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(57)【要約】
本発明は、尿路上皮癌の診断に有用な新規癌マーカー
を提供する。本発明は、尿路上皮癌（腎盂癌、尿管癌、
膀胱癌）の癌マーカーとしてユビキリン２を用いる。尿
試料中のユビキリン２を検出することにより、尿路上皮
癌の可能性を簡便且つ正確に診断することができる。本
発明は、扁平上皮癌（食道癌、子宮頸癌等）の診断にも
適用可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料中のユビキリン２を検出するための試薬を含むことを特徴とする、尿路上皮癌およ
び扁平上皮癌の検出キット。
【請求項２】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、ユビキリン２特異抗体を含む、請求項１に
記載の検出キット。
【請求項３】
上記ユビキリン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて
誘導され、かつ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体である、請求項２に記載の検出
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キット：
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【請求項４】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌク
レオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含む、請
求項１に記載の検出キット：
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖；
および
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（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項５】
上記尿路上皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上で
あり、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上である、
請求項１〜４のいずれか１項に記載の検出キット。
【請求項６】
試料中のユビキリン２を検出するためのユビキリン２検出部を備えることを特徴とする
、尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置。
【請求項７】
上記ユビキリン２検出部は、ユビキリン２を検出するための試薬で処理された試料から
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の発色、発光または蛍光を検出し得る、請求項６に記載の自動診断装置。
【請求項８】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、ユビキリン２特異抗体を含む、請求項７に
記載の自動診断装置。
【請求項９】
上記ユビキリン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて
誘導され、かつ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体である、請求項８に記載の自動
診断装置：
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
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【請求項１０】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌク
レオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含む、請
求項７に記載の自動診断装置：
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖；
および
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項１１】
上記試料は生体から取得された試料である、請求項６〜１０のいずれか１項に記載の自
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動診断装置。
【請求項１２】
上記尿路上皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上で
あり、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上である、
請求項６〜１１のいずれか１項に記載の自動診断装置。
【請求項１３】
生体から取得された試料中のユビキリン２を検出することを特徴とする、尿路上皮癌お
よび扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法。
【請求項１４】
ユビキリン２を検出するための試薬を用いて試料中のユビキリン２を検出する、請求項
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１３に記載のデータ取得方法。
【請求項１５】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、ユビキリン２特異抗体を含む、請求項１４
に記載のデータ取得方法。
【請求項１６】
上記ユビキリン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて
誘導され、かつ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体である、請求項１５に記載のデ
ータ取得方法：
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
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【請求項１７】
上記ユビキリン２を検出するための試薬が、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌク
レオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含むこと
を特徴とする、請求項１４に記載のデータ取得方法：
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；
（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖；
および
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項１８】
上記生体から取得された試料は尿である、請求項１３〜１７のいずれか１項に記載のデ
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ータ取得方法。
【請求項１９】
上記尿路上皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上で
あり、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上である、
請求項１３〜１８のいずれか１項に記載のデータ取得方法。
【請求項２０】
被験物質を接触させた尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン２の発現量と
、被験物質を接触させていない尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン２の発
現量とを比較し、
ユビキリン２の発現量を減少させる効果を有する被験物質を選択することを特徴とする
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、尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌物質のスクリーニング方法。
【請求項２１】
ユビキリン２の発現を阻害する物質を含む、尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌
剤。
【請求項２２】
上記ユビキリン２の発現を阻害する物質が、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌ
クレオチドのｓｉＲＮＡである、請求項２１に記載の抗癌剤。
【請求項２３】
尿路上皮癌および扁平上皮癌の抗癌剤と共に用いられ、該抗癌剤に対する癌細胞の感受
性を高めるための抗癌剤用添加剤であって、
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ユビキリン２の発現を阻害する物質を含むことを特徴とする、抗癌剤用添加剤。
【請求項２４】
上記ユビキリン２の発現を阻害する物質が、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌ
クレオチドのｓｉＲＮＡである、請求項２３に記載の抗癌剤用添加剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、尿路上皮癌（腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌）の診断に有用な新規癌マーカ
ーおよびその代表的な利用例に関する。本発明にかかる新規癌マーカーは、扁平上皮癌（
食道癌、子宮頸癌等）の診断（検出）にも適用可能である。
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【背景技術】
【０００２】
尿路上皮癌（腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌）の診断は、放射線画像診断とともに尿管
鏡や膀胱鏡を用いて採取した病変の病理組織診断によるところが大きい。しかし、前者の
放射線画像診断は非侵襲性の診断方法ではあるが、非浸潤性腫瘍の検出が困難であったり
、結石や炎症性病変と癌との鑑別が困難であったりするという問題点がある。一方、後者
の病理組織診断は、診断精度が高いものの、侵襲性の診断方法であり、尿道から内視鏡を
挿入するため、患者に与える苦痛が大きい。また病変組織を内視鏡で見つけだし、これを
採取する必要があるため、内視鏡の操作や病変組織の判定にはかなりの熟練を要する。さ
らに内視鏡を体内に挿入したとしても、最終的に病変組織を見出すことができなければ、
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正確な診断を行うことができない。
【０００３】
そこで、尿路上皮癌（「尿路系腫瘍」ともいう。）における臨床検査法としては、侵襲
性が低い尿細胞診が極めて重要な位置を占めてきている。尿細胞診は、尿中に出現する癌
細胞を観察して診断する方法である。尿細胞診をはじめとする各種細胞診については、例
えば非特許文献１−３に記載されている。
【０００４】
尿細胞診は、患者が自然に排泄する尿を試料とする、いわゆる非侵襲性の診断であるた
め、患者に対する苦痛を伴わない。また試料を容易に入手できるため、何度でも検査を行
うことができる。しかし、尿細胞診では、試料中の細胞数が少ない場合や、異型の乏しい
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癌細胞の形態的判定には限界があり、癌細胞であるか否かの判断にはかなりの熟練を要す
る。このため、試料中の細胞数が少ない場合や、悪性と判断するに足りない程度の細胞形
態であった場合、癌であるにも関わらず、癌でないと診断してしまう恐れがある。また、
炎症などによって正常細胞が異型を示す場合があったり、反応性尿細管上皮細胞にいたっ
ては癌と見間違うほどに異型を示す場合があったりする。このため、癌細胞でないのにも
関わらず、癌細胞であると診断してしまう恐れがある。よって、現行の尿細胞診は、特異
度は高い（癌細胞でないにも関わらず癌であると診断する確率は低い）ものの、診断精度
（感度）が低いという致命的な問題があるといわれている。さらに尿細胞診において試料
として使用する尿検体は変性し易く、尿検体の取り扱いによっては正確に診断を行えない
場合がある。
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【０００５】
したがって、患者の痛みを伴わない非侵襲性で、且つ診断精度の高い尿路上皮癌の診断
システムの開発が求められている。なお、癌マーカーが癌診断の上で有用とされているが
、尿路上皮癌の診断に有効な癌マーカーは未だ見出されていない。
【０００６】
本発明者らは、これまで尿路上皮癌の分子病理学的研究を行い、(i)尿路上皮癌細胞は
、正常細胞と異なり活性酸素種（ＲＯＳ）を過剰に産生すること、(ii)ＲＯＳを標識する
ことにより、癌細胞を正常細胞から識別できることを見出した（非特許文献４を参照のこ
と。）。
【０００７】
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ところで、筋力が徐々に衰えていき、最終的に全身麻痺に至る筋萎縮性側索硬化症（Am
yotrophic lateral sclerosis：ＡＬＳ）は、ユビキリン２の異常が原因で起こることが
明らかにされた（非特許文献５を参照のこと。）。このユビキリン２は、神経細胞内の欠
陥または損傷のあるタンパク質の再生利用を促す役目を持つが、これが正常に働かないと
、神経細胞内に損傷したタンパク質が堆積し、神経細胞を著しく破壊してしまうといわれ
ている。
【０００８】
ユビキチン２はユビキリンファミリーメンバーに属し、ユビキリン２の他にユビキリン
１，ユビキリン３，ユビキリン４が知られている。特許文献１および２には、ユビキリン
１が前立腺癌、肺癌、または乳癌の腫瘍抗原として利用可能であることが示されている。

10

また特許文献３には、腫瘍、癌、新生物及び悪性腫瘍有害もしくは異常な細胞の増殖又は
過増殖疾患を治療する方法が記載されており、その標的細胞としてユビキリン１を発現す
る細胞が例示されている。また、特許文献４には、結腸直腸癌の発症に対する素因を検出
する方法における一つの指標として、ユビキリン４の発現量を測定することが開示されて
いる。また特許文献５には、ユビキリン結合活性およびトポイソメラーゼＩＩ阻害活性を
有する小分子を有効成分として含有する抗癌剤が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２０１１−２１７７４９号公報（公開日：平成
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２３（２０１１）年１１月４日）」
【特許文献２】日本国公表特許公報「特表２００８−５０２３６５号公報（公表日：平成
２０（２００８）年１月３１日）」
【特許文献３】日本国公表特許公報「特表２０１１−５１７５５０号公報（公表日：平成
２３（２０１１）年６月１６日）」
【特許文献４】日本国公表特許公報「特表２０１１−５２８８０４号公報（公表日：平成
２３（２０１１）年１１月２４日）」
【特許文献５】国際公開第２００９／０６０８３５号パンフレット（国際公開日：２００
９年５月１４日）
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【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】病理と臨床、臨時増刊号 Vol.20、「細胞診：基礎と応用」、文光堂、
２００２年３月２３日発行
【非特許文献２】坂本穆彦著、臨床細胞学アトラス、１９９３年１０月７日、第１版第１
印刷発行
【非特許文献３】D. Solomon・ R. Nayar 編、平井

康夫監訳、「ベセスダシステム２０

０１アトラス」、シュプリンガー・ジャパン株式会社、２００７年１１月２９日発行
【非特許文献４】Shimada K, Fujii T, Anai S, Fujimoto K, Konishi N., ROS generati
on via NOX4 and its utility in the cytological diagnosis of urothelial carcinoma
of the urinary bladder., BMC Urol. 2011 Oct 28;11:22.
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【非特許文献５】Han‑Xiang Deng et al., Mutations in UBQLN2 cause dominant X‑link
ed juvenile and adult‑onset ALS and ALS/dementia, Nature (2011) doi:10.1038/natu
re10353
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
上述のように、尿路上皮癌の診断には、膀胱鏡や尿管鏡などの内視鏡を用い、病変組織
を採取して病理組織学的に検討することが最も確実で有用であるが、患者の苦痛が強く、
また経済的負担も大きい。
【００１２】

50

(6)

JP WO2014/061419 A1 2014.4.24

一方、尿中剥離細胞から癌細胞の有無を観察して診断する尿細胞診は安価かつ簡便であ
り特異度も高い検査法であるが、診断精度（感度）が低いという致命的な問題点がある。
尿細胞診において、癌細胞であると断定できない擬陽性の細胞が見出された場合、次のス
テップとして内視鏡による病理組織学的診断を行う必要が生じ得る。ただし、内視鏡を体
内に挿入したとしても、最終的に癌組織を見出すことができなければ、正確な診断を行う
ことができず、最悪の場合、癌が疑われる臓器を全摘出しなければならないケースも生じ
得る。
【００１３】
一般に、癌診断において癌マーカーが利用されることが多いが、現時点で、尿路上皮癌
の診断に有効な癌マーカーが未だ見出されていないのが現状である。
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【００１４】
そこで本発明者らは、尿路上皮癌の診断に有効な手段を検討し、ＲＯＳが尿路上皮癌の
癌マーカーとして利用し得ることを明らかにした（非特許文献４を参照のこと。）。しか
し、非特許文献４に記載された方法には、(a)ＲＯＳを標識するには採取直後の生細胞が
必要であること、(b)ＲＯＳは不安定であるため標識後すぐに暗室下で検討する必要があ
ること、(c)ＲＯＳ陽性細胞の確認には蛍光顕微鏡が必要である一方、形態的特徴は光学
顕微鏡にて観察するため両者の対比検討が困難であること、などが実用化を進める上でい
くつかの障壁の存在が明らかとなった。
【００１５】
したがって、現時点で、患者の痛みを伴わない非侵襲性で、且つ診断精度の高い尿路上
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皮癌の診断システムは存在しないといえる。そこで本発明は、患者の痛みを伴わない非侵
襲性で、且つ診断精度の高い尿路上皮癌の診断システムの構築を行うことを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明者らは、上記課題を解決するためにＲＯＳに代わる尿路上皮癌の新規癌マーカー
を探索した結果、驚くべきことにＡＬＳの発症に関与するタンパク質である、ユビキリン
２が尿路上皮癌細胞で特異的に高発現することを発見した。本発明者らは、ユビキリン２
に対する特異抗体を作製し、免疫細胞染色やフローサイトメトリー法により解析した結果
、(1)ユビキリン２は正常細胞ではほとんど発現しないのに対して、尿路上皮癌細胞では
細胞質や核を中心に過剰発現すること、および(2)癌細胞内ではユビキリン２が持続的に
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高発現しているため、細胞染色の安定性が極めて高く、癌細胞を正確に識別できるという
ことが分かった。これにより、上述の問題点を補う、高い感度と高い特異度とを併せ持つ
、非侵襲的な尿細胞診断システムが構築される。また、ユビキリン２は尿路上皮癌のみな
らず、扁平上皮癌に対する癌マーカーとして利用し得ることも、本発明者らは見出した。
【００１７】
すなわち本発明は、以下の発明を包含する。
【００１８】
本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットは、上記課題を解決するため
に、試料中のユビキリン２を検出するための試薬を含むことを特徴としている。
【００１９】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ
ン２を検出するための試薬は、ユビキリン２特異抗体を含むものであってもよい。
【００２０】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ
ン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて誘導され、かつ
当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【００２１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ
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ン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌクレオチドとスト
リンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含むものであってもよい
。
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド。（４）配列番号２に示
される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【００２２】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記尿路上皮
癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよく、
上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよい
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。
【００２３】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置は、上記課題を解決
するために、試料中のユビキリン２を検出するためのユビキリン２検出部を備えることを
特徴としている。
【００２４】
本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキリン
２検出部は、ユビキリン２を検出するための試薬で処理された試料からの発色、発光また
は蛍光を検出し得るものであってもよい。
【００２５】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
リン２を検出するための試薬が、ユビキリン２特異抗体を含むものであってもよい。
【００２６】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
リン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて誘導され、か
つ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【００２７】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
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リン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌクレオチドとス
トリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含むものであってもよ
い。
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド。
（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【００２８】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記試料は
生体から取得された試料であってもよい。
【００２９】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記尿路上
皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよく
、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよ
い。
【００３０】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法は、
生体から取得された試料中のユビキリン２を検出することを特徴としている。
【００３１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法は、ユ
ビキリン２を検出するための試薬を用いて試料中のユビキリン２を検出する方法であって
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もよい。
【００３２】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２を検出するための試薬は、ユビキリン２特異抗体を含むものであっ
てもよい。
【００３３】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用い
て誘導され、かつ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
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（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【００３４】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌ
クレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドを含むも
のであってもよい。
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド。
（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【００３５】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記生体から取得された試料は尿であってもよい。
【００３６】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記尿路上皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上
であってもよく、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以
上であってもよい。
【００３７】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌物質のスクリーニング
方法は、被験物質を接触させた尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン２の発
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現量と、被験物質を接触させていない尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン
２の発現量とを比較し、ユビキリン２の発現量を減少させる効果を有する被験物質を選択
することを特徴としている。
【００３８】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤は、ユビキリン２の
発現を阻害する物質を含むことを特徴としている。
【００３９】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤は、上記ユビキリン２
の発現を阻害する物質が、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌクレオチドのｓｉＲ
ＮＡであってもよい。
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【００４０】
一方、本発明にかかる抗癌剤用添加剤は、尿路上皮癌および扁平上皮癌の抗癌剤と共に
用いられ、該抗癌剤に対する癌細胞の感受性を高めるための抗癌剤用添加剤であって、ユ
ビキリン２の発現を阻害する物質を含むことを特徴としている。
【００４１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤用添加剤において、上
記ユビキリン２の発現を阻害する物質は、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌクレ
オチドのｓｉＲＮＡであってもよい。
【発明の効果】
【００４２】
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本発明によれば、患者から採取した尿検体中のユビキリン２を検出するのみで、尿路上
皮癌の診断を行うことができる。しかも、高い診断精度および高い特異性をもって、尿路
上皮癌の診断を行うことができる。よって、本発明によれば、患者の痛みを伴わない非侵
襲性で、且つ診断精度の高い尿路上皮癌の診断手段を提供することができる。
【００４３】
またユビキリン２は、食道癌や子宮頸癌等の扁平上皮癌の診断にも利用可能である。
【００４４】
なお、ユビキリン２以外のユビキリンファミリーに属するユビキリン１や４について癌
との関連性については知られている（特許文献１−５を参照のこと。）。但し、ユビキリ
ン１は前立腺癌、肺癌、または乳癌の腫瘍抗原として知られており、ユビキリン４は結腸
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直腸癌の発症の診断に利用可能であることが知られているに過ぎず、尿路上皮癌とは全く
異なる癌である。ユビキリン２と癌（特に尿路上皮癌）との関連性についてはこれまで一
切知られていない。ユビキリン２は、むしろ神経疾患系に関連するタンパクとして注目さ
れている（非特許文献５を参照のこと）。よってこのようなユビキリン２が、尿路上皮癌
の癌マーカーとして利用可能であることを、当業者は予想することができない。なお、ユ
ビキリン２は子宮頸癌や食道癌等の扁平上皮癌の癌マーカーとしても利用可能である。
【００４５】
さらにユビキリン２の発現を抑制することによって、尿路上皮癌細胞のアポトーシスを
誘導し得ること、および化学療法に適用される小胞体ストレス剤に対する癌細胞の感受性
を高める効果があることを、本発明者らは明らかにした。つまり、ユビキリン２をターゲ
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ットとすることによって、尿路上皮癌や扁平上皮癌に対する新規な治療方法を提供し得る
ということを、本発明者らは明らかにした。これらの効果は、本発明が奏する顕著且つ有
利な効果に他ならない。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】ユビキリン２特異抗体を用いて免疫組織染色を行った結果を示す写真図であり、
（ａ）および（ｂ）は正常尿路上皮の免疫組織染色の結果であり、（ｃ）および（ｄ）は
非浸潤性尿路上皮癌（低悪性度）の免疫組織染色の結果であり、（ｅ）および（ｆ）は浸
潤性尿路上皮癌（高悪性度）の免疫組織染色の結果である。
【図２】病理組織診断によって尿路上皮癌であると診断された患者から取得した尿検体お
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よび病変組織を用いて各種染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）および（ｂ）は
尿中剥離細胞をパパニコロー染色した結果であり、（ｃ）および（ｄ）は尿中剥離細胞を
ユビキリン２特異抗体で免疫細胞染色を行った結果であり、（ｅ）および（ｆ）は患者か
ら取得した病変組織をＨＥ染色した結果である。
【図３】病理組織診断によって非腫瘍性病変であると診断された患者から取得した尿検体
および病変組織を用いて各種染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）および（ｂ）
は尿中剥離細胞をパパニコロー染色した結果であり、（ｃ）および（ｄ）は尿中剥離細胞
をユビキリン２特異抗体で免疫細胞染色を行った結果であり、（ｅ）および（ｆ）は患者
から取得した尿路上皮をＨＥ染色した結果である。
【図４】尿中剥離細胞をパパニコロー染色した結果をもとに尿路上皮癌の診断を行った結
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果（つまり従来の尿細胞診を行った結果）と、尿中剥離細胞をユビキリン２特異抗体で免
疫細胞染色した結果をもとに尿路上皮癌の診断を行った結果（つまり本発明にかかる尿細
胞診を行った結果）との対比を行った結果を示す図であり、（ａ）は被験者の内訳を示し
ており、（ｂ）は陽性（癌）の尿検体について、従来の尿細胞診を行った結果であり、（
ｃ）は陽性（癌）の尿検体について、本発明にかかる尿細胞診を行った結果であり、（ｄ
）は陰性（正常）の尿検体について、従来の尿細胞診を行った結果であり、（ｅ）は陰性
（正常）の尿検体について、本発明にかかる尿細胞診を行った結果である。
【図５】食道扁平上皮癌患者から採取した病変組織をＨＥ染色およびユビキリン２特異抗
体で免疫染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）は病変組織をＨＥ染色した結果で
あり、（ｂ）は同病変組織をユビキリン２特異抗体で免疫染色を行った結果である。
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【図６】ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、膀胱癌（尿路上皮癌）の病変
組織の免疫染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）はユビキリン１特異抗体を用い
て病変組織の免疫染色を行った結果であり、（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変
組織の免疫染色を行った結果であり、（ｃ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織の
免疫染色を行った結果であり、（ｄ）はユビキリン２特異抗体を用いて正常尿路上皮組織
の免疫染色を行った結果である。
【図７】ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、子宮頸癌（扁平上皮癌）の病
変組織の免疫染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）はユビキリン１特異抗体を用
いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病
変組織の免疫染色を行った結果であり、（ｃ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織
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の免疫染色を行った結果であり、（ｄ）はユビキリン２特異抗体を用いて正常子宮頸部扁
平上皮組織の免疫染色を行った結果である。
【図８】ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、食道癌（扁平上皮癌）の病変
組織の免疫染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）はユビキリン１特異抗体を用い
て病変組織の免疫染色を行った結果であり、（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変
組織の免疫染色を行った結果であり、（ｃ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織の
免疫染色を行った結果であり、（ｄ）はユビキリン２特異抗体を用いて正常食道組織の免
疫染色を行った結果である。
【図９】（ａ）は腎癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果を示す写真図であり、（ｂ）は
ユビキリン２特異抗体を用いて腎癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示す写真図であ
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る。
【図１０】（ａ）は肺腺癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果を示す写真図であり、（ｂ
）はユビキリン２特異抗体を用いて肺腺癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示す図で
ある。
【図１１】（ａ）大腸腺癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果を示す写真図であり、（ｂ
）はユビキリン２特異抗体を用いて大腸腺癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示す写
真図である。
【図１２】乳癌の病変組織をＨＥ染色を行った結果を示す写真図、およびユビキリン１，
２，または４の特異抗体を用いて免疫染色を行った結果を示す写真図であり、（ａ）はＨ
Ｅ染色を行った結果であり、（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変組織の免疫染色
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を行った結果であり、（ｃ）はユビキリン１特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行っ
た結果であり、（ｄ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果
である。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は、共に正常乳腺をユビキリン２特異抗体で免疫染色を行
った結果を示す写真図である。
【図１４】前立腺癌の病変組織または正常前立腺組織をユビキリン２特異抗体で免疫染色
した結果を示す写真図であり、（ａ）および（ｃ）は前立腺癌の病変組織を免疫染色した
結果であり、（ｂ）および（ｄ）は正常前立腺組織を免疫染色した結果である。
【図１５】（ａ）はユビキリン２のｓｉＲＮＡが導入されたヒト尿路上皮癌細胞株

ＫＵ

７をＤＡＰＩ染色し、細胞の核染色を行った結果を示す写真図であり、（ｂ）はコントロ
ールＲＮＡが導入されたヒト尿路上皮癌細胞株
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ＫＵ７をＤＡＰＩ染色し、細胞の核染色

を行った結果を示す写真図であり、（ｃ）はユビキリン２のｓｉＲＮＡが導入された細胞
をＴＵＮＥＬ染色し、ＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトーシスに陥った細胞）を検出した結果
を示す写真図であり、（ｄ）はコントロールＲＮＡが導入された細胞をＴＵＮＥＬ染色し
、ＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトーシスに陥った細胞）を検出した結果を示す写真図であり
、（ｅ）はＤＡＰＩ陽性細胞（全細胞数）に対するＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトーシスに
陥った細胞数）の割合を算出したヒストグラムである。
【図１６】ユビキリン２のｓｉＲＮＡが導入されたヒト尿路上皮癌細胞株

ＫＵ７（慶應

義塾大学医学部泌尿器科学講座より供与された）、またはコントロールＲＮＡが導入され
たヒト尿路上皮癌細胞株

ＫＵ７の細胞培養液に、小胞体ストレス剤であるタプシガルギ
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ン（和光純薬株式会社製）を添加し、添加から７２時間後のそれぞれの細胞生存率を示す
ヒストグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
以下、本発明について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらの説明に拘束されるこ
とはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変更実施し
得る。また、本明細書中に記載された公知文献の全てが、本明細書中において参考として
援用される。
【００４８】
なお、本明細書中で使用される場合、用語「ポリペプチド」は、「ペプチド」または「
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タンパク質」と交換可能に使用される。ポリペプチドは、天然供給源より単離されても、
組換え生成されても、化学合成されてもよい。また、本明細書中で使用される場合、用語
「ポリヌクレオチド」は、「遺伝子」、「核酸」または「核酸分子」と交換可能に使用さ
れ、ヌクレオチドの重合体が意図される。また、「遺伝子」には、ＤＮＡのみならず、Ｒ
ＮＡ（例えばｍＲＮＡ）をも含む意味である。本明細書中で使用される場合、用語「塩基
配列」は、「遺伝子配列」、「核酸配列」または「ヌクレオチド配列」と交換可能に使用
され、デオキシリボヌクレオチド（Ａ、Ｇ、ＣおよびＴと省略される）の配列として示さ
れる。
【００４９】
〔１．ユビキリン２を用いた尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出〕

20

本発明者らの独自の検討によって、ユビキリン２が、尿路上皮癌（腎盂癌、尿管癌、膀
胱癌）および扁平上皮癌（食道癌、子宮頸癌等）の病変組織において特異的に高発現して
いることを見出した。そして、このユビキリン２が、尿路上皮癌および扁平上皮癌の癌マ
ーカー（「腫瘍マーカー」ともいう。）として利用することができるということを、本発
明者らが初めて明らかにした。つまり、本発明は、ユビキリン２を尿路上皮癌や扁平上皮
癌の癌マーカーとして利用することを要旨としている。
【００５０】
ユビキリン２は、ユビキチン関連タンパク質として知られており、ユビキリンファミリ
ー（ユビキリン１−４）に属する。ユビキリン２については、近年、ＡＬＳの発症に関与
するタンパク質であることが、明らかにされた（非特許文献５を参照のこと。）。ユビキ
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リン２についてはその遺伝子がクローニングされており、そのｃＤＮＡ（ｍＲＮＡ）の塩
基配列が、遺伝子データベースGenBankにおいてアクセッションナンバー：BC069237.1と
して登録されている。ユビキリン２のアミノ酸配列を配列番号１に示し、ユビキリン２遺
伝子のｃＤＮＡの塩基配列を配列番号２に示す。
【００５１】
なお、ユビキリン２のアミノ酸配列は配列番号１に示されるものに限定されるものでは
なく、その変異体も含まれ得る。すなわちユビキリン２をコードするユビキリン２遺伝子
の起源や、突然変異によって生じ得る変異タンパク質も、本発明の説明におけるユビキリ
ン２に含まれ得る。換言すれば、配列番号１に示されるアミノ酸配列において、１個もし
くは数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、および／または付加されたアミノ酸配列を有し
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、ユビキリン２活性（つまり、神経細胞内の欠陥または損傷のあるタンパク質の再生利用
を促す活性）を有する変異タンパク質も、本発明の説明におけるユビキリン２に含まれ得
る。上記「１個もしくは数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、および／または付加された
」とは、特に限定されるものではないが、部位特異的突然変異誘発法等の公知の変異タン
パク質作製法により置換、欠失、挿入、及び／又は付加できる程度の数（好ましくは１０
個以下、より好ましくは７個以下、さらに好ましくは５個以下）のアミノ酸が置換、欠失
、挿入、及び／又は付加されるものであることを意味する。
【００５２】
本発明においては、生体から取得された試料（尿、唾液、痰、血液、細胞、組織等）に
おいてユビキリン２の発現を検出することによって、その試料（または試料が取得された
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生体）は癌である可能性が高いと判定する（診断する）ことができる。
【００５３】
生体から取得された試料（「生体試料」という。）は、特に限定されるものではなく、
非侵襲的に取得された生体試料（つまり、患者等の生体に傷をつけることなく採取可能な
試料。「非侵襲的生体試料」ともいう。）であっても、侵襲的に取得された生体試料（つ
まり、患者等の生体に傷をつけて採取する試料。「侵襲的生体試料」ともいう。）であっ
てもよい。非侵襲的生体試料としては、例えば尿、血液（血清、血しょう）、体液、リン
パ液、消化器分泌液などが挙げられる。また侵襲的生体試料としては、内視鏡や手術など
で取得された病変組織が挙げられる。ただし、患者への負担を考慮すれば、尿などの非侵
10

襲的生体試料であることがより好ましい。
【００５４】
なお、本発明の説明における生体試料の起源としてはヒトのみならず、尿路上皮癌また
は扁平上皮癌を発症し得る生体であれば特に限定されるものではなく、例えばイヌ、ネコ
、ヒツジ、ヤギ、マウス、ラット、ウサギ、ウシ、ウマ、ブタを始めとする哺乳動物全般
、が挙げられる。
【００５５】
ここで尿路上皮癌を検出する際の生体試料としては、膀胱，尿管，腎盂から内視鏡等を
用いて侵襲的に取得された病変組織や、非侵襲的生体試料である尿が挙げられる。尿中に
は剥離してきた細胞（尿中剥離細胞）が含まれるため、この細胞についてユビキリン２を
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検出すれば、尿路上皮癌の診断を行うことができる。
【００５６】
一方、扁平上皮癌は、食道・口腔・舌・咽頭・声帯・気管・気管支・喉頭・肛門・女性
の外陰部・膣・子宮頚部・子宮膣部などにおいて見られる癌であるが、食道癌などの一部
の扁平上皮癌については非侵襲的に取得された痰や唾液が生体試料として利用可能である
が、基本的には侵襲的に取得された病変組織が生体試料として利用され得る。
【００５７】
生体試料中のユビキリン２の検出方法は特に限定されるものではなく、公知の方法を用
いて適宜実施することが可能である。例えば、ユビキリン２特異抗体（ユビキリン２と特
異的に結合し得る抗体）を用いて検出する方法が挙げられる。上記ユビキリン２特異抗体
は、ポリクローナル抗体であってもよいし、モノクローナル抗体であってもよい。またユ
ビキリン２特異抗体は完全な抗体分子のみならず、例えば、ＦａｂおよびＦ（ａｂ
フラグメントのような抗体フラグメントであってもよい。ＦａｂおよびＦ（ａｂ
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）２
）２フ

ラグメントは完全な抗体のＦｃ部分を欠いており、循環によってさらに迅速に除去され、
そして完全な抗体の非特異的組織結合をほとんど有し得ないため（Ｗａｈｌら、Ｊ．Ｎｕ
ｃｌ．Ｍｅｄ．２４：３１６−３２５（１９８３））、好ましく用いることができる。
【００５８】
なお、上記ユビキリン２特異抗体は、市販品であっても、自作したものであってもよい
。ユビキリン２特異抗体は市販されており、例えば、Santa Cruz社（米国）から購入する
ことができる。
【００５９】

40

上記ユビキリン２特異抗体の作製は、例えば、ユビキリン２の全長またはその部分断片
を抗原として、従来公知の方法により作製されたものであってもよい。上記ユビキリン２
の部分断片（「ユビキリン２の部分ポリペプチド」ともいう。）は、免疫原性を有するも
のであり、その特異抗体を誘導し得るものであればよい。ここで、ユビキリン２の部分断
片のペプチド数は特に限定されるものではないが、７アミノ酸以上が好ましく、１０アミ
ノ酸以上がさらに好ましい。
【００６０】
ユビキリン２特異抗体（モノクローナル抗体）を生産する方法としては、特に限定され
るものではなく、例えば、抗原でマウスを免疫した後、そのマウス脾臓リンパ球とマウス
由来のミエローマ細胞とを融合させてなる抗体産生ハイブリドーマにより、モノクローナ
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ル抗体を得ればよい。ハイブリドーマの生産方法は、従来公知の方法、例えば、ハイブリ
ドーマ法（Kohler, G. and Milstein, C., Nature 256, 495‑497(1975)）、トリオーマ法
、ヒトＢ−細胞ハイブリドーマ法（Kozbor, Immunology Today 4, 72(1983)）、およびＥ
ＢＶ−ハイブリドーマ法（Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R Liss, I
nc., 77‑96(1985)）等を利用することが可能であり、特に限定されるものではない。
【００６１】
また、上記抗原としては、ポリペプチドであれば特に限定されるものではないが、抗原
決定基とする物質をキャリアタンパク質に結合してなる抗原タンパク質が用いられてもよ
い。具体的には、上記抗原がハプテンであれば、抗体の産生等を誘導する能力をもたない
ため、抗体を産生することができないが、抗原を異種由来のタンパク質などの生体高分子
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からなる担体と共有結合させて抗原タンパク質を得て、これで免疫すれば、抗体産生を誘
導することができる。上記担体としては、特に限定されるものではなく、オボアルブミン
、γグロブリン、ヘモシアニン等、この分野で従来公知の各種タンパク質を好適に用いる
ことができる。また、モノクローナル抗体は遺伝子組換え技術等によっても生産すること
ができる。
【００６２】
また、ユビキリン２特異抗体（ポリクローナル抗体）を生産する方法としては、実験動
物に抗原（ユビキリン２またはその部分断片）を接種し感作させ、その体液から抗体成分
を精製して取得する方法を挙げることができる。なお、免疫させる動物としては、マウス
、ラット、ウサギ、サル、ウマ等の従来公知の実験動物を用いることができ、特に限定さ
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れるものではない。また、抗原を接種し感作させる場合、その間隔や量についても常法に
したがって適宜行うことができる。
【００６３】
また、ユビキリン２特異抗体を用いて、生体試料におけるユビキリン２を検出する際に
は、自体公知の免疫学的測定法を用いて実施することができる。上記免疫学的測定法とし
ては、例えばフローサイトメトリー法、ＲＩＡ法、ＥＬＩＳＡ法（固相酵素免疫検定法）
、蛍光抗体法等の公知の免疫学的測定法を挙げることができる。また、上述した以外にも
、例えば、ウェスタンブロッティング法、酵素免疫測定法、抗体による凝集や沈降や溶血
反応を観察する方法、抗体アレイ法、組織免疫染色や細胞免疫染色などの形態学的検出法
も必要に応じて利用することができる。
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【００６４】
上記の測定法の内、より感度が高く、簡便であるという点から、ＥＬＩＳＡ法が好まし
い。例えばＥＬＩＳＡ法は、生体試料に含まれるタンパク質をマルチウェルプレート（「
マイクロタイタープレート」ともいう。）に固定し、その後、ユビキリン２特異抗体を用
いて、ユビキリン２のタンパク質濃度を検出する方法である。例えば、ユビキリン２に結
合したユビキリン２特異抗体を、アルカリフォスファターゼまたはペルオキシダーゼ標識
抗ＩｇＧ抗体などを２次抗体として用いて検出すればよい。またＥＬＩＳＡ法は、サンド
イッチ法であってもよい。
【００６５】
他方、ウェスタンブロット法は、生体試料をＳＤＳ−ポリアクリルアミド電気泳動で分
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離させた後、ニトロセルロース膜などに転写し、ユビキリン２特異抗体によって、ユビキ
リン２のタンパク質濃度を検出する方法である。ユビキリン２に結合したユビキリン２特
異抗体を、例えば、125Ｉ−標識プロテインＡ、ペルオキシダーゼ標識抗ＩｇＧ抗体など
を２次抗体として用いて検出すればよい。ユビキリン２のタンパク質濃度は、例えば、デ
ンシトメーター等を用いて得られるシグナル強度を確認することにより測定され得る。す
なわち、シグナル強度が強いほどユビキリン２のタンパク質濃度が高いと判断される。ま
た、必要に応じて検量線を作成し、これを用いて生体試料中のユビキリン２濃度が測定さ
れ得る。
【００６６】
ユビキリン２は尿路上皮癌または扁平上皮癌において特異的に高発現しているタンパク
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質であるため、本発明においては、上記のようにして測定された生体試料中にユビキリン
２が検出されれば、生体試料中に尿路上皮癌または扁平上皮癌が存在する可能性があると
判断(診断)することができる。また、被検体由来の生体試料中のユビキリン２のタンパク
質濃度と、健常者由来の生体試料中のユビキリン２のタンパク質濃度とを測定および比較
し、前者が有意に高かった場合に、尿路上皮癌や扁平上皮癌が存在する可能性があると判
断してもよい。なお、健常者由来の生体試料中のユビキリン２のタンパク質濃度は毎回測
定してもよいが、あらかじめ測定された健常者由来の生体試料中のユビキリン２のタンパ
ク質濃度を利用し、これと被検体由来の生体試料のユビキリン２のタンパク質濃度とを比
較し、後者が有意に高かった場合に、尿路上皮癌や扁平上皮癌が存在する可能性があると
判断してもよい。さらに、生体試料中の尿路上皮癌または扁平上皮癌の有無を判断し得る
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境界値（カットオフ値）をあらかじめ設定しておいて、被検体由来の生体試料中の濃度が
当該境界値より高いかどうかで、生体試料中の尿路上皮癌または扁平上皮癌の有無を判断
してもよい。ここで、上記境界値は、用いられる生体試料や、癌の種類によって変動し得
るために限定されるものではないが、本明細書の記載を参酌した当業者であれば過度の試
行錯誤を必要とすることなく設定することができる。
【００６７】
本発明における生体試料中のユビキリン２の検出は、上記タンパク質レベルの検出のみ
ならず、遺伝子レベルの検出によっても行うことができる。つまり、本発明におけるユビ
キリン２の検出は、ユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ量を測定することによって、ユビキリ
ン２タンパク質の発現レベルを検出するという態様であってもよいということである。ユ
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ビキリン２は尿路上皮癌または扁平上皮癌において特異的に高発現しているタンパク質で
あるため、生体由来試料におけるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡを検出するのみによって
、生体試料中に尿路上皮癌や扁平上皮癌が存在する可能性があると判断することができる
。また、本発明においては、被験体由来の生体試料におけるユビキリン２遺伝子のｍＲＮ
Ａ量と、健常者由来の生体試料におけるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ量とを測定および
比較してもよい。そして、前者の発現レベルが高い場合に、被検体由来の生体試料中に尿
路上皮癌や扁平上皮癌が存在する可能性があると判断することができる。
【００６８】
なお、健常者由来の生体試料におけるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ量は、毎回測定し
てもよいが、あらかじめ測定された健常者由来の生体試料中のユビキリン２遺伝子のｍＲ
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ＮＡ量を用いてもよい。さらに、被検体中の尿路上皮癌または扁平上皮癌の有無を判断し
得る境界値（カットオフ値）をあらかじめ設定しておいて、被検体由来の生体試料中のｍ
ＲＮＡ量が当該境界値より高いかどうかで被検体由来試料中の消化器癌の有無を判断して
もよい。
【００６９】
ｍＲＮＡ量を測定する方法としては、所望のｍＲＮＡ量を測定できる方法であれば特に
限定されず、公知の方法から適宜選択して用いることができる。例えば、上記、ユビキリ
ン２遺伝子のｍＲＮＡ、またはそれらのｃＤＮＡまたはそれらの相補鎖の一部からなるポ
リヌクレオチドであって、ユビキリン２遺伝子のＲＮＡまたはｃＤＮＡに部位特異的に結
合（ハイブリダイズ）するポリヌクレオチドを含むプライマーやプローブを用いた方法が
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挙げられる。
【００７０】
具体的には、上記プライマーやプローブを標識し、当該標識を検出することにより、上
記ｍＲＮＡまたはｃＤＮＡを検出することができる。そして、当該標識のシグナナル強度
を調べることによりｍＲＮＡ量を測定することができる。上記標識としては特に限定され
ないが、例えば、３２Ｐに代表される放射性物質のほか、フルオレセインに代表される蛍
光物質を用いることができる。上記プライマーおよび／またはプローブとして使用するポ
リヌクレオチドは、例えば、配列番号２に示されるユビキリン２遺伝子の塩基配列を元に
、従来公知の方法により設計され得る。例えば、ユビキリン２遺伝子の塩基配列から、Ｄ
ＮＡプローブとして適当な長さのＤＮＡプローブを作製し、蛍光標識等の標識を適宜付与
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することによりプローブを作製することができる。また上記プローブとしては、ユビキリ
ン２遺伝子のアンチセンス鎖の全長配列または部分配列からなる検出用のプローブも採用
し得る。なお、目的のｍＲＮＡ（ｃＤＮＡ）を特異的に増幅させるプライマーとして利用
可能なポリヌクレオチドは、当該ｍＲＮＡ（ｃＤＮＡ）を特異的に検出するためのプロー
ブとして使用可能であることは当業者にとって周知であるため、この知見を元にプローブ
として利用可能なポリヌクレオチドを設計することも可能である。
【００７１】
なお、上記プローブの作製に際して、ユビキリン２遺伝子とストリンジェントな条件下
でハイブリダイズする条件としては、例えば、４２℃でのハイブリダイゼーション、およ
び１×ＳＳＣ（０．１５Ｍ ＮａＣｌ、０．０１５Ｍ クエン酸ナトリウム）、０．１％の
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ＳＤＳ（Sodium dodecyl sulfate）を含む緩衝液による４２℃での洗浄処理を挙げること
ができ、より好適には、６５℃でのハイブリダイゼーション、および０．１×ＳＳＣ、０
．１％のＳＤＳを含む緩衝液による６５℃での洗浄処理を挙げることができる。なお、ハ
イブリダイゼーションのストリンジェンシーに影響を与える要素としては、上記温度条件
以外に種々の要素があり、当業者であれば種々の要素を組み合わせて、上記例示したハイ
ブリダイゼーションのストリンジェンシーと同等のストリンジェンシーを実現することが
可能である。また上記「ストリンジェントな条件」とは、少なくとも９０％以上の同一性
、好ましくは少なくとも９５％以上の同一性、最も好ましくは９７％の同一性が配列間に
存在する時にのみハイブリダイゼーションが起こる条件であるともいえる。
20

【００７２】
また、ｍＲＮＡまたはｃＤＮＡに部位特異的に結合するポリヌクレオチドを含むプライ
マーやプローブを用いてｍＲＮＡを検出する公知の方法としては、例えば、ＲＴ−ＰＣＲ
法、リアルタイムＲＴ−ＰＣＲ法、コンペティティブＰＣＲ法、ｉｎ
リダイゼーション法、ｉｎ

Ｓｉｔｕ

Ｓｉｔｕ

ハイブ

ＰＣＲ法、ＤＮＡアレイ法、ノーザンブロット法

などを挙げることができる。
【００７３】
ＲＴ−ＰＣＲ（Reverse transcribed‑Polymerase chain reaction）法とは、ユビキリ
ン２遺伝子のｍＲＮＡを鋳型とし、逆転写酵素反応によりｃＤＮＡを合成後、ＰＣＲによ
るＤＮＡの増幅を行う方法（参考文献：Kawasaki,E.S.,et al.,Amplification of RNA.In
PCR Protocol,A Guide to methods AND applications,Academic Press,Inc.,SanDiego,2
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1‑27(1991)）である。なお、ＤＮＡの増幅反応は特に限定されるものではなく、当業者は
適宜最適な条件を検討の上、採用することができる。また、ユビキリン２遺伝子の増幅領
域は、必ずしも全長である必要はなく、増幅産物の確認に支障が無ければ、当該遺伝子の
一部領域であってもよい。増幅されたＤＮＡ量（ｍＲＮＡ量に相当する）は、例えば、上
記ＤＮＡ増幅反応液をアガロースゲル電気泳動に供した後、目的増幅断片に特異的にハイ
ブリダイズするプローブを用いることで検出することができる。一方、十分量の増幅産物
が得られる場合には、アガロースゲル電気泳動を行った後、ゲルをＥｔＢｒ染色し、増幅
ポリヌクレオチドの位置とその蛍光強度により確認することも可能である。
【００７４】
さらに、ＲＴ−ＰＣＴの際に、リアルタイムモニタリング試薬を用いることによりリア

40

ルタイムＲＴ−ＰＣＲ法を行うことができる。リアルタイムＲＴ−ＰＣＲ法は、増幅産物
の生成過程をリアルタイムでモニタリングし、解析する方法である。そのため、増幅産物
の増幅量が飽和する前に増幅反応をストップすることができる。したがって、ユビキリン
２遺伝子のｍＲＮＡ量をより正確に測定することができる。上記リアルタイムモニタリン
グ試薬としては、例えば、ＳＹＢＲ（登録商標：Molecular Probes社）Ｇｒｅｅｎ、Ｔａ
ｑＭａｎ（登録商標：Applied Biosystems社）プローブ等が挙げられる。
【００７５】
ＲＴ−ＰＣＲ法を行うに際しては、ユビキリン２遺伝子を増幅するためのセンスプライ
マーおよびアンチセンスプライマーからなる１対のプライマーセットを用いる。
【００７６】
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また、本発明におけるユビキリン２の検出は、インベーダ（Invader（登録商標））法
を利用して簡便に行うこともできる。例えば、ユビキリン２遺伝子に特異的にハイブリダ
イズする塩基配列と酵素切断部位とを有するシグナルプローブを設計し、生体試料から抽
出したトータルＲＮＡ（ｃＤＮＡでも構わない）、インベーダオリゴ（Invader（登録商
標） Oligo）、クリベース酵素（Cleavase（登録商標） Enzyme）、およびフレットプロ
ーブ（FRET Probe）とともに所定の温度、所定の時間（例えば、６３℃、２時間等）反応
させることにより行うことができる。なお、具体的な実験手法や条件については、下記参
考文献を参照して適宜行うことができる（参考文献：(i) T. J. Griffin et al., Proc N
atl Acad Sci U S A 96, 6301‑6 (1999) 、(ii) M. W. Kaiser et al., J Biol Chem 274
, 21387‑94 (1999) 、(iii) V. Lyamichev et al., Nat Biotechnol 17, 292‑6 (1999)

10

、(iv) R. W. Kwiatkowski et al., Mol Diagn 4, 353‑64 (1999) 、(v) J. G. Hall et
al., Proc Natl Acad Sci U S A 97, 8272‑7 (2000) 、(vi) M. Nagano et al., J Lipid
Res 43, 1011‑8 (2002) 等参照）。上記のように、インベーダ法を利用すれば、遺伝子
増幅の必要がない場合もあり、迅速かつ低コストでユビキリン２の検出を行うことができ
る。なお、市販のインベーダ法キットを利用すれば、より一層簡便に本発明を実施できる
。
【００７７】
またノーザンハイブリダイゼーション法によってもユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ量を
測定し得る。この場合、生体試料より抽出された一定量の粗ＲＮＡ試料を分子量等による
分画後ナイロンフィルター等に固定し、検出対象となるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡと
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プローブとを接触させ、当該ｍＲＮＡにハイブリダイズした上記プローブを検出すること
によりｍＲＮＡ量の測定を実施することができる。
【００７８】
またｉｎ

Ｓｉｔｕ

ハイブリダイゼーション法によるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ

量の検出は、例えば、以下の方法で行うことができる。例えば、ユビキリン２遺伝子また
はその部分配列を標識したものを検出用プローブとして用い、スライドグラス上の生体試
料の標本に直接分子雑種を形成させて、その部分を検出することにより簡易に行うことが
できる。具体的には、スライドグラス上に生体試料の薄切片（パラフィン切片、凍結切片
など）を調製し、これに標識した検出用プローブをハイブリダイズさせ、ノーザンハイブ
リダイゼーション法と同じように、検出用プローブを洗い落とし、写真用エマルジョンを
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塗布し、露光する。現像後、銀粒子の分布から、ハイブリダイズした場所を特定する。よ
り具体的な実験手法や条件については、下記参考文献を用いて適宜行うことができる（参
考文献：(i)「in situハイブリダイゼーション法」、（1995年７月）、古庄敏行、井村裕
夫監修、金原出版（株）発行、932頁〜937頁、(ii)「in situハイブリダイゼーションに
よる遺伝子発現の解析」、「遺伝子工学実験」、（1991年５月）、野村慎太郎著、（社）
日本アイソトープ協会発行、221頁〜232頁等参照）。in situハイブリダイゼーション法
には、ラジオアイソトープ（主として３Ｈ）標識したＤＮＡを検出用プローブとして、そ
の座位をオートラジオグラフィーで検出する方法と、標識された検出用プローブの蛍光シ
グナルを蛍光顕微鏡下で検出する方法があるが、いずれの方法を用いてもよい。
【００７９】
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またＤＮＡアレイ法によるユビキリン２遺伝子のｍＲＮＡ量の検出は、例えば、以下の
方法で行うことができる。支持体上にユビキリン２遺伝子のｃＤＮＡまたはその部分配列
を固定化し、生体試料から調製したｍＲＮＡまたはｃＤＮＡとハイブリダイズさせる。こ
の際、上記ｍＲＮＡまたはｃＤＮＡを蛍光標識等することにより、支持体上に固定化した
ｃＤＮＡまたはその部分配列と試料から調製したＲＮＡまたはｃＤＮＡとのハイブリダイ
ゼーションを検出することができる。
【００８０】
ｍＲＮＡ量の測定は、例えば、上述の方法で検出したｍＲＮＡまたはｃＤＮＡに対して
デンシトメーター等を用いて得られるシグナル強度を確認することにより実施することが
できる。すなわち、シグナル強度が強いほどｍＲＮＡまたはｃＤＮＡの量が高いと判断で
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きる。
【００８１】
ＤＮＡアレイは、例えば、米国Affymetrix社のＤＮＡマイクロアレイやスタンフォード
（Stanford）型のＤＮＡマイクロアレイ等、その他半導体製造で用いられる微細加工技術
を用いてシリカ基板上に直接オリゴヌクレオチドを化学合成するＤＮＡマイクロアレイを
含む従来公知のあらゆるタイプのマイクロアレイを好適に用いることができ、その具体的
な大きさ、形状、システム等については特に限定されるものではない。上記ユビキリン２
検出用ＤＮＡマイクロアレイは、本発明の実施に利用されるものであり、本発明が意図す
る範囲に含まれる。
【００８２】

10

上述の通り、本発明はユビキリン２を尿路上皮癌および扁平上皮癌の癌マーカーとして
利用することによって、尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出（診断）することができると
いうことを要旨とするものである。上記尿路上皮癌としては、腎盂癌、尿管癌、膀胱癌が
例示され、上記扁平上皮癌としては、子宮頸癌、食道癌、皮膚癌、舌癌が例示される。
【００８３】
そして本発明は、例えば、尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにかかる発明（以
下「本発明の検出キット」という。）を包含する。本発明の検出キットは、試料中のユビ
キリン２を検出するための試薬を含むことを特徴としている。ここで、上記「試料」とし
ては上記で説示した「生体試料」が挙げられる。生体試料の説明については既述のとおり
である。
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【００８４】
また上記「ユビキリン２を検出するための試薬（以下「検出試薬」）」としては、試料
中のユビキリン２を検出し得る全ての物品を意味するものであるが、例えば、上記で説示
した「ユビキリン２特異抗体」が上記検出試薬に含まれ得る。ユビキリン２特異抗体が上
記検出試薬に含まれることによって、試料中のユビキリン２をタンパク質レベルで検出す
ることができる。上記ユビキリン２特異抗体は、特に限定されるものではないが、例えば
下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて誘導され、かつ当該ポリペプチド
に特異的に結合する抗体が挙げられる。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
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なお、ユビキリン２特異抗体の説明については既述のとおりである。「（１）の部分ポリ
ペプチド」とは、（１）に記載されているポリペプチドの全長を除く、部分断片を意味す
る。
【００８５】
また上記検出試薬としては、下記（３）〜（５）のいずれかのポリヌクレオチドとスト
リンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチドが挙げられる。これらのポ
リヌクレオチドを、例えばプローブとして用いることによって、試料中のユビキリン２を
遺伝子レベルで検出することができる。ユビキリン２の遺伝子レベルでの検出については
既述のとおりである。
（３）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチド；

40

（４）配列番号２に示される塩基配列からなるポリヌクレオチドのアンチセンス鎖；およ
び、
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド。
【００８６】
上記「（３）または（４）の部分塩基配列からなるポリヌクレオチド」とは、（３）ま
たは（４）のポリヌクレオチドの全長を除く、一部のポリヌクレオチド（「部分ポリヌク
レオチド」）を意味する。なお、部分ポリヌクレオチドの長さは、プローブが当該部分ポ
リヌクレオチドにハイブリダイズでき得る程度の長さを有していれば特に限定されるもの
ではない。
【００８７】
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本発明の検出キットには、試料中のユビキリン２の検出に用いられるあらゆる試薬（例
えば、二次抗体、発色試薬、ブロッキング試薬、リン酸緩衝液等の緩衝液、ＤＮＡポリメ
ラーゼ、等）や器具（マイクロタイタープレート、マイクロチューブ、ＤＮＡマイクロア
レイ、抗体アレイ、サーマルサイクラー、蛍光顕微鏡、等）等が含まれ得る。またユビキ
リン２の検出方法、試薬、機器等に関するマニュアル（取扱説明書）が含まれていてもよ
い。
【００８８】
また、本発明は尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置にかかる発明（以下「本発
明の自動診断装置」という。）をも包含する。そして、本発明の自動診断装置は、少なく
とも、「試料中のユビキリン２を検出するためのユビキリン２検出部」を備えている。

10

【００８９】
ユビキリン２検出部は、試料中のユビキリン２を自動的に検出するように構成されてい
れば特に限定されるものではないが、例えば、ユビキリン２を検出するための試薬（例え
ばユビキリン２特異抗体等）で処理された試料からの発光または蛍光を検出し得るように
構成されていてもよい。なお、ユビキリン２を検出するための試薬については、既述のと
おりである。
【００９０】
本発明の自動診断装置におけるユビキリン２の検出原理は、例えば、ＥＬＩＳＡ法やフ
ローサイトメトリー法等を利用して行うことが可能である。例えば尿を生体試料として用
いて、尿中剥離細胞中のユビキリン２を検出する場合、尿をユビキリン２特異抗体と接触
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させた後、二次抗体を接触させ、その後発色試薬で発色を行った試料を、本発明の自動診
断装置にアプライする。本発明の自動診断装置にはユビキリン２検出部として吸光光度計
が備えられており、ＥＬＩＳＡ法の原理により、尿試料中のユビキリン２を検出すること
ができる。また本発明の自動検出装置には、ユビキリン２検出部としてフローサイトメー
ターが備えられており、フローサイトメトリー法の原理により、尿試料中のユビキリン２
を検出することができる。
【００９１】
なお、本発明の自動診断装置では、上記の通り、ユビキリン２を検出するための試薬と
生体試料との処理を手動で行った後、検出のみ自動で行われるように構成されていてもよ
いが、ユビキリン２を検出するための試薬と生体試料との処理を含む全ての操作を自動で
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行われるように構成されていてもよい。この場合は、本発明の自動診断装置には、ユビキ
リン２検出試薬による生体試料の処理を自動で行う「試料処理部」が備えられている。試
料処理部が備えられていることにより、試料を本発明の自動診断装置に投入するだけで診
断のためのデータを取得することができるため、より簡便に且つハイスループットの診断
を行うことが可能となる。
【００９２】
また本発明の自動診断装置には、ユビキリン２検出部で取得されたデータ（例えば発色
強度、蛍光強度等）からユビキリン２の濃度を計算したり、ユビキリン２検出部で取得さ
れたデータ（例えば発色強度、蛍光強度等）と健常者のデータと比較したりする「データ
処理部」や、あらかじめインプットしておいたカットオフ値から癌の可能性を判断（診断
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）を行う「データ判定部」が備えられていてもよい。本発明の自動診断装置に上記構成が
備えられていることにより、試料を本発明の自動診断装置に投入するだけで、癌の診断ま
で自動で行うことができるため、さらに簡便に且つハイスループットの診断を行うことが
可能となる。
【００９３】
また、本発明の自動診断装置には、種々の検体の診断データをストックしておく「デー
タ記憶部」が備えられていてもよい。本発明の自動診断装置に上記構成が備えられている
ことにより、患者の経過観察や、過去の症例との比較などを行うことができる。
【００９４】
さらに、本発明の自動診断装置には、診断データを各種ネットワークを介して端末間で
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情報交換ができる「ネットワーク処理部」が備えられていてもよい。本発明の自動診断装
置に上記構成が備えられていることにより、患者と医師とが遠距離にいる場合であっても
医師が診断結果を知ることができたり、担当医師間のデータ共有が容易にできたり、転院
先との連携が容易且つ正確にできたりする等のメリットを享受できる。
【００９５】
上記本発明の検出キットや自動診断装置によれば尿路上皮癌や扁平上皮癌の診断を行う
ことができるが、本発明は、生体から取得された試料中のユビキリン２を検出することを
特徴とする、尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法をも包含する。
なお、本発明のデータ取得方法は、人間等の生体から採取したもの（例：血液、尿、皮膚
、髪の毛、細胞、組織）を処理する方法、又はこれを分析するなどして各種データを収集

10

する方法に該当する。本発明のデータ取得方法により取得されたデータをもとに、医師が
尿路上皮癌や扁平上皮癌の診断を行う。
【００９６】
本発明のデータ取得方法は、特に限定されるものではないが、ユビキリン２を検出する
ための試薬を用いて試料中のユビキリン２を検出する工程（以下「検出工程」という。）
を含み得る。検出工程は、生体試料におけるユビキリン２のタンパク質レベルでの検出、
または遺伝子レベルの検出により行うことができる。その説明については上述のとおりで
ある。また、検出工程における上記ユビキリン２を検出するための試薬についても、上述
の「検出試薬」の説明を援用することができる。
【００９７】

20

〔２．ユビキリン２を用いた尿路上皮癌および扁平上皮癌の治療〕
本発明者らは、後述の実施例２および３に示すように、尿路上皮癌においてユビキリン
２の発現を抑制することによって、(i)尿路上皮癌のアポトーシスを誘導し得ること、お
よび(ii)尿路上皮癌の抗癌剤に対する感受性を高めることができることを、in vitro（試
験管内実験）において確認した。
【００９８】
このため、ユビキリン２の発現を抑制し得る物質は、尿路上皮癌および扁平上皮癌に対
する抗癌剤、または癌細胞の抗癌剤に対する感受性を高めるための物質となり得る。よっ
て、本発明は、尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌物質のスクリーニング方法(本
発明のスクリーニング方法)も提供し得る。なお、上記「抗癌物質」は、抗癌剤のみなら
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ず、癌細胞の抗癌剤に対する感受性を高めるための物質（抗癌剤用添加剤）を意味する。
【００９９】
ここで本発明のスクリーニング方法は、被験物質を接触させた尿路上皮癌細胞または扁
平上皮癌細胞のユビキリン２の発現量と、被験物質を接触させていない尿路上皮癌細胞ま
たは扁平上皮癌細胞のユビキリン２の発現量とを比較し、ユビキリン２の発現量を減少さ
せる効果を有する被験物質を選択することを特徴としている。
【０１００】
ユビキリン２の発現量の測定方法は、上述の〔１．ユビキリン２を用いた尿路上皮癌お
よび扁平上皮癌の検出〕の項におけるユビキリン２の検出方法を参照することにより実施
することができる。例えば、被験物質を接触させた尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞
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を含む試料、および被験物質を接触させていない尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞を
含む試料について、ユビキリン２特異抗体を用いたＥＬＩＳＡ法やフローサイトメトリー
法を実施することにより、試料中のユビキリン２の発現量を測定することができる。
【０１０１】
そして、両者のユビキリン２の発現量を比較し、前者のユビキリン２の発現量が後者に
比較して減少していれば、そのとき使用した被験物質は、抗癌物質である可能性が高いと
判断することができる。
【０１０２】
なお、被験物質と、尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞との接触条件は、被験物質や
尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞の種類、これらの状態に応じて最適な条件を検討の
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上、採用すればよい。
【０１０３】
ユビキリン２の発現を阻害し得る物質としては特に限定されるものではないが、例えば
、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌクレオチドのｓｉＲＮＡが挙げられる。ｓｉ
ＲＮＡ（short interference RNA, small interfering RNA）は、目的の遺伝子の発現を
ＲＮＡｉの原理によって抑制することができるものであればその塩基配列は特に限定され
るものではない。
【０１０４】
本明細書において「ｓｉＲＮＡ」とは、ｓｔＲＮＡ（small temporal RNA）、およびｓ
ｈＲＮＡ（short hairpin RNA）をも含む意味である。またｓｉＲＮＡの塩基配列の設計
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は発現抑制を所望する遺伝子の塩基配列情報をもとにして、公知の方法によって行われ得
る。現在、ｓｉＲＮＡを設計する際に用いられるソフトウェアが市販されており、効率の
観点から当該ソフトウェアを用いて設計することが好ましい。市販のソフトウェアとして
は、例えばＲＮＡｉ社製（http://www.rnai.co.jp/）のsiDirectＴＭ等が挙げられる。
【０１０５】
上記にようにして設計されたｓｉＲＮＡの合成は、公知の自動ヌクレオチド合成器によ
って行われ得る。なお現在、ｓｉＲＮＡの設計から合成までを、企業に委託することが可
能である。委託先としては、Ambion社、Invitrogen社、QIAGEN社、Dharmacon社等が挙げ
られる。後述する実施例では、ユビキリン２のｓｉＲＮＡとして配列番号４に示すものを
用いて実験を行った。なお本発明においては、ユビキリン２のｓｉＲＮＡとして機能する
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ものであれば配列番号４に示すものに限定されないことは、当業者であれば当然に理解す
る事項である。
【０１０６】
本発明は、本発明のスクリーニング方法で見出されたユビキリン２の発現を阻害する物
質（以下「ユビキリン２阻害物質」という）や、ユビキリン２のｓｉＲＮＡを含む、尿路
上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤（以下「本発明の抗癌剤」という。）を提供する
。
【０１０７】
本発明の抗癌剤は、上記ユビキリン２阻害物質や、ユビキリン２のｓｉＲＮＡを少なく
とも含むものであればよいが、薬学的に許容できる所望の担体と組み合わせて組成物とす
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ることができる。担体としては、例えば、滅菌水、生理食塩水、緩衝剤、植物油、乳化剤
、懸濁剤、塩、安定剤、保存剤、界面活性剤、徐放剤、他のタンパク質（ＢＳＡなど）、
トランスフェクション試薬（リポフェクション試薬、リポソーム等を含む）等が挙げられ
る。さらに、使用可能な担体としては、グルコース、ラクトース、アラビアゴム、ゼラチ
ン、マンニトール、デンプンのり、マグネシウムトリシリケート、タルク、コーンスター
チ、ケラチン、コロイドシリカ、ばれいしょデンプン、尿素、ヒアルロン酸、コラーゲン
等の細胞外マトリックス物質、ポリ乳酸、リン酸カルシウム担体などが挙げられる。
【０１０８】
また、本発明の抗癌剤がｓｉＲＮＡを含む場合、ｓｉＲＮＡのほか、ｓｉＲＮＡを細胞
へ導入する際に用いられる公知の試薬、例えばLipofectamine 2000 (Invitrogen社製), R
ＴＭ

NAiFect
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Transfection Reagent (QIAGEN社製)等が含まれていてもよい。上記の試薬

等が含まれていることで、ｓｉＲＮＡの細胞への導入効率が向上するとともに、ｓｉＲＮ
Ａの安定性が向上するからである。
【０１０９】
また本発明の抗癌剤を製剤化する場合の剤型は制限されず、たとえば溶液（注射剤）、
マイクロカプセル、錠剤などであってよい。投与は全身または局所的に行い得るが、全身
投与による副作用や効果の低下がある場合には、局所投与することが好ましい。
【０１１０】
ここで、臨床適用のための上記本発明の抗癌剤の投与条件は、常法のモデル動物系等を
用いて適宜決定することができる。すなわち、モデル動物を用いて投与量、投与間隔、投
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与ルートを含む投与条件を検討し、適切な予防または治療効果を得られる条件を決定する
ことができる。
【０１１１】
また、患者への投与は、各種細胞や疾患等の性質に応じて、例えば外科的、経皮的、鼻
腔内的、経気管支的、筋内的、腹腔内、静脈内、関節内、皮下、脊髄腔内、脳室内、また
は経口的に行われうるがそれらに限定されない。投与は全身的または局所的にされ得るが
、全身投与による副作用が問題となる場合には病変部位への局所投与が好ましい。投与量
、投与方法は、本医薬の有効成分の組織移行性、治療目的、患者の体重や年齢、症状など
により変動するが、当業者であれば適宜選択することが可能である。
10

【０１１２】
治療対象となる個体は、原則としてヒトを対象としているが、これ以外にも、愛玩動物
（ペット）用の治療用の用途へ使用してもよい。愛玩動物としては、例えば、マウス、ラ
ット、ウサギ、ネコ、イヌ、サル、ウマ、ヒツジ、ウシなどの非ヒト哺乳動物およびその
他の脊椎動物を挙げることができる。
【０１１３】
また本発明は、尿路上皮癌および扁平上皮癌の抗癌剤と共に用いられ、該抗癌剤に対す
る癌細胞の感受性を高めるための抗癌剤用添加剤（以下「本発明の添加剤」という。）を
も提供する。本発明の添加剤には、スクリーニング方法で見出されたユビキリン２阻害物
質や、ユビキリン２のｓｉＲＮＡが含まれ得る。本発明の添加剤は、従来公知の抗癌剤に
添加して製剤化してもよいし、添加剤単独で製剤化され、従来公知の抗癌剤と共に使用さ
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れてもよい。
【０１１４】
ここで、本発明は特に限定されるものではないが、尿路上皮癌の抗癌剤としては、ゲム
シタビン（イーライリリー社製）が挙げられる。また扁平上皮癌の抗癌剤としては、シス
プラチン（ヤクルト社製）が挙げられる。また実施例３で用いたタプシガルギンなどの小
胞体ストレス剤も、抗癌剤として利用可能である（参考文献：実験医学，2009年3月号
ol.27 No.4，「Protein Homeostasisを解明する
tier

2008 Vol.10

V

小胞体ストレスと疾患」、Cancer Fron

３．小胞体ストレスとがん治療 （齋藤さかえ・冨田章弘））。

【０１１５】
〔３．本発明の応用例〕
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またユビキリン２特異抗体を用いることにより、生体内の尿路上皮癌または扁平上皮癌
の病変組織の局在を調べることができる。そして、この技術を応用すれば、尿路上皮癌ま
たは扁平上皮癌の病変組織が局在している患部に対して的確な治療を施すことができ、効
率的な治療を実現することができる。例えば、従来の腫瘍切除手術においては、腫瘍の範
囲が明確でない場合に、腫瘍を完全に切除するため、腫瘍の疑いのある範囲を含めて比較
的広範囲を切除せざるを得ない場合があったが、ユビキリン２特異抗体を利用することに
よって切除範囲を明確に特定することができ、標的の腫瘍のみを効率的に切除することが
可能となる。
【０１１６】
ユビキリン２により病変組織を標識化する方法としては、公知の蛍光抗体法が挙げられ
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る。蛍光抗体法は、ユビキリン２特異抗体を蛍光標識し、病変組織に結合させて、癌組織
を標識化する方法（直接蛍光抗体法）であっても、病変組織に未標識のユビキリン２特異
抗体を結合させた後に、標識化した二次抗体（抗免疫グロブリン抗体）を結合させて癌組
織を標識化する方法（間接蛍光抗体法）であってもよい。
【０１１７】
なお、本発明は、以下のように表現することができる。
【０１１８】
本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットは、上記課題を解決するため
に、試料中のユビキリン２を検出するための試薬を含むことを特徴としている。
【０１１９】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ
ン２を検出するための試薬は、ユビキリン２特異抗体を含むものであってもよい。
【０１２０】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ
ン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて誘導され、かつ
当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【０１２１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記ユビキリ

10

ン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかに示される塩基配列を有す
るポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチド
を含むものであってもよい。
（３）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチド。
（４）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列。
【０１２２】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の検出キットにおいて、上記尿路上皮
癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよく、
上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよい

20

。
【０１２３】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置は、上記課題を解決
するために、試料中のユビキリン２を検出するためのユビキリン２検出部を備えることを
特徴としている。
【０１２４】
本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキリン
２検出部は、ユビキリン２を検出するための試薬で処理された試料からの発色、発光また
は蛍光を検出し得るものであってもよい。
【０１２５】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
リン２を検出するための試薬が、ユビキリン２特異抗体を含むものであってもよい。
【０１２６】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
リン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用いて誘導され、か
つ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【０１２７】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記ユビキ
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リン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかに示される塩基配列を有
するポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするポリヌクレオチ
ドを含むものであってもよい。
（３）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチド。
（４）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列。
【０１２８】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記試料は
生体から取得された試料であってもよい。
【０１２９】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の自動診断装置において、上記尿路上
皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよく
、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以上であってもよ
い。
【０１３０】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法は、
生体から取得された試料中のユビキリン２を検出することを特徴としている。
【０１３１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法は、ユ
ビキリン２を検出するための試薬を用いて試料中のユビキリン２を検出する方法であって
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もよい。
【０１３２】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２を検出するための試薬は、ユビキリン２特異抗体を含むものであっ
てもよい。
【０１３３】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２特異抗体は、下記（１）または（２）に記載のポリペプチドを用い
て誘導され、かつ当該ポリペプチドに特異的に結合する抗体であってもよい。
（１）配列番号１に示されるアミノ酸配列からなるポリペプチド。
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（２）上記（１）の部分ポリペプチド。
【０１３４】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記ユビキリン２を検出するための試薬は、下記（３）〜（５）のいずれかに示され
る塩基配列を有するポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズする
ポリヌクレオチドを含むものであってもよい。
（３）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチド。
（４）配列番号２に示される塩基配列を有するポリヌクレオチドのアンチセンス鎖。
（５）上記（３）または（４）の部分塩基配列。
【０１３５】
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また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記生体から取得された試料は尿であってもよい。
【０１３６】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌の診断のためのデータ取得方法におい
て、上記尿路上皮癌は、腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌から選択されるいずれか１つ以上
であってもよく、上記扁平上皮癌は子宮頸癌および食道癌から選択されるいずれか１つ以
上であってもよい。
【０１３７】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌物質のスクリーニング
方法は、被験物質を接触させた尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン２の発
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現量と、被験物質を接触させていない尿路上皮癌細胞または扁平上皮癌細胞のユビキリン
２の発現量とを比較し、ユビキリン２の発現量を減少させる効果を有する被験物質を選択
することを特徴としている。
【０１３８】
一方、本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤は、ユビキリン２の
発現を阻害する物質を含むことを特徴としている。
【０１３９】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤は、上記ユビキリン２
の発現を阻害する物質が、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌクレオチドのｓｉＲ
ＮＡであってもよい。
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【０１４０】
一方、本発明にかかる抗癌剤用添加剤は、尿路上皮癌および扁平上皮癌の抗癌剤と共に
用いられ、該抗癌剤に対する癌細胞の感受性を高めるための抗癌剤用添加剤であって、ユ
ビキリン２の発現を阻害する物質を含むことを特徴としている。
【０１４１】
また本発明にかかる尿路上皮癌および扁平上皮癌に対する抗癌剤用添加剤において、上
記ユビキリン２の発現を阻害する物質は、ユビキリン２遺伝子またはその部分ポリヌクレ
オチドのｓｉＲＮＡであってもよい。
【０１４２】
以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本
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発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。
【実施例】
【０１４３】
〔実施例１〕ユビキリン２特異抗体を用いた免疫組織染色および免疫細胞染色
（１）実験方法
＜ユビキリン２特異抗体の作製＞
ユビキリン１特異抗体、ユビキリン２特異抗体、およびユビキリン２特異抗体は、Sant
a Cruz社より購入されたものを使用した。各特異抗体は５００倍に希釈したものを実験に
使用した。
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【０１４４】
＜免疫組織染色＞
患者検体（手術にて摘出した組織サンプル）をホルマリンで固定した後、パラフィンで
包埋を行った。切片を作製し、脱パラフィン化、再水和して一次抗体（ユビキリン２特異
抗体）と反応させた（４℃、１８時間）。続いてペルオキシダーゼ標識２次抗体（ニチレ
イ社製）をアプライし、酵素特異基質を添加した後に、発色試薬を用いて検体を染色した
。
【０１４５】
＜免疫細胞染色：尿検体を用いた手法＞
患者から採取した尿検体を用いて塗抹標本を作製した（液状化細胞診標本の作製）。尿
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検体を９５％（ｖ/ｖ）アルコールで固定（室温３０分）し、さらに検体を０．５％過酸
化水素添加メタノールおよび動物血清と反応させた後に、一次抗体（ユビキリン２特異抗
体）と反応させた（室温で３０分間）。その後、ビオチン化二次抗体およびペルオキシダ
ーゼ標識ストレプトアビジンと反応させ、発色試薬を用いて染色した。
【０１４６】
１検体あたり、２０個以上の陽性細胞を検出できれば、陽性と判定した。
【０１４７】
＜パパニコロー染色＞
尿検体をスライドグラスに塗抹し、９５％（ｖ/ｖ）エタノールで固定した。核染色（
ヘマトキシリン染色）、および細胞質染色（OG100染色液およびEA100染色液にて染色）を
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行い、カバーガラスにて検体を封入した。核および細胞質の所見や構造異型から、癌細胞
と非腫瘍細胞とを識別した。
【０１４８】
（２）結果
図１にユビキリン２特異抗体を用いて免疫組織染色を行った結果を示す。図１の（ａ）
および（ｂ）は正常尿路上皮の結果であり、（ｃ）および（ｄ）は非浸潤性尿路上皮癌（
低悪性度）の結果であり、（ｅ）および（ｆ）は浸潤性尿路上皮癌（高悪性度）の結果で
ある。
【０１４９】
図１において褐色に染色されている箇所は、ユビキリン２が発現している箇所を示して
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おり、正常尿路上皮では染色が見られなかったのに対して（図１（ａ）および（ｂ））、
尿路上皮癌では褐色に染色されていた（図１（ｅ），（ｆ））。また悪性度が高い浸潤性
尿路上皮癌のみならず（図１（ｅ）、（ｆ））、悪性度の低い非浸潤性尿路上皮癌につい
ても褐色に染色されていた（図１（ｃ）、（ｄ））。よって、ユビキリン２は尿路上皮癌
に特異的に発現していることが示され、ユビキリン２特異抗体によって尿路上皮癌を検出
し得ることが確認された。
【０１５０】
図２に、病理組織診断によって尿路上皮癌であると診断された患者から取得した尿検体
および病変組織を用いて各種染色を行った結果を示す。図２（ａ）および（ｂ）は尿中剥
離細胞をパパニコロー染色した結果であり、図２（ｃ）および（ｄ）はユビキリン２特異
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抗体を用いて免疫細胞染色を行った結果であり、図２（ｅ）および（ｆ）は患者から取得
した病変組織をＨＥ染色した結果である。
【０１５１】
通常の尿細胞診では異型細胞がみられるものの、癌であるとまでは診断できなかった（
図２（ａ）および（ｂ））が、同患者の尿中剥離細胞をユビキリン２特異抗体で染色した
ところ、尿中剥離細胞が褐色に染色された（図２（ｃ）および（ｄ））。同患者について
病理組織診断を行ったところ、非浸潤性尿路上皮癌（低悪性度）であると診断された（図
２（ｅ）および（ｆ））。
【０１５２】
一方、図３に、病理組織診断によって非腫瘍性病変であると診断された患者から取得し
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た尿検体および病変組織を用いて各種染色を行った結果を示す。図３（ａ）および（ｂ）
は尿中剥離細胞をパパニコロー染色した結果であり、図３（ｃ）および（ｄ）はユビキリ
ン２特異抗体を用いて免疫細胞染色を行った結果であり、図３（ｅ）および（ｆ）は患者
から取得した尿路上皮をＨＥ染色した結果である。
【０１５３】
通常の尿細胞診では異型細胞がみられるものの、癌であるとまでは診断できなかった（
図３（ａ）および（ｂ））が、同患者の尿中剥離細胞をユビキリン２特異抗体で染色した
ところ、尿中剥離細胞は褐色に染色されなかった（図３（ｃ）および（ｄ））。同患者に
ついて病理組織診断を行ったところ、非腫瘍性病変であると診断された（図３（ｅ）およ
び（ｆ））。
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【０１５４】
図２および３の結果より、通常の尿細胞診では癌であるかどうかを判断できない場合で
あっても、ユビキリン２特異抗体で免疫染色することにより、癌であるかどうかを判断す
ることができる可能性が確認された。
【０１５５】
図４に尿中剥離細胞をパパニコロー染色した結果をもとに尿路上皮癌の診断を行った結
果（つまり従来の尿細胞診を行った結果）と、尿中剥離細胞をユビキリン２特異抗体で免
疫染色した結果をもとに尿路上皮癌の診断を行った結果（つまり本発明にかかる尿細胞診
を行った結果）との対比を行った結果を示す。
【０１５６】
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図４（ａ）は被験者の内訳を示しており、「陰性（正常）」は病理組織診断によって非
腫瘍性病変であると診断された患者から取得した尿検体の数（１００検体）を示し、「陽
性（癌）」は病理組織診断によって尿路上皮癌であると診断された患者から取得した尿検
体の数（４９検体）を示す。つまり、合計１４９検体を用いて、従来の尿細胞診および本
発明にかかる尿細胞診を実施したことを図４（ａ）は示している。なお、図４（ａ）中、
「高悪性度」は病理組織診断によって悪性度が高いと判断された患者から取得した尿検体
の数（２７検体）を示し、「低悪性度」は病理組織診断によって悪性度が低いと判断され
た患者から取得した尿検体の数（２２検体）を示す。
【０１５７】
図４（ｂ）は陽性（癌）の尿検体について、従来の尿細胞診を行った結果である。従来
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の尿細胞診では、高悪性度の癌検体２７検体中２０検体を正しく陽性と判断することがで
きた（感度７４．１％）。一方、低悪性度の癌検体２２検体中５検体しか正しく陽性と判
断することができなかった（感度２２．７％）。
【０１５８】
図４（ｃ）は陽性（癌）の尿検体について、本発明にかかる尿細胞診を行った結果であ
る。本発明にかかる尿細胞診では、高悪性度の癌検体２７検体中２７検体を正しく陽性と
判断することができた（感度１００％）。一方、低悪性度の癌検体２２検体中１９検体を
正しく陽性と判断することができた（感度８６．４％）。
【０１５９】
図４（ｄ）は陰性（正常）の尿検体について、従来の尿細胞診を行った結果である。従
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来の尿細胞診では、非腫瘍性病変であるにも関わらず陽性と判断した結果は０％であった
。また、判定困難が１３検体あった。
【０１６０】
図４（ｅ）は陰性（正常）の尿検体について、本発明にかかる尿細胞診を行った結果で
ある。本発明にかかる尿細胞診では、尿中剥離細胞の細胞数が少なく判定困難とした例が
４％であったが、９６％について陰性であると正しく判断した。よって、本発明にかかる
尿細胞診の特異度は９６％であった。
【０１６１】
したがって、図４の結果より、従来の尿細胞診は、悪性度の高い検体では比較的高感度
で診断を行うことができるが、悪性度の低い検体では感度が著しく低下してしまうこと、
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ただし、従来の尿細胞診は、比較的高い特異度を有していることが確認された。これに対
して、本発明にかかる尿細胞診によれば、高感度かつ高い特異度をもって尿路上皮癌の診
断を行うことが可能であるということが確認された。さらに本発明にかかる尿細胞診では
、悪性度が低い検体に対しても高感度に診断することができるという利点が見られた。
【０１６２】
図５に食道扁平上皮癌患者から採取した病変組織をＨＥ染色およびユビキリン２特異抗
体で免疫染色を行った結果を示す。図５（ａ）は病変組織をＨＥ染色した結果であり、図
５（ｂ）は同病変組織をユビキリン２特異抗体で免疫染色を行った結果である。
【０１６３】
図５によれば、ユビキリン２特異抗体によって、尿路上皮癌のみならず、食道扁平上皮
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癌を検出することができるということが確認された。
【０１６４】
次に、ユビキリン２以外のユビキリンファミリー（ユビキリン１および４）と、ユビキ
リン２との比較を行った。図６は、ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、膀
胱癌（尿路上皮癌）の病変組織の免疫染色を行った結果を示す。図６（ａ）はユビキリン
１特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、図６（ｂ）はユビキリン２
特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、図６（ｃ）はユビキリン４特
異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、図６（ｄ）はユビキリン２特異
抗体を用いて正常尿路上皮組織の免疫染色を行った結果である。図６によれば、ユビキリ
ン２特異抗体を用いた場合のみ、膀胱癌の病変組織が褐色に染色されていることが確認さ
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れた（図６（ｂ）を参照のこと。）。よって、ユビキリン１や４では膀胱癌を検出するこ
とはできないが、ユビキリン２を検出することによって膀胱癌をはっきりと検出すること
が可能であるということが確認された。
【０１６５】
図７は、ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、子宮頸癌（扁平上皮癌）の
病変組織の免疫染色を行った結果を示す。図７（ａ）はユビキリン１特異抗体を用いて病
変組織の免疫染色を行った結果であり、図７（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変
組織の免疫染色を行った結果であり、図７（ｃ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組
織の免疫染色を行った結果であり、図７（ｄ）はユビキリン２特異抗体を用いて正常子宮
頸部扁平上皮組織の免疫染色を行った結果である。図７によれば、ユビキリン２特異抗体
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を用いた場合のみ、子宮頸癌の病変組織が褐色に染色されていることが確認された（図７
（ｂ）を参照のこと。）。よって、ユビキリン１や４では子宮頸癌を検出することはでき
ないが、ユビキリン２を検出することによって子宮頸癌をはっきりと検出することが可能
であるということが確認された。
【０１６６】
図８は、ユビキリン１，２，または４の特異抗体を用いて、食道癌（扁平上皮癌）の病
変組織の免疫染色を行った結果を示す。図８（ａ）はユビキリン１特異抗体を用いて病変
組織の免疫染色を行った結果であり、図８（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変組
織の免疫染色を行った結果であり、図８（ｃ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織
の免疫染色を行った結果であり、図８（ｄ）はユビキリン２特異抗体を用いて正常食道組
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織の免疫染色を行った結果である。図８によれば、ユビキリン２特異抗体を用いた場合の
み、食道癌の病変組織が褐色に染色されていることが確認された（図８（ｂ）を参照のこ
と。）。よって、ユビキリン１や４では食道癌を検出することはできないが、ユビキリン
２を検出することによって食道頸癌をはっきりと検出することが可能であるということが
確認された。
【０１６７】
図９に、腎癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果（図９（ａ）を参照のこと）、および
ユビキリン２特異抗体を用いて腎癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示す（図９（ｂ
）を参照のこと。）。
【０１６８】

20

図１０に、肺腺癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果（図１０（ａ）を参照のこと）、
およびユビキリン２特異抗体を用いて肺腺癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示す（
図１０（ｂ）を参照のこと。）。
【０１６９】
図９および１０の結果によれば腎癌および肺腺癌ではユビキリン２はほとんど発現して
いなかった。このため、ユビキリン２を検出することによって、腎癌や肺腺癌の検出を行
うことはできないことが確認された。
【０１７０】
図１１に、大腸腺癌の病変組織のＨＥ染色を行った結果（図１１（ａ）を参照のこと）
、およびユビキリン２特異抗体を用いて大腸腺癌の病変組織の免疫染色を行った結果を示
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す（図１１（ｂ）を参照のこと。）。
【０１７１】
図１１の結果から大腸腺癌ではユビキリン２の発現は見られたがシグナルは脆弱であっ
た。また大腸腺癌の組織によってはユビキリン２が高発現している病変組織があり（デー
タは示さず。）、ユビキリン２の発現は安定性にかけるものであった。このため、ユビキ
リン２を検出することによる、大腸腺癌の検出は困難であるということが確認された。
【０１７２】
図１２は、乳癌の病変組織をＨＥ染色、およびユビキリン１，２，または４の特異抗体
を用いて免疫染色を行った結果を示す。図１２（ａ）はＨＥ染色を行った結果であり、図
１２（ｂ）はユビキリン２特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、図
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１２（ｃ）はユビキリン１特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果であり、図
１２（ｄ）はユビキリン４特異抗体を用いて病変組織の免疫染色を行った結果である。
【０１７３】
一方、図１３に正常乳腺をユビキリン２特異抗体で免疫染色を行った結果を示す。なお
、図１３（ａ）および（ｂ）は共に正常乳腺を免疫染色した結果である。
【０１７４】
図１２および１３において、乳癌および正常乳腺ともにユビキリン２の高発現が観察さ
れた（図１２（ｂ）および図１３を参照のこと。）。またユビキリン２と同様に、乳癌の
病変組織において、ユビキリン１および４の高発現が確認された（図１２（ｃ）および（
ｄ）を参照のこと。）。よって、ユビキリン２を検出することによって、乳癌を検出する
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ことは困難であるということが確認された。
【０１７５】
図１４に、前立腺癌の病変組織または正常前立腺組織をユビキリン２特異抗体で免疫染
色した結果を示す。図１４（ａ）および（ｃ）は前立腺癌の病変組織を免疫染色した結果
であり、図１４（ｂ）および（ｄ）は正常前立腺組織を免疫染色した結果である。
【０１７６】
図１４において、前立腺癌の病変組織および正常前立腺組織ともにユビキリン２の高発
現が観察された。よって、ユビキリン２を検出することによって、前立腺癌を検出するこ
とは困難であるということが確認された。
10

【０１７７】
〔実施例２〕ユビキリン２遺伝子発現抑制による効果の検証−１
（１）方法
ヒト尿路上皮癌細胞株

ＫＵ７（慶應義塾大学医学部泌尿器科学講座より供与された。

）に、コントロールＲＮＡ（QIAGEN社製）またはユビキリン２のｓｉＲＮＡを導入した。
なお、ユビキリン２のｓｉＲＮＡは、ユビキリン２遺伝子の5
3

‑TCCCATAAAGAGACCCTAATA‑

（配列番号３）をTarget sequenceとして合成されたｓｉＲＮＡを使用した。各ＲＮＡ

の導入はLipofectamineTMRNAimax（ライフテクノロジー・ジャパン社製）を使用し、Lipo
fection法によって行われた。
【０１７８】
ＲＮＡが導入された細胞を７２時間培養の後に、ＴＵＮＥＬ（Terminal deoxynucleoti

20

dyl transferase dUTP nick end labeling法：タカラバイオ社製）法により、蛍光顕微鏡
下でＴＵＮＥＬ陽性細胞（つまりアポトーシス(apoptosis、細胞死)に陥った細胞）を検
出し、全細胞に対する割合を算出した。
【０１７９】
（２）結果
図１５（ａ）はユビキリン２のｓｉＲＮＡが導入された細胞をＤＡＰＩ染色し、細胞の
核染色を行った結果を示す。図１５（ｂ）はコントロールＲＮＡが導入された細胞をＤＡ
ＰＩ染色し、細胞の核染色を行った結果を示す。図１５（ａ）および（ｂ）ともに、全細
胞の核が青く染色されていることが分かる。なお図１５（ａ）における矢印はＤＮＡの断
片化を示している。
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【０１８０】
図１５（ｃ）はユビキリン２のｓｉＲＮＡが導入された細胞をＴＵＮＥＬ染色し、ＴＵ
ＮＥＬ陽性細胞（アポトーシスに陥った細胞）を検出した結果を示す。図１５（ｄ）はコ
ントロールＲＮＡが導入された細胞をＴＵＮＥＬ染色し、ＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトー
シスに陥った細胞）を検出した結果を示す。図１５（ｃ）および（ｄ）において、緑色に
発色している細胞がＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトーシスに陥った細胞）である。なお図１
５（ｃ）における矢印はＴＵＮＥＬ陽性細胞を示している。
【０１８１】
図１５（ｅ）はＤＡＰＩ陽性細胞（全細胞数）に対するＴＵＮＥＬ陽性細胞（アポトー
シスに陥った細胞数）の割合（図中「アポトーシス率」と表記する。）を算出しグラフに

40

したものである。
【０１８２】
図１５によれば、ユビキリン２遺伝子を破壊（ノックダウン）することによって、癌細
胞にアポトーシス（細胞死）が誘導されていることが確認された。つまり、これは、ユビ
キリン２遺伝子を破壊（ノックダウン）することによる癌治療効果がin vitro（試験管内
実験）において、確認されたことを意味する。
【０１８３】
〔実施例３〕ユビキリン２遺伝子発現抑制による効果の検証−２
（１）方法
実施例２と同様にしてＲＮＡが導入された細胞を２４時間培養した培養液に、小胞体ス
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トレス剤である、タプシガルギン（シグマ社製）を所定の濃度（０．１μＭ、０．５μＭ
、１μＭ、２．５μＭ）となるように添加した。
【０１８４】
タプシガルギン添加７２時間後に、細胞生存アッセイ（ＭＴＳ assay：プロメガ社製キ
ットを使用。）を行って細胞生存数を求め、薬剤無添加の細胞生存数に対する比率（細胞
生存率）を算出した。
【０１８５】
（２）結果
図１６にタプシガルギン添加７２時間後の細胞生存率を示す。ユビキリン２遺伝子を破
壊（ノックダウン）しない場合、タプシガルギンは細胞毒性をほとんど発揮できない（コ
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ントロールＲＮＡの結果を参照のこと。）。一方、ユビキリン２遺伝子を破壊（ノックダ
ウン）した細胞では、タプシガルギンの細胞毒性が顕著に増強された。
【０１８６】
タプシガルギンなどの小胞体ストレス剤は抗癌剤としての臨床応用が期待されている薬
剤であり（参考文献：実験医学，2009年3月号
解明する

Vol.27 No.4，「Protein Homeostasisを

小胞体ストレスと疾患」、Cancer Frontier

2008 Vol.10

３．小胞体ストレ

スとがん治療 （齋藤さかえ・冨田章弘））、ユビキリン２遺伝子を破壊（ノックダウン
）することで、化学療法の感受性を高めることができ、より効果的な治療の可能性がin v
itro（試験管内実験）において確認された。よって、ユビキリン２遺伝子を破壊（ノック
ダウン）することで、新たな治療戦略を構築できることが期待される。
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【産業上の利用可能性】
【０１８７】
上記説示したように、本発明によれば、ユビキリン２を検出することによって、尿路上
皮癌（腎盂癌、尿管癌、および膀胱癌）や扁平上皮癌（食道癌、子宮頸癌等）の検出また
は診断を簡便に行うことができる。また、本発明によれば、尿路上皮癌や扁平上皮癌の診
断を、高感度（診断精度）、且つ高い特異性をもって行うことができる。
【０１８８】
さらに、ユビキリン２遺伝子を破壊することによって、癌細胞のアポトーシスを誘導し
たり、抗癌剤に対する癌細胞の感受性を高めたりすることができる。このため本発明は、
尿路上皮癌や扁平上皮癌の治療にも寄与することが大いに期待される。
【０１８９】
したがって本発明は、例えば、診断や医療に関わる産業において利用可能である。
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