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(57)【要約】
【課題】血管新生のメカニズムを更に解明し、新たなメカニズムに立脚した、腫瘍の治療
に有用な血管新生阻害剤を提供すること。
【解決手段】ＹＢ−１は腫瘍新生血管に特異的に発現し、血管内皮細胞の増殖因子依存的
な増殖に寄与する。従って、ＹＢ−１の発現を阻害することにより、血管内皮細胞の増殖
を抑制し、血管新生を阻害することができる。ＹＢ−１は腫瘍新生血管の血管内皮細胞に
特異的に発現するので、ＹＢ−１の発現を阻害すると、腫瘍新生血管の血管内皮細胞の増
殖（即ち、腫瘍組織における血管新生）を選択的に阻害することが出来る。また、ＹＢ−
１は、腫瘍細胞の薬剤耐性や増殖へ関与するので、ＹＢ−１の発現を阻害することにより
、腫瘍細胞と腫瘍新生血管の血管内皮細胞の双方の増殖を阻害することが可能となる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＹＢ−１の発現を測定することを含む、腫瘍新生血管血管内皮細胞の検出方法。
【請求項２】
血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（
ただし、ＹＢ−１を除く）の発現を測定することを更に含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮ
Ａを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを含む、腫瘍新生血管血管内皮
細胞の検出用試薬。
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【請求項４】
更に、血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマー
カー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特異的
バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除
く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プラ
イマーを更に含む、請求項３記載の試薬。
【請求項５】
以下の（Ｉ）の群から選択される少なくとも一の物質及び、（ＩＩ）の群から選択され
る少なくとも一の物質を含む、組み合わせ物：
（Ｉ）ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃ
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ＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマー；及び
（ＩＩ）血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマー
カー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特異的
バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除
く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プラ
イマー。
【請求項６】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む、血管新生阻害剤。
【請求項７】
腫瘍血管の血管新生阻害剤である、請求項６記載の阻害剤。

30

【請求項８】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質が、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るｓｉＲＮＡ、
アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベクターである、請
求項６記載の阻害剤。
【請求項９】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む、腫瘍細胞および腫瘍血管血管内皮細胞の増殖阻
害剤。
【請求項１０】
腫瘍が、膠芽腫、食道癌、胃癌、大腸癌及び肺癌からなる群から選択されるいずれかで
ある、請求項９記載の阻害剤。
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【請求項１１】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質が、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得る抑制し得るｓ
ｉＲＮＡ、アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベクター
である、請求項９記載の阻害剤。
【請求項１２】
被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否か評価することを含む、血管新生阻害剤の
候補物質のスクリーニング方法。
【請求項１３】
血管新生阻害剤が腫瘍血管の血管新生阻害剤である、請求項１２記載のスクリーニング
方法。
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【請求項１４】
被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否かを評価することを含む、腫瘍細胞および
腫瘍血管血管内皮細胞の増殖阻害剤の候補物質のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、腫瘍新生血管血管内皮細胞の検出方法及びそのための試薬、血管新生（特に
腫瘍血管新生）の阻害剤及びそのスクリーニング方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
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ＹＢ−１はコールドショックドメインを有し、ヒト癌細胞の核内と細胞質に局在する。
Ｐ−糖タンパク質（ＭＤＲ１、ＡＢＣＢ１）などのＡＢＣトランスポーターやＤＮＡ修復
関連酵素の発現を上昇させ、広く薬剤耐性の獲得について重要な鍵を握ると考えられる。
さまざまな癌腫において、ＹＢ−１の核内局在や発現レベルはＰ−糖タンパク質依存性ま
た非依存性の薬剤耐性や予後不良と有意な相関を示すことが報告されている（非特許文献
１）。ＹＢ−１については、九州大学や産業医科大学の研究グループが、卵巣癌、乳癌、
骨肉腫などの多くのヒト癌腫と関連することを報告している（特許文献１）。彼らは、Ｅ
ＧＦＲなどの増殖因子や細胞周期関連遺伝子の発現をＹＢ−１が制御していることも明ら
かにしてきている。例えば、ＥＧＦＲをはじめ、いくつかの増殖関連遺伝子のプロモータ
ー領域付近に転写因子ＹＢ−１の結合部位であるＹ−ボックスの存在が確認されている。
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【０００３】
腫瘍や腫瘍間質は血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）を産生して血管を腫瘍に引き込み
、栄養や酸素を取り込もうとする。ＶＥＧＦの過剰発現は腫瘍の血管新生や転移と関連し
、また腫瘍の進行や予後不良と相関することが、大腸癌、胃癌、肺癌などさまざまな癌で
報告され、ＶＥＧＦを標的にした分子標的治療が進められている（特許文献２）。ベバシ
ツマブ（アバスチン）はＶＥＧＦのいずれのアイソフォームも認識可能なモノクローナル
抗体であり、ＶＥＧＦに結合してＶＥＧＦの働きを阻害する。日本国内では２００７年に
承認を受け、大腸癌や非小細胞肺癌の治療に用いられている。
【０００４】
ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）をベースにしたｓｉＲＮＡの癌治療への応用が進められている

30

（非特許文献２）。米Alnylam Pharmaceuticals社は２００９年４月３日、肝癌を対象に
、同社が開発したＲＮＡ干渉をベースとする治療薬「ＡＬＮ−ＶＳＰ」のフェーズ１試験
を開始したと発表した。ＲＮＡ干渉は、短い２本鎖ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）を導入すること
で、標的とするｍＲＮＡを分解して、遺伝子発現を停止させるものである。ＡＬＮ−ＶＳ
Ｐは２種のｓｉＲＮＡを含んでおり、癌細胞の増殖に関わるキネシンスピンドルタンパク
質（ＫＳＰ）及び血管新生を促す血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）の２つの遺伝子をタ
ーゲットとしている。
【０００５】
ＡＬＮ−ＶＳＰを含めて、ＶＥＧＦ等の血管内皮成長因子を標的にした分子標的薬が海
外にて多数治験されているが、血管新生の機序は未だ不明な点が多く、抗ＶＥＧＦ抗体も
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化学療法との併用が必要で当初期待したほどの効果は得られていない。また、血管新生阻
害による想定外の影響が研究結果で示されている（非特許文献３及び４）。
【０００６】
そこで、血管新生のメカニズムを更に解明し、新たなメカニズムに立脚した血管新生阻
害剤を開発し、腫瘍の治療に応用することが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９−９５４９９号公報
【特許文献２】特開２００７−１２６４２２号公報
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【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Molecular Cancer Therapeutics, vol.3, pp.1485‑1492, 2004
【非特許文献２】薬学雑誌, Vol.127, pp.1525‑1531 (2007)
【非特許文献３】Nature, vol. 456, no.7223, pp.814‑818 (2008)
【非特許文献４】NCI Cancer Bulletin, vol.6, no.8 (2009)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
血管新生のメカニズムを更に解明し、新たなメカニズムに立脚した、腫瘍の治療に有用
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な血管新生阻害剤を提供すること。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
膠芽腫について免疫組織染色によりＹＢ−１の発現を観察したところ、新生血管血管内
皮細胞で発現することが確認された。さらに、他のいくつかの種類の固形腫瘍についても
ＹＢ−１の発現を検討したところ、腫瘍間質内の血管内皮細胞で同様に発現することが確
認された。一方、生理的な血管新生をともなう胎児組織、新生児の肺、胎盤の新生血管血
管内皮細胞においてはＹＢ−１の発現が認められなかった。また、炎症部位の内皮細胞に
おいてはＹＢ−１の発現がわずかに観察されるのみであった。更に、血管内皮細胞にＹＢ
−１に対するｓｉＲＮＡを導入したところ、ＹＢ−１の発現が減少し、血管内皮細胞の増
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殖因子依存性の増殖が抑制された。
以上の結果から、ＹＢ−１が腫瘍新生血管の血管内皮細胞特異的なバイオマーカーであ
ること、そしてＹＢ−１の発現を抑制することにより、腫瘍血管新生を抑制し、結果的に
腫瘍の増殖を阻害し得ることを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
即ち、本発明は以下に関する。
［１］ＹＢ−１の発現を測定することを含む、腫瘍新生血管血管内皮細胞の検出方法。
［２］血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカ
ー（ただし、ＹＢ−１を除く）の発現を測定することを更に含む、［１］記載の方法。
［３］ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃ
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ＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを含む、腫瘍新生血管血管
内皮細胞の検出用試薬。
［４］更に、血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオ
マーカー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特
異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１
を除く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸
プライマーを更に含む、［３］記載の試薬。
［５］以下の（Ｉ）の群から選択される少なくとも一の物質及び、（ＩＩ）の群から選択
される少なくとも一の物質を含む、組み合わせ物：
（Ｉ）ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃ
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ＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマー；及び
（ＩＩ）血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマー
カー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特異的
バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除
く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プラ
イマー。
［６］ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む、血管新生阻害剤。
［７］腫瘍血管の血管新生阻害剤である、［６］記載の阻害剤。
［８］ＹＢ−１の発現を抑制する物質が、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るｓｉＲＮ
Ａ、アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベクターである
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、［６］記載の阻害剤。
［９］ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む、腫瘍細胞および腫瘍血管血管内皮細胞の増
殖阻害剤。
［１０］腫瘍が、膠芽腫、食道癌、胃癌、大腸癌及び肺癌からなる群から選択されるいず
れかである、［９］記載の阻害剤。
［１１］ＹＢ−１の発現を抑制する物質が、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得る抑制し
得るｓｉＲＮＡ、アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベ
クターである、［９］記載の阻害剤。
［１２］被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否か評価することを含む、血管新生阻
害剤の候補物質のスクリーニング方法。
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［１３］血管新生阻害剤が腫瘍血管の血管新生阻害剤である、［１２］記載のスクリーニ
ング方法。
［１４］被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否かを評価することを含む、腫瘍細胞
および腫瘍血管血管内皮細胞の増殖阻害剤の候補物質のスクリーニング方法。
【発明の効果】
【００１２】
ＹＢ−１が腫瘍新生血管に特異的に発現し、血管内皮細胞の増殖因子依存的な増殖に寄
与することを見出した。
本発明の腫瘍新生血管の血管内皮細胞の検出方法を用いれば、腫瘍組織における新生血
管をより的確に検出することができるので、例えば腫瘍新生血管を標的とする抗腫瘍薬の
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治療効果のモニタリングに有用である。
本発明により、ＹＢ−１の阻害という新たなメカニズムに基づく血管新生阻害剤やその
スクリーニング方法が提供される。ＹＢ−１は腫瘍新生血管の血管内に細胞に特異的に発
現し、正常組織や炎症組織の血管内皮細胞には全く又は殆ど発現しないので、本発明の血
管新生阻害剤は、特に腫瘍組織における血管新生を選択的に阻害するのに有用である。ま
た、ＹＢ−１は、腫瘍細胞の薬剤耐性や増殖に関連することが知られているので、本発明
の血管新生阻害剤は、結果として腫瘍細胞と腫瘍血管血管内皮細胞の双方を同時に増殖抑
制することが可能であり、優れた抗腫瘍薬として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】膠芽腫組織における、ＧＦＡＰ、ＣＤ３４、ＹＢ−１及びＫｉ−６７の免疫組織
学的染色。糸球体様小体（ＧＢｓ）の形成に伴う微小血管の増殖を、ヘマトキシリン及び
エオシン染色した。（Ａ）症例１（倍率４０倍）：ＧＦＡＰ発現が腫瘍細胞において認め
られるが、ＧＢにおいては認められない。ＣＤ３４発現はＧＢ及び間質性の血管において
のみ認められた。ＹＢ−１及びＫｉ−６７発現は、腫瘍細胞においてのみならず、ＧＢに
おいても認められた。（Ｂ）症例２（倍率４０倍）：壁において出芽している毛細血管を
有する既存の血管、及び壁において出芽している毛細血管を有していない既存の血管が、
ヘマトキシリン及びエオシン染色により認められた。ＧＦＡＰ発現は腫瘍細胞において認
められるが、既存の血管においては認められない。既存の血管の細胞はＣＤ３４、ＹＢ−
１、及びＫｉ−６７が陽性である。（Ｃ）症例１（倍率４００倍、（Ａ）と同一のエリア
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）。糸球体様小体の形態をヘマトキシリン及びエオシン染色（ＨＥ）により立証した。Ｃ
Ｄ３４及びＹＢ−１発現が、ＧＢの血管内皮細胞の細胞質において認められた。Ｋｉ−６
７発現が、ＧＢの血管内皮細胞の核内において認められた。（Ｄ）症例２（倍率４００倍
、（Ｂ）と同一のエリア）。壁において出芽している毛細血管を有する血管が観察された
。既存の血管から出芽している毛細血管の血管内皮細胞の細胞質はＹＢ−１陽性であり、
既存の血管の血管内皮細胞はＹＢ−１陰性であった。Ｋｉ−６７発現が、既存の血管から
出芽している毛細血管の血管内皮細胞において観察された。
【図２】癌組織におけるＣＤ３４及びＹＢ−１の免疫組織学的染色。（Ａ）食道扁平上皮
癌、（Ｂ）胃腺癌、（Ｃ）結腸腺癌、（Ｄ）肺腺癌。これらの癌腫をＨＥ（１）又は抗Ｙ
Ｂ−１抗体（２）で染色し、倍率４０倍で観察した。抗ＹＢ−１抗体（３，４）または抗
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ＣＤ３４抗体（５，６）で染色した腫瘍病変や線維形成性間質は倍率１００倍で観察した
。各癌において、ＹＢ−１は癌細胞のみならず、癌により誘導された線維形成性間質の新
生血管の血管内皮細胞においても発現していた。
【図３】線維形成性間質におけるＣＤ３４及びＹＢ−１の免疫組織学的染色。（Ａ）食道
扁平上皮癌、（Ｂ）胃腺癌、（Ｃ）結腸腺癌、（Ｄ）肺腺癌。図２のＨＥ染色および免疫
組織学的染色のうち（５，６）について倍率４００倍で観察した。
【図４】種々の正常組織。（Ａ）中絶胎児（妊娠１０週）から得た腎組織（倍率４０倍）
、（Ｂ）検死から得た妊娠２５週の胎児肺組織（倍率２００倍）、（Ｃ）妊娠３５週の胎
盤組織（倍率２００倍）のＨＥ染色および免疫組織学的染色。血管内皮細胞はＹＢ−１陰
性で、血管内皮細胞はＣＤ３４陽性である。
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【図５】炎症肉芽組織。（Ａ）子宮頸部粘膜組織、（Ｂ）膣粘膜組織、（Ｃ）関節滑膜組
織のＨＥ染色および免疫組織学的染色（倍率２００倍）。低いレベルのＹＢ−１の細胞質
内発現が、肉芽組織における毛細血管のＣＤ３４陽性血管内皮細胞において観察された。
【図６】ＹＢ−１発現の下方制御によりヒト臍帯静脈血管内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）の増殖
が阻害された。（Ａ）ＨＵＶＥＣを２０ｐｍｏｌ／ＬのコントロールｓｉＲＮＡ又はＹＢ
−１に対するｓｉＲＮＡで一過性にトランスフェクトした。７２時間後に、全細胞ライセ
ート（２５μｇ）をＳＤＳ−ＰＡＧＥに付し、抗ＹＢ−１抗体又は抗βアクチン抗体を用
いたウェスタンブロッティングを行った。（Ｂ）ＹＢ−１発現レベルをβアクチンにより
補正した。コントロールｓｉＲＮＡによりトランスフェクトした細胞内のＹＢ−１発現を
１００％と設定した。（Ｃ）ＨＵＶＥＣを１０ｐｍｏｌ／ＬのコントロールｓｉＲＮＡ又
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はＹＢ−１に対するｓｉＲＮＡにより一過性にトランスフェクトした。図に示した日数の
後、細胞数をカウントした。結果は、０時間における細胞数により標準化した。各点は、
少なくとも３つの独立した試験の平均値である。＊：Ｐ＜０．００１。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
１．ＹＢ−１を用いる腫瘍新生血管の血管内皮細胞の検出方法
後述の実施例に示されるように、ＹＢ−１は腫瘍新生血管の血管内皮細胞に特異的に発
現しているため、ＹＢ−１或いはそれをコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを腫瘍新生血管
の血管内皮細胞特異的なバイオマーカーとして用い、ＹＢ−１の発現を測定することによ
り、腫瘍新生血管の血管内皮細胞を検出することが出来る。従って、本発明は、ＹＢ−１
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の発現を測定することを含む、腫瘍新生血管の血管内皮細胞の検出方法を提供するもので
ある。
【００１５】
ＹＢ−１（Ｙボックス・バインディング・プロテイン１）はコールドショックドメイン
を有し、癌細胞の薬物耐性の獲得や増殖に寄与する公知のポリペプチドである(Molecular
Cancer Therapeutics 2004;3:1485‑1492)。
【００１６】
本発明において用いられるＹＢ−１は、通常、哺乳動物由来のものである。哺乳動物と
しては、例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット等のげっ歯類やウサギ等の実
験動物、ブタ、ウシ、ヤギ、ウマ、ヒツジ、ミンク等の家畜、イヌ、ネコ等のペット、ヒ
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ト、サル、カニクイザル、アカゲザル、マーモセット、オランウータン、チンパンジーな
どの霊長類等を挙げることが出来るが、これらに限定されるものではない。ＹＢ−１は、
好ましくは霊長類（ヒト等）又はげっ歯類（マウス等）由来であり、より好ましくは、ヒ
ト由来である。
【００１７】
「ＹＢ−１が哺乳動物由来である」とは、ＹＢ−１の配列（ヌクレオチド配列及びアミ
ノ酸配列）が哺乳動物のものであることを意味する。
【００１８】
ＹＢ−１のヌクレオチド配列やアミノ酸配列は公知である。ヒト及びマウスのＹＢ−１
の代表的なヌクレオチド配列及びアミノ酸配列が、ＮＣＢＩに以下の通りに登録されてい
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る。
[ヒトＹＢ−１]
ヌクレオチド配列（ｍＲＮＡ又はｃＤＮＡ配列）：アクセッション番号

NM̲004559（バ

ージョンNM̲004559.3）（配列番号１）
アミノ酸配列：アクセッション番号

NP̲004550（バージョンNP̲004550.2）（配列番号２

）
[マウスＹＢ−１]
ヌクレオチド配列（ｍＲＮＡ又はｃＤＮＡ配列）：アクセッション番号

NM̲011732（バ

ージョンNM̲011732.2）（配列番号３）
アミノ酸配列：アクセッション番号

NP̲035862（バージョンNP̲035862.2）（配列番号４

10

）
【００１９】
なお、本明細書においてヌクレオチド配列は、特にことわりのない限りＤＮＡの配列と
して記載するが、ポリヌクレオチドがＲＮＡである場合は、チミン（Ｔ）をウラシル（Ｕ
）に適宜読み替えるものとする。
【００２０】
本発明の検出方法は、インビボ又はインビトロ（好ましくはインビトロ）において行わ
れる。本発明の検出方法がインビトロにおいて行われる場合、腫瘍新生血管血管内皮細胞
を含む可能性のある、生体外に摘出された哺乳動物の組織や細胞、生体外において培養さ
れた哺乳動物の細胞におけるＹＢ−１の発現が測定される。
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【００２１】
「腫瘍血管」とは、腫瘍組織内に存在する血管を意味する。「腫瘍新生血管」とは、腫
瘍組織内に存在する血管であって、既存の血管系から分岐して新生することにより形成さ
れた血管を意味する。
【００２２】
腫瘍の種類は、固形腫瘍である限り特に限定されない。腫瘍としては、例えば、膠芽腫
、食道癌（好ましくは、食道扁平上皮癌）、胃癌（好ましくは、胃腺癌）、結腸癌（好ま
しくは、結腸腺癌）、肺癌（好ましくは、肺腺癌）、腎癌、甲状腺癌、耳下腺癌、頭頚部
癌、骨・軟部肉腫、尿管癌、膀胱癌、子宮癌、肝癌、乳癌、卵巣癌、卵管癌等を挙げるこ
とが出来る。腫瘍は、好ましくは、膠芽腫、食道癌（好ましくは、食道扁平上皮癌）、胃
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癌（好ましくは、胃腺癌）、結腸癌（好ましくは、結腸腺癌）又は肺癌（好ましくは、肺
腺癌）である。
【００２３】
ＹＢ−１の発現は、ＹＢ−１の翻訳産物（即ち、ポリペプチド）を特異的に認識する抗
体を用いて、免疫学的手法により該翻訳産物を検出することにより測定することができる
。免疫学的手法としては、フローサイトメトリー解析、放射性同位元素免疫測定法（RIA
法）、ELISA法（Methods in Enzymol. 70: 419‑439 (1980)）、ウェスタンブロッティン
グ、免疫組織染色等を挙げることができる。
【００２４】
抗体による抗原Ｘの「特異的な認識」とは、抗原抗体反応における、抗体の抗原Ｘに対
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する親和性が、抗原Ｘ以外の抗原に対する親和性よりも強いことを意味する。
【００２５】
ＹＢ−１を特異的に認識する抗体は、ＹＢ−１ポリペプチドやその抗原性を有する部分
ペプチドを免疫原として用い、既存の一般的な製造方法によって製造することができる。
本明細書において、抗体には、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体（mAb）等の天
然型抗体、遺伝子組換技術を用いて製造され得るキメラ抗体、ヒト化抗体や一本鎖抗体、
およびこれらの結合性断片が含まれるが、これらに限定されない。好ましくは、抗体はポ
リクローナル抗体、モノクローナル抗体又はこれらの結合性断片である。結合性断片とは
、特異的結合活性を有する前述の抗体の一部分の領域を意味し、具体的には例えばF(ab')
2、Fab'、Fab、Fv、sFv、dsFv、sdAb等が挙げられる（Exp.

Opin. Ther. Patents， Vol.
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6, No.5, p.441‑456, 1996）。抗体のクラスは、特に限定されず、IgG、IgM、IgA、IgDあ
るいはIgE等のいずれのアイソタイプを有する抗体をも包含する。好ましくは、IgG又はIg
Mであり、精製の容易性等を考慮するとより好ましくはIgGである。
【００２６】
ＹＢ−１の発現は、また、ＹＢ−１の転写産物（即ち、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ
）やｃＤＮＡ（例えば、配列番号１又は３で表されるヌクレオチド配列からなるポリヌク
レオチド）を特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを用いて、自体公知の
方法により測定することが出来る。該測定方法としては、例えば、RT‑PCR、ノザンブロッ
ティング、in situ ハイブリダイゼーション、cDNAアレイ等を挙げることができる。
【００２７】
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本発明の検出方法に用いられる、核酸プローブや核酸プライマーは、ＤＮＡであっても
ＲＮＡであってもよく、あるいはＤＮＡ／ＲＮＡキメラであってもよいが、好ましくはＤ
ＮＡである。また、該核酸は二本鎖であっても、一本鎖であってもよいが、好ましくは一
本鎖である。従って、本明細書においてあるヌクレオチド配列を有する核酸について記載
する場合、特に断らない限り、該ヌクレオチド配列を有する一本鎖ポリヌクレオチド、該
ヌクレオチド配列と相補的な配列を有する一本鎖ポリヌクレオチド、それらのハイブリッ
ドである二本鎖ポリヌクレオチドをすべて包含する意味で用いられていると理解されるべ
きである。
【００２８】
本明細書において、「核酸プローブによるＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡ
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の特異的な検出」とは、核酸プローブがＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡに対
して、ＹＢ−１以外の遺伝子をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡに対するよりも高いアフ
ィニティを有することにより、適切なハイブリダイゼーション条件下で、ＹＢ−１をコー
ドするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡにはハイブリダイズするが、ＹＢ−１以外の遺伝子をコード
するｍＲＮＡ又はｃＤＮＡへはハイブリダイズしないことを意味する。
【００２９】
このようなハイブリダイゼーションの条件は、当業者であれば適宜選択することができ
る。ハイブリダイゼーションの条件として、例えば低ストリンジェントな条件が挙げられ
る。低ストリンジェントな条件とは、ハイブリダイゼーション後の洗浄において、例えば
４２℃、５×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳの条件であり、好ましくは５０℃、２×ＳＳＣ、０

30

．１％ＳＤＳの条件である。より好ましいハイブリダイゼーションの条件としては、高ス
トリンジェントな条件が挙げられる。高ストリンジェントな条件とは、例えば６５℃、０
．１×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳである。但し、ハイブリダイゼーションのストリンジェン
シーに影響する要素としては、温度や塩濃度等の複数の要素があり、当業者はこれらの要
素を適宜選択することで、同様のストリンジェンシーを実現することが可能である。
【００３０】
１つの好ましい態様において、本発明の検出方法に用いられる核酸プローブは、ＹＢ−
１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列（例えば、配列番号１又は３で
表されるヌクレオチド配列）又はその連続した部分配列或いはそれらの相補配列を含む。
該部分配列又はその相補配列の長さは、１２ヌクレオチド以上、好ましくは１５ヌクレオ
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チド以上、より好ましくは１８ヌクレオチド以上、更に好ましくは２０ヌクレオチド以上
（例えば、２５ヌクレオチド以上）である。また、該部分配列またはその相補配列の長さ
の上限は特に限定されないが、合成の容易さの観点から、該長さは、通常５００ヌクレオ
チド以下、好ましくは１００ヌクレオチド以下、より好ましくは５０ヌクレオチド以下、
更に好ましくは３０ヌクレオチド以下である。
【００３１】
核酸プローブが、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列又は
その連続した部分配列の相補配列を含む場合、該相補配列が有する相補性は１００％であ
る。
【００３２】
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核酸プローブの長さは、少なくとも１２ヌクレオチド以上、好ましくは１５ヌクレオチ
ド以上、より好ましくは１８ヌクレオチド以上、更に好ましくは２０ヌクレオチド以上で
ある。また、核酸プローブの長さの上限は特に限定されないが、合成の容易さの観点から
、通常１０００ヌクレオチド以下、好ましくは１００ヌクレオチド以下、より好ましくは
５０ヌクレオチド以下、更に好ましくは３０ヌクレオチド以下である。
【００３３】
核酸プローブは、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列又は
その連続した部分配列或いはそれらの相補配列に加えて、任意の付加的配列を含んでいて
もよい。
【００３４】
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また、該核酸プローブは、適当な標識剤、例えば、放射性同位元素（例：125Ｉ、131Ｉ
、3Ｈ、14Ｃ、33Ｐ、32Ｐ等）、酵素（例：β−ガラクトシダーゼ、β−グルコシダーゼ
、アルカリフォスファターゼ、パーオキシダーゼ、リンゴ酸脱水素酵素等）、蛍光物質（
例：フルオレスカミン、フルオレッセンイソチオシアネート等）、発光物質（例：ルミノ
ール、ルミノール誘導体、ルシフェリン、ルシゲニン等）などで標識されていてもよい。
【００３５】
本明細書において、「核酸プライマーによるＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮ
Ａの特異的な検出」とは、核酸プライマーが、適切なＰＣＲ反応条件下において、ＹＢ−
１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを鋳型として、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又は
ｃＤＮＡの全部または一部の領域をＰＣＲ増幅するが、ＹＢ−１以外の遺伝子をコードす
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るｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを鋳型として、当該遺伝子をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡの
全部または一部の領域をＰＣＲ増幅しないことを意味する。
【００３６】
上記（２）の核酸プライマーは、ＤＮＡであってもＲＮＡであってもよく、あるいはＤ
ＮＡ／ＲＮＡキメラであってもよいが、好ましくはＤＮＡである。また、該核酸は二本鎖
であっても、一本鎖であってもよいが、好ましくは一本鎖である。
【００３７】
１つの好ましい態様において、本発明の検出方法に用いられる核酸プライマーは、ＹＢ
−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列（例えば、配列番号１又は３
で表されるヌクレオチド配列）又はその連続した部分配列或いはそれらの相補配列を含む
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。該部分配列又はその相補配列の長さは、１２ヌクレオチド以上、好ましくは１５ヌクレ
オチド以上、より好ましくは１８ヌクレオチド以上、更に好ましくは２０ヌクレオチド以
上（例えば、２５ヌクレオチド以上）である。また、該部分配列またはその相補配列の長
さの上限は特に限定されないが、合成の容易さの観点から、該長さは、通常５００ヌクレ
オチド以下、好ましくは１００ヌクレオチド以下、より好ましくは５０ヌクレオチド以下
、更に好ましくは３０ヌクレオチド以下である。
【００３８】
核酸プライマーが、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列又
はその連続した部分配列の相補配列を含む場合、該相補配列が有する相補性は１００％で
ある。
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【００３９】
核酸プライマーの長さは、少なくとも１２ヌクレオチド以上、好ましくは１５ヌクレオ
チド以上、より好ましくは１８ヌクレオチド以上、更に好ましくは２０ヌクレオチド以上
である。また、核酸プローブの長さの上限は特に限定されないが、合成の容易さの観点か
ら、通常１０００ヌクレオチド以下、好ましくは１００ヌクレオチド以下、より好ましく
は５０ヌクレオチド以下、更に好ましくは３０ヌクレオチド以下である。
【００４０】
ＰＣＲの増幅産物が、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列
に含まれる通常５０〜１０００、例えば５０〜５００ヌクレオチドの連続した部分配列を
含むように、当業者であれば容易に適切な核酸プライマー対をデザインすることができる

50

(10)

JP 2011‑88876 A 2011.5.6

。
【００４１】
核酸プライマーは、ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡのヌクレオチド配列又
はその連続した部分配列或いはそれらの相補配列に加えて、任意の付加的配列を含んでい
てもよい。
【００４２】
また、核酸プライマーは、適当な標識剤、例えば、放射性同位元素（例：125Ｉ、131Ｉ
、3Ｈ、14Ｃ、33Ｐ、32Ｐ等）、酵素（例：β−ガラクトシダーゼ、β−グルコシダーゼ
、アルカリフォスファターゼ、パーオキシダーゼ、リンゴ酸脱水素酵素等）、蛍光物質（
例：フルオレスカミン、フルオレッセンイソチオシアネート等）、発光物質（例：ルミノ
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ール、ルミノール誘導体、ルシフェリン、ルシゲニン等）などで標識されていてもよい。
【００４３】
上記核酸プローブ及び核酸プライマーは、例えば、本明細書に記載されたヌクレオチド
配列の情報に基づいて、DNA/RNA自動合成機を用いて常法に従って合成することができる
。
【００４４】
そして、ＹＢ−１発現の測定の結果、ＹＢ−１の発現が認められた細胞を、腫瘍新生血
管の血管内皮細胞である可能性が高い細胞として検出又は同定することができる。
【００４５】
ここで、ＹＢ−１は腫瘍細胞においても発現することが知られている。腫瘍細胞と腫瘍
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新生血管血管内皮細胞とは細胞の形態が異なるため、組織学的な観察を行うことにより二
者を区別可能であることから、免疫組織学的染色や、In situハイブリダイゼーション法
によりＹＢ−１の発現を測定する場合には、腫瘍細胞と腫瘍新生血管血管内皮細胞との両
方を含む試料を用いた場合であっても、ＹＢ−１発現を測定するのみで、容易に腫瘍新生
血管血管内皮細胞を検出することが可能である。しかしながら、より的確に腫瘍新生血管
血管内皮細胞を腫瘍細胞から区別するため、本発明の検出方法は、少なくとも１種の血管
内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーの発現を
測定することを更に含むことが好ましい。
【００４６】
「血管内皮細胞特異的バイオマーカー」とは、血管内皮細胞以外のいずれかの組織や細
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胞と比較して、血管内皮細胞における発現量が高い遺伝子（又はその翻訳産物）を意味す
る。血管内皮細胞特異的バイオマーカーは当該技術分野において周知であり、当業者は所
望の血管内皮細胞特異的バイオマーカーを適宜選択することが出来る。血管内皮細胞特異
的バイオマーカーとしては、VE‑cadherin、Angiopoietin‑1、Tie2、PECAM1、CD34、CD31
、Prostaglandin D2、フォンウィルブランド因子(von willebrand factor)等を挙げるこ
とが出来るが、これらに限定されない。
【００４７】
「新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー」とは、既存の血管内皮細胞と比較して
、新生血管における発現量が高い遺伝子（又はその産物）を意味する。新生血管血管内皮
細胞特異的バイオマーカーとしては、MIB‑1、Ki‑67、BAI1、ARIA等を挙げることが出来る
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が、これらに限定されない。
【００４８】
血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーの
発現の測定は、上述のＹＢ−１の発現の測定に準じて、血管内皮細胞特異的バイオマーカ
ー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーの翻訳産物（即ち、ポリペプチド）を
特異的に認識する抗体を用いて、免疫学的手法により該翻訳産物を検出するか、血管内皮
細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーの転写産物（
即ち、該バイオマーカーをコードするｍＲＮＡ）やｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プ
ローブ又は核酸プライマーを用いて、自体公知の方法により測定することが出来る。該測
定方法としては、例えば、RT‑PCR、ノザンブロッティング、in situ ハイブリダイゼーシ
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ョン、cDNAアレイ等を挙げることができる。
【００４９】
そして、測定の結果、ＹＢ−１の発現に加えて、血管内皮細胞特異的バイオマーカー又
は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーの発現が認められた細胞を、腫瘍新生血管
血管内皮細胞である可能性が高い細胞として検出又は同定することができる。
【００５０】
本発明の検出方法を用いれば、腫瘍新生血管の血管内皮細胞を的確に検出することがで
きるので、例えば、腫瘍の新生血管を標的とした抗腫瘍薬の治療効果のモニタリング等に
有用である。
【００５１】
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また、本発明は、ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍ
ＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを含む、腫瘍
新生血管血管内皮細胞の検出用試薬（又は検出用キット）を提供する。「ＹＢ−１を特異
的に認識し得る抗体」及び「ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出
し得る核酸プローブ又は核酸プライマー」の定義は上述の通りである。当該検出試薬を用
いることにより、上記本発明の検出方法により、容易に腫瘍新生血管の血管内皮細胞を検
出することが出来る。
【００５２】
好ましい態様において、本発明の検出用試薬は、更に、血管内皮細胞特異的バイオマー
カー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異
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的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細
胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡ
を特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを含む。「血管内皮細胞特異的バ
イオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカーを特異的に認識し得る抗体
」及び、「血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマ
ーカーをコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プ
ライマー」の定義は、それぞれ、「ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体」及び「ＹＢ−１
をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマ
ー」の定義に準じる。該試薬を用いることにより、上記本発明の検出方法により、ＹＢ−
１に加えて、血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオ
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マーカーの発現を測定することにより、腫瘍新生血管血管内皮細胞をより的確に検出する
ことが出来る。
【００５３】
本発明の検出用試薬は、ＹＢ−１等の発現の測定方法に応じて、当該方法の実施に必要
な他の成分を構成としてさらに含んでいてもよい。例えば、本発明の検出用試薬が、ＹＢ
−１等を特異的に認識する抗体を含むものであれば、免疫学的手法によりＹＢ−１等の発
現を測定することにより、腫瘍新生血管血管内皮細胞を検出することが出来る。この場合
、本発明のキットは、標識二次抗体、発色基質、ブロッキング液、洗浄緩衝液、ELISAプ
レート、ブロッティング膜等をさらに含むことができる。
【００５４】
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本発明の検出用試薬が、ＹＢ−１等をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出
し得る核酸プローブ又は核酸プライマーを含むものであれば、RT‑PCR、ノザンブロッティ
ング、in situ ハイブリダイゼーション、cDNAアレイ等によりＹＢ−１等の発現を測定す
ることにより、腫瘍新生血管血管内皮細胞を検出することができる。RT‑PCRを測定に用い
る場合には、本発明の検出用試薬は、10×PCR反応緩衝液、10×MgCl2水溶液、10×dNTPs
水溶液、Taq DNAポリメラーゼ（5U/μL）、逆転写酵素等をさらに含むことができる。ノ
ザンブロッティングやcDNAアレイを測定に用いる場合には、本発明の検出用試薬は、ブロ
ッティング緩衝液、標識化試薬、ブロッティング膜等をさらに含むことができる。in sit
u ハイブリダイゼーションを測定に用いる場合には、本発明の検出用試薬は、標識化試薬
、発色基質等をさらに含むことができる。
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【００５５】
本発明の検出用試薬に含まれる各構成要素は、各々別個に（あるいは可能であれば混合
した状態で）水もしくは適当な緩衝液（例：TEバッファー、PBSなど）中に適当な濃度と
なるように溶解されるか、あるいは凍結乾燥された状態で、適切な容器中に収容され、腫
瘍新生血管血管内皮細胞の検出用キットとして提供することが出来る。
【００５６】
また、本発明は、以下の（Ｉ）及び（ＩＩ）を含む、組み合わせ物を提供する：
（Ｉ）ＹＢ−１を特異的に認識し得る抗体、或いはＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ又はｃ
ＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プライマー；及び
（ＩＩ）血管内皮細胞特異的バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマー
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カー（ただし、ＹＢ−１を除く）を特異的に認識し得る抗体、或いは血管内皮細胞特異的
バイオマーカー又は新生血管血管内皮細胞特異的バイオマーカー（ただし、ＹＢ−１を除
く）をコードするｍＲＮＡ又はｃＤＮＡを特異的に検出し得る核酸プローブ又は核酸プラ
イマー。
【００５７】
各用語の定義は、上記の通りである。本発明の組み合わせ物は、上述の本発明の検出用
試薬（キット）として有用である。
【００５８】
２．ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む剤
本発明は、ＹＢ−１の発現を抑制する物質を含む剤を提供する。
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【００５９】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質としては、例えば、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得
る抑制し得るｓｉＲＮＡ、アンチセンス核酸、これらのポリヌクレオチドを発現し得る発
現ベクター、低分子化合物が挙げられる。好ましくは、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し
得るｓｉＲＮＡ、アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベ
クターが用いられる。
【００６０】
本明細書中、「特異的な遺伝子発現の抑制」とは、標的とする遺伝子の発現を、それ以
外の遺伝子の発現よりも強く抑制することを意味する。
【００６１】
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ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るｓｉＲＮＡとしては、例えば
（Ａ）ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）のヌクレオチド
配列又は１８塩基以上のその連続する部分配列に相補的なヌクレオチド配列を含む２本鎖
のＲＮＡ、及び
（Ｂ）ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）と治療対象動物
（好ましくはヒト）の細胞内で特異的にハイブリダイズし得る１８塩基以上のヌクレオチ
ド配列を含み、且つハイブリダイズすることによりＹＢ−１の転写を抑制する２本鎖のＲ
ＮＡを挙げることができる。
【００６２】
本明細書中、「特異的なハイブリダイゼーション」とは、核酸が、標的とするヌクレオ
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チドに対して、それ以外のヌクレオチドよりも強くハイブリダイズすることを意味する。
【００６３】
ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡのヌクレオチド配列としては、例えば、配列番号１で表
されるヌクレオチド配列（ヒトＹＢ−１）、配列番号３で表されるヌクレオチド配列（マ
ウスＹＢ−１）を挙げることが出来る。
【００６４】
短い二本鎖ＲＮＡを細胞内に導入するとそのＲＮＡに相補的なｍＲＮＡが分解される、
いわゆるＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）と呼ばれる現象は、以前から線虫、昆虫、植物等で知ら
れていたが、最近、この現象が動物細胞でも起こることが確認されたことから［Nature,
411(6836): 494‑498 (2001)］、リボザイムの代替技術として注目されている。
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【００６５】
ｓｉＲＮＡは、代表的には、標的遺伝子のｍＲＮＡのヌクレオチド配列又はその連続す
る部分配列（以下、標的ヌクレオチド配列）と相補的な配列を有するＲＮＡとその相補鎖
からなる２本鎖オリゴＲＮＡである。また、ヘアピンループ部分を介して、標的ヌクレオ
チド配列に相補的な配列（第１の配列）と、その相補配列（第２の配列）とが連結された
一本鎖ＲＮＡであって、ヘアピンループ型の構造をとることにより、第１の配列が第２の
配列と２本鎖構造を形成するＲＮＡ（small hairpin RNA: shRNA）もｓｉＲＮＡの好まし
い態様の１つである。
【００６６】
ｓｉＲＮＡに含まれる、標的ヌクレオチド配列と相補的な部分の長さは、通常、約１８

10

塩基以上、好ましくは１９塩基以上、より好ましくは約２１塩基以上の長さであるが、標
的遺伝子の発現を特異的に抑制可能である限り、特に限定されない。ｓｉＲＮＡが２３塩
基よりも長い場合には、該ｓｉＲＮＡは細胞内で分解されて、約２０塩基前後のｓｉＲＮ
Ａを生じ得るので、理論的には標的ヌクレオチド配列と相補的な部分の長さの上限は、標
的遺伝子のｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡもしくは初期転写産物）のヌクレオチド配列の全長で
ある。しかし、インターフェロン誘導の回避、合成の容易さ、抗原性の問題等を考慮する
と、該相補部分の長さは、例えば約５０塩基以下、好ましくは約２５塩基以下である。即
ち、該相補部分の長さは、通常、約１８〜５０塩基以上、好ましくは約１９〜約２５塩基
である。
20

【００６７】
また、ｓｉＲＮＡを構成する各ＲＮＡ鎖の長さも、通常、約１８塩基以上、好ましくは
１９塩基以上、より好ましくは約２１塩基以上の長さであるが、標的遺伝子の発現を特異
的に抑制可能である限り、特に限定されず、理論的には各ＲＮＡ鎖の長さの上限はない。
しかし、インターフェロン誘導の回避、合成の容易さ、抗原性の問題等を考慮すると、si
RNAの長さは、例えば約５０塩基以下、好ましくは約２５塩基以下である。即ち、各ＲＮ
Ａ鎖の長さは、例えば通常、約１８〜５０塩基以上、好ましくは約１９〜約２５塩基であ
る。なお、ｓｈＲＮＡの長さは、２本鎖構造をとった場合の２本鎖部分の長さとして示す
ものとする。
【００６８】
標的ヌクレオチド配列と、ｓｉＲＮＡに含まれるそれに相補的な配列とは、完全に相補
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的であることが好ましい。しかし、ｓｉＲＮＡの中央から外れた位置についての塩基の変
異（少なくとも９０％以上、好ましくは９５％以上の同一性の範囲内であり得る）につい
ては、完全にＲＮＡ干渉による切断活性がなくなるのではなく、部分的な活性が残存し得
る。他方、ｓｉＲＮＡの中央部の塩基の変異は影響が大きく、ＲＮＡ干渉によるｍＲＮＡ
の切断活性が極度に低下し得る。
【００６９】
ｓｉＲＮＡは、５

及び／又は３

末端に塩基対を形成しない、付加的な塩基を有して

いてもよい。該付加的塩基の長さは、ｓｉＲＮＡが標的遺伝子の発現を特異的に抑制可能
である限り特に限定されないが、通常５塩基以下、例えば２〜４塩基である。該付加的塩
基は、ＤＮＡでもＲＮＡでもよいが、ＤＮＡを用いるとｓｉＲＮＡの安定性を向上させる
ことができる。このような付加的塩基の配列としては、例えばug‑3
tt‑3

、ggg‑3

、guuu‑3

、gttt‑3

、ttttt‑3

、uuuuu‑3

、uu‑3

、tg‑3

40

、

などの配列が挙げられる

が、これに限定されるものではない。
【００７０】
ｓｈＲＮＡのヘアピンループのループ部分の長さは、標的遺伝子の発現を特異的に抑制
可能である限り、特に限定されないが、通常、５〜２５塩基程度である。該ループ部分の
ヌクレオチド配列は、ループを形成することができ、且つ、ｓｈＲＮＡが標的遺伝子の発
現を特異的に抑制可能である限り、特に限定されない。
【００７１】
「アンチセンス核酸」とは、標的ｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）を発現す
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る細胞の生理的条件下で該標的ｍＲＮＡと特異的にハイブリダイズし得るヌクレオチド配
列を含み、且つハイブリダイズした状態で該標的ｍＲＮＡにコードされるポリペプチドの
翻訳を阻害し得る核酸をいう。アンチセンス核酸の種類はＤＮＡであってもＲＮＡであっ
てもよいし、あるいはＤＮＡ／ＲＮＡキメラであってもよいが、好ましくはＤＮＡである
。
【００７２】
ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るアンチセンス核酸としては、例えば
（Ａ）ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）のヌクレオチド
配列又は１２塩基以上のその連続する部分配列に相補的なヌクレオチド配列を含む核酸、
10

及び
（Ｂ）ＹＢ−１をコードするｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）と治療対象動物
（好ましくはヒト）の細胞内で特異的にハイブリダイズし得る１２塩基以上のヌクレオチ
ド配列を含み、且つハイブリダイズした状態でＹＢ−１ポリペプチドへの翻訳を阻害し得
る核酸
等を挙げることが出来る。
【００７３】
アンチセンス核酸中の標的ｍＲＮＡとハイブリダイズする部分の長さは、ＹＢ−１の発
現を特異的に抑制する限り特に制限はなく、通常、約１２塩基以上であり、長いものでｍ
ＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）の全長配列と同一の長さである。ハイブリダイ
ゼーションの特異性を考慮すると、該長さは好ましくは約１５塩基以上、より好ましくは

20

１８塩基以上である。また、合成の容易さや抗原性の問題等を考慮すると、標的ｍＲＮＡ
とハイブリダイズする部分の長さは、通常、約２００塩基以下、好ましくは約５０塩基以
下、より好ましくは約３０塩基以下である。即ち、標的ｍＲＮＡとハイブリダイズする部
分の長さは、例えば約１２〜約２００塩基、好ましくは約１５〜約５０塩基、より好まし
くは約１８〜約３０塩基である。
【００７４】
アンチセンス核酸の標的ヌクレオチド配列は、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制可能であ
れば特に制限はなく、ＹＢ−１のｍＲＮＡ（成熟ｍＲＮＡ又は初期転写産物）の全長配列
であっても部分配列（例えば約１２塩基以上、好ましくは約１５塩基以上、より好ましく
は約１８塩基以上）であってもよいし、あるいは初期転写産物のイントロン部分であって
もよいが、好ましくは、標的配列はＹＢ−１のｍＲＮＡの５

30

末端からコード領域のＣ末

端までに位置することが望ましい。
【００７５】
アンチセンス核酸中の標的ｍＲＮＡとハイブリダイズする部分のヌクレオチド配列は、
標的配列の塩基組成によっても異なるが、生理的条件下でＹＢ−１のｍＲＮＡとハイブリ
ダイズし得るために、標的配列の相補配列に対して通常約９０％以上（好ましくは９５％
以上、最も好ましくは１００％）の同一性を有するものである。
【００７６】
アンチセンス核酸の大きさは、通常約１２塩基以上、好ましくは約１５塩基以上、より
好ましくは約１８塩基以上である。該大きさは、合成の容易さや抗原性の問題等から、通

40

常約２００塩基以下、好ましくは約５０塩基以下、より好ましくは約３０塩基以下である
。
【００７７】
さらに、アンチセンス核酸は、ＹＢ−１のｍＲＮＡもしくは初期転写産物とハイブリダ
イズして翻訳を阻害するだけでなく、二本鎖ＤＮＡであるＹＢ−１遺伝子と結合して三重
鎖（トリプレックス）を形成し、ｍＲＮＡへの転写を阻害し得るものであってもよい。
【００７８】
天然型の核酸は、細胞中に存在する核酸分解酵素によってそのリン酸ジエステル結合が
容易に分解されるので、本発明において使用されるｓｉＲＮＡやアンチセンス核酸は、分
解酵素に安定なチオリン酸型（リン酸結合のP=OをP=Sに置換）や2

‑O‑メチル型等の修飾
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ヌクレオチドを用いて合成することもできる。ｓｉＲＮＡやアンチセンス核酸の設計に重
要な他の要素として、水溶性及び細胞膜透過性を高めること等が挙げられるが、これらは
リポソームやマイクロスフェアを使用するなどの剤形の工夫によっても克服することがで
きる。
【００７９】
ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るｓｉＲＮＡ及びアンチセンス核酸は、ＹＢ−１の
ｍＲＮＡ配列（例えば配列番号１又は３で表されるヌクレオチド配列）や染色体ＤＮＡ配
列に基づいて標的配列を決定し、市販のＤＮＡ／ＲＮＡ自動合成機（アプライド・バイオ
システムズ社、ベックマン社等）を用いて、これに相補的なヌクレオチド配列を合成する
ことにより調製できる。ｓｉＲＮＡは、センス鎖及びアンチセンス鎖をＤＮＡ／ＲＮＡ自

10

動合成機でそれぞれ合成し、適当なアニーリング緩衝液中、約９０〜約９５℃で約１分程
度変性させた後、約３０〜約７０℃で約１〜約８時間アニーリングさせることにより調製
できる。また、相補的なオリゴヌクレオチド鎖を交互にオーバーラップするように合成し
て、これらをアニーリングさせた後リガーゼでライゲーションすることにより、より長い
２本鎖ポリヌクレオチドを調製できる。
【００８０】
本発明の剤は、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制するｓｉＲＮＡ又はアンチセンス核酸を
発現し得る（コードする）発現ベクターを有効成分とすることもできる。当該発現ベクタ
ーにおいては、上述のｓｉＲＮＡ又はアンチセンス核酸或いはそれをコードする核酸（好
ましくはＤＮＡ）が、投与対象である哺乳動物（好ましくはヒト）の細胞（例えば、血管

20

内皮細胞）内でプロモーター活性を発揮し得るプロモーターに機能的に連結されている。
【００８１】
使用されるプロモーターは、投与対象である哺乳動物の細胞内で機能し得るものであれ
ば特に制限はない。プロモーターとしては、ｐｏｌＩ系プロモーター、ｐｏｌＩＩ系プロ
モーター、ｐｏｌＩＩＩ系プロモーター等を使用することができる。具体的には、ＳＶ４
０由来初期プロモーター、サイトメガロウイルスＬＴＲ等のウイルスプロモーター、β−
アクチン遺伝子プロモーター等の哺乳動物の構成タンパク質遺伝子プロモーター、並びに
ｔＲＮＡプロモーター等のＲＮＡプロモーター等が用いられる。
【００８２】
ｓｉＲＮＡの発現を意図する場合には、プロモーターとしてｐｏｌＩＩＩ系プロモータ

30

ーを使用することが好ましい。ｐｏｌＩＩＩ系プロモーターとしては、例えば、Ｕ６プロ
モーター、Ｈ１プロモーター、ｔＲＮＡプロモーター等を挙げることができる。
【００８３】
上記発現ベクターは、好ましくは上述のポリヌクレオチド又はそれをコードする核酸の
下流に転写終結シグナル、すなわちターミネーター領域を含有する。さらに、形質転換細
胞選択のための選択マーカー遺伝子（テトラサイクリン、アンピシリン、カナマイシン等
の薬剤に対する抵抗性を付与する遺伝子、栄養要求性変異を相補する遺伝子等）をさらに
含有することもできる。
【００８４】
本発明において発現ベクターに使用されるベクターの種類は特に制限されないが、ヒト

40

等の哺乳動物への投与に好適なベクターとしては、レトロウイルス、アデノウイルス、ア
デノ随伴ウイルス等のウイルスベクターが挙げられる。このうち、アデノウイルスは、遺
伝子導入効率が極めて高く、非分裂細胞にも導入可能である等の利点を有する。但し、導
入遺伝子の宿主染色体への組込みは極めて稀であるので、遺伝子発現は一過性で通常約４
週間程度しか持続しない。治療効果の持続性を考慮すれば、比較的遺伝子導入効率が高く
、非分裂細胞にも導入可能で、且つ逆位末端繰り返し配列（ＩＴＲ）を介して染色体に組
み込まれ得るアデノ随伴ウイルスの使用もまた好ましい。
【００８５】
本発明の剤は、ＹＢ−１の発現を抑制する物質に加え、任意の担体、例えば医薬上許容
される担体を含むことができる。
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【００８６】
医薬上許容され得る担体としては、例えば、ショ糖、デンプン、マンニット、ソルビッ
ト、乳糖、グルコース、セルロース、タルク、リン酸カルシウム、炭酸カルシウム等の賦
形剤、セルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリプロピルピ
ロリドン、ゼラチン、アラビアゴム、ポリエチレングリコール、ショ糖、デンプン等の結
合剤、デンプン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、ナトリウ
ム−グリコール−スターチ、炭酸水素ナトリウム、リン酸カルシウム、クエン酸カルシウ
ム等の崩壊剤、ステアリン酸マグネシウム、エアロジル、タルク、ラウリル硫酸ナトリウ
ム等の滑剤、クエン酸、メントール、グリチルリチン・アンモニウム塩、グリシン、オレ
ンジ粉等の芳香剤、安息香酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、メチルパラベン、プロ

10

ピルパラベン等の保存剤、クエン酸、クエン酸ナトリウム、酢酸等の安定剤、メチルセル
ロース、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸アルミニウム等の懸濁剤、界面活性剤等の
分散剤、水、生理食塩水、オレンジジュース等の希釈剤、カカオ脂、ポリエチレングリコ
ール、白灯油等のベースワックスなどが挙げられるが、それらに限定されるものではない
。
【００８７】
ＹＢ−１の発現を抑制する物質として、ＹＢ−１の発現を特異的に抑制し得るｓｉＲＮ
Ａ、アンチセンス核酸、又はこれらのポリヌクレオチドを発現し得る発現ベクターを用い
る場合、核酸の細胞内への導入を促進するために、本発明の剤は更に核酸導入用試薬を含
むことができる。また、核酸導入試薬としては、リポフェクチン、リポフェクタミン（li

20

pofectamine）、ＤＯＧＳ（トランスフェクタム）、ＤＯＰＥ、ＤＯＴＡＰ、ＤＤＡＢ、
ＤＨＤＥＡＢ、ＨＤＥＡＢ、ポリブレン、あるいはポリ（エチレンイミン）（ＰＥＩ）等
の陽イオン性脂質を用いることが出来る。また、発現ベクターとしてレトロウイルスを用
いる場合には、導入試薬としてレトロネクチン、ファイブロネクチン、ポリブレン等を用
いることができる。
【００８８】
本発明の剤の投与単位形態としては、液剤、錠剤、丸剤、飲用液剤、散剤、懸濁剤、乳
剤、顆粒剤、エキス剤、細粒剤、シロップ剤、浸剤、煎剤、点眼剤、トローチ剤、パップ
剤、リニメント剤、ローション剤、眼軟膏剤、硬膏剤、カプセル剤、坐剤、浣腸剤、注射
剤（液剤、懸濁剤など）、貼付剤、軟膏剤、ゼリー剤、パスタ剤、吸入剤、クリーム剤、
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スプレー剤、点鼻剤、エアゾール剤などが例示される。
【００８９】
医薬組成物中のＹＢ−１の発現を抑制する物質の含有量は、特に限定されず広範囲に適
宜選択されるが、例えば、医薬組成物全体の約０．０１ないし１００重量％である。
【００９０】
本発明の剤は、その使用に際し各種形態に応じた方法で投与される。例えば、外用剤の
場合には、皮膚ないしは粘膜などの所要部位に直接噴霧、貼付または塗布され、錠剤、丸
剤、飲用液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤およびカプセル剤の場合には経口投与され、注射剤
の場合には静脈内、筋肉内、皮内、皮下、関節腔内、腹腔内もしくは腫瘍組織内に投与さ
れ、坐剤の場合には直腸内投与される。

40

【００９１】
本発明の剤の投与量は、有効成分の活性や種類、投与様式（例、経口、非経口）、病気
の重篤度、投与対象となる動物種、投与対象の薬物受容性、体重、年齢等によって異なり
一概に云えないが、通常、成人１日あたり有効成分量として約０．００１ｍｇ〜約２．０
ｇである。
【００９２】
本発明の剤は、通常、ＹＢ−１の発現を抑制する物質が、標的とする新生血管の内皮細
胞（例えば、腫瘍新生血管血管内皮細胞）に送達されるように、哺乳動物（例えば、ラッ
ト、マウス、モルモット、ウサギ、ヒツジ、ウマ、ブタ、ウシ、サル、ヒト）に対して安
全に投与される。
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【００９３】
後述の実施例に示すように、ＹＢ−１の発現をsiRNA等により抑制すると、血管内皮細
胞の増殖（特に、血管内皮細胞増殖因子依存的な増殖）が阻害される。更に、ＹＢ−１は
、腫瘍新生血管血管内皮細胞において特異的に発現している。従って、本発明の剤は、血
管新生阻害剤（又は血管内皮細胞増殖阻害剤）、特に腫瘍血管の血管新生阻害剤（又は血
管内皮細胞増殖阻害剤）として有用である。ＹＢ−１は腫瘍細胞においても発現し、腫瘍
細胞の薬剤耐性や増殖に関与し、ＹＢ−１の発現を抑制すると、腫瘍細胞の増殖が阻害さ
れることが知られている。従って、本発明の剤は、腫瘍細胞及び腫瘍血管血管内皮細胞の
増殖阻害剤（好ましくは腫瘍細胞および腫瘍新生血管血管内皮細胞の増殖阻害剤）として
も有用である。本発明の剤を投与し、ＹＢ−１の発現を抑制することにより、腫瘍細胞と

10

腫瘍血管血管内皮細胞（好ましくは腫瘍新生血管血管内皮細胞）の双方の増殖を阻害する
ことが出来る。
【００９４】
本発明の剤が適用可能な腫瘍の種類は、固形腫瘍である限り特に限定されない。腫瘍と
しては、例えば、膠芽腫、食道癌（好ましくは、食道扁平上皮癌）、胃癌（好ましくは、
胃腺癌）、結腸癌（好ましくは、結腸腺癌）、肺癌（好ましくは、肺腺癌）、腎癌、甲状
腺癌、耳下腺癌、頭頚部癌、骨・軟部肉腫、尿管癌、膀胱癌、子宮癌、肝癌、乳癌、卵巣
癌、卵管癌等を挙げることが出来る。腫瘍は、好ましくは、膠芽腫、食道癌（好ましくは
、食道扁平上皮癌）、胃癌（好ましくは、胃腺癌）、結腸癌（好ましくは、結腸腺癌）又
は肺癌（好ましくは、肺腺癌）である。

20

【００９５】
３．スクリーニング方法
本発明は、被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否か評価することを含む、血管新
生阻害剤（又は血管内皮細胞増殖阻害剤）（好ましくは腫瘍血管の血管新生阻害剤（又は
血管内皮細胞増殖阻害剤））の候補物質、又は腫瘍細胞および腫瘍血管血管内皮細胞の増
殖阻害剤（好ましくは、腫瘍細胞及び腫瘍新生血管血管内皮細胞の増殖阻害剤）の候補物
質のスクリーニング方法を提供する。
【００９６】
本発明のスクリーニング方法においては、ＹＢ−１の発現を抑制する物質を、血管新生
阻害剤（又は血管内皮細胞増殖阻害剤）の候補物質、又は腫瘍細胞および腫瘍血管血管内

30

皮細胞の増殖阻害剤の候補物質として得ることが出来る。
【００９７】
スクリーニング方法に供される被験物質は、いかなる化合物又は組成物であってもよく
、例えば、核酸（例、ヌクレオシド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド）、糖質（
例、単糖、二糖、オリゴ糖、多糖）、脂質（例、飽和又は不飽和の直鎖、分岐鎖及び／又
は環を含む脂肪酸）、アミノ酸、タンパク質（例、オリゴペプチド、ポリペプチド）、有
機低分子化合物、コンビナトリアルケミストリー技術を用いて作製された化合物ライブラ
リー、固相合成やファージディスプレイ法により作製されたランダムペプチドライブラリ
ー、天然成分（例、微生物、動植物、海洋生物等由来の成分）、あるいは食品、飲料水等
が挙げられる。

40

【００９８】
本発明のスクリーニング方法は、被験物質がＹＢ−１の発現を抑制し得るか否かを評価
可能である限り、如何なる形態でも行われ得る。例えば、本発明のスクリーニング方法は
、
１）ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞を用いたＹＢ−１の発現の測定、
２）動物を用いたＹＢ−１の発現の測定
などに基づき行われ得る。
【００９９】
上記１）において、ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞を用いるスクリーニング方法は、
例えば、下記の工程（ａ）〜（ｃ）を含み得る：
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（ａ）被験物質とＹＢ−１の発現を測定可能な細胞とを接触させる工程；
（ｂ）被験物質を接触させた細胞におけるＹＢ−１の発現量を測定し、該発現量を被験物
質を接触させない対照細胞におけるＹＢ−１の発現量と比較する工程；
（ｃ）上記（ｂ）の比較結果に基づいて、ＹＢ−１の発現量を抑制する被験物質を選択す
る工程。
【０１００】
上記方法の工程（ａ）では、被験物質がＹＢ−１の発現を測定可能な細胞と接触条件下
におかれる。ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞に対する被験物質の接触は、培地中で行わ
れ得る。
【０１０１】

10

ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞とは、ＹＢ−１の産物（例、転写産物、翻訳産物）の
発現レベルを直接的又は間接的に評価可能な細胞をいう。ＹＢ−１の産物の発現レベルを
直接的に評価可能な細胞は、ＹＢ−１発現細胞であり得、一方、ＹＢ−１の産物の発現レ
ベルを間接的に評価可能な細胞は、ＹＢ−１遺伝子の転写調節領域についてレポーターア
ッセイを可能とする細胞であり得る。ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞は、哺乳動物（例
、ヒト、マウス）の細胞であり得る。
【０１０２】
ＹＢ−１発現細胞は、ＹＢ−１を潜在的に発現するものである限り特に限定されない。
かかる細胞は、当業者であれば容易に同定でき、初代培養細胞、当該初代培養細胞から誘
導された細胞株、市販の細胞株、セルバンクより入手可能な細胞株などを使用できる。ま

20

た、ＹＢ−１発現細胞として、血管内皮細胞（特に、血管内皮細胞増殖因子により刺激さ
れた血管内皮細胞）、腫瘍細胞（例、卵巣癌細胞、乳癌細胞、骨肉腫細胞、甲状腺癌細胞
、脳腫瘍細胞、肺癌細胞、胃癌細胞、大腸癌細胞、食道癌細胞、リンパ腫細胞等）を使用
することもまた好ましい。
【０１０３】
ＹＢ−１遺伝子の転写調節領域についてレポーターアッセイを可能とする細胞は、ＹＢ
−１遺伝子の転写調節領域、当該領域に機能可能に連結されたレポーター遺伝子を含む細
胞である。ＹＢ−１遺伝子の転写調節領域、レポーター遺伝子は、発現ベクター中に挿入
され得る。ＹＢ−１遺伝子の転写調節領域は、ＹＢ−１の発現を制御し得る領域である限
り特に限定されないが、例えば、ＹＢ−１遺伝子の転写開始点から上流約２ｋｂｐまでの

30

領域、あるいは該領域の塩基配列において１以上の塩基が欠失、置換若しくは付加された
塩基配列からなり、且つこれらのＹＢ−１の転写を制御する能力を有する領域などが挙げ
られる。レポーター遺伝子は、検出可能なタンパク質又は検出可能な物質を生成する酵素
をコードする遺伝子であればよく、例えばＧＦＰ（緑色蛍光タンパク質）遺伝子、ＧＵＳ
（β−グルクロニダーゼ）遺伝子、ＬＵＣ（ルシフェラーゼ）遺伝子、ＣＡＴ（クロラム
フェニコルアセチルトランスフェラーゼ）遺伝子等が挙げられる。
【０１０４】
ＹＢ−１遺伝子の転写調節領域、当該領域に機能可能に連結されたレポーター遺伝子が
導入される細胞は、ＹＢ−１遺伝子の転写調節機能を評価できる限り、即ち、該レポータ
ー遺伝子の発現量が定量的に解析可能である限り特に限定されない。しかしながら、ＹＢ

40

−１に対する生理的な転写調節因子を発現し、ＹＢ−１の発現調節の評価により適切であ
ると考えられることから、該導入される細胞としては、ＹＢ−１発現細胞が好ましい。
【０１０５】
被験物質とＹＢ−１の発現を測定可能な細胞とが接触される培地は、用いられる細胞の
種類などに応じて適宜選択されるが、例えば、約５〜２０％のウシ胎仔血清を含む最少必
須培地（ＭＥＭ）、ダルベッコ改変最少必須培地（ＤＭＥＭ）、ＲＰＭＩ１６４０培地、
１９９培地などである。培養条件もまた、用いられる細胞の種類などに応じて適宜決定さ
れるが、例えば、培地のｐＨは約６〜約８であり、培養温度は通常約３０〜約４０℃であ
り、培養時間は約１２〜約７２時間である。
【０１０６】
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上記方法の工程（ｂ）では、被験物質を接触させた細胞におけるＹＢ−１の発現量が測
定される。発現量の測定は、用いた細胞の種類などを考慮し、上述した自体公知の方法に
より行われ得る。また、ＹＢ−１の発現を測定可能な細胞として、ＹＢ−１転写調節領域
についてレポーターアッセイを可能とする細胞を用いた場合、発現量は、レポーターのシ
グナル強度に基づき測定され得る。
【０１０７】
次いで、被験物質を接触させた細胞におけるＹＢ−１の発現量が、被験物質を接触させ
ない対照細胞におけるＹＢ−１の発現量と比較される。発現量の比較は、好ましくは、有
意差の有無に基づいて行なわれる。被験物質を接触させない対照細胞におけるＹＢ−１の
発現量は、被験物質を接触させた細胞におけるＹＢ−１の発現量の測定に対し、事前に測

10

定した発現量であっても、同時に測定した発現量であってもよいが、実験の精度、再現性
の観点から同時に測定した発現量であることが好ましい。
【０１０８】
上記方法の工程（ｃ）では、ＹＢ−１の発現量を減少させた被験物質が選択される。
【０１０９】
上記２）において、動物を用いる本発明のスクリーニング方法は、例えば、下記の工程
（ａ

）〜（ｃ

）を含み得る：

（ａ

）被験物質を動物に投与する工程；

（ｂ

）被験物質を投与した動物におけるＹＢ−１の発現量を測定し、該発現量を被験物

質を投与しない対照動物におけるＹＢ−１の発現量と比較する工程；
（ｃ

20

）上記（ｂ）の比較結果に基づいて、ＹＢ−１の発現量を抑制する被験物質を選択

する工程。
なお、本方法論は、（ｂ

）及び（ｃ

）の工程のみを必須とすることもできる。

【０１１０】
上記方法の工程（ａ

）では、動物として、任意の温血動物、例えば、上述の哺乳動物

（マウス等）が使用され得る。被験物質の温血動物への投与は自体公知の方法により行わ
れ得る。
【０１１１】
上記方法の工程（ｂ

）では、ＹＢ−１の発現量測定は自体公知の方法により測定され

得る。例えば、動物から単離又は採取された血管内皮細胞や腫瘍細胞におけるＹＢ−１の

30

発現量が、上記１）の方法の工程（ｂ）と同様の方法論により測定され得る。本工程（ｂ
）における発現量の比較及び上記方法の工程（ｃ

）もまた、上記１）の方法論と同様

に行われ得る。
【０１１２】
評価の結果、ＹＢ−１の発現量を減少させた（発現を抑制する）被験物質を、血管新生
阻害剤（又は血管内皮細胞増殖阻害剤）の候補物質、又は腫瘍細胞および腫瘍血管血管内
皮細胞の増殖阻害剤の候補物質として選択することができる。ＹＢ−１は腫瘍新生血管に
特異的に発現していることから、ＹＢ−１の発現量を減少させる被験物質は、特に、腫瘍
血管の血管新生を阻害する効果に優れていることが期待される。ＹＢ−１は腫瘍細胞にお
いても発現し、腫瘍細胞の薬剤耐性や増殖に関与し、ＹＢ−１の発現を抑制すると、腫瘍

40

細胞の増殖が阻害されることが知られていることから、本発明のスクリーニング方法によ
り得られる物質は、腫瘍細胞と腫瘍血管血管内皮細胞の双方の増殖を阻害する作用を有す
る優れた腫瘍治療剤のシーズとして有用である。
【０１１３】
本発明のスクリーニング方法においては、ＹＢ−１の発現量を抑制する物質として得ら
れた被験物質が、血管内皮細胞の増殖を抑制するか、更に評価し、血管内皮細胞の増殖を
抑制する物質を選択してもよい。該評価及び選択は、具体的には以下の工程を含む：
（ａ

）被験物質と血管内皮細胞とを接触させる工程；

（ｂ

）被験物質を接触させた血管内皮細胞の増殖を測定し、該増殖を被験物質を接触

させない対照細胞の増殖と比較する工程；
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）の比較結果に基づいて、血管内皮細胞の増殖を抑制する被験物

質を選択する工程。
【０１１４】
工程（ａ

）及び（ｂ

）は、インビトロ又はインビボの系で行われる。

【０１１５】
インビトロの系で工程（ａ

）及び（ｂ

）を行う場合、工程（ａ

）では、被

験物質が生体外で血管内皮細胞と接触条件下におかれる。血管内皮細胞に対する被験物質
の接触は、培地中で行われ得る。
【０１１６】
10

血管内皮細胞は、哺乳動物（例、ヒト、マウス）の細胞であり得る。
【０１１７】
血管内皮細胞は、当業者であれば容易に同定でき、初代培養細胞、当該初代培養細胞か
ら誘導された細胞株、市販の細胞株、セルバンクより入手可能な細胞株などを使用できる
。
【０１１８】
被験物質と血管内皮細胞との接触に用いられる培地は、細胞の由来する動物種などに応
じて適宜選択されるが、例えば、約５〜２０％のウシ胎仔血清を含む最少必須培地（ＭＥ
Ｍ）、ダルベッコ改変最少必須培地（ＤＭＥＭ）、ＲＰＭＩ１６４０培地、１９９培地な
どが用いられる。培養条件もまた、用いられる細胞の種類などに応じて適宜決定されるが
、例えば、培地のｐＨは約６〜約８であり、培養温度は通常約３０〜約４０℃であり、培

20

養時間は約１２〜約７２時間である。
【０１１９】
被験物質と血管内皮細胞との接触に用いられる培地には、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥ
ＧＦ）が含まれていてもよい。血管内皮細胞増殖因子を加えることにより、ＹＢ−１の発
現量を抑制する物質として得られた物質が、血管内皮細胞増殖因子依存的な血管内皮細胞
の増殖を抑制するか確認することができる。腫瘍組織においては、腫瘍から放出された血
管内皮細胞増殖因子が血管内皮細胞の増殖を促進し、腫瘍血管の血管新生を促進すると考
えられている。従って、血管内皮細胞増殖因子を加える評価系は、生体内における腫瘍血
管の血管新生により近い条件であるため、腫瘍血管新生阻害剤の候補物質や、腫瘍細胞お
よび腫瘍血管血管内皮細胞の増殖剤の候補物質をスクリーニングする場合に有利である。
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【０１２０】
上記方法の工程（ｂ

）では、先ず、被験物質を接触させた細胞における血管内皮細

胞の増殖が測定される。細胞増殖の測定は、セルカウント、３Ｈチミジンの取り込み、Ｂ
ＲＤＵ法等の自体公知の方法により行われ得る。
【０１２１】
次いで、被験物質を接触させた血管内皮細胞の増殖が、被験物質を接触させない対照細
胞の増殖と比較される。増殖レベルの比較は、好ましくは、有意差の有無に基づいて行な
われる。被験物質を接触させない対照細胞の増殖は、被験物質を接触させた血管内皮細胞
の増殖の測定に対し、事前に測定した値であっても、同時に測定した値であってもよいが
40

、実験の精度、再現性の観点から同時に測定した値であることが好ましい。
【０１２２】
インビボの系で工程（ａ

）及び（ｂ

）を行う場合、工程（ａ

）では、被験

物質を非ヒト哺乳動物（マウス等）に投与することにより、該被験物質を非ヒト哺乳動物
内の血管内皮細胞へ接触する。
【０１２３】
好ましい態様において、当該非ヒト哺乳動物は、固形腫瘍を有する。腫瘍組織内に腫瘍
新生血管が形成されるため、当該非ヒト哺乳動物へ被験物質を投与することにより、当該
被験物質を腫瘍新生血管の血管内皮細胞へ接触させることが可能となる。
【０１２４】
工程（ｂ

）では、被験物質を投与した非ヒト哺乳動物における血管内皮細胞（好ま
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しくは腫瘍新生血管の血管内皮細胞）の増殖が測定される。細胞増殖の測定は、顕微鏡に
よる組織学的検査、ＢＲＤＵ法、３Ｈチミジンの取り込み、ＢＲＤＵ法等の自体公知の方
法により行われ得る。
【０１２５】
次いで、被験物質を投与した非ヒト哺乳動物における血管内皮細胞の増殖が、被験物質
を投与していない対照非ヒト哺乳動物における血管内皮細胞の増殖と比較される。増殖レ
ベルの比較は、好ましくは、有意差の有無に基づいて行なわれる。被験物質を投与してい
ない対照非ヒト哺乳動物における血管内皮細胞の増殖は、被被験物質を投与した非ヒト哺
乳動物における血管内皮細胞の増殖の測定に対し、事前に測定した値であっても、同時に
測定した値であってもよいが、実験の精度、再現性の観点から同時に測定した値であるこ

10

とが好ましい。
【０１２６】
インビボ及びインビトロの双方の系において、上記方法の工程（ｃ

）では、血管内

皮細胞（好ましくは腫瘍新生血管の血管内皮細胞）の増殖を抑制した被験物質を、血管新
生阻害剤（好ましくは、腫瘍血管の血管新生阻害剤）の候補物質、又は腫瘍細胞および腫
瘍血管血管内皮細胞の増殖阻害剤（好ましくは、腫瘍細胞及び腫瘍新生血管血管内皮細胞
の増殖阻害剤）の候補物質として選択することができる。このように、血管内皮細胞（好
ましくは腫瘍新生血管の血管内皮細胞）の増殖に対する効果を評価することにより、より
高い効率で、血管新生阻害剤（好ましくは、腫瘍血管の血管新生阻害剤）の候補物質、又
は腫瘍細胞および腫瘍血管血管内皮細胞の増殖阻害剤（好ましくは、腫瘍細胞及び腫瘍新

20

生血管血管内皮細胞の増殖阻害剤）の候補物質を得ることができる。
【０１２７】
本明細書中で挙げられた特許及び特許出願明細書を含む全ての刊行物に記載された内容
は、本明細書での引用により、その全てが明示されたと同程度に本明細書に組み込まれる
ものである。
【０１２８】
以下、実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下に示す実施例に
よって何ら限定されるものではない。
【実施例】
【０１２９】
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［実施例１］
（材料及び方法）
ヒト組織試料の調製
一般臓器の正常ヒト組織試料は、３つの検死症例及び外科的に切除した試料の非腫瘍部
位から得た。ヒト新生物組織試料及びヒト炎症組織試料については、外科的に切除した試
料を、日本国、北九州にある、産業医科大学の第２病理学教室において試験した。これら
の症例については、各組織の世界保健機関病理学的タイピングに従って分類した。診断は
、ホルマリン固定をし、パラフィン包埋し、ヘマトキシリン−エオシン（Ｈ＆Ｅ）染色か
、適切な免疫組織学的染色を施した切片を検査した、少なくとも３人の機関認定外科病理
学者により再評価され、確認された。
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【０１３０】
免疫組織学的試験
標本を、２０％ホルムアルデヒド溶液中で固定し、パラフィン中に包埋した。４μｍ厚
の組織切片を脱パラフィン化し、段階的なキシレン予備アルコールにより脱水し、３％過
酸化水素で室温にて５分間インキュベートすることにより、内在性のペルオキシダーゼ活
性を除去した。
抗ＹＢ−１抗体については以前記載している(British Journal of Cancer 2006;94:710
‑716)。抗ＧＦＡＰ抗体及び抗ＭＩＢ−１抗体のための抗原修復を、0.1 mol/Lクエン酸緩
衝液（ｐＨ６．０）により、マイクロ波及び１５分間のオートクレーブを用いて行った。
切片を、以下の抗体のいずれか１つとインキュベートした；マウスモノクローナル抗ＧＦ
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ＡＰ抗体(1:100, DAKO, Glostrup, Denmark)、マウスモノクローナル抗ＣＤ３４抗体（1:
50, Immunotech, Marseille, France）、及びマウスモノクローナル抗ＭＩＢ−１抗体(1:
50, DAKO, Glostrup, Denmark)。それに引き続き、Envision plus system (Dako, Carpin
teria CA, USA)を用いた抗体架橋ラベリングの染色を、ヘマトキシリン対比染色と共に行
った。
【０１３１】
細胞培養
ヒト臍帯静脈血管内皮細胞(HUVEC‑Umbil Vein, Pooled Cells)をLonza Walkersville I
nc. (MD, USA)より購入し、製造者が推奨する増殖因子を含有する培地中で維持した。該
培地は、製造者の指示書に従い、内皮細胞添加因子セット‑2 であるEGM‑2 SingleQuots（

10

製品コード CC‑4176、Lonza社製品）の全量を基本培地に添加することにより調製した。
該培地は、hEGF（組換えヒト上皮細胞成長因子)、ヘパリン、ヒドロコルチゾン、FBS（ウ
シ胎児血清）、hFGF−B（組換えヒト繊維芽細胞成長因子、塩基性）、アスコルビン酸、V
EGF（血管内皮細胞成長因子）、R3−IGF（インシュリン様成長因子）−1、及びGA‑1000（
ゲンタマイシン及びアンホテリシン−B）を含む。
【０１３２】
ＨＵＶＥＣの増殖アッセイ
以下の２本鎖ＲＮＡ

２５ｂｐオリゴヌクレオチドを商業的に製造した(Invitrogen)：

YB‑1 siRNA YBX1‑HSS166993
5

‑UGGAUAGCGUCUAUAAUGGUUACGG‑3

GACGCUAUCCA‑3

(センス)（配列番号５）、及び5

‑CCGUAACCAUUAUA
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(アンチセンス) （配列番号６）；

YB‑1 siRNA YBX1‑HSS166994
5
5

‑UUUGCUGGUAAUUGCGUGGAGGACC‑3

(センス) （配列番号７）、及び

‑GGUCCUCCACGCAAUUACCAGCAAA‑3

(アンチセンス) （配列番号８）。

5.0 x 104 個のHUVECを、１２穴プレート中に播き、以前記載したように25 nmol/Lのsi
RNAでトランスフェクトした(Oncogene 2007;26:4749‑4760)。トランスフェクションから
２４時間後を０時間と設定した。細胞をトリプシンにより回収し、Coulter‑typeセルサイ
ズアナライザー(CDA‑500, Sysmex)により毎日カウントした。尚、増殖アッセイは、上述
のEGM‑2 SingleQuotsを添加した培地を用いて行った。
【０１３３】
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ウェスタンブロッティング
3 x 105個のHUVECを６穴プレートに播き、上述のように50 nmol/LのsiRNAでトランスフ
ェクトした。トランスフェクションから４８時間後に、50 mM Tris/HCl (pH 8.0) 、1 mM
EDTA、120 mM NaCl、0.5% Nonidet P‑40、及び1 mM PMSFを含むライシスバッファーで可
溶化した。ライセートを、21,000 g、４℃にて１０分間遠心分離し、上清（２５μｇ）を
10% (w/v) SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動で分離し、ＰＶＤＦ微小多孔性膜(Millip
ore, Bedford, MA, U.S.A.)へトランスファーした。その膜を、抗ＹＢ−１抗体(Cancer R
esearch 1999;59:342‑346) 1:10,000又は抗βアクチン抗体(A5441, Sigma Aldrich, MO,
USA) 1:10,000で１時間イムノブロットし、ＨＲＰ結合抗ウサギＩｇ抗体又は抗マウスＩ
ｇ抗体で４０分間インキュベートした。増強されたケミルミネッセンス(Amersham, Pisca
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taway, NJ, USA)を用いて検出を行った。タンパク質発現レベルは、Multi Gauge Version
3.0 (Fujifilm, Tokyo, Japan)を用いて数値的に評価された。
【０１３４】
統計学的解析
ピアソン相関を統計学的解析のために用い、有意性は５％レベルに設定した。
【０１３５】
（結果）
脳腫瘍におけるＹＢ−１発現
多形神経膠芽腫(GBM)は、予後が悪く、殆どが再発する重篤な疾患である(WHO Classifi
cation of Tumours of the Central Nervous System. Lyon: IARC Press, 2007, pp 33‑4
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9；Cancer Research 2004;64:6892‑6899；Lancet 2002;359:1011‑1018)。本発明者らは、
まずＧＢＭにおけるＹＢ−１発現を調べた。なぜなら、脳腫瘍におけるＹＢ−１発現の免
疫学的解析についてはこれまでに報告されていないからである。免疫組織学的試験の結果
、２６のＧＢＭ症例の全てにおいてＹＢ−１発現が示された（データ示さず）。２つの典
型的な症例を図１に示す。膠芽腫細胞は、ＧＢＭの診断バイオマーカーであるグリア原線
維酸性タンパク質（ＧＦＡＰ）を高度に発現していた。ＧＢＭの確実な組織化学的特徴で
ある(American Journal of Pathology 2001;158:1145‑1160；WHO Classification of Tum
ours of the Central Nervous System. Lyon: IARC Press, 2007, pp 33‑49)ＧＦＡＰは
、糸球体様小体を含む血管では観察されなかった。糸球体様小体を含む腫瘍血管は抗ＣＤ
３４抗体によりよく染色された。興味深いことに、ＹＢ−１発現は、腫瘍及び腫瘍血管の

10

双方において見出された（図１Ａ、症例１）。症例２（図１Ｂ）において示されるように
、ＣＤ３４発現は全ての血管において見出されたが、ＹＢ−１発現は、大血管の周囲の小
さな腫瘍血管においてのみ認められた。Ｋｉ−６７陽性細胞が、末梢腫瘍血管においても
認められた。このことは、ＹＢ−１が血管新生性の血管内皮細胞に発現していることを示
している。ＹＢ−１発現を、４００倍の拡大率において更に確認した（図１Ｃ及びＤ）。
ＹＢ−１は血管内皮細胞において顕著に見出された。
【０１３６】
他の固形腫瘍におけるＹＢ−１発現
多くの研究により、乳房、肺、結腸、卵巣、軟組織等の種々の固形腫瘍において、ＹＢ
−１が高度に発現していることが示されてきた(Translational Oncogenomics 2007;2:49‑

20

65)。しかしながら、腫瘍血管におけるＹＢ−１発現についてはこれまでに報告されてい
ない。図２に示すように、本発明者らは、食道、肺、胃および結腸に由来する４種の固形
腫瘍におけるＹＢ−１発現を調べた。これらの固形腫瘍の癌細胞において高いＹＢ−１発
現が再現性よく観察された（図２（Ａ）３−（Ｄ）３）。本発明者らは、線維芽細胞、炎
症細胞、細胞外マトリクス及び血液血管から構成される線維形成性ストローマの領域のＹ
Ｂ−１発現を慎重に観察し、ＹＢ−１は、腫瘍血管の血管内皮細胞において有意に発現し
ていることを見出した（図２（Ａ）５−（Ｄ）５及び図３）。くわえて、これらの細胞は
、抗ＣＤ３４抗体により陽性に染色された（図２（Ａ）６−（Ｄ）６及び図３）。
【０１３７】
ＹＢ−１発現及び非腫瘍性血管新生
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血管新生の腫瘍特異的な阻害は、癌患者のための治療戦略を確立する上で最も重要なこ
とである。ＹＢ−１が腫瘍特異的血管内皮マーカーの１つであるか、調べるために、本発
明者らは、正常組織及び炎症を伴う肉芽性組織の血管内皮細胞におけるＹＢ−１発現を調
べた。図４に示すように、ＹＢ−１発現は、正常かつ血管新生性の組織である、胎仔組織
、新生仔肺及び胎盤の血管内皮細胞においては検出されなかった。一方、ＹＢ−１発現は
炎症領域の血管内皮細胞において弱くではあるが、認められた（図５）。
【０１３８】
ＨＵＶＥＣのＹＢ−１依存的増殖
様々な妊娠週齢（20週、23週、24週、26週、27週、37週、38週及び39週）の臍帯静脈の
いずれにおいても、ＹＢ−１の発現は観察されなかった（データ示さず）。しかしながら
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、先の研究（Nucleic Acids Research 2004;32:611‑622）では正常組織由来のヒト臍帯静
脈内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）においてＹＢ−１の発現が観察された。そこで、本発明者らは
、ＹＢ−１の発現がＨＵＶＥＣの増殖に寄与しているかどうか、調べた。ＹＢ−１に特異
的なsiRNAは、コントロールsiRNAと比較して、約１４〜２７％にまで、ＹＢ−１の発現を
効率的に下方制御した（図６Ａ及びＢ）。図６Ｃに示すように、ＹＢ−１発現の下方制御
により、ＨＵＶＥＣの成長因子依存的な増殖が消失した。
【０１３９】
以上の結果から、ＹＢ−１が腫瘍血管血管内皮細胞特異的なバイオマーカーであること
、そしてＹＢ−１の発現を抑制することにより、腫瘍新生血管の血管内皮細胞の増殖を抑
制し、結果的に腫瘍の増殖を阻害し得ることが示唆された。
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【産業上の利用可能性】
【０１４０】
本発明の腫瘍新生血管の血管内皮細胞の検出方法を用いれば、腫瘍組織における新生血
管をより的確に検出することができるので、例えば腫瘍新生血管を標的とする抗腫瘍薬の
治療効果のモニタリングに有用である。
本発明により、ＹＢ−１の阻害という新たなメカニズムに基づく血管新生阻害剤やその
スクリーニング方法が提供される。ＹＢ−１は腫瘍新生血管の血管内に細胞に特異的に発
現し、正常組織や炎症組織の血管内皮細胞には全く又は殆ど発現しないので、本発明の血
管新生阻害剤は、特に腫瘍組織における血管新生を選択的に阻害するのに有用である。ま
た、ＹＢ−１は、腫瘍細胞の薬剤耐性や増殖に関連することが知られているので、本発明
の血管新生阻害剤は、結果として腫瘍細胞と腫瘍血管血管内皮細胞の双方を同時に増殖抑
制することが可能であり、優れた抗腫瘍薬として有用である。
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