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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体由来の試料中のＵ７ポリペプチドの発現を検出することにより、癌細胞を検出す
る方法であって、癌が尿路上皮癌及び肺癌からなる群より選択される、方法。
【請求項２】
癌が尿路上皮癌である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
尿路上皮癌が膀胱癌である、請求項２記載の方法。
【請求項４】
Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体を用いて、試料中のＵ７ポリペ
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プチドの発現を免疫学的に測定する、請求項１〜３のいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
尿路上皮癌及び肺癌からなる群より選択される癌を検出するための、Ｕ７ポリペプチド
の発現を検出するための試薬を含む癌診断薬。
【請求項６】
Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬が、Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特
異的に反応する抗体である請求項５記載の癌診断薬。
【請求項７】
尿路上皮癌を検出するための、請求項５又は６記載の癌診断薬。
【請求項８】
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尿路上皮癌が膀胱癌である、請求項７記載の癌診断薬。
【請求項９】
請求項５〜８のいずれか１項記載の癌診断薬を含む、尿路上皮癌及び肺癌からなる群よ
り選択される癌を検出するための、癌診断用キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
本発明は、癌の診断に有用なポリペプチド、該ポリペプチドの発現を検出することによ
る癌の検出方法、該ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬を含む細胞増殖抑制剤、
及び該細胞増殖抑制剤を含む癌の治療又は予防用医薬組成物に関する。
【背景技術】
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肺癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌、膀胱癌、腎癌、甲状腺癌、耳下腺癌
、頭頚部癌、脳腫瘍、骨・軟部肉腫、尿管癌、肝癌、卵巣癌、卵管癌、食道癌、胃癌等の
癌はいずれも悪性の腫瘍であり、特に進行性の癌は治療が困難で多くの場合に致命的とな
る。従って、癌に対する対策としては癌腫の早期発見が最も重要な課題である。
上記のような癌の診断及び予後の観察には、従来から腫瘍マーカーとしてＣＥＡ、ＣＡ
１９−９等が報告され、用いられている。しかしながら、いずれも陽性率は２０〜３０％
程度にすぎず、特に早期癌においてはほとんどのマーカーが陰性を示す。また、上述のよ
うに進行した癌は治療成績が不良であり、早期発見が最も大きな効果をもたらすことから
、新規かつ有用な腫瘍マーカーを発見することが期待されている。なお、抗原タンパク質
マーカーを用いた分子生物学的診断方法としては、例えば特開平７−５１０６５号公報、
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再表００／０６００７３号公報、特表２０００−５１１５３６号公報に記載のものが知ら
れている。
癌の治療方法としては、癌組織の外科的な切除や全身性の抗癌剤投与等が行われている
。しかしながら、前記のとおり、進行性に移行した癌の場合にはこれらの治療法も効果は
少なく、また早期に発見した場合であっても、これらの治療法は患者に大きな身体的負担
を負わせるという問題を有している。
【発明の開示】
本発明の課題は、新規な癌マーカーを見出し、癌を効果的に検出できる方法を提供する
こと、及び癌を予防又は治療するための医薬組成物を提供することである。
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討の結果、仮想ポリペプチドの１種が細胞
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において実際に発現していること見いだすとともに、該ポリペプチドが癌細胞において特
異的に発現亢進し、該ポリペプチドの機能又は発現を抑制することにより癌細胞の増殖を
抑制できることを見いだし、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、以下の発明を包含する。
（１）被検体由来の試料中のＵ７ポリペプチドの発現を検出することにより、癌を検出す
る方法。
（２）Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体を用いて、試料中のＵ７ポ
リペプチドの発現を免疫学的に測定する（１）記載の方法。
（３）Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬を含む癌診断薬。
（４）Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬が、Ｕ７ポリペプチド又はその断片
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と特異的に反応する抗体である（３）記載の癌診断薬。
（５）癌が肺癌、大腸癌、胃癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌及び尿路上皮癌からなる群か
ら選択される、（３）又は（４）記載の癌診断薬。
（６）（３）〜（５）のいずれかに記載の癌診断薬を含む癌診断用キット。
（７）Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬を有効成分とする、細胞増殖抑制
剤。
（８）Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬が、Ｕ７ポリペプチドに対する抗
体である（７）記載の細胞増殖抑制剤。
（９）Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬が、ＲＮＡ干渉によりＵ７ポリペ
プチドをコードするｍＲＮＡのレベルを低下させる二本鎖ＲＮＡである（７）記載の細胞
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増殖抑制剤。
（１０）Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬が、ＲＮＡ干渉によりＵ７ポリ
ペプチドをコードするｍＲＮＡのレベルを低下させる二本鎖ＲＮＡをコードするＤＮＡで
ある（７）記載の細胞増殖抑制剤。
（１１）ＲＮＡ干渉によりＵ７ポリペプチドをコードするｍＲＮＡのレベルを低下させる
二本鎖ＲＮＡが、配列番号１で表される塩基配列と少なくとも８０％の相同性を有する塩
基配列を含むＲＮＡ及び配列番号２で表される塩基配列と少なくとも８０％の相同性を有
する塩基配列を含むＲＮＡからなる二本鎖ＲＮＡである（９）又は（１０）記載の細胞増
殖抑制剤。
（１２）（７）〜（１１）のいずれかに記載の細胞増殖抑制剤を含む、癌を治療又は予防
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するための医薬組成物。
（１３）癌が肺癌、大腸癌、胃癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌及び尿路上皮癌からなる群
から選択される、（１２）記載の医薬組成物。
（１４）配列番号１で表される塩基配列と少なくとも８０％の相同性を有する塩基配列を
含むＲＮＡ及び配列番号２で表される塩基配列と少なくとも８０％の相同性を有する塩基
配列を含むＲＮＡからなる二本鎖ＲＮＡ。
（１５）（１４）記載の二本鎖ＲＮＡをコードするＤＮＡ。
（１６）（１５）記載のＤＮＡを含むベクター。
（１７）以下の（ａ）又は（ｂ）のタンパク質：
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（ａ）配列番号１３で表されるアミノ酸配列を含むタンパク質
（ｂ）配列番号１３で表されるアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、
置換若しくは付加されたアミノ酸配列を含むタンパク質であって、該タンパク質を抗原と
して動物を免疫して得られる抗体が（ａ）のタンパク質と特異的に反応する該タンパク質
。
（１８）以下の（ａ）又は（ｂ）のタンパク質をコードする遺伝子：
（ａ）配列番号１３で表されるアミノ酸配列を含むタンパク質
（ｂ）配列番号１３で表されるアミノ酸配列において１若しくは数個のアミノ酸が欠失、
置換若しくは付加されたアミノ酸配列を含むタンパク質であって、該タンパク質を抗原と
して動物を免疫して得られる抗体が（ａ）のタンパク質と特異的に反応する該タンパク質
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。
（１９）以下の（ａ）又は（ｂ）のＤＮＡを含む遺伝子：
（ａ）配列番号１４で表される塩基配列からなるＤＮＡ
（ｂ）配列番号１４で表される塩基配列の全部又は一部からなるＤＮＡに対し相補的な塩
基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするＤＮＡであって
、該ＤＮＡによってコードされるタンパク質を抗原として動物を免疫して得られる抗体が
（ａ）のＤＮＡによってコードされるタンパク質と特異的に反応する該ＤＮＡ。
以下、本発明を詳細に説明する。
１．Ｕ７ポリペプチド
本発明者らは、正常細胞と各種癌細胞の比較を行った結果、正常細胞に比べて癌細胞で
著しく発現亢進する新規ポリペプチドを見いだした。そして、当該ポリペプチドが、ポリ
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ペプチドデータベース上の仮想ポリペプチドであるＣ７ｏｒｆ２４であることを見いだし
、これをＵ７ポリペプチドとして同定した。Ｕ７ポリペプチド（Ｃ７ｏｒｆ２４）はこれ
までに仮想ポリペプチドとしてのみ知られていたが、本発明者らは当該ポリペプチドが細
胞中で実際に発現していること、及び正常細胞と比較して癌細胞において過剰発現するこ
とを初めて見いだした。Ｕ７ポリペプチドのアミノ酸配列（配列番号１３）及び該ポリペ
プチドをコードするＤＮＡ配列（配列番号１４）は、Ｓｗｉｓｓ−Ｐｒｏｔ
ｒｙ

ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

ｅｓｓｉｏｎ
ｎ

ｎｕｍｂｅｒ：０７５２２３及びＧｅｎ

Ｂａｎｋ

ａｃｃ

ｎｕｍｂｅｒ：ＮＭ＿０２４０５１として登録されている（Ｐｒｏｔｅｉ

ｎａｍｅ：Ｐｒｏｔｅｉｎ

）。

ｐｒｉｍａ

Ｃ７ｏｒｆ２４、Ｇｅｎｅ

ｎａｍｅ：Ｃ７ＯＲＦ２４
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Ｕ７ポリペプチドには、配列番号１３で表されるアミノ酸配列において１若しくは数個
のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列を含むタンパク質であって、該
タンパク質を抗原として動物を免疫して得られる抗体が配列番号１３で表されるアミノ酸
配列を含むタンパク質と特異的に反応する該タンパク質が包含される。ここで数個とは、
通常２〜５個、好ましくは２〜３個である。免疫する動物については特に制限されないが
、好ましくは哺乳動物である。
Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子には、配列番号１４で表される塩基配列の全部又
は一部からなるＤＮＡに対し相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件
下でハイブリダイズするＤＮＡであって、該ＤＮＡによってコードされるタンパク質を抗
原として動物を免疫して得られる抗体が配列番号１４で表される塩基配列からなるＤＮＡ
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によってコードされるタンパク質と特異的に反応する該ＤＮＡが包含される。
ストリンジェントな条件とは、特異的なハイブリッドが形成され、非特異的なハイブリ
ッドが形成されない条件をいい、すなわち、本発明の遺伝子に対し高い相同性（相同性が
９０％以上、好ましくは９５％以上）を有するＤＮＡがハイブリダイズする条件をいう。
より具体的には、このような条件は、０．５〜１ＭのＮａＣｌ存在下４２〜６８℃で、又
は５０％ホルムアミド存在下４２℃で、又は水溶液中６５〜６８℃で、ハイブリダイゼー
ションを行った後、０．１〜２倍濃度のＳＳＣ（ｓａｌｉｎｅ

ｓｏｄｉｕｍ

ｃｉｔｒ

ａｔｅ）溶液を用いて室温〜６８℃でフィルターを洗浄することにより達成できる。
ここで、「一部の配列」とは、上記遺伝子の塩基配列の一部分を含むＤＮＡの塩基配列
であって、該ＤＮＡが、抗原として動物に免疫したときにＵ７ポリペプチドと特異的に反
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応する抗体を産生するタンパク質をコードするものを指す。また「一部の配列」は、スト
リンジェントな条件下でハイブリダイズさせるのに十分な塩基配列の長さを有するもの、
例えば、少なくとも１０塩基、好ましくは少なくとも５０塩基、より好ましくは少なくと
も２００塩基の配列である。
本発明において、「ポリペプチド」とは、アミド結合（ペプチド結合）によって互いに
結合した複数個のアミノ酸残基から構成された分子を意味し、タンパク質及びオリゴペプ
チドを包含する。また、「抗体」は、Ｕ７ポリペプチド又はその断片を免疫原として作製
されたポリクローナル抗体又はモノクローナル抗体を意味する。
本発明を実施するために使用する様々な技術は、特にその出典を明示した技術を除いて
は、公知の文献等に基づいて当業者であれば容易かつ確実に実施可能である。例えば、本
発明に係る医薬を調製するための薬剤の調製はＲｅｍｉｎｇｔｏｎ
ｅｕｔｉｃａｌ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，１８ｔｈ

ｒｏ，Ｍａｃｋ

Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ
Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ａ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｃｏ．，Ｅａｓｔｏｎ，ＰＡ，１９９０に、遺

ｉｎ

ｅｗ

ａｎｄ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

１９８９；Ａｕｓｕｂｅｌ，Ｆ．Ｍ．ｅｔ
ｓ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｐｈａｒｍａｃ

Ｅｄｉｔｉｏｎ，ｅｄ．Ａ．Ｇｅｎｎａ

伝子工学及び分子生物学的技術はＳａｍｂｒｏｏｋ
ｅｃｕｌａｒ

ｓ
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Ｍａｎｉａｔｉｓ，Ｍｏｌ
Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌｄ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

ａｌ．，Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｊｏｈｎ

Ｙｏｒｋ，

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ

Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｎ

Ｙｏｒｋ，Ｎ．Ｙ，１９９５等に記載されている。

２．癌の検出
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本発明は、被検体由来の試料におけるＵ７ポリペプチドの発現を検出することにより、
癌を検出する方法に関する。上述の通り、Ｕ７ポリペプチドは、癌細胞において特異的に
発現する。従って、被検体由来の試料においてこのＵ７ポリペプチドの発現を検出するこ
とによって、癌を検出することが可能となる。
また、本発明の方法により、好ましくは固形癌、例えば限定するものではないが、肺癌
、大腸癌、乳癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌、腎癌、甲状腺癌、耳下腺癌、頭頚部癌、脳
腫瘍、骨・軟部肉腫、肝癌、卵巣癌、卵管癌、食道癌、胃癌、尿路上皮癌（腎盂癌、尿管
癌、膀胱癌、尿道癌）等を検出することが可能である。好ましくは肺癌、大腸癌、胃癌、
乳癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌、尿路上皮癌、より好ましくは尿路上皮癌、さらに好ま
しくは膀胱癌の検出のために好適に用いることができる。

50

(5)

JP 4712692 B2 2011.6.29

ここで被検体由来の試料におけるＵ７ポリペプチドの発現を検出する方法としては、（
１）Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体、（２）Ｕ７ポリペプチド、
（３）Ｕ７ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに基づいて設計されたプローブ又
はプライマーを用いる方法が挙げられる。以下、これらの手段について詳述する。
（１）Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体による検出
Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体は、癌において発現されたＵ７
ポリペプチドと結合することができるため、該抗体を用いて試料中のＵ７ポリペプチドと
の反応を検出することによって、該試料が癌患者又はハイリスク者に由来するか否かを診
断することができる。
Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体は、ポリクローナル抗体又はモ
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ノクローナル抗体であり、それぞれＵ７ポリペプチドのエピトープに結合することができ
る。本発明の抗体のグロブリンタイプは、上記特徴を有するものである限り特に限定され
るものではなく、ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＥ、ＩｇＤのいずれでもよいが、ＩｇＧ
及びＩｇＭが好ましい。本発明におけるモノクローナル抗体には、特に、重鎖及び／また
は軽鎖の一部が特定の種、または特定の抗体クラス若しくはサブクラス由来であり、鎖の
残りの部分が別の種、または別の抗体クラス若しくはサブクラス由来である「キメラ」抗
体（免疫グロブリン）、並びに、所望の生物学的活性を有する限り、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ
）２、Ｆｖ断片等の抗体断片が含まれる（米国特許第４，８１６，５６７号；Ｍｏｒｒｉ
ｓｏｎ

ｅｔ

ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ

８１：６８５
20

１−６８５５（１９８４））。
本発明の抗体を作製するにあたり、免疫原（抗原）となるためのポリペプチドを調製す
る。免疫原ポリペプチドとしては、Ｕ７ポリペプチド又はその断片を用いる。本発明にお
いて免疫原として使用可能なＵ７ポリペプチドのアミノ酸配列及び該ポリペプチドをコー
ドするｃＤＮＡ配列は、Ｓｗｉｓｓ−Ｐｒｏｔ

ｐｒｉｍａｒｙ

ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

ｎｕｍｂｅｒ：０７５２２３及びＧｅｎ

Ｂａｎｋ

：ＮＭ＿０２４０５１（Ｐｒｏｔｅｉｎ

ｎａｍｅ：Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｇｅｎｅ

ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

ｎｕｍｂｅｒ

Ｃ７ｏｒｆ２４、

ｎａｍｅ：Ｃ７ＯＲＦ２４）として公開されている。従って、公開されている

アミノ酸配列情報を利用して、当技術分野で公知の手法、例えば固相ペプチド合成法など
により、免疫原として使用するためのＵ７ポリペプチド又はその断片を合成することがで
きる。断片としてはＵ７ポリペプチドのうち少なくとも６個以上のアミノ酸、好ましくは
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６〜５００、より好ましくは８〜５０アミノ酸からなる部分ペプチドが挙げられる。免疫
原としてＵ７ポリペプチド断片を使用する場合は、ＫＬＨ、ＢＳＡなどのキャリアータン
パク質に連結させて使用するのが好ましい。
また、公知の遺伝子組換え手法を利用して、Ｕ７ポリペプチドをコードするｃＤＮＡの
情報を用いてＵ７ポリペプチドを生産することも可能である。以下、組換え手法を用いた
Ｕ７ポリペプチドの生産に関して説明する。
Ｕ７生産用組換えベクターは、上記公開されているｃＤＮＡ配列を適当なベクターに連
結することにより得ることができ、形質転換体は、Ｕ７生産用組換えベクターを、Ｕ７ポ
リペプチドが発現し得るように宿主中に導入することにより得ることができる。
ベクターには、宿主微生物で自律的に増殖し得るファージ又はプラスミドが使用される

40

。プラスミドＤＮＡとしては、大腸菌由来のプラスミド（例えばｐＥＴ２１ａ、ｐＧＥＸ
４Ｔ、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９等）、枯草菌由来のプラス
ミド（例えばｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５等）、酵母由来のプラスミド（例えばＹＥｐ１３、
ＹＥｐ２４、ＹＣｐ５０等）などが挙げられ、ファージＤＮＡとしてはλファージ（λｇ
ｔ１１、λＺＡＰ等）が挙げられる。さらに、ワクシニアウイルスなどの動物ウイルス、
バキュロウイルスなどの昆虫ウイルスベクターを用いることもできる。
ベクターにＵ７ｃＤＮＡを挿入するには、まず、精製されたＤＮＡを適当な制限酵素で
切断し、適当なベクターＤＮＡの制限酵素部位又はマルチクローニングサイトに挿入して
ベクターに連結する方法などが採用される。
その他、哺乳動物細胞において用いられるＵ７生産用組換えベクターには、プロモータ
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ー、Ｕ７ｃＤＮＡのほか、所望によりエンハンサーなどのシスエレメント、スプライシン
グシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、リボソーム結合配列（ＳＤ配列）など
が連結されていてもよい。
ＤＮＡ断片とベクター断片とを連結させるには、公知のＤＮＡリガーゼを用いる。そし
て、ＤＮＡ断片とベクター断片とをアニーリングさせた後連結させ、Ｕ７生産用組換えベ
クターを作製する。
形質転換に使用する宿主としては、Ｕ７ポリペプチドを発現できるものであれば特に限
定されるものではない。例えば、細菌（大腸菌、枯草菌等）、酵母、動物細胞（ＣＯＳ細
胞、ＣＨＯ細胞等）、昆虫細胞が挙げられる。
一例として、細菌を宿主とする場合は、Ｕ７生産用組換えベクターが該細菌中で自律複

10

製可能であると同時に、プロモーター、リボゾーム結合配列、Ｕ７ＤＮＡ、転写終結配列
により構成されていることが好ましい。また、プロモーターを制御する遺伝子が含まれて
いてもよい。大腸菌としては、例えばエッシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ
ｃｏｌｉ）ＢＲＬなどが挙げられ、枯草菌としては、例えばバチルス・ズブチリス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ

ｓｕｂｔｉｌｉｓ）などが挙げられる。プロモーターは、大腸菌等の宿主

中で発現できるものであればいずれを用いてもよい。細菌への組換えベクターの導入方法
は、細菌にＤＮＡを導入する方法であれば特に限定されるものではない。例えばカルシウ
ムイオンを用いる方法、エレクトロポレーション法等が挙げられる。
酵母、動物細胞、昆虫細胞などを宿主とする場合には、同様に、当技術分野で公知の手
法に従って、Ｕ７ポリペプチドを生産することができる。

20

本発明において免疫原として使用するＵ７ポリペプチドは、上記作製した形質転換体を
培養し、その培養物から採取することにより得ることができる。「培養物」とは、培養上
清、培養細胞、培養菌体、又は細胞若しくは菌体の破砕物のいずれをも意味するものであ
る。上記形質転換体を培地で培養する方法は、宿主の培養に用いられる通常の方法に従っ
て行われる。
大腸菌や酵母菌等の微生物を宿主として得られた形質転換体を培養する培地としては、
微生物が資化し得る炭素源、窒素源、無機塩類等を含有し、形質転換体の培養を効率的に
行うことができる培地であれば、天然培地、合成培地のいずれを用いてもよい。
培養は、通常、振盪培養又は通気攪拌培養などの好気的条件下、３７℃で６〜２４時間
行う。培養期間中、ｐＨは中性付近に保持する。ｐＨの調整は、無機又は有機酸、アルカ
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リ溶液等を用いて行う。培養中は必要に応じてアンピシリンやテトラサイクリン等の抗生
物質を培地に添加してもよい。
培養後、Ｕ７ポリペプチドが菌体内又は細胞内に生産される場合には、菌体又は細胞を
破砕することによりタンパク質を抽出する。また、Ｕ７ポリペプチドが菌体外又は細胞外
に生産される場合には、培養液をそのまま使用するか、遠心分離等により菌体又は細胞を
除去する。その後、タンパク質の単離精製に用いられる一般的な生化学的方法、例えば硫
酸アンモニウム沈殿、ゲルクロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、アフィ
ニティークロマトグラフィー等を単独で又は適宜組み合わせて用いることにより、前記培
養物中からＵ７ポリペプチドを単離精製することができる。
Ｕ７ポリペプチドが得られたか否かは、ＳＤＳ−ポリアクリルアミドゲル電気泳動等に
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より確認することができる。
なお、以上の方法によって得られる組換えＵ７ポリペプチドには、他の任意のタンパク
質との融合タンパク質も含まれる。例えば、グルタチオン−Ｓ−トランスフェラーゼ（Ｇ
ＳＴ）や緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）との融合タンパク質などが例示できる。さらに、
形質転換細胞で発現されたペプチドは、翻訳された後、細胞内で各種修飾を受ける場合が
ある。したがって、修飾されたペプチドもＵ７ポリペプチドとして用いることができる。
このような翻訳後修飾としては、Ｎ末端メチオニンの脱離、Ｎ末端アセチル化、糖鎖付加
、細胞内プロテアーゼによる限定分解、ミリストイル化、イソプレニル化、リン酸化など
が例示できる。
次に、得られたタンパク質を緩衝液に溶解して免疫原を調製する。なお、必要であれば
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、免疫を効果的に行うためにアジュバントを添加してもよい。アジュバントとしては、市
販の完全フロイントアジュバント、不完全フロイントアジュバント等が挙げられ、これら
の何れのものを混合してもよい。
モノクローナル抗体は、例えばハイブリドーマ法（Ｋｏｈｌｅｒ

ａｎｄ

Ｍｉ

ｌｓ

ｔｅｉｎ，Ｎａｔｕｒｅ（１９７５）２５６：４９５）、または、組換え方法（米国特許
第４，８１６，５６７号）により製造してもよい。また、ファージ抗体ライブラリーから
単離してもよい（Ｃｌａｃｋｓｏｎ

ｅｔ

６２４−６２８；Ｍａｒｋｓ

ａｌ．，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．（１９９１）２２

ｅｔ

ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ（１９９１）３５２：

２：５８１−５９７）。例えば、以下のようにして作製することができる。
10

ｉ）免疫及び抗体産生細胞の採取
上記のようにして得られた免疫原を、哺乳動物、例えばラット、マウス（例えば近交系
マウスのＢＡＬＢ／ｃ）、ウサギなどに投与する。免疫原の１回の投与量は、免疫動物の
種類、投与経路などにより適宜決定されるものであるが、動物１匹当たり約５０〜２００
μｇである。免疫は、主として静脈内、皮下、腹腔内に免疫原を注入することにより行わ
れる。また、免疫の間隔は特に限定されず、初回免疫後、数日から数週間間隔で、好まし
くは１〜４週間間隔で、２〜６回、好ましくは３〜４回追加免疫を行う。初回免疫の後、
免疫動物の血清中の抗体価の測定をＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉｎｋｅｄ
ｎｏ

Ｓｏｒｂｅｎｔ

Ｉｍｍｕ

Ａｓｓａｙ）法等により繰り返し行い、抗体価がプラトーに達し

たときは、免疫原を静脈内又は腹腔内に注射し、最終免疫とする。そして、最終免疫の日
から２〜５日後、好ましくは３日後に、抗体産生細胞を採取する。抗体産生細胞としては
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、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血細胞等が挙げられるが、脾臓細胞又は局所リンパ節細
胞が好ましい。
ｉｉ）細胞融合
ハイブリドーマを得るため、上述のように免疫動物から得た抗体産生細胞とミエローマ
細胞との細胞融合を行う。
抗体産生細胞と融合させるミエローマ細胞としては、マウスなどの動物の一般に入手可
能な株化細胞を使用することができる。使用する細胞株としては、薬剤選択性を有し、未
融合の状態ではＨＡＴ選択培地（ヒポキサンチン、アミノプテリン、チミンを含む）で生
存できず、抗体産生細胞と融合した状態でのみ生存できる性質を有するものが好ましい。
また株化細胞は、免疫動物と同種系の動物に由来するものが好ましい。ミエローマ細胞の
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具体例としては、ＢＡＬＢ／ｃマウス由来のヒポキサンチン・グアニン・ホスホリボシル
・トランスフェラーゼ（ＨＧＰＲＴ）欠損細胞株である、Ｐ３Ｘ６３−Ａｇ．８株（ＡＴ
ＣＣ

ＴＩＢ９）、Ｐ３Ｘ６３−Ａｇ．８．Ｕ１株（癌研究リサーチソースバンク（ＪＣ

ＲＢ）９０８５）、Ｐ３／ＮＳＩ／１−Ａｇ４−１株（ＪＣＲＢ
３Ａｇ８．６５３株（ＪＣＲＢ

０００９）、Ｐ３ｘ６

００２８）又はＳｐ２／０−Ａｇ１４株（ＪＣＲＢ

０

０２９）などが挙げられる。
次に、上記ミエローマ細胞と抗体産生細胞とを細胞融合させる。細胞融合は、血清を含
まないＤＭＥＭ、ＲＰＭＩ−１６４０培地などの動物細胞培養用培地中で、抗体産生細胞
とミエローマ細胞とを約１：１〜２０：１の割合で混合し、細胞融合促進剤の存在下にて
融合反応を行う。細胞融合促進剤として、平均分子量１，５００〜４，０００ダルトンの
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ポリエチレングリコール等を約１０〜８０％の濃度で使用することができる。また場合に
よっては、融合効率を高めるために、ジメチルスルホキシドなどの補助剤を併用してもよ
い。さらに、電気刺激（例えばエレクトロポレーション）を利用した市販の細胞融合装置
を用いて抗体産生細胞とミエローマ細胞とを融合させることもできる。
ｉｉｉ）ハイブリドーマの選別及びクローニング
細胞融合処理後の細胞から目的とするハイブリドーマを選別する。その方法として、細
胞懸濁液を、例えばウシ胎児血清含有ＲＰＭＩ−１６４０培地などで適当に希釈後、マイ
クロタイタープレート上に２×１０５個／ウエル程度まき、各ウエルに選択培地を加え、
以後適当に選択培地を交換して培養を行う。培養温度は、２０〜４０℃、好ましくは約３
７℃である。ミエローマ細胞がＨＧＰＲＴ欠損株又はチミジンキナーゼ（ＴＫ）欠損株の
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ものである場合には、ヒポキサンチン・アミノプテリン・チミジンを含む選択培地（ＨＡ
Ｔ培地）を用いることにより、抗体産生能を有する細胞とミエローマ細胞のハイブリドー
マのみを選択的に培養し、増殖させることができる。その結果、選択培地で培養開始後、
約１４日前後から生育してくる細胞をハイブリドーマとして得ることができる。
次に、増殖してきたハイブリドーマの培養上清中に、目的とする抗体が存在するか否か
をスクリーニングする。ハイブリドーマのスクリーニングは、通常の方法に従えばよく、
特に限定されない。例えば、ハイブリドーマとして生育したウエルに含まれる培養上清の
一部を採取し、酵素免疫測定法（ＥＩＡ：Ｅｎｚｙｍｅ
ＥＬＩＳＡ）、放射免疫測定法（ＲＩＡ：Ｒａｄｉｏ

Ｉｍｍｕｎｏ
Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ及び
Ａｓｓａｙ）等に

よって行うことができる。

10

融合細胞のクローニングは、限界希釈法等により行い、最終的にモノクローナル抗体産
生細胞であるハイブリドーマを樹立する。本発明のハイブリドーマは、後述するように、
ＲＰＭＩ１６４０、ＤＭＥＭ等の基本培地中での培養において安定であり、尿路上皮癌に
由来するＵ７ポリペプチドと特異的に反応するモノクローナル抗体を産生、分泌するもの
である。
ｉｖ）モノクローナル抗体の採取
樹立したハイブリドーマからモノクローナル抗体を採取する方法として、通常の細胞培
養法又は腹水形成法等を採用することができる。
細胞培養法においては、ハイブリドーマを１０％ウシ胎児血清含有ＲＰＭＩ−１６４０
培地、ＭＥＭ培地又は無血清培地等の動物細胞培養培地中で、通常の培養条件（例えば３
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７℃，５％ＣＯ２濃度）で２〜１０日間培養し、その培養上清から抗体を取得する。
腹水形成法の場合は、ミエローマ細胞由来の哺乳動物と同種系動物の腹腔内にハイブリ
ドーマを約１×１０７個投与し、ハイブリドーマを大量に増殖させる。そして、１〜２週
間後に腹水又は血清を採取する。
上記抗体の採取方法において、抗体の精製が必要とされる場合は、硫安塩析法、イオン
交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー、ゲルクロマトグラフィー
などの公知の方法を適宜に選択して、又はこれらを組み合わせることにより、精製された
本発明のモノクローナル抗体を得ることができる。
ポリクローナル抗体を作製する場合は、前記と同様に動物を免疫し、最終の免疫日から
６〜６０日後に、酵素免疫測定法（ＥＩＡ及びＥＬＩＳＡ）、放射免疫測定法（ＲＩＡ）
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等で抗体価を測定し、最大の抗体価を示した日に採血し、抗血清を得る。その後は、抗血
清中のポリクローナル抗体の反応性をＥＬＩＳＡ法などで測定する。
Ｕ７ポリペプチドに対する抗体を用いて被検体由来の試料中のＵ７ポリペプチドの発現
を検出し、癌を検出する場合には、被検体の試料中に、Ｕ７ポリペプチドに対する抗体又
はその標識化抗体と結合する抗原ポリペプチドが存在するか否かを試験し、試料中にその
抗原ポリペプチドが存在する被検体を癌患者又はそのハイリスク者と判定する。すなわち
、ここで使用する抗体又は標識化抗体は、癌細胞で発現しているＵ７ポリペプチドと特異
的に結合する抗体であるから、この抗体と結合する抗原ポリペプチドを含む試料を、固形
癌患者又はそのハイリスク患者の試料として判定することができる。なおその際に、好ま
しくは２種類以上、好ましくは５種類以上、さらに好ましくは１０種類以上、最も好まし
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くは１５−３９種類の抗体について試料中のＵ７ポリペプチドとの結合を判定する。
また別の態様は、抗体とＵ７ポリペプチドとの結合を液相系において行う方法である。
例えば、標識化抗体と試料とを接触させて標識化抗体とＵ７ポリペプチドを結合させ、こ
の結合体を上記と同様の方法で分離し、標識シグナルを同様の方法で検出する。
液相系での検出の別の方法は、Ｕ７ポリペプチドに対する抗体（一次抗体）と試料とを
接触させて一次抗体と抗原ポリペプチドを結合させ、この結合体に標識化抗体（二次抗体
）を結合させ、この三者の結合体における標識シグナルを検出する。あるいは、さらにシ
グナルを増強させるためには、非標識の二次抗体を先ず抗体＋抗原ポリペプチド結合体に
結合させ、この二次抗体に標識物質を結合させるようにしてもよい。このような二次抗体
への標識物質の結合は、例えば二次抗体をビオチン化し、標識物質をアビジン化しておく
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ことによって行うことができる。あるいは、二次抗体の一部領域（例えば、Ｆｃ領域）を
認識する抗体（三次抗体）を標識し、この三次抗体を二次抗体に結合させるようにしても
よい。なお、一次抗体と二次抗体は、両方ともモノクローナル抗体を用いることもでき、
あるいは、一次抗体と二次抗体のいずれか一方をポリクローナル抗体とすることもできる
。液相からの結合体の分離やシグナルの検出は上記と同様とすることができる。
また別の態様は、抗体とＵ７ポリペプチドとの結合を固相系において試験する方法であ
る。この固相系における方法は、極微量のＵ７ポリペプチドの検出と操作の簡便化のため
好ましい方法である。すなわちこの固相系の方法は、Ｕ７ポリペプチドに対する抗体（一
次抗体）を固相（樹脂プレート、メンブレン、ビーズ等）に固定化し、この固定化抗体に
Ｕ７ポリペプチドを結合させ、非結合ペプチドを洗浄除去した後、プレート上に残った抗

10

体＋Ｕ７ポリペプチド結合体に標識化抗体（二次抗体）を結合させ、この二次抗体のシグ
ナルを検出する方法である。この方法は、いわゆる「サンドイッチ法」と呼ばれる方法で
あり、マーカーとして酵素を用いる場合には、ＥＬＩＳＡとして広く用いられている方法
である。一次抗体と二次抗体は、両方ともモノクローナル抗体を用いることもでき、ある
いは、一次抗体と二次抗体のいずれか一方をポリクローナル抗体とすることもできる。シ
グナルの検出は上記と同様とすることができる。
試料としては、Ｕ７ポリペプチドが発現される試料であれば特に限定されるものではな
く、尿、血清、細胞破砕物、組織切片、唾液、便、喀痰、胸水、腹水、脳脊髄液、膣液等
を使用することができる。癌として膀胱癌、尿管癌、腎盂癌及び尿道癌等を検出する場合
には、試料として尿を使用するのが好ましく、肺癌、胃癌及び大腸癌等を検出する場合に

20

は、試料として血清を使用するのが好ましく胃癌及び大腸癌等を検出する場合には、試料
として便及び腹水を使用するのが好ましい。肺癌を検出する場合は、喀痰及び胸水等を試
料とするのが好ましい。
（２）Ｕ７ポリペプチドによる検出
Ｕ７ポリペプチドは、癌細胞が発現するポリペプチドであるため、癌を有する被検体の
試料中には、発現されたＵ７ポリペプチドに対する抗体が存在する。従って、Ｕ７ポリペ
プチドを使用して試料中の抗体との反応を調べることによって、被検体におけるＵ７ポリ
ペプチドの発現を検出することができる。このＵ７ポリペプチドとしては、上記（１）で
免疫原として記載したＵ７ポリペプチド又はその断片を用いることができる。Ｕ７ポリペ
プチドの製造方法については、上記の通りである。
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Ｕ７ポリペプチドを用いて、被検体由来の試料におけるＵ７ポリペプチドの発現を検出
するためには、被検体の試料中に、Ｕ７ポリペプチドと結合する抗体が１種類以上存在す
るか否かを試験する。そして試料にその抗体が存在する被検体を癌患者又は癌ハイリスク
者と判定する。すなわち、Ｕ７ポリペプチドは、癌患者に由来する抗体と結合するポリペ
プチドであるから、被検体の試料と反応させた結果、試料がこれらの抗原ポリペプチドと
結合する抗体を含む場合には、癌患者又はそのハイリスク患者の試料として判定すること
ができる。さらに、すでに知られている他の癌マーカー（例えば、ＣＥＡ、Ｃｙｆｒａ、
ＳＣＣ−Ａｇなど）を併用することもできる。また、試料としては、（１）と同様のもの
を用いることができる。
Ｕ７ポリペプチドの具体的な検出方法は、例えばＵ７ポリペプチドに被検体由来試料を
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接触させ、該Ｕ７ポリペプチドと被検体由来試料中の抗体とを液相中において反応させる
ことにより行う。さらに試料中の抗体と特異的に結合する標識化抗体を反応させて、標識
化抗体のシグナルを検出すればよい。標識化抗体に使用する標識としては、酵素、放射性
同位体又は蛍光色素を使用することができる。酵素は、代謝回転数が大きいこと、抗体と
結合させても安定であること、基質を特異的に着色させる等の条件を満たすものであれば
特段の制限はなく、通常の酵素免疫アッセイ（ＥＩＡ）に用いられる酵素、例えば、ペル
オキシダーゼ、β−ガラクトシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、グルコースオキシダ
ーゼ、アセチルコリンエステラーゼ、グルコース−６−リン酸化脱水素酵素、リンゴ酸脱
水素酵素等を用いることもできる。また、酵素阻害物質や補酵素等を用いることもできる
。これら酵素と抗体との結合は、マレイミド化合物等の架橋剤を用いる公知の方法によっ
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て行うことができる。基質としては、使用する酵素の種類に応じて公知の物質を使用する
ことができる。例えば酵素としてペルオキシダーゼを使用する場合には、３，３
５

，５，

−テトラメチルベンジシンを、また酵素としてアルカリフォスファターゼを用いる場

合には、パラニトロフェノール等を用いることができる。
酵素を用いる場合には、酵素作用によって分解して発色する基質を加え、基質の分解量
を光学的に測定することによって酵素活性を求め、これを結合抗体量に換算し、標準値と
の比較から抗体量が算出される。
放射性同位体としては、１２５Ｉや３Ｈ等の通常のラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）で
用いられているものを使用することができる。放射性同位体を用いる場合には、放射性同
位体の発する放射線量をシンチレーションカウンター等により測定する。

10

蛍光色素としては、フルオレッセンスイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）やテトラメチル
ローダミンイソチオシアネート（ＴＲＩＴＣ）等の通常の蛍光抗体法に用いられるものを
使用することができる。蛍光色素を用いる場合には、蛍光顕微鏡を組み合わせた測定装置
によって蛍光量を測定すればよい。
さらにまた、標識化抗体には、マンガンや鉄等の金属を結合させたものも含まれる。こ
のような金属結合抗体を体内に投与し、ＭＲＩ等によって金属を測定することによって、
血清中抗体の存在、すなわちＵ７ポリペプチドの発現を検出することができる。
シグナルの検出は、例えば、ウエスタンブロット分析を採用することができる。あるい
は、抗原ポリペプチド＋血清中抗体＋標識化抗体の結合体を、公知の分離手段（クロマト
法、塩析法、アルコール沈殿法、酵素法、固相法等）によって分離し、標識化抗体のシグ

20

ナルを検出してもよい。
また、Ｕ７ポリペプチド又はその断片を固相（プレート、メンブレン、ビーズ等）上に
固定化し、この固相上において被検体血清の抗体との結合を試験することもできる。抗原
ポリペプチドを固相上に固定化することによって、未結合の標識化結合分子を容易に除去
することができる。
（３）プライマー又はプローブによる検出
本発明の検出方法は、Ｕ７ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドの全部若しくは
一部の配列又はその相補配列を含むプライマー又はプローブを用いて実施することができ
る。該プライマー又はプローブは、被検体由来の試料中に発現している抗原ポリペプチド
のｍＲＮＡ又はｍＲＮＡから合成したｃＤＮＡと特異的に結合して、試料中の抗原ポリペ

30

プチドをコードする遺伝子の発現、すなわち抗原ポリペプチドの発現を検出することが可
能である。
プライマー及びプローブは、当業者に公知の手法に従って、設計することができる。プ
ライマー及びプローブ設計の留意点として、例えば以下を指摘することができる。
プライマーとして実質的な機能を有する長さとしては、１０塩基以上が好ましく、さら
に好ましくは１６〜５０塩基であり、さらに好ましくは２０〜３０塩基である。またプロ
ーブとして実質的な機能を有する長さとしては、１０塩基以上が好ましく、さらに好まし
くは１６〜５０塩基であり、さらに好ましくは２０〜３０塩基である。
また設計の際には、プライマー又はプローブの融解温度（Ｔｍ）を確認することが好ま
しい。Ｔｍとは、任意のポリヌクレオチド鎖の５０％がその相補鎖とハイブリッドを形成
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する温度を意味し、鋳型ＤＮＡ又はＲＮＡとプライマー又はプローブとが二本鎖を形成し
てアニーリング又はハイブリダイズするためには、アニーリング又はハイブリダイゼーシ
ョンの温度を最適化する必要がある。一方、この温度を下げすぎると非特異的な反応が起
こるため、温度は可能な限り高いことが望ましい。従って、設計しようとするプライマー
又はプローブのＴｍは、増幅反応又はハイブリダイゼーションを行う上で重要な因子であ
る。Ｔｍの確認には、公知のプライマー又はプローブ設計用ソフトウエアを利用すること
ができ、本発明で利用可能なソフトウエアとしては、例えばＯｌｉｇｏＴＭ（Ｎａｔｉｏ
ｎａｌ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ

Ｉｎｃ．（米国）製）、ＧＥＮＥＴＹＸ［ソフトウェア

開発（株）（日本）製］等などが挙げられる。またＴｍの確認は、ソフトウエアを使わず
、自ら計算することによっても行うことができる。その場合には、最近接塩基対法（Ｎｅ
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Ｍｅｔｈｏｄ）、Ｗａｌｌａｎｃｅ法、ＧＣ％法等に基

づく計算式を利用することができる。本発明では、平均Ｔｍが約４５〜５５℃であること
が好ましい。
プライマー又はプローブとして特異的なアニーリング又はハイブリダイズが可能な条件
としては、その他にもＧＣ含量などがあり、そのような条件は当業者に周知である。
上述のように設計したプライマー及びプローブは、当業者に公知の方法に従って調製す
ることができる。さらに、当業者には周知のように、プライマー又はプローブには、アニ
ーリング又はハイブリダイズする部分以外の配列、例えばタグ配列などの付加配列が含ま
れていてもよく、上述したプライマー又はプローブにそのような付加配列が付加されたも
10

のも本発明の範囲内に含まれるものとする。
被検体由来の試料におけるＵ７ポリペプチドの発現を検出するためには、上記プライマ
ー及び／又はプローブをそれぞれ増幅反応又はハイブリダイゼーション反応において用い
、その増幅産物又はハイブリッド産物を検出する。
試料としては、尿、血液、細胞破砕物、組織切片、唾液、便、喀痰、胸水、腹水、脳脊
髄液及び膣液等を対象とすることができる。また増幅反応又はハイブリダイゼーション反
応を行う場合には、通常は、被検体由来の試料から被検核酸を調製する。被検核酸は、核
酸であればＤＮＡ又はＲＮＡのいずれでもよい。ＤＮＡ又はＲＮＡは、当技術分野で周知
の方法を適宜使用して抽出することができる。例えば、ＤＮＡを抽出する場合には、フェ
ノール抽出及びエタノール沈殿を行う方法、ガラスビーズを用いる方法など、またＲＮＡ
を抽出する場合には、グアニジン−塩化セシウム超遠心法、ホットフェノール法、又はチ
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オシアン酸グアジニウム−フェノール−クロロホルム（ＡＧＰＣ）法などを利用すること
ができる。以上のように調製した試料又は被検核酸を用いて、以下に示す増幅反応及び／
又はハイブリダイゼーション反応を行う。
プライマーを用いて被検核酸を鋳型とした増幅反応を行い、その特異的増幅反応を検出
することにより、試料中のＵ７ポリペプチドの発現の検出を行うことができる。
増幅手法としては、特に限定されないが、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）法の原理を
利用した公知の方法を挙げることができる。例えば、ＰＣＲ法、ＬＡＭＰ（Ｌｏｏｐ−ｍ
ｅｄｉａｔｅｄ

ｉｓｏｔｈｅｒｍａｌ

Ｉｓｏｔｈｅｒｍａｌ

ａｎｄ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法、ＩＣＡＮ（

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ｃｈｉｍｅｒｉｃ
ｏｆ

ｐｒｉｍｅｒ−ｉｎｉｔｉａｔｅｄ

Ｎｕｃｌｅｉｃ

ａｃｉｄｓ）法、ＲＣＡ（Ｒｏ

ｌｌｉｎｇ

Ｃｉｒｃｌｅ

Ｃｈａｉｎ

Ｒｅａｃｔｉｏｎ）法、ＳＤＡ（Ｓｔｒａｎｄ
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Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法、ＬＣＲ（Ｌｉｇａｓｅ
Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法等を挙げることができる。増幅は、増幅産物が検出可
能なレベルになるまで行う。
例えば、ＰＣＲ法は、被検核酸であるＤＮＡを鋳型として、ＤＮＡポリメラーゼにより
、一対のプライマー間の塩基配列を合成するものである。ＰＣＲ法によれば、変性、アニ
ーリング及び合成からなるサイクルを繰り返すことによって、増幅断片を指数関数的に増
幅させることができる。ＰＣＲの最適条件は、当業者であれば容易に決定することができ
る。
またＲＴ−ＰＣＲ法では、まず、被検核酸であるＲＮＡを鋳型として、逆転写酵素反応
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によりｃＤＮＡを作製し、その後、作製したｃＤＮＡを鋳型として一対のプライマーを用
いてＰＣＲ法を行うものである。
なお、増幅手法として競合ＰＣＲ法やリアルタイムＰＣＲ法等の定量的ＰＣＲ法などを
採用することにより、定量的な検出が可能となる。
上記増幅反応後に特異的な増幅反応が起こったか否かを検出するには、増幅反応により
得られる増幅産物を特異的に認識することができる公知の手段を用いることができる。例
えば、アガロースゲル電気泳動法等を利用して、特定のサイズの増幅断片が増幅されてい
るか否かを確認することにより、特異的な増幅反応を検出することができる。
あるいは、増幅反応の過程で取り込まれるｄＮＴＰに、放射性同位体、蛍光物質、発光
物質などの標識体を作用させ、この標識体を検出することができる。放射性同位体として
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は、３２Ｐ、１２５Ｉ、３５Ｓなどを用いることができる。また蛍光物質としては、例え
ば、フルオレセン（ＦＩＴＣ）、スルホローダミン（ＳＲ）、テトラメチルローダミン（
ＴＲＩＴＣ）などを用いることができる。また発光物質としてはルシフェリンなどを用い
ることができる。
これら標識体の種類や標識体の導入方法等に関しては、特に制限されることはなく、従
来公知の各種手段を用いることができる。例えば標識体の導入方法としては、放射性同位
体を用いるランダムプライム法が挙げられる。
標識したｄＮＴＰを取り込んだ増幅産物を観察する方法としては、上述した標識体を検
出するための当技術分野で公知の方法であればいずれの方法でもよい。例えば、標識体と
して放射性同位体を用いた場合には、放射活性を、例えば液体シンチレーションカウンタ

10

ー、γ−カウンターなどにより計測することができる。また標識体として蛍光を用いた場
合には、その蛍光を蛍光顕微鏡、蛍光プレートリーダーなどを用いて検出することができ
る。
以上のようにして特異的な増幅反応が検出された場合には、試料中にＵ７ポリペプチド
をコードする遺伝子が発現している、すなわちＵ７ポリペプチドが発現していることとな
る。従って、試料中にＵ７ポリペプチドが発現している被検体を癌患者又はハイリスク者
と判定する。
また、プローブを用いて試料又は被検核酸に対するハイブリダイゼーション反応を行い
、その特異的結合（ハイブリッド）を検出することにより、Ｕ７ポリペプチドの発現を検
20

出することもできる。
ハイブリダイゼーション反応は、プローブがＵ７ポリペプチドに由来するポリヌクレオ
チドのみと特異的に結合するような条件、すなわちストリンジェントな条件下で行う必要
がある。そのようなストリンジェントな条件は当技術分野で周知であり、特に限定されな
い。ストリンジェントな条件としては、例えばナトリウム濃度が、１０〜３００ｍＭ、好
ましくは２０〜１００ｍＭであり、温度が２５〜７０℃、好ましくは４２〜５５℃におけ
る条件が挙げられる。
ハイブリダイゼーションを行う場合には、プローブに蛍光標識（フルオレセイン、ロー
ダミンなど）、放射性標識（３２Ｐなど）、酵素標識（アルカリホスファターゼ、西洋ワ
サビパーオキシダーゼ等）、ビオチン標識等の適当な標識を付加することができる。従っ
て、本固形癌診断用キットには、上記のような標識を付加したプローブも含まれる。

30

標識化プローブを用いた検出は、試料又はそれから調製した被検核酸とプローブとをハ
イブリダイズ可能なように接触させることを含む。「ハイブリダイズ可能なように」とは
、上述したストリンジェントな条件下にて特異的な結合が起こる環境（温度、塩濃度）に
おいて、ということである。具体的には、試料又は被検核酸をスライドグラス、メンブラ
ン、マイクロタイタープレート等の適当な固相に固定化し、標識を付加したプローブを添
加することにより、プローブと試料又は被検核酸とを接触させてハイブリダイゼーション
反応を行い、ハイブリダイズしなかったプローブを除去した後、試料又は被検核酸とハイ
ブリダイズしているプローブの標識を検出する。標識が検出された場合には、試料中にＵ
７ポリペプチドが発現していることとなる。従って、試料中にＵ７ポリペプチドが発現し
ている被検体を癌患者又はハイリスク者と判定する。

40

また、標識の濃度を指標とすることにより、定量的な検出も可能となる。標識化プロー
ブを用いた検出方法の例としては、サザンハイブリダイゼーション法、ノーザンハイブリ
ダイゼーション法、ＦＩＳＨ（蛍光ｉｎ

ｓｉｔｕハイブリダイゼーション）法等を挙げ

ることができる。
上記（１）〜（３）に述べたような本発明の検出方法における具体的な判定基準として
は、被検体のＵ７ポリペプチド発現量が健常者のそれと比較して、１０％以上、好ましく
は３０％以上、さらに好ましくは７０％以上、最も好ましくは１００％以上である場合で
ある。
本発明はまた、上記検出方法に使用するための、癌診断薬に関する。すなわち本発明の
診断薬は、Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬として、例えば、上記に述べた
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ような（１）Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体、（２）Ｕ７ポリペ
プチド及び（３）Ｕ７ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドから選択されるものを
含む。
本発明はまた、上記癌診断薬を含む癌診断用キットに関する。このようなキットとして
は、被検成分の種類に応じて各種のものが市販されており、本発明の癌診断用キットも、
Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬（Ｕ７ポリペプチド、抗体、プライマー、
プローブなど）を用いることを除き、公知公用のキットに用いられている各要素によって
構成することができる。Ｕ７ポリペプチドの発現を検出するための試薬に加え、例えば、
標識二次抗体、担体、洗浄バッファー、試料希釈液、酵素基質、反応停止液、標準物質等
を含みうる。

10

３．細胞増殖抑制剤及び癌を治療又は予防するための医薬組成物
本発明者らは、Ｕ７ポリペプチドが癌細胞において特異的に発現することを見いだした
。さらに、Ｕ７ポリペプチド遺伝子を各種細胞に導入したところ、当該遺伝子を導入した
陽性群と対照群との間で、細胞増殖に差が見られることを見いだした。また、癌細胞にお
いてＵ７ポリペプチドの発現を阻害すると、細胞生存率が顕著に低下するのに対し、正常
細胞において同様に発現を阻害しても細胞生存率に有意な影響を及ぼさないことを見いだ
した。
上記知見に基づき、本発明者らは、Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制することに
より、細胞、特に癌細胞の増殖を抑制できること、細胞の癌化及びその進行を治療又は予
防できることを見いだした。

20

すなわち、本発明は、Ｕ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬を有効成分とす
る細胞増殖抑制剤及び該細胞増殖抑制剤を含む癌を治療又は予防するための医薬組成物に
関する。かかるＵ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制する試薬としては、以下のものが
挙げられる。
（１）Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体
Ｕ７ポリペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体は、被検体におけるＵ７ポリペ
プチドと特異的に結合することにより、その活性を抑制することができる。従って、Ｕ７
ポリペプチドに対する抗体を含む医薬組成物は、癌の治療又は予防に有効である。Ｕ７ポ
リペプチド又はその断片と特異的に反応する抗体については、既に述べたとおりである。
（２）Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子のへ発現を抑制可能な試薬

30

Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子の発現を抑制可能な試薬としては、例えば、対象
となる被検体における当該遺伝子の転写プロモーター領域を転写抑制型プロモーターと置
換するために用いることが可能な発現ベクターが挙げられる。また、Ｕ７ポリペプチドを
コードする遺伝子の転写を抑制可能な試薬としては、当該遺伝子の転写に関わる領域に転
写抑制活性のある塩基配列を挿入するための発現ベクターを用いてもよい。上記のような
発現ベクターの設計及び調製は当業者には周知である。
また、Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子の発現を抑制可能な試薬としては、いわゆ
るアンチセンスＲＮＡ、該ＲＮＡをコード、すなわち転写する遺伝子、及び該遺伝子を含
むベクター等が挙げられる。例えば、当該遺伝子のｍＲＮＡに対するアンチセンスＲＮＡ
を転写する遺伝子を、プラスミドとして導入するか又は被検体のゲノムに組み込み、当該

40

アンチセンスＲＮＡを過剰発現させることで、Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子のｍ
ＲＮＡの翻訳が抑制される。
アンチセンスＲＮＡが標的遺伝子の発現を抑制する作用としては、以下のような複数の
要因が存在する。すなわち、三重鎖形成による転写開始阻害、ＲＮＡポリメラーゼによっ
て局部的に開状ループ構造が作られた部位とのハイブリッド形成による転写阻害、合成の
進みつつあるＲＮＡとのハイブリッド形成による転写阻害、イントロンとエキソンとの接
合点におけるハイブリッド形成によるスプライシング阻害、スプライソソーム形成部位と
のハイブリッド形成によるスプライシング阻害、ｍＲＮＡとのハイブリッド形成による核
から細胞質への移行阻害、キャッピング部位やポリ（Ａ）付加部位とのハイブリッド形成
によるスプライシング阻害、翻訳開始因子結合部位とのハイブリッド形成による翻訳開始
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阻害、開始コドン近傍のリボソーム結合部位とのハイブリッド形成による翻訳阻害、ｍＲ
ＮＡの翻訳領域やポリソーム結合部位とのハイブリッド形成によるペプチド鎖の伸長阻害
、および核酸とタンパク質との相互作用部位とのハイブリッド形成による遺伝子発現阻害
などである。このようにアンチセンス核酸は、転写、スプライシングまたは翻訳など様々
な過程を阻害することで、標的遺伝子の発現を抑制する（平島および井上：新生化学実験
講座２

核酸ＩＶ

遺伝子の複製と発現（日本生化学会編，東京化学同人）ｐｐ．３１９

−３４７，１９９３）。
本発明で用いられるアンチセンス配列は、上記のいずれの作用により標的遺伝子の発現
を抑制してもよい。一つの態様としては、遺伝子のｍＲＮＡの５

端近傍の非翻訳領域に

相補的なアンチセンス配列を設計すれば、遺伝子の翻訳阻害に効果的と考えられる。また
、コード領域もしくは３

10

側の非翻訳領域に相補的な配列も使用することができる。この

ように、遺伝子の翻訳領域だけでなく非翻訳領域の配列のアンチセンス配列を含むＤＮＡ
も、本発明で利用されるアンチセンスＤＮＡに含まれる。使用されるアンチセンスＤＮＡ
は、適当なプロモーターの下流に連結され、好ましくは３

側に転写終結シグナルを含む

配列が連結される。アンチセンスＤＮＡの配列は、形質転換される植物が持つ内在性遺伝
子またはその一部と相補的な配列であることが好ましいが、遺伝子の発現を有効に抑制で
きる限りにおいて、完全に相補的でなくてもよい。転写されたＲＮＡは、標的遺伝子の転
写産物に対して好ましくは９０％以上、最も好ましくは９５％以上の相補性を有する。ア
ンチセンス配列を用いて標的遺伝子の発現を効果的に抑制するには、アンチセンスＤＮＡ
の長さは少なくとも１５塩基以上であり、好ましくは１００塩基以上であり、さらに好ま

20

しくは５００塩基以上である。通常用いられるアンチセンスＤＮＡの長さは５ｋｂよりも
短く、好ましくは２．５ｋｂよりも短い。
アンチセンスＲＮＡに関する技術は、例えば哺乳動物を宿主とした場合でも知られてい
る（Ｈａｎ

ｅｔ

ａｌ．（１９９１）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ

，８８，４３１３−４３１７；Ｈａｃｋｅｔｔ

ｅｔ

ａｌ．（２０００）Ｐｌａｎｔ

Ｐｈｙｓｉｏｌ．，１２４，１０７９−８６）。
Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子の発現を抑制するために、リボザイムをコードす
るＤＮＡを利用することも可能である。従って本発明の一態様において、細胞増殖阻害剤
は、Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子に対するリボザイムを有効成分とする。リボザ
イムとは触媒活性を有するＲＮＡ分子のことを指す。リボザイムには種々の活性を有する

30

ものが存在するが、中でもＲＮＡを切断する酵素としてのリボザイムに焦点を当てた研究
により、ＲＮＡを部位特異的に切断するリボザイムの設計が可能となった。リボザイムに
は、グループＩイントロン型やＲＮａｓｅ

Ｐに含まれるＭ１

ＲＮＡのように４００ヌ

クレオチド以上の大きさのものもあるが、ハンマーヘッド型やヘアピン型と呼ばれる４０
ヌクレオチド程度の活性ドメインを有するものもある（小泉誠および大塚栄子：タンパク
質核酸酵素，３５：２１９１，１９９０）。
例えば、ハンマーヘッド型リボザイムの自己切断ドメインは、Ｇ１３Ｕ１４Ｃ１５とい
う配列のＣ１５の３

側を切断するが、その活性にはＵ１４とＡ９との塩基対形成が重要

とされ、Ｃ１５の代わりにＡ１５またはＵ１５でも切断され得ることが示されている（Ｋ
ｏｉｚｕｍｉ

Ｍ，ｅｔ

ａｌ．，ＦＥＢＳ

Ｌｅｔｔ

２２８：２２８，１９８８）。

40

基質結合部位が標的部位近傍のＲＮＡ配列と相補的なリボザイムを設計すれば、標的ＲＮ
Ａ中のＵＣ、ＵＵまたはＵＡという配列を認識する制限酵素的なＲＮＡ切断リボザイムを
作出することができる（Ｋｏｉｚｕｍｉ

Ｍ，ｅｔ

ａｌ．，ＦＥＢＳ

Ｌｅｔｔ

２３

９：２８５，１９８８、小泉誠および大塚栄子：タンパク質核酸酵素３５：２１９１，１
９９０、Ｋｏｉｚｕｍｉ

Ｍ，ｅｔ

ａｌ．，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓ

１７：７

０５９，１９８９）。
また、ヘアピン型リボザイムも本発明の目的に有用である。このリボザイムは、例えば
タバコリングスポットウイルスのサテライトＲＮＡのマイナス鎖に見出される（Ｂｕｚａ
ｙａｎ

ＪＭ．，Ｎａｔｕｒｅ

３２３：３４９，１９８６）。ヘアピン型リボザイムか

らも、標的特異的なＲＮＡ切断リボザイムを作出できることが示されている（Ｋｉｋｕｃ
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Ｎ，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓ

１９：６７５１，１９９

１、菊池洋：化学と生物３０：１１２，１９９２）。
標的を切断できるように設計されたリボザイムは、植物細胞中で転写されるように、カ
リフラワーモザイクウイルスの３５Ｓプロモーターなどのプロモーターおよび転写終結配
列に連結される。このとき、転写されたＲＮＡの５

端や３

端に余分な配列が付加され

ていると、リボザイムの活性が失われることがあるが、こういった場合は、転写されたリ
ボザイムを含むＲＮＡからリボザイム部分だけを正確に切り出すために、リボザイム部分
の５

側や３

側にシスに働く別のトリミングリボザイムを配置させることも可能である

（Ｔａｉｒａ

Ｋ，ｅｔ

ｚｉａｎｏｔｔ
ｉ

ＵＳＡ

Ｎｕｃｌ

ａｌ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ

ＡＭ，Ｂｕｊａｒｓｋｉ

Ｅｎｇ

３：７３３，１９９０、Ｄ

ＪＪ，Ｐｒｏｃ

Ｎａｔｌ

８６：４８２３，１９８９、Ｇｒｏｓｓｈａｎｓ
Ａｃｉｄｓ

ｌ．，Ｎｕｃｌ

Ｒｅｓ

Ａｃｉｄｓ

Ａｃａｄ

ＣＡ，Ｃｅｃｈ

１９：３８７５，１９９１、Ｔａｉｒａ
Ｒｅｓ

Ｓｃ

10

ＴＲ，

Ｋ，ｅｔ

ａ

１９：５１２５，１９９１）。また、このような

構成単位をタンデムに並べ、標的遺伝子内の複数の部位を切断できるようにすることで、
より効果を高めることもできる（Ｙｕｙａｍａ
ｉｏｐｈｙｓ

Ｒｅｓ

Ｃｏｍｍｕｎ

Ｎ，ｅｔ

ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍ

Ｂ

１８６：１２７１，１９９２）。このように、リ

ボザイムを用いて本発明におけるＵ７ポリペプチド遺伝子の転写産物を特異的に切断する
ことで、該遺伝子の発現を抑制することができる。
Ｕ７ポリペプチドをコードする遺伝子の発現を抑制するために、ＲＮＡ干渉（ＲＮＡ
ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を利用することも可能である。具体的には、標的とするＵ７

20

ポリペプチドをコードする遺伝子の塩基配列に相補的な二本鎖ＲＮＡを細胞内に導入する
と、Ｕ７ポリペプチドをコードする内在性遺伝子のｍＲＮＡが分解されて、結果としてそ
の細胞での遺伝子発現が特異的に抑制されることとなる。この手法は、哺乳動物細胞など
においても確認されている（Ｈａｎｎｏｎ，ＧＪ．，Ｎａｔｕｒｅ（２００２）４１８，
２４４−２５１（ｒｅｖｉｅｗ）；特表２００２−５１６０６２号公報；特表平８−５０
６７３４号公報）。ＲＮＡｉに用いる遺伝子は、標的遺伝子と完全に同一である必要はな
いが、少なくとも７０％以上、好ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以上、最
も好ましくは９５％以上の配列の同一性を有する。また、配列の同一性は上述した手法に
より決定できる。
従って、一態様において本発明の細胞増殖抑制剤は、Ｕ７ポリペプチドのコードするｍ
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ＲＮＡのレベルを低下させる二本鎖ＲＮＡ、該二本鎖ＲＮＡをコードするＤＮＡ、及び該
ＤＮＡを含むベクターから選択される試薬を有効成分として含む。該二本鎖ＲＮＡとして
は、好ましくはｓｉＲＮＡ、具体的には、配列番号１で表される塩基配列を含むＲＮＡ（
センス鎖）及び配列番号２で表される塩基配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる
二本鎖ＲＮＡ、配列番号３で表される塩基配列を含むＲＮＡ（センス鎖）及び配列番号４
で表される塩基配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる二本鎖ＲＮＡ、配列番号５
で表される塩基配列を含むＲＮＡ（センス鎖）及び配列番号６で表される塩基配列を含む
ＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる二本鎖ＲＮＡ、配列番号７で表される塩基配列を含む
ＲＮＡ（センス鎖）及び配列番号８で表される塩基配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）
からなる二本鎖ＲＮＡ、配列番号９で表される塩基配列を含むＲＮＡ（センス鎖）及び配

40

列番号１０で表される塩基配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる二本鎖ＲＮＡ、
ならびに配列番号１１で表される塩基配列を含むＲＮＡ（センス鎖）及び配列番号１２で
表される塩基配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる二本鎖ＲＮＡが挙げられる。
配列番号１で表される塩基配列を含むＲＮＡ（センス鎖）及び配列番号２で表される塩基
配列を含むＲＮＡ（アンチセンス鎖）からなる二本鎖ＲＮＡが好ましい。
上記二本鎖ＲＮＡにおいて、各配列番号で表される塩基配列と少なくとも８０％、好ま
しくは少なくとも９０％、より好ましくは少なくとも９５％の相同性を有する塩基配列を
含むＲＮＡもまた本発明に包含される。該ＲＮＡは、それぞれ、通常１６〜２６塩基、好
ましくは１９〜２３塩基、より好ましくは２１塩基である。
Ｕ７ポリペプチドのコードするｍＲＮＡのレベルを低下させる二本鎖ＲＮＡ、該二本鎖
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ＲＮＡをコードするＤＮＡ、及び該ＤＮＡを含むベクターについては、当業者には周知で
あり、例えば、実験医学別冊、注目のバイオ実験シリーズ「ＲＮＡｉ実験プロトコール」
、多比良

和誠ら編、株式会社

羊土社、２００３年４月１日発行に記載されている。

本発明者らはＵ７ポリペプチドの機能又は発現を抑制することにより、癌細胞に特異的
に細胞増殖を抑制し、癌細胞の生存を阻害できることを見いだした。従って、本発明の細
胞増殖抑制剤は、癌を予防又は治療するための医薬組成物として使用することができる。
本発明の医薬組成物の適用対象となる癌は、好ましくは固形癌、例えば限定するもので
はないが、肺癌、大腸癌、胃癌、乳癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌、腎癌、甲状腺癌、耳
下腺癌、頭頚部癌、脳腫瘍、骨・軟部肉腫、肝癌、卵巣癌、卵管癌、食道癌、胃癌、尿路
上皮癌（腎盂癌、尿管癌、膀胱癌、尿道癌）等である。好ましくは肺癌、大腸癌、乳癌、

10

前立腺癌、子宮癌、絨毛癌、尿路上皮癌、より好ましくは尿路上皮癌、特に膀胱癌である
。
本発明の医薬組成物は、上記癌の発症を予防することを目的として、あるいは上記癌患
者又は癌のリスクが高いと診断された患者に対しては症状の悪化の防止又は症状の軽減な
どを目的として投与することができる。
本発明の細胞増殖阻害剤及び医薬組成物の投与形態としては、通常の静脈内、動脈内等
の全身投与のほか、局所注射等の局所投与を行うことが好ましい。
本発明の細胞増殖阻害剤及び医薬組成物は、例えば、水または薬学的に許容し得る液と
の無菌性溶液、又は懸濁液剤の注射剤の形で使用できる。また、例えば、薬理学上許容さ
れる担体もしくは媒体、具体的には、滅菌水や生理食塩水、乳化剤、懸濁剤、界面活性剤

20

、安定剤、ベヒクル、防腐剤などと適宜組み合わせて製剤化することができる。
注射のための無菌組成物は注射用蒸留水のようなベヒクルを用いて通常の製剤化方法に
従って処方することができる。注射用の水溶液としては、例えば生理食塩水、ブドウ糖や
その他の補助薬を含む等張液、例えばＤ−ソルビトール、Ｄ−マンノース、Ｄ−マンニト
ール、塩化ナトリウムが挙げられ、適当な溶解補助剤、例えばアルコール、具体的にはエ
タノール、ポリアルコール、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、非
イオン性界面活性剤、例えばポリソルベート８０ＴＭ、ＨＣＯ−５０と併用してもよい。
油性液としてはゴマ油、大豆油があげられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベンジ
ルアルコールと併用してもよい。また、緩衝剤、例えばリン酸塩緩衝液、酢酸ナトリウム
緩衝液、無痛化剤、例えば、塩酸プロカイン、安定剤、例えばベンジルアルコール、フェ

30

ノール、酸化防止剤と配合してもよい。調製された注射液は通常、適当なアンプルに充填
させる。
また、患者の年齢、症状により適宜投与量を選択することができる。例えば、一回につ
き体重１ｋｇあたり０．０００１ｍｇから１０００ｍｇの範囲で選ぶことが可能である。
あるいは、例えば、患者あたり０．００１〜１０００００ｍｇの範囲で投与量を選ぶこと
ができる。しかしながら、本発明の治療薬はこれらの投与量に制限されるものではない。
投与量は、年齢、性別、症状、投与経路、投与回数、剤形によって異なり、これらは当
業者又は医師が適宜調整することができる。
本明細書は、本願の優先権の基礎である特願２００４−１６４８４４号の明細書及び／
又は図面に記載された内容を包含する。

40

【図面の簡単な説明】
図１は、尿路上皮組織を用いた二次元電気泳動の結果を示す。Ａは膀胱癌組織を用いた
場合の結果（ｐＨ４．５〜５．５、１２．５％ゲル）を示し、ＢはＡにおける囲み部分の
拡大図を示し（矢印がＵ７スポットを表す）、ＣはＢと対応する正常尿路上皮組織を用い
た場合の結果を示す。尿路上皮癌組織を試料にした場合（Ａ）は、矢印のスポットＵ７が
出現するが、正常尿路上皮組織（Ｃ）では当該スポットは見られない。
図２は、抗Ｕ７抗体によるウェスタンブロットの結果を示す。最上段の図（Ａ）は、手
術で得られたヒト尿路組織におけるＵ７ポリペプチド発現を調べた結果である。Ｔは膀胱
癌組織の結果であり、Ｎは正常尿路上皮組織の結果である。癌組織ではＵ７に相当するバ
ンドを確認できるが、正常組織には認められない。中段（Ｂ）、下段（Ｃ）の図は、各種
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癌細胞株におけるＵ７の発現結果である。５６３７、ＨＴ１１９７、Ｊ８２、ＲＴ１１２
、ＳＢＴ３１Ａ、ＳＣａＢＥＲ、ＤＳＨ−１、Ｔ２４、ＴＣＣＳＵＰ、ＵＭ−ＵＣ−３：
膀胱癌、ＷＩ３８：正常線維芽細胞、ＢｅＷｏ：絨毛癌、ＡＺ５２１：胃癌、Ｃａｓｋｉ
：子宮癌、ＲＥＲＦ−ＬＣ−ＭＳ：肺癌、ＬｏＶｏ：大腸癌、ＡＧＳ：胃癌、ＤＬＤ−１
：大腸癌、Ａ５４９：肺癌、ＰＣ３：前立腺癌、ＬＮＣａＰ：前立腺癌、ＨｅＬａ：子宮
癌。
図３は、ラット胎児線維芽細胞ＲＥＦに対するＵ７遺伝子導入の結果を示す。
図４は、ＲＮＡ干渉によるＵ７機能阻害実験の結果を示す。Ａは、ウェスタンブロット
によりＲＮＡ干渉による発現抑制を確認した結果であり、Ｂは、ＲＮＡ干渉による細胞増
10

殖抑制試験の結果である。
【発明を実施するための最良の形態】
以下、実施例により、本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらによっ
て限定されるものではない。
方法
１．試料
手術で摘出した膀胱癌組織および正常尿路上皮組織をプロテオーム解析またはウエスタ
ンブロットに用いた。また、１０種の膀胱癌細胞株、１１種の膀胱以外の癌細胞株および
正常線維芽細胞ＷＩ３８を培養し、その可溶化液もウエスタンブロットに用いた。遺伝子
導入実験にはラット線維芽細胞Ｒａｔ１、マウス線維芽細胞ＮＩＨ３Ｔ３およびラット胎
児線維芽細胞ＲＥＦを、ｓｉＲＮＡ（ｓｈｏｒｔ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｉｎｇ

ＲＮＡ）に

20

よる遺伝子機能阻害実験には子宮癌株細胞ＨｅＬａおよび正常ヒト皮膚線維芽細胞ＮＨＤ
Ｆ（ｎｏｒｍａｌ

ｈｕｍａｎ

ｄｅｒｍａｌ

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ）を用いた。

２．プロテオーム解析
組織タンパク質を狭ｐＨレンジの二次元電気泳動法により分離して銀染色でタンパク質
スポットを可視化し、二次元電気泳動ゲル解析ソフトウエアで癌特異的スポットを検出し
、そのスポットを成すタンパク質をペプチドマスフィンガープリント法で同定した（吉貴
ほか
科

泌尿器科領域におけるプロテオミクス技術の応用、先端医療シリーズ２４・泌尿器
泌尿器疾患の最新医療

ｙａｍａ，ｅｔ

先端医療技術研究所ｐｐ．４７−５４，２００３；Ｋａｇｅ

ａｌ．Ｃｌｉｎｉｃａｌ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，５０：８５７−８６６
30

，２００４）。
３．抗Ｕ７モノクローナル抗体の作製
大腸菌に発現させたＧＳＴ融合Ｕ７ポリペプチドを免疫原としてＢＡＬＢ／ｃマウスに
免疫し、抗Ｕ７モノクローナル抗体を作製した（吉貴ほか

泌尿器科紀要

３９：２１３

−９，１９９３）。
４．ウエスタンブロット
抗Ｕ７モノクローナル抗体を用いてウエスタンブロットを行い、各組織または細胞由来
のＵ７ポリペプチド発現の有無を確かめた。添加抗原量の確認のために抗β−アクチン抗
体を用いた。
５．リポフェクション法による遺伝子導入
Ｒａｔ１細胞にリポフェクトアミン−プラス試薬（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いてｐ

40

ＣＲ３．１−ＦＬＡＧ−Ｕ７ベクターを遺伝子導入してＵ７を過発現させ、癌化能の検討
を行った。
６．レトロウイルスによる遺伝子導入
ｐＣＸ４−ＦＬＡＧ−Ｕ７ベクターを作製してパッケージング細胞Ｂｏｓｃ２３にリポ
フェクトアミン−プラス試薬を用いてトランスフェクションし、産生されたレトロウイル
スを含む培養上清を回収した。Ｒａｔ１細胞、ＮＩＨ３Ｔ３細胞、ＲＥＦ細胞にこの培養
上清を添加しウイルスを感染させ、ｂｌａｓｔｃｉｄｉｎ添加メディウムで遺伝子導入細
胞だけを選択した。
７．ＲＮＡ干渉によるＵ７機能阻害実験
ｓｉＲＮＡ（ｓｈｏｒｔ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｉｎｇ

ＲＮＡ：Ｑｕｉａｇｅｎ社に設計
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・合成を委託）を作製し、リポフェクトアミン２０００を用いてＨｅＬａ細胞に導入し、
ウエスタンブロットでＵ７ポリペプチド発現抑制を確認した。最も抑制効率の良いｓｉＲ
ＮＡを用いてＨｅＬａ細胞およびＮＨＤＦ細胞に導入し、ルシフェラーゼＧＬ−３に対す
るｓｉＲＮＡを陰性コントロールとして細胞増殖抑制の程度をｍｏｄｉｆｉｅｄ

ＭＴＴ

ａｓｓａｙで比較した。
結果
１．Ｕ７ポリペプチドの同定
膀胱癌と正常尿路上皮組織の二次元電気泳動ゲル銀染色像の比較により、１５個のスポ
ットが癌で発現増強するものとして検出され、このうち分子量約２２ｋＤａ、等電点およ
そ５．１のスポットをＵ７と命名した（図１）。このスポットを切り出し、酵素処理のの

10

ち、ペプチドマスフィンガープリント法によりタンパク質データベース上の仮想ポリペプ
チドであるＣ７ｏｒｆ２４（ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ
ｒａｍｅ

７

ｏｐｅｎ

２４）であることが判明した（Ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

ｒｅａｄｉｎｇ

ｆ

ｎｕｍｂｅｒ：ＮＰ

０

７６９５６）。
２．各種細胞におけるＵ７ポリペプチド発現
リコンビナントＵ７ポリペプチドを免疫原として、抗Ｕ７モノクローナル抗体（クロー
ン６．１Ｅ）を樹立した。膀胱癌（Ｔ）および正常膀胱（Ｎ）におけるウエスタンブロッ
トでは、正常組織に比べ癌組織における発現増強を認めた（図２Ａ）。正常尿路上皮組織
を用いた検討ではＵ７に相当するポリペプチドバンドは１０例中３例で陽性であったが、
非常に弱い反応性であった。それに対して、癌部分の組織では２２例中１６例で明らかな

20

バンド出現を認めた。膀胱癌患者尿でも８例中３例でＵ７ポリペプチドは確認された。膀
胱癌細胞株１０種ではうち８種にＵ７ポリペプチド発現を認めた。膀胱癌以外の細胞株（
肺癌、胃癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、子宮癌、絨毛癌）でも１１種すべてに発現を認め
た。しかしながら正常線維芽細胞ＷＩ３８にはＵ７バンドは認められなかった（図２Ｂ）
。免疫染色では、正常細胞では非常に弱い染色性を示したのに対し、癌細胞では細胞質と
核に強い陽性反応が確認された。
３．一時的過発現系における癌化能解析
ラット正常線維芽細胞Ｒａｔ１細胞にＵ７ポリペプチドを発現させ癌化能解析を行った
。フォーカスアッセイおよびソフトアガーアッセイにおいて癌化能を示唆する結果は得ら
30

れなかった。
４．安定発現系における検討
長期の培養で増殖の停止が見られるＲＥＦ細胞にレトロウイルスでＵ７ポリペプチドを
安定的に発現する系を樹立し、長期継代培養を行った。ウイルス感染日を第１日として第
２５日以降の増殖曲線を図３に示す。Ｕ７遺伝子を導入したＵ７発現ＲＥＦ細胞は、コン
トロールベクター（Ｃｏｎｔｒｏｌ

ｖｅｃｔｏｒ）を感染させたＲＥＦ細胞に比べ、増

殖能が高い傾向で推移した。さらに、コントロールベクターを感染させたＲＥＦ細胞はｄ
ａｙ５０付近で増殖が停止したのに対し、Ｕ７遺伝子を導入したＵ７発現ＲＥＦ細胞はそ
の後も増殖を続け、不死化の傾向が見られた。
５．ＲＮＡ干渉（ＲＮＡｉ）によるＵ７機能阻害実験
６種類のｓｉＲＮＡを作製し、ウェスタンブロットを行った。結果を図４Ａに示す。コ
ントロールを１００とすると、それぞれの配列によるＵ７ポリペプチド発現に対する抑制
結果は、０３７（配列番号３及び４）が３９％、０５７（配列番号５及び６）が１０２％
、５７０（配列番号７及び８）が２５％、３１１（配列番号９及び１０）が６２％、４５
５（配列番号１１及び１２）が３０％、４９８（配列番号１及び２）が９％であった。
ｓｉＲＮＡの各配列を以下の表１に示す。
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【表１】

10

20
この結果に基づいて最もＵ７発現抑制効果が高いｓｉＲＮＡを選択した（Ｕ７−４９８
：センス鎖５
ス鎖５

−ＵＧＡＣＵＡＵＡＣＡＧＧＡＡＡＧＧＵＣｄＴｄＴ−３

−ＧＡＣＣＵＵＵＣＣＵＧＵＡＵＡＧＵＣＡｄＴｄＴ−３

；アンチセン

）。このＵ７−４９

８を用いてＵ７機能抑制試験を行った。ｓｉＲＮＡ（Ｕ７−４９８）によってＵ７機能を
阻害された子宮癌株細胞ＨｅＬａの生存率は、そうでない細胞と比べて約五分の一に低下
した（図４Ｂ上図）。それに対して、正常ヒト皮膚線維芽細胞ＮＨＤＦではＵ７機能を阻
害してもしなくても生存率に有意な違いは認められなかった（図４Ｂ下図）。
本明細書中で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考として本明細書
中にとり入れるものとする。
【産業上の利用可能性】
本発明により、癌の効果的な検出、癌細胞の増殖抑制、及び癌の予防又は治療に有効な
手段が提供される。
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