図１では、ダイザなしの
インキュベーション及びダイザありのインキュベーションの両方で、Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮ
Ａ／ポリペプチド抱合体が分子量の等しい「シャープな」バンドで移動しており、これは
予想通り、Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体がダイザエンドヌクレアーゼの存
在下でも非存在下でも分解しなかったことを示している。本発明の典型的なＮ１６３　ｓ
ｉＲＮＡ（ポリペプチドなし）は、ダイザエンドヌクレアーゼの非存在下ではポリアクリ
ルアミドゲル上を「シャープな」バンドで移動した。しかし、ダイザでインキュベートし
た場合、ダイザでインキュベートしていないＮ１６３　ｓｉＲＮＡと比べてわずかに分子
量の小さいバンドで示されるように、わずかに短いＮ１６３　ｓｉＲＮＡ二重鎖が観察さ
れた。アンチセンス鎖の５’末端でポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド共有結合した
典型的なｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３（ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０）とセンス鎖の５’末端
でポリヌクレオチド送達促進ポリペプチド共有結合した典型的なｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３（
ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２）との間で分解に違いが見られた。ダイザの非存在下では
、予想通りこのｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体は両方とも分子量に相当するはっきりし
たバンドとして移動しており、分解されなかったことを示している。しかし、ダイザエン
ドヌクレアーゼの存在下では、ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２（センス鎖結合）は二本の
異なる分子量のバンドを示した。一方のバンドの分子量は分解されていないｄｓＣｏＰ２
７７ｎｆＲ９５２に相当し、二本目のバンドはダイザで分解されたＮ１６３　ｓｉＲＮＡ
（ポリペプチドなし）の分子量に相当し、このことは共有結合したＮ１６３　ｓｉＲＮＡ
がポリペプチドから分離されたことを示している。高分子量側のバンド（すなわち非分解
Ｎ１６３　ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド）は低分子側のバンド（すなわち分解Ｎ１６３　ｓ
ｉＲＮＡ／ポリペプチド）の約２倍の濃さであり、このことはｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９
５２（センス鎖結合）の大部分が分解されなかったことを示している。対照的に、非分解
ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０のサイズに相当するバンドが比較的薄く、ダイザで分解さ
れたＮ１６３　ｓｉＲＮＡ（ポリペプチドなし）のサイズに相当する分子量のバンドの方
が濃いことから分かるように、ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０（アンチセンス鎖結合）は
ダイザによってより分解されやすいことを示した。ｓｉＲＮＡ／ポリペプチドｄｓＣｏＰ
２７７ｎｆＲ９５０（アンチセンス鎖結合）がｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２（センス鎖
結合）と比較して相対的にダイザによる分解をより受けやすいということは、ｄｓＣｏＰ
２７７ｎｆＲ９５０（アンチセンス鎖結合；実施例２参照）で見られたより高いノックダ
ウン活性と強い相関を示している。ｓｉＲＮＡ／ポリペプチドがダイザによる分解を受け
やすいということは、ポリペプチドによるＲＩＳＣ複合体の干渉の可能性が低減され、従
って標的遺伝子のより高いサイレンシングを意味する。
【０２４０】
　このようなデータは、本発明のポリヌクレオチド送達促進ポリペプチドと抱合した典型
的なｓｉＲＮＡがダイザによる分解を受けやすく、標的ジーンサイレンシングのために細
胞へ治療用ｓｉＲＮＡ前駆体を効果的に送達する理想的な候補であることを示している。
【０２４１】
　ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３はダイザエンドヌクレアーゼで分解されると２１－ｍｅｒのＲＮ
Ａとなる。図２は、非抱合ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３二重鎖に対するＲＰ－ＨＰＬＣによるダ
イザエンドヌクレアーゼによるプロセッシングの動態解析を示す。図２（Ａ）はプロセッ
シングなしのＮ１６３二重鎖に対するＲＰ－ＨＰＬＣを示す。図２（Ｂ）から（Ｅ）は、
ダイザエンドヌクレアーゼとそれぞれ（Ｂ）１時間、（Ｃ）２．５時間、（Ｄ）５時間、
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及び（Ｅ）７時間インキュベートしたＮ１６３二重鎖のＲＰ－ＨＰＬＣを示す。これらの
データを図３にグラフで示す。
【０２４２】
　図２（Ｅ）に示すダイザエンドヌクレアーゼによりｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３を７時間分解
した後のＲＮＡの同一性を、図４に示すようにＥＳＩ－ＭＳ分析で確認した。図４は、Ｎ
１６３のダイザによる開裂産物である２１－ｍｅｒのセンス鎖に相当する質量６６０６．
６、及びＮ１６３のダイザによる開裂産物である２１－ｍｅｒのアンチセンス鎖に相当す
る質量６９６５．７にピークを示している。
【０２４３】
　抱合したｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３のダイザエンドヌクレアーゼによる分解後のＲＮＡの同
一性を、図５に示すようにＥＳＩ－ＭＳ分析で確認した。図５は、ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３
と抱合したポリペプチドＰＮ８５７を有する抱合体化ｓｉＲＮＡのダイザエンドヌクレア
ーゼによるプロセッシングのＥＳＩ－ＭＳを示す。本発明の典型的なポリヌクレオチド送
達促進ポリペプチドＰＮ８５７は、ヒトのヒストン２Ｂ（Ｈ２Ｂ）タンパク質のアミノ酸
配列から誘導し、その一次構造は以下の通りである。

ＰＮ８５７
Ｍａｌ－ＫＧＳＫＫＡＶＴＫＡＱＫＫＥＧＫＫＲＫＲＳＲＫＥＳＹＳＶＹＶＹＫＶＬＫＱ
－アミド（配列番号５２）
【０２４４】
　ポリペプチドＰＮ８５７は、Ｎ１６３　ｓｉＲＮＡのアンチセンス鎖の５’末端で抱合
させた。
【０２４５】
　図５（Ａ）には、ダイザエンドヌクレアーゼ非存在下における抱合体二重鎖のコントロ
ールインキュベーションを示した。図５（Ａ）は、Ｎ１６３の２７-ntのアンチセンス鎖
とポリペプチドＰＮ８５７との抱合体に相当する質量１３４３６．２、及びＮ１６３の２
５-ntのセンス鎖に相当する質量７８３５．３にピークを示している。
【０２４６】
　図５（Ｂ）には、ダイザエンドヌクレアーゼ存在下における抱合体二重鎖の８時間のイ
ンキュベーションを示した。図５（Ｂ）は、Ｎ１６３の２７-ntのアンチセンス鎖とポリ
ペプチドＰＮ８５７との抱合体に相当する質量１３４３６．１、Ｎ１６３の２５-ntのセ
ンス鎖に相当する質量７８３５．６、２７－ｍｅｒのＮ１６３抱合体のダイザによる開裂
産物である２１－ｍｅｒのアンチセンス鎖に相当する質量６９６６．３、及び２５－ｍｅ
ｒのＮ１６３のダイザによる開裂産物である２１－ｍｅｒのセンス鎖に相当する質量６６
０７．６にピークを示している。
【０２４７】
実施例５
インターフェロン応答を誘起しないダイザ基質ｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体
　本実施例は、本発明の典型的なｓｉＲＮＡ／ポリペプチド抱合体が、ヒト単球とインキ
ュベートされた場合にインターフェロン反応を誘起しないことを示すものである。インタ
ーフェロン反応性は、ｓｉＲＮＡでトランスフェクトされた細胞に起こり得る副作用であ
る。従って、ｓｉＲＮＡ／ポリペプチドｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０（アンチセンス鎖
結合）及びｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５２（センス鎖結合）がインターフェロン反応を誘
起するかどうかを評価するためにインビトロでの実験を行った。Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮＡ／
ポリペプチド抱合体（ＣｏＰ８４０）をネガティブコントロールとし、インターフェロン
－１（ＩＦＮ－１）をポジティブコントロールとした。各抱合体は１ｎＭ、１０ｎＭ、１
００ｎＭ、及び２００ｎＭの濃度で実験を行った。インターフェロン反応性のアッセイは
分子マーカーＭＩＰ１αを用いて行った。予想通り、Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮＡ／ポリペプチ
ド抱合体はＭＩＰ１αの発現を誘起せず、ポジティブコントロールであるＩＦＮ－１は大
量のＭＩＰ１αの発現を誘起した。抱合体ｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０及びｄｓＣｏＰ
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２７７ｎｆＲ９５２は、Ｑｎｅｇ　ｓｉＲＮＡ／ポリペプチドのネガティブコントロール
が誘起したＭＩＰ１αのレベルと同等であり、このことはこれらの抱合体が、有効なＴＮ
Ｆ－αのノックダウン活性を示す濃度（実施例３の表５参照）においてインターフェロン
反応を誘起しないことを示している。
【０２４８】
実施例６
２４ウェルプレートを用いたベロ細胞トランスフェクション
　この実施例は、ｓｉＲＮＡを標的細胞へ導入する方法を開示するものである。
【０２４９】
　ベロ細胞は、１０％ＦＢＳ、２ｍＬのＬ－グルタミン、１０ｎＭのＨｅｐｅｓ、及び１
００ユニット／ｍｌのペニシリン／ストレプトマイシンを添加したＤＭＥＭ培地で培養す
る。トランスフェクションの一日前に、対数期にある培養ベロ細胞を２４ウェルプレート
中に５０，０００細胞／ウェルで播種する。トランスフェクションの前に、すべてのｓｉ
ＲＮＡ投与分に対してＬ２Ｋ（Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ（商標）２０００、Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ社）の適切なストック溶液を調製する。Ｌ２ＫをＯｐｔｉＭＥＭ（登録商標
）細胞培地（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）中へゆっくり混合し、希釈したｓｉＲＮＡに添加
する。この混合物を室温で１５乃至３０分間インキュベートし、トランスフェクション複
合体を形成させる。インキュベーションの最後に培養液の上清を吸引し、各ウェル中に１
０％ＦＢＳを含有するＤＭＥＭ培養液１５０μｌを添加する。次に、各トランスフェクシ
ョン複合体１５０μｌを各ウェルへ三つの系に重複して添加する。プレートをゆっくり前
後に振とうして混合させる。３７℃で３時間インキュベートした後、上清を除去し、１ｍ
ｌの完全培地を各ウェルに添加する。Ｃｙ５－ｓｉＲＮＡの検出には、細胞を一晩インキ
ュベートし、顕微鏡下で蛍光を測定する。翌日、ＨｏｅｃｈｓｔＤＮＡ染料を用い、１．
５μｌのＨｏｅｃｈｓｔストックを各ウェルへ添加することによって細胞を染色して毒性
の検出を行う。ウェルをゆっくり回転させ、３７℃で１５分間インキュベートする。細胞
の測定は、Ｃｙ５及びＵＶフィルターを用いて、蛍光顕微鏡により直ちに行うことができ
る。トランスフェクション化合物の毒性については、位相差顕微鏡を用いて細胞の測定を
行う。
【０２５０】
実施例７
血球凝集アッセイ（ＨＡアッセイ）
　この例は、ウィルス感染細胞から産生されたウィルスの力価を算出するために用いるこ
とができる血球凝集アッセイを開示するものである。
【０２５１】
　血球凝集アッセイ（ＨＡアッセイ）を用いて細胞培養液の上清中のウィルスの定量を行
う。例えばインフルエンザウィルス等、ウィルスの科の中には、ヒト又は動物の赤血球（
ＲＢＣ）を凝集（に付着）し、ＲＢＣ表面上のＮ－アセチルノイラミン酸と結合すること
ができる表面又はエンベロープタンパク質を有するものがある。各ウィルスは多くの表面
タンパク質を有しているため、一つのウィルスは一つ以上のＲＢＣに付着することができ
る。この結果、ウィルスと結合したＲＢＣがウィルスによって架橋されることになり、一
種のＲＢＣ「格子」を形成する。この格子が形成されると、凝集されたＲＢＣをカウント
することができ、ウィルスの力価を算出することができる。ｓｉＲＮＡがトランスフェク
トされた細胞のウィルス力価がｓｉＲＮＡがトランスフェクトされていない細胞の力価と
比べて低下したということは、ｓｉＲＮＡ分子が標的ウィルス遺伝子又は標的遺伝子の発
現を阻害したことを示す。
【０２５２】
　ＰＢＳ中０．５％のニワトリ赤血球を、４枚のプレートに対して２０ｍｌずつ調製する
。各サンプルの培養液の上清１００μｌを、９６ウェルＶ底プレートの第一列目にある各
ウェルへ移す。サンプル間でチップは交換する。無菌状態が必要である場合は細胞培養室
フード内で行う。ウィルス培養液の上清を移した第一列目を除くプレートの残りの部分は
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チャネルピペットを用いて第一列目から培養液の上清５０μｌを吸い上げ、第二列目のＰ
ＢＳ５０μｌと混合する。ピペットによる吸い上げと押し出しを３回繰り返す。マルチチ
ャネルピペットを用いて第二列目の希釈サンプル５０μｌを吸い上げ、第三列目のＰＢＳ
５０μｌと混合する。ピペットによる吸い上げと押し出しを３回繰り返す。これらの操作
を最後の列まで繰り返す。希釈サンプル５０μｌを捨てる。０．５％のニワトリ赤血球５
０μｌを各ウェルに添加する。プレートを氷上で１時間インキュベートする。ＨＡの結果
を読み取り、ウィルス力価を算出する。
【０２５３】
実施例８
２４ウェルプレートによるベロ細胞トランスフェクション／インフェクション力価ノック
ダウンスクリーンニングアッセイ
　本例は、本発明のギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡが１又は２種類以上の
ウィルス標的遺伝子の発現を下方制御することができるかどうかを調べるために用いるこ
とができるアッセイを開示するものである。
【０２５４】
　本実施例では、哺乳類の細胞を、ウィルスＲＮＡと相同的なギャップ又はニックを有す
る二重鎖ｓｉＲＮＡでトランスフェクトする。トランスフェクションの後、トランスフェ
クトされた細胞は、トランスフェクトした本発明にかかるｓｉＲＮＡ分子と相同的な配列
を有する１又は２個の遺伝子を含むウィルスに感染させる。
【０２５５】
　ベロ細胞を、実施例６の方法に従ってギャップ又はニックを有する二重鎖ｓｉＲＮＡで
トランスフェクトする。ｓｉＲＮＡ及びベロ細胞のインキュベーションの終了にかけて、
感染ステップのためのウィルスの希釈を行う。ウィルスサンプルは、所望の感染効率（Ｍ
ＯＩ）が達成されるように希釈する。ウィルスサンプルをＰＢＳ／ＢＳＡ／ＰＳ中に希釈
し、適量のウィルス溶液を各ウェルに添加する。３７℃で１時間インキュベートした後、
一定量の感染媒体（０．３％ＢＳＡ、２ｍＬのＬ－グルタミン、１０ｎＭのＨｅｐｅｓ、
１００ユニット／ｍｌのペニシリン／ストレプトマイシン、及びトリプシンを添加したＤ
ＭＥＭ培養液）を各ウェルに添加する。３７℃で４８時間インキュベートする。インキュ
ベーションの最後に上清を回収し、４℃で保存する。ｓｉＲＮＡによるウィルスＲＮＡ干
渉は、実施例７に記載するＨＡアッセイを行って測定する。
【０２５６】
実施例９
ノックダウン活性でスクリーニングしたインフルエンザ特異的ダイザエンドヌクレアーゼ
基質ｓｉＲＮＡ
　この実施例は、感染したベロ細胞中のインフルエンザウィルス力価の効果的な低下に基
づいてスクリーニングした、本明細書で示す典型的なインフルエンザ特異的ｓｉＲＮＡを
例示するものである。非標的コントロールｓｉＲＮＡでトランスフェクトした細胞のウィ
ルス力価と比較して、インフルエンザ特異的ｓｉＲＮＡでトランスフェクトした細胞のウ
ィルス力価が低下したということの意味は、それが、インフルエンザ特異的ｓｉＲＮＡ分
子が標的ウィルス遺伝子又は標的遺伝子の発現を阻害したことを示すということである。
【０２５７】
　以下の表６には、インフルエンザ特異的ｓｉＲＮＡ二重鎖の５’－３’センス鎖（上）
及び５’－３’アンチセンス鎖（下）を示す。
【０２５８】
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【表６】

【０２５９】
　ベロ細胞を、１００μｌの１０％ＦＢＳ／ＤＭＥＭ培地中へ９６ウェルプレートの各ウ
ェルに１．５×１０４個、トランスフェクションの前日に播種した。１００、２０、若し
くは５ｎＭの各インフルエンザ特異的ｓｉＲＮＡ又は非標的コントロールｓｉＲＮＡであ
るＱｎｅｇ、をｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）０．３
μｌ（１ｍｇ／Ｌのストック）と複合体化し、ＯｐｔｉＭＥＭ２５μｌ中（全体積）（Ｇ
ｉｂｃｏ社）室温で２０分間インキュベートした。播種されたベロ細胞の各ウェル中の上
清を除去し、１０％ＤＭＥＭ完全培養液７５μＬを添加した。それから、ＯｐｔｉＭＥＭ
中のｓｉＲＮＡ／ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ複合体２５μｌを各ウェルへ添加した。各
条件について、三つのウェルで重複して実験を行った。トランスフェクションの条件では
ない追加的なコントロールウェルを調製した。トランスフェクションから３時間後、培養
液を除去した。各ウェルを０．３％ＢＳＡ／１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ／ＰＳを含有する１×
ＰＢＳ１００μｌで１回洗浄した。ＭＯＩ＝０．１のＰＲ８インフルエンザウィルス３０
μｌを各ウェルに添加して感染を行った。プレートを室温で１時間振とうした。感染後、
細胞は脱着し始めるので、０．３％ＢＳＡ／１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ／ＰＳ及び４μｇ／ｍ
ｌのトリプシンを含有するＤＭＥＭ１００μｌを各ウェルへゆっくり側壁上へ添加した。
プレートを３７℃で、５％のＣＯ２下、４８時間インキュベートした。各ウェルの上清５
０μｌを、二つの系に重複してＨＡアッセイで分析した。
【０２６０】
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　濃度が５ｎＭ、２０ｎＭ、及び１００ｎＭのＤＸ２８５２、ＤＸ２８５５、ＤＸ２８５
８、ＤＸ２８６１、ＤＸ２９５６、及びＧ１４９８の各インフルエンザ特異的ダイザ基質
ｓｉＲＮＡ、並びに非標的コントロールｓｉＲＮＡであるＱｎｅｇをＬｉｐｏｆｅｃｔａ
ｍｉｎｅ２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、カリフォルニア州、カールズバッド）と複
合体化させ、それを用いて播種したベロ細胞をトランスフェクトした。トランスフェクシ
ョン後、細胞をＭＯＩ（感染効率）が０．１であるＰＲ８インフルエンザウィルスで感染
させた。産生されたウィスルを定量するために、感染細胞を含むウェルの上清を、実施例
７に示すように血球凝集（ＨＡ）アッセイで分析した。表７には、各ｓｉＲＮＡのインフ
ルエンザ遺伝子発現活性のノックダウンを、ウィルス力価の低下をパーセントで表してま
とめた（１－（インフルエンザｓｉＲＮＡ処理のＨＡユニット）／（コントロールｓｉＲ
ＮＡ処理のＨＡユニット））。
【０２６１】
【表７】

【０２６２】
　表７のデータは、インフルエンザ特異的ダイザ基質ｓｉＲＮＡのＤＸ２９５６が、イン
フルエンザウィルスに感染したベロ細胞中のインフルエンザ力価を効果的に低下させたこ
とを示している。ＤＸ２９５６はＧ１４９８と同様の活性を示したが、他の４種類のダイ
ザ基質ｓｉＲＮＡはＤＸ２９５６よりも低い活性を示した。これらのデータより、ｓｉＲ
ＮＡ　ＤＸ２９５６は、Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ２０００（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社
、カリフォルニア州、カールズバッド）でトランスフェクトされた場合にインフルエンザ
のｍＲＮＡレベルを効果的に低下させており、従ってこれがインフルエンザ感染の治療及
び／又は予防のための優れた候補であることが示された。
【０２６３】
　上述の本発明を、明確な理解を目的として例を挙げる方法で詳細に説明してきたが、限
定されるのではなく、例示の形で示された添付の請求項の範囲内において特定の変形及び
変更を行うことが可能であることは、熟練者には明らかであろう。この意味で、説明を省
略するために、上述の本開示の範囲内において様々な刊行物及びその他の文献を引用した
。これらの全文献は各々、あらゆる点で参照することで本明細書に組み入れられる。しか
し、留意点として、本明細書で取り上げた種々の刊行物は、本出願の出願日以前の開示事
項を組み入れただけであって、発明者は先行発明の理由により、そのような開示に先行す
る権利を保持する。
【図面の簡単な説明】
【０２６４】
【図１】ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３と抱合したポリペプチドＰＮ２７７を有する抱合体ｄｓＣ
ｏＰ２７７ｎｆＲ９５２及びｄｓＣｏＰ２７７ｎｆＲ９５０のインビトロでのダイザ分解
生成物のゲル電気泳動を示す図である。
【図２】非抱合ｓｉＲＮＡであるＮ１６３二重鎖の、ダイザエンドヌクレアーゼプロセッ
シング反応速度のＲＰ－ＨＰＣＬ分析を示す図である。（Ａ）未処理Ｎ１６３二本鎖、（
Ｂ）ダイザエンドヌクレアーゼと共に１時間インキュベート、（Ｃ）ダイザエンドヌクレ
アーゼと共に２．５時間インキュベート、（Ｄ）ダイザエンドヌクレアーゼと共に５時間
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インキュベート、（Ｅ）ダイザエンドヌクレアーゼと共に７時間インキュベート。
【図３】図２に示した非抱合ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３二本鎖の、ダイザエンドヌクレアーゼ
プロセッシング反応速度のＲＰ－ＨＰＣＬ分析のチャートである。
【図４】非抱合Ｎ１６３を７時間ダイザ分解したもののＥＳＩ－ＭＳ分析を示す図である
。
【図５】ｓｉＲＮＡ　Ｎ１６３と抱合したポリペプチドＰＮ８５７を有する抱合体化ｓｉ
ＲＮＡの、ダイザエンドヌクレアーゼプロセッシングのＥＳＩ－ＭＳ分析を示す図である
。（Ａ）ダイザエンドヌクレアーゼの非存在下での８時間のコントロール、（Ｂ）ダイザ
エンドヌクレアーゼにより抱合体を８時間分解。

【図１】 【図２】
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【図５】
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