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(57)【要約】
本発明は、標的遺伝子をバイアスをかけずに増幅する方法、及びそのために用いるアダ
プターDNAの提供を目的とし、本発明は、以下の特徴を有する非バイアス遺伝子増幅に用
いる２本鎖アダプターDNAである：
(a)

センス鎖とアンチセンス鎖がアニーリングしており、センス鎖とアンチセンス鎖

の塩基長は同じであるか、又はセンス鎖が長い；
(b)

センス鎖の塩基長は15〜40bpである；

(c)

アンチセンス鎖に複数のウラシルを含み、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG)でア

ダプターを処理することにより、ウラシルが除去され、その後加熱処理することによりア
ンチセンス鎖が分解される；
(d)

アダプターDNAの少なくとも１端は平滑末端の形態を有する；

(e)

一方の末端で増幅しようとする標的遺伝子に結合する；及び

(f)

センス鎖の一部又は全部が遺伝子増幅に用いるフォワードプライマーの配列であ

る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の特徴を有する非バイアス遺伝子増幅に用いる２本鎖アダプターDNA：
(a)

センス鎖とアンチセンス鎖がアニーリングしており、センス鎖とアンチセンス鎖

の塩基長は同じであるか、又はセンス鎖が長い；
(b)

センス鎖の塩基長は15〜40bpである；

(c)

アンチセンス鎖に複数のウラシルを含み、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG)でア

ダプターを処理することにより、ウラシルが除去され、その後加熱処理することによりア
ンチセンス鎖が分解される；
(d)

アダプターDNAの少なくとも１端は平滑末端の形態を有する；

(e)

一方の末端で増幅しようとする標的遺伝子に結合する；及び

(f)

センス鎖の一部又は全部が遺伝子増幅に用いるフォワードプライマーの配列であ
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る。
【請求項２】
アンチセンス鎖に含まれるウラシルの数がアンチセンス鎖の塩基数の10〜25％であり、
５〜10塩基ごとにウラシルが存在する、請求項１記載の２本鎖アダプターDNA。
【請求項３】
アンチセンス鎖の5'末端にリン酸基が結合しており、3'末端にアミノ基が結合している
、請求項１又は２に記載の２本鎖アダプターDNA。
【請求項４】
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請求項１〜３のいずれか１項に記載のアダプターDNAと該アダプターDNAのセンス鎖の一
部又は全部の配列からなるプライマーを含む、非バイアス遺伝子増幅キット。
【請求項５】
２本鎖アダプターDNA及び２本鎖アダプターDNAのセンス鎖の一部配列からなるフォワー
ドプライマーを用いるアダプターライゲーションPCR増幅法において、フォワードプライ
マーのみによる遺伝子増幅を阻害することにより、非バイアス遺伝子増幅を行うために用
いる阻害プライマーであって、
(a)

該阻害プライマーの配列は、

(i)

増幅しようとする標的遺伝子のmRNAから１本鎖cDNAを合成するときに用いる、オリ

ゴdTプライマーの5'末端にアンカー配列を連結させたアンカーオリゴdTプライマーのアン
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カー配列部分の全部又は一部配列からなるか、若しくは
(ii)

アダプターライゲーションPCR増幅法に用いる２本鎖アダプターのセンス鎖の一部

配列であって、前記のフォワードプライマーの配列より3'側に存在する配列からなり、
(b)

3'側がリン酸基、アミノ基若しくはジデオキシルNTPで修飾されている、阻害プライ

マー。
【請求項６】
請求項１〜３のいずれか１項に記載のアダプターDNAと該アダプターDNAのセンス鎖の一
部又は全部の配列からなるプライマーと請求項５記載の阻害プライマーを含む、非バイア
ス遺伝子増幅キット。
【請求項７】
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以下の工程を含む、標的遺伝子を一方向にバイアスをかけずにPCR法により増幅させる
方法：
(i)

２本鎖cDNAの両端に請求項１〜４のいずれか１項に記載の２本鎖アダプターDNAをラ

イゲーションする工程；
(ii)

２本鎖アダプターDNAをライゲーションした遺伝子をウラシルDNAグリコシラーゼ（

UNG)で処理し、さらに加熱処理することによりアダプターDNAのアンチセンス鎖を分解す
る工程；
(iii)

２本鎖アダプターDNAのセンス鎖の一部又は全部の配列からなるフォワードプライ

マー及び標的遺伝子に特異的にアニーリングするリバースプライマーを用いてPCR増幅を
行う工程。
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【請求項８】
フォワードプライマーのみによる伸長反応は起こらず、リバースプライマーによる伸長
反応が起こり、アダプターのセンス鎖の相補鎖が形成された後に、該相補鎖にフォワード
プライマーがアニーリングし伸長反応が起こり、リバースプライマーによる伸長及びフォ
ワードプライマーによる伸長がこの順序で一方向に起こる、請求項７記載の標的遺伝子を
一方向にバイアスをかけずにPCR法により増幅させる方法。
【請求項９】
さらに、請求項５に記載の阻害プライマーを用いることによりフォワードプライマーの
みによる伸長反応を阻害する、請求項７又は８に記載の標的遺伝子を一方向にバイアスを
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かけずにPCR法により増幅させる方法。
【請求項１０】
T細胞又はB細胞から抽出したトータルRNAからcDNAを合成し、リバースプライマーとし
て、T細胞受容体（TCR)又はB細胞受容体（BCR)のC領域の配列に特異的にアニーリングす
るプライマーを用いてTCR遺伝子又はBCR遺伝子のレパートリーを、請求項７又は８に記載
の方法により網羅的に増幅し、シーケンサーにより配列決定を行うことを含む、TCR又はB
CRのレパートリーの分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、標的遺伝子を特異的に非バイアス増幅させる方法、及びそのために用いるア
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ダプターに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、特定遺伝子を増幅させる方法としてPCR法が用いられてきた。また、増幅に偏り
のない非バイアス増幅のためには、アダプターを付与し、アダプターの一部と遺伝子特異
的部分をプライマーとして、遺伝子増幅を行ってきた。しかし、アダプターは、DNA両端
に付加されてしまうことから、アダプター部分のみでPCR増幅されてしまうことが問題で
あった。従来、制限酵素による消化で可能とされてきたが、技術的に問題であった。
【０００３】
従来技術は、アダプター部、あるいは、cDNA末端部（3'側）に制限酵素部位を挿入し、
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制限酵素処理を行うことで、特異的遺伝子をバイアスをかけずに増幅させる方法であった
。しかし、制限酵素処理が100％ではなく、未処理DNAや、残存アダプターにより、アダプ
ター部分のみでPCR増幅が起こってしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Kobayashi H. et al., PLoS One 8: e76385

doi: 10.1371/journal.po

ne.0076385.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
本発明は、標的遺伝子をバイアスをかけずに増幅する方法、及びそのために用いるアダ
プターの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
非バイアス遺伝子増幅法のためには、アダプター付与は必須である。しかし、アダプタ
ーは、DNA両端に付加されてしまうことから、アダプター部分のみでPCR増幅されてしまう
ことが問題であった。従来、制限酵素による消化で可能とされてきたが、技術的に問題で
あった。
【０００７】
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本発明者らは、制限酵素処理を施さず、アダプター部に通常のDNAには存在しないウラ
シルを付与すること、ウラシルDNAグリコシラーゼで消化し、アダプター部分の一部（セ
ンスあるいはアンチセンスの片方のDNA鎖）を除去することで、アダプター部分のみでPCR
増幅されることを防ぐことができることを見出し、本発明を完成させるに至った。本発明
の遺伝子特異的非バイアス増幅法により、特異的遺伝子をバイアスをかけずに増幅させる
ことが可能になった。
【０００８】
すなわち、本発明は以下のとおりである。
[１]

以下の特徴を有する非バイアス遺伝子増幅に用いる２本鎖アダプターDNA：

(a)

センス鎖とアンチセンス鎖がアニーリングしており、センス鎖とアンチセンス鎖
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の塩基長は同じであるか、又はセンス鎖が長い；
(b)

センス鎖の塩基長は15〜40bpである；

(c)

アンチセンス鎖に複数のウラシルを含み、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG)でア

ダプターを処理することにより、ウラシルが除去され、その後加熱処理することによりア
ンチセンス鎖が分解される；
(d)

アダプターDNAの少なくとも１端は平滑末端の形態を有する；

(e)

一方の末端で増幅しようとする標的遺伝子に結合する；及び

(f)

センス鎖の一部又は全部が遺伝子増幅に用いるフォワードプライマーの配列であ

る。
[２]

アンチセンス鎖に含まれるウラシルの数がアンチセンス鎖の塩基数の10〜25％であ

20

り、５〜10塩基ごとにウラシルが存在する、[１]の２本鎖アダプターDNA。
[３]

アンチセンス鎖の5'末端にリン酸基が結合しており、3'末端にアミノ基が結合して

いる、[１]又は[２]の２本鎖アダプターDNA。
[４]

[１]〜[３]のいずれかのアダプターDNAと該アダプターDNAのセンス鎖の一部又は全

部の配列からなるプライマーを含む、非バイアス遺伝子増幅キット。
[５]

２本鎖アダプターDNA及び２本鎖アダプターDNAのセンス鎖の一部配列からなるフォ

ワードプライマーを用いるアダプターライゲーションPCR増幅法において、フォワードプ
ライマーのみによる遺伝子増幅を阻害することにより、非バイアス遺伝子増幅を行うため
に用いる阻害プライマーであって、
(a)

該阻害プライマーの配列は、

(i)

増幅しようとする標的遺伝子のmRNAから１本鎖cDNAを合成するときに用いる、オリ
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ゴdTプライマーの5'末端にアンカー配列を連結させたアンカーオリゴdTプライマーのアン
カー配列部分の全部又は一部配列からなるか、若しくは
(ii)

アダプターライゲーションPCR増幅法に用いる２本鎖アダプターのセンス鎖の一部

配列であって、前記のフォワードプライマーの配列より3'側に存在する配列からなり、
(b)

3'側がリン酸基、アミノ基若しくはジデオキシルNTPで修飾されている、阻害プライ

マー。
[６]

[１]〜[３]のいずれかのアダプターDNAと該アダプターDNAのセンス鎖の一部又は全

部の配列からなるプライマーと[５]の阻害プライマーを含む、非バイアス遺伝子増幅キッ
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ト。
[７]

以下の工程を含む、標的遺伝子を一方向にバイアスをかけずにPCR法により増幅さ

せる方法：
(i)

２本鎖cDNAの両端に[１]〜[４]のいずれかの２本鎖アダプターDNAをライゲーション

する工程；
(ii)

２本鎖アダプターDNAをライゲーションした遺伝子をウラシルDNAグリコシラーゼ（

UNG)で処理し、さらに加熱処理することによりアダプターDNAのアンチセンス鎖を分解す
る工程；
(iii)

２本鎖アダプターDNAのセンス鎖の一部又は全部の配列からなるフォワードプライ

マー及び標的遺伝子に特異的にアニーリングするリバースプライマーを用いてPCR増幅を
行う工程。
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フォワードプライマーのみによる伸長反応は起こらず、リバースプライマーによる

伸長反応が起こり、アダプターのセンス鎖の相補鎖が形成された後に、該相補鎖にフォワ
ードプライマーがアニーリングし伸長反応が起こり、リバースプライマーによる伸長及び
フォワードプライマーによる伸長がこの順序で一方向に起こる、[７]の標的遺伝子を一方
向にバイアスをかけずにPCR法により増幅させる方法。
[９]

さらに、[５]の阻害プライマーを用いることによりフォワードプライマーのみによ

る伸長反応を阻害する、[７]又は[８]の標的遺伝子を一方向にバイアスをかけずにPCR法
により増幅させる方法。
[１０]

T細胞又はB細胞から抽出したトータルRNAからcDNAを合成し、リバースプライマ

ーとして、T細胞受容体（TCR)又はB細胞受容体（BCR)のC領域の配列に特異的にアニーリ
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ングするプライマーを用いてTCR遺伝子又はBCR遺伝子のレパートリーを、[７]又は[８]の
方法により網羅的に増幅し、シーケンサーにより配列決定を行うことを含む、TCR又はBCR
のレパートリーの分析方法。
【０００９】
本明細書は本願の優先権の基礎である日本国特許出願2015‑033236号の明細書および／
または図面に記載される内容を包含する。
【発明の効果】
【００１０】
本発明のウラシルを含むアダプターを用いてアダプターライゲーションPCRによる遺伝
子増幅方法により、特異的遺伝子をバイアスをかけずに増幅させることが可能となった。
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本発明の遺伝子増幅方法により、T細胞受容体（TCR)やB細胞受容体（BCR)の多様なレパー
トリーを網羅的に増幅することができ、次世代シーケンサーを用いて配列決定を行い、TC
RやBCRのレパートリー分析が可能になる。

本法は、従来法のアダプターライゲーション

PCR（AL‑PCR）より、全ての面で優れており、現在利用可能なすべての方法においても優
位性があり、非バイアス遺伝子増幅法と言える方法である
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の遺伝子増幅法の原理、及び標的遺伝子とアダプターとプライマーの位置
関係を示す図である。
【図２】本発明の阻害プライマーによる伸長阻害の原理、及び標的遺伝子とアダプターと
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プライマーの位置関係を示す図である。
【図３】アダプターを用いた遺伝子特異的非バイアス増幅の結果を示す図である。
【図４】アダプター配列の検討の結果を示す図である。
【図５】TCR網羅的解析を次世代シークエンサーを用いて行った結果を示す図である。
【図６】阻害プライマーを用いた非バイアス増幅の結果を示す図である。
【図７】TCR鎖の、フローサイトメトリーによる解析結果と次世代シークエンサーによる
解析結果の比較の結果を示す図である。
【図８】本発明の方法により、サイズの異なる5種類のマウスTCRが、均等に非バイアス増
幅されることを示す図である。
【図９】PCR前後の５つのサイズの異なるマウスTCRの存在比を示す図である。
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【図１０】TCRレパートリー解析時の遺伝子増幅の正確性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１３】
本発明は、増幅しようとする標的遺伝子をバイアスをかけずに増幅させる方法であり、
特定の配列を有する非バイアス遺伝子増幅用アダプターを用いるアダプターライゲーショ
ンPCR増幅法である。本発明の遺伝子増幅方法において、アダプター部やcDNA 3'末端部に
制限酵素部位を挿入して制限酵素処理を行うことなく、上記アダプターを用いることによ
り、アダプター部分のみでPCR増幅が起こらず、PCR増幅は一方向のみに進行する。PCRが
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一方向に進むことを、PCRが極性を有するともいう。
【００１４】
また、本発明は、阻害プライマーを用いて特定の遺伝子をバイアスをかけずに増幅させ
る方法も包含する。
【００１５】
１．アダプター
本発明のアダプターは、センス鎖とアンチセンス鎖からなり、これらがアニーリングし
ている２本鎖DNAである。本発明において、アダプターをアダプターDNAともいう。アダプ
ターの一方の鎖は一定の頻度でウラシル（dUTP：デオキシウリジン三リン酸）を含んでい
る。以下、アダプターのアンチセンス鎖にウラシルが含まれる場合について説明する。以
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下の説明において、センス鎖とアンチセンス鎖を置き換えることができる。アンチセンス
鎖に相補的なセンス鎖部分における、アンチセンス鎖のウラシルに対応する塩基はアデニ
ンとなる。センス鎖とアンチセンス鎖の塩基長は同じでもよく、ウラシルを含むアンチセ
ンス鎖が短くてもよい。アダプターは少なくとも一端が平滑末端の形態を有している。ア
ンチセンス鎖がセンス鎖より短い場合、アダプターの一端は平滑末端の形態を有しており
、もう一端は突出末端の形態を有しており、平滑末端側で増幅しようとする標的遺伝子に
ライゲーションして用いる。センス鎖とアンチセンス鎖の塩基長が同じ場合、アダプター
の両端は平滑末端の形態を有している。
【００１６】
本発明のアダプターを用いた遺伝子増幅法においては、アダプターのセンス鎖に含まれ
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る配列からなるプライマーをフォワードプライマーとして用いる。従って、フォワードプ
ライマーがアダプター以外にアニーリングすることを避けるため、アダプター配列は遺伝
子を増幅させようとする生物のゲノムに存在しないか、又は極めて存在頻度が低い、人為
的な配列とする。あるいは、アダプターの塩基配列は、増幅対象である標的ファミリー遺
伝子に存在しない配列とする。例えば、T細胞受容体やB細胞受容体のレパートリー分析を
目的として遺伝子増幅を行う場合、T細胞受容体やB細胞受容体に存在しない配列とする。
この結果、アダプターが標的遺伝子の末端にライゲーションしない限りアダプターのセン
ス鎖に含まれる配列からなるプライマーにより増幅は起こらない。
【００１７】
アダプターの塩基長は、15〜40塩基、好ましくは20〜35塩基、さらに好ましくは20〜30
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塩基である。センス鎖とアンチセンス鎖の塩基長が異なる場合、短鎖であるアンチセンス
鎖の塩基長は10〜20塩基、好ましくは10〜15塩基である。
【００１８】
アンチセンス鎖に含まれるウラシルは、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG)によりウラ
シルを除去し無塩基部位を生成させ、その後熱処理により無塩基部位の分解により、アン
チセンス鎖全体が分解されるように存在させる。例えば、アダプターのアンチセンス鎖の
塩基のうち、トータル塩基数の10〜50％の数の塩基、好ましくは10〜25％の数の塩基、さ
らに好ましくは10〜20％あるいは12〜20％の数の塩基がウラシルであればよい。ウラシル
はアンチセンス鎖に規則的に出現する必要は必ずしもないが、例えば、３〜15塩基ごと、
好ましくは３〜10塩基ごと、さらに好ましくは５塩基程度ごとに出現するように設計する
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。ウラシルDNAグルコシラーゼ及び加熱処理により最終的にアンチセンス鎖を分解するた
めには、ウラシルは偏って存在させるのではなく、アンチセンス全体にわたって万遍なく
存在させることが好ましい。
【００１９】
また、アダプター配列はGC含量が50％前後、すなわち40〜60％、好ましくは45〜55％に
なるように設計する。さらに、連続した塩基の配列が存在しないことが好ましい。ただし
、アダプター部に制限酵素部位を含ませる場合、センス鎖においてAが連続して出現する
場合がある。この場合、アンチセンス鎖において、部分的に２〜３個のウラシルが連続し
て存在し得るが、この場合は許容できる。
【００２０】
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平滑末端側であるアンチセンス鎖の5'末端には、標的遺伝子にライゲーションするため
にリン酸基を結合させておく。すなわち、標的遺伝子と結合する側の末端（結合側末端）
が5'末端であるアンチセンス鎖の5'末端をリン酸化しておく。このように一端のみをリン
酸化することにより、アダプターの両端が平滑末端の形態を有している場合でも、アダプ
ターはリン酸化されている末端と反対側の末端では標的遺伝子にライゲーションすること
はできない。また、一端が平滑末端で他端が突出末端の形態を有している場合、平滑末端
側のみで標的遺伝子にライゲーションする。
【００２１】
アンチセンス鎖の3'末端には、アミノ基などPCR伸長反応を阻害する修飾を連結させて
おくことが好ましい。後述のようにアンチセンス鎖にはウラシルが含まれており、ウラシ
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ルDNAグリコシラーゼ（UNG)処理し加熱することによりアンチセンス鎖は分解されるので
、アダプター部にプライマーが結合せず、伸長反応は起こらないが、アンチセンス鎖が分
解されない場合を考慮し、アミノ基などPCR伸長反応を阻害する修飾を連結させておくこ
とが好ましい。アミノ基を連結させることにより、アンチセンス鎖がプライマーとして作
用することがないので、伸長反応は起こらない。
【００２２】
アダプターを遺伝子にライゲーションした後に、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG)で
処理することにより、ウラシルグルコシド結合が分解され、ウラシルが除去され、アダプ
ターのアンチセンス鎖DNA内にアルカリ感受性無塩基部位が生成される。その後、80〜90
℃で数分加熱処理することにより、ウラシルが除去された無塩基部位が分解され、アダプ
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ターのアンチセンス鎖が完全に分解される。
【００２３】
本発明のPCR遺伝子増幅法において、アダプター部分にアニーリングさせるアダプター
用フォワードプライマーはアダプターのセンス鎖の全部又は一部の配列で設計されている
。好ましくは、センス鎖の5'末端からの10〜30塩基、好ましくは15〜25塩基からなる配列
である。
【００２４】
本発明のアダプターは、センス鎖とアンチセンス鎖を公知の方法で合成し、アニーリン
グすることにより作製することができる。ウラシルを含むアンチセンス鎖は、dUTPを用い
て合成すればよい。
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【００２５】
本発明のアダプターとして以下の配列からなるアダプターを例示することができる。
（１）配列番号２に表される塩基配列からなるセンス鎖と配列番号３に表される塩基配列
からなるアンチセンス鎖であって、5'末端をリン酸化したアンチセンス鎖をアニーリング
させたアダプター。アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基を結合させてもよい。このアダプ
ターは、リン酸基が結合した末端が平滑末端の形態を有し、他端は突出末端の形態を有す
る。このアダプターを用いる場合、フォワードプライマーとして、配列番号４に表される
塩基配列からなるプライマーを用いる。
（２）配列番号８に表される塩基配列からなるセンス鎖と配列番号９に表される塩基配列
からなるアンチセンス鎖であって、5'末端をリン酸化したアンチセンス鎖をアニーリング
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させたアダプター。アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基を結合させてもよい。このアダプ
ターは、両端が平滑末端の形態を有する。このアダプターを用いる場合、フォワードプラ
イマーとして、配列番号１７に表される塩基配列からなるプライマーを用いる。
（３）配列番号８に表される塩基配列からなるセンス鎖と配列番号１０に表される塩基配
列からなるアンチセンス鎖であって、5'末端をリン酸化したアンチセンス鎖をアニーリン
グさせたアダプター。アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基を結合させてもよい。このアダ
プターは、両端が平滑末端の形態を有する。このアダプターを用いる場合、フォワードプ
ライマーとして、配列番号１７に表される塩基配列からなるプライマーを用いる。
（４）配列番号８に表される塩基配列からなるセンス鎖と配列番号１１に表される塩基配
列からなるアンチセンス鎖であって、5'末端をリン酸化したアンチセンス鎖をアニーリン
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グさせたアダプター。アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基を結合させてもよい。このアダ
プターは、両端が平滑末端の形態を有する。このアダプターを用いる場合、フォワードプ
ライマーとして、配列番号１７に表される塩基配列からなるプライマーを用いる。
【００２６】
本発明は、上記アダプターと該アダプターのセンス鎖の一部又は全部の配列からなるプ
ライマーを含む、非バイアス遺伝子増幅キットも含む。該キットは、その他、標的遺伝子
に特異的なリバースプライマー、DNAポリメラーゼ、デオキシリボヌクレオチド等を含ん
でいてもよい。また、下の４で詳述する阻害プライマーを含んでいてもよい。
【００２７】
２．本発明の遺伝子増幅法
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本発明の遺伝子増幅方法は、フォワードプライマーとして、上記のアダプターのセンス
鎖の全部又は一部の配列からなり、アダプターのセンス鎖に内在する配列を有するアダプ
ター用フォワードプライマーを用い、リバースプライマーとして増幅させようとする標的
遺伝子の3'末端近傍にアニーリングするプライマーを用いる。
【００２８】
本発明の遺伝子増幅法が対象とする標的遺伝子は限定されず、あらゆるゲノムDNAが対
象となる。最初に細胞からトータルmRNAを抽出精製し、１本鎖cDNAを合成する。cDNAの合
成は、対象遺伝子に特異的な合成用プライマー、逆転写酵素を用い公知の方法で行うこと
ができる。また、オリゴdTプライマーやアンカー配列を連結させたアンカーオリゴdTプラ
イマーを用いてもよい。ここで、アンカーオリゴdTプライマーのアンカー配列はオリゴdT
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配列の5'側に連結される、標的遺伝子配列と相補的でない配列であり、例えば、制限酵素
部位を含む。また、４．で詳述する阻害プライマーの配列を含んでいてもよい。アンカー
配列の塩基長は限定されないが、10〜40塩基である。合成した１本鎖cDNAに相補的なDNA
鎖を合成し、２本鎖cDNAを合成する。細胞の由来生物種は限定されないが、好ましくは真
核細胞、さらに好ましくは哺乳類、特に好ましくはヒト若しくはマウスの細胞を用いる。
一連のcDNAの合成は市販のcDNA合成キットを用いて行うことができる。アダプターを結合
（ライゲーション）する際には、元となるDNA、例えば、合成したcDNAやゲノムDNAは、末
端を平滑処理する必要がある。
【００２９】
合成した二本鎖cDNAの両端に本発明のアダプターをDNAリガーゼを用いてライゲーショ
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ンする。DNAリガーゼとしては、T4 DNAリガーゼ、大腸菌DNAリガーゼ等の常温性DNAリガ
ーゼを用いることができる。また、耐熱性DNAリガーゼを用いてもよい。
【００３０】
次いで、アダプターをライゲーションした遺伝子をウラシルDNAグルコシラーゼ（UNG)
で処理する。処理は、20〜30℃で５〜30分間行えばよい。ウラシルDNAグルコシラーゼ（U
NG)で処理することにより、ウラシルグルコシド結合が分解され、ウラシルが除去され、
アダプターのアンチセンス鎖DNA内にアルカリ感受性無塩基部位が生成される。その後、8
0〜100℃、例えば95℃で数分、例えば２分間加熱処理することにより、ウラシルが除去さ
れた無塩基部位が分解され、アダプターのアンチセンス鎖が完全に分解される。さらに、
過剰に存在するアダプターのアンチセンス鎖を分解することもできる。アダプターが過剰
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に存在している場合、遊離のアダプターのアンチセンス鎖がプライマーとして作用して意
図しない増幅が起こる可能性があり、遊離のアダプターのアンチセンス鎖を分解すること
により、意図しない増幅を回避することができる。この結果、アダプターのセンス鎖のみ
が残る。ウラシルDNAグルコシラーゼ（UNG)としては、好ましくは温度感受性のものを用
いる。温度感受性の酵素を用いることにより加熱処理により酵素自体を不活性化させるこ
とができる。
【００３１】
アダプターのセンス鎖の全部又は一部配列からなるフォワードプライマーであるアダプ
ター用フォワードプライマーと標的遺伝子の一部配列に相補的で標的遺伝子に特異的なリ
バースプライマーを添加して、PCR伸長反応を行う。アダプター用フォワードプライマー

50

(9)

JP WO2016/136716 A1 2016.9.1

は、アダプターのセンス鎖の全部又は一部の配列で設計されている。好ましくは、センス
鎖の5'末端からの10〜30塩基、好ましくは15〜25塩基からなる配列である。また、アダプ
ター用プライマーはアダプターのセンス鎖の相補鎖であるアンチセンス鎖にアニーリング
するが該アンチセンス鎖の配列に対して、１〜数個、好ましくは１個若しくは２個のミス
マッチがあってもよく、該アンチセンス鎖にストリンジェントな条件下でハイブリダイズ
し得る配列を有していればよい。リバースプライマーは、標的遺伝子の3'末端近傍の配列
に相補的な塩基配列からなり、10〜30塩基、好ましくは15〜25塩基からなる配列である。
また、標的遺伝子の塩基配列に対して１〜数個、好ましくは１個若しくは２個のミスマッ
チがあってもよく、該標的遺伝子にストリンジェントな条件下でハイブリダイズし得る配
列を有していればよい。PCR伸長反応は、DNAポリメラーゼを用いて通常用いる条件で公知
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の方法で行えばよい。例えば、98℃で10秒間加熱、60℃で30秒間冷却、68℃で60秒間加熱
を１サイクルとして30サイクル程度繰り返せばよい。
【００３２】
PCR増幅反応の際、アダプターのアンチセンス鎖は分解されているため、フォワードプ
ライマーはアンチセンス鎖とアニーリングしないので、最初はフォワードプライマーによ
る増幅反応は起こらない。一方、リバースプライマーは標的遺伝子のセンス鎖の3'末端近
傍にアニーリングし、増幅反応が進行する。リバースプライマーによりDNA合成が進行し
、アダプター部分のセンス鎖の相補鎖部分まで伸長し、相補鎖が形成されると、フォワー
ドプライマーがアダプターのアンチセンス鎖の相補鎖部分にアニーリングし、フォワード
プライマーによる増幅が進行する。すなわち、遺伝子伸長によりアダプターのアンチセン
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ス鎖ができない限り、フォワードプライマーはアダプターにアニーリングすることはない
ので、フォワードプライマーのみによる増幅は進行しない。あるいは、本発明の方法にお
いては、フォワードプライマーのみでは増幅は起こらず、リバースプライマーにより伸長
したDNAに対してフォワードプライマーがアニーリングし、フォワードプライマーとリバ
ースプライマーによる増幅のみが起こるということもできる。
【００３３】
結局、本発明の遺伝子増幅法においては、アダプター用プライマーによる増幅は標的遺
伝子特異的プライマーによる増幅の後に起こるので、リバースプライマーによる伸長及び
フォワードプライマーによる伸長がこの順序で一方向に起こり、遺伝子増幅は常に一方向
で進行する。本発明において、「一方向に増幅させる」とは、このことを意味する。
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【００３４】
本発明の遺伝子増幅法により、細胞中の各mRNAの存在比率を保持したまま、バイアスを
かけることなく遺伝子を増幅させることができ、本発明の遺伝子増幅法の原理及び標的遺
伝子（中央の黒で示した２本鎖）とアダプターとプライマーの位置関係を図１に示す。図
１のAの図において、遺伝子の両端に存在する5'側の長鎖(センス鎖）と3'側の短鎖(アン
チセンス鎖)の２本鎖はアダプターを示し、短鎖の×は短鎖がUNG処理及び加熱処理により
分解されることを示す。Bの図は、アンチセンス鎖が分解された後、標的遺伝子特異的な
リバースプライマーで１の矢印方向に増幅が起こり、アダプターのセンス鎖に対する相補
鎖まで伸長した後にアダプターに結合するフォワードプライマーで２の矢印方向に増幅が
起こることを示す。
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【００３５】
３．本発明の遺伝子増幅法によるT細胞受容体及びB細胞受容体のレパートリー分析
本発明の遺伝子増幅法により、T細胞受容体（TCR)やB細胞受容体（BCR)等の抗原受容体
のレパートリーを偏りなく分析することができる。
【００３６】
T細胞受容体及びB細胞受容体は、遺伝子領域（セグメント）による体細胞遺伝子組換え
によって生成され、遺伝子領域として、V（variable）領域、D（diversity)領域、J（joi
ning）領域及びC（constant）領域が存在する。V(D)J組換えとして知られている組換え（
再構成）によりT細胞受容体及びB細胞受容体のレパートリーが拡大し、約1020の多様性を
獲得する。本発明の遺伝子増幅方法によれば、この多様なT細胞受容体及びB細胞受容体の
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レパートリーを分析することができる。
【００３７】
T細胞受容体及びB細胞受容体のレパートリーを分析するには、ヒトやマウス等の哺乳類
動物のT細胞からトータルmRNAを抽出精製し、本発明の遺伝子増幅法によりTCR遺伝子を増
幅すればよい。また、脾細胞や脾臓組織からトータルmRNAを抽出精製してもよい。
【００３８】
遺伝子増幅は上記２に記載の方法で行えばよいが、この際、リバースプライマーとして
、C領域の塩基配列に特異的にアニーリングするものを用いればよい。C領域は定常領域で
あるため、配列のバリエーションが少なく、1種類あるいは数種類のリバースプライマー
を用いることによりすべてのT細胞受容体遺伝子を増幅させることができる。
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【００３９】
T細胞受容体遺伝子に特異的な複数のフォワードプライマーとリバースプライマーを用
いる従来の方法（マルチプレックスPCR等）では、V領域の5'末端近傍を増幅できないこと
が多く、この部分の配列決定をすることは困難であった。本発明の遺伝子増幅方法では、
V領域末端のさらに5'側にアダプターをライゲーションし、該アダプターに結合するフォ
ワードプライマーを用いるため、V領域の5'端あるいはV領域の5'端側に存在するL領域の
一部も増幅することが可能であり、T細胞受容体の再構成に関わるJ領域からV領域全部の5
00〜600bpの領域を増幅し、配列を決定することができる。
【００４０】
本発明の遺伝子増幅法により、T細胞受容体遺伝子の5'末端にアダプターを付加し、ア
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ダプター用フォワードプライマーとC領域特異的プライマーを用いてPCRを実施することで
、すべてのT細胞受容体遺伝子を均一に増幅することができる。
【００４１】
増幅した遺伝子について配列決定を行いレパートリーを分析することができる。この際
、数千万のDNA断片の塩基配列を同時並行的に決定することができる次世代シーケンサー
（第２世代シーケンサー）を用いればよい。次世代シーケンサーとしては、Genome Seque
ncer FLX(GD FLX）（Roche社）、Illumina HiSeq/MiSeq（Illumina社）等を用いることが
できる。
【００４２】
この方法により、例えば、ある疾患に罹患している患者のT細胞受容体のT細胞受容体レ
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パートリーを分析し、疾患特異的なT細胞受容体を同定することが可能になる。
【００４３】
本発明の方法によりレパートリー解析を行う場合の、塩基配列一致率は高く、90％塩基
配列が一致した遺伝子が80％以上存在する。すなわち、本発明の方法により、特異的遺伝
子の増幅が正確に行われる。その結果、生体内のT細胞受容体（TCR)やB細胞受容体（BCR)
等の抗原受容体のレパートリーの比率を反映することができる。
【００４４】
４．阻害プライマー
本発明はアダプターライゲーションPCR増幅法において、非バイアス遺伝子増幅に用い
る阻害プライマーも包含する。
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【００４５】
本発明の阻害プライマーを用いて特定の遺伝子をバイアスをかけずに増幅させることが
できる。
【００４６】
アダプターは、DNA両端に付加されてしまうことから、上記１の本発明のアダプターの
ように特定の配列を有しないプライマーを用いる場合、そのままではアダプター部分のみ
でPCR増幅されてしまう。そこで、アダプター部分をプライマーとしてアンチセンス鎖が
増幅できないように、アダプターの一部の塩基配列をプライマーとした阻害プライマーを
設計すればよい。この場合、アダプターの一部の塩基配列である阻害プライマーの配列は
、アダプターにアニーリングするフォワードプライマーの配列よりも3'側、すなわち標的
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遺伝子側に位置するように設計する。あるいは、１本鎖cDNA合成の際に用いるプライマー
として、上記２に記載のように、オリゴdTプライマーの5'末端にアンカー配列を連結させ
たアンカーオリゴdTプライマーを用い、該アンカーオリゴdTプライマーのoligo (dT)部分
より5

側のアンカー配列部分の塩基配列をプライマーとした阻害プライマーを設計して

もよい。該阻害プライマーの3

側には、リン酸基やアミノ基、ジデオキシルNTPなどPCR

における伸長反応を阻害できる修飾を施すことで、阻害プライマー以降の伸長反応を阻害
することができる。この結果、阻害プライマーを用いることで特定の遺伝子をバイアスを
かけずに増幅させることができる。
【００４７】
本発明の阻害プライマーによる伸長阻害の原理及び標的遺伝子（中央の黒で示した２本

10

鎖）とアダプターとプライマーの位置関係を図２に示す。図２に示す例では、アダプター
としては、ウラシルを含まないアダプターを用いている。図２Aは阻害プライマーを用い
ない場合を示す。アダプターは標的遺伝子の両端に結合する。アダプターのセンス鎖（長
鎖）の配列からなるフォワードプライマーは、標的遺伝子の両端のアダプターにアニーリ
ングし、プライマーとしてフォワードプライマーしか添加しない場合でも、フォワードプ
ライマーによる伸長が２（F)の矢印の方向に起こってしまう。この場合、図２Aに示すよ
うに、アダプターのセンス鎖とアンチセンス鎖の長さを変え、フォワードプライマー配列
をセンス鎖の１本鎖の部位の配列とすれば、理論上は、フォワードプライマーはアダプタ
ーにアニーリングせず、伸長は起こらない。しかしながら、実際には、標的遺伝子に結合
しないで遊離の状態で残存しているアダプターのアンチセンス鎖がアダプターのセンス鎖
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にアニーリングしリバースプライマーとして作用し、そこから伸長が２（R)の方向に起こ
ってしまうことがある。さらに、伸長がアダプター部分まで進み、センス鎖の相補鎖がで
きると、その相補鎖にフォワードプライマーがアニーリングし、伸長が２（F)の矢印の方
法に起こってしまう。すなわち、フォワードプライマーのみによる伸長反応が起こってし
まう。図２Bは阻害プライマーを用いた場合であり、１は標的遺伝子特異的なリバースプ
ライマーによる伸長を、２（F)はアダプターのセンス鎖（図２のアダプターの長鎖）の配
列からなるフォワードプライマーによる伸長を、２（R)はアダプターがリバースプライマ
ーとして作用した場合の伸長を示す。３は本発明の阻害プライマーを示し、２（R)の方向
の伸長は阻害プライマー部分で阻害される。この結果、標的遺伝子に特異的なリバースプ
ライマーによる伸長が起こらない限り、フォワードプライマーのみによる増幅反応は起こ
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らない。図２Bに示す阻害プライマーはアダプターのセンス鎖の配列からなり、3'側が修
飾されている。阻害プライマーはアダプターの一部又はアンカーオリゴdTプライマーのア
ンカー配列部分を含む。ここで、アダプターは上記１に記載したアンチセンス鎖にウラシ
ルを含むアダプターが望ましいが、ウラシルを含まないアダプターを用いた場合でも、阻
害プライマーの作用で非バイアス増殖が可能になる。
【００４８】
本発明の阻害プライマーは、単独で用いることによって非バイアスPCR増幅を可能にす
るが、上記１の本発明のアダプターと併用してもよい。ウラシルを含むアダプターを用い
た場合、上記１に記載のように遺伝子増幅は一方向で伸長する。一方、ウラシルを含まな
いアダプターであっても、アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基などのPCR伸長反応を阻害
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する修飾を連結させておくことにより、伸長反応が一方向で進行する。伸長反応を一方向
で進行させることを目的とした場合、１のウラシルを含むアダプターを用いることが最も
よいが、ウラシルを含まないアダプターであって、アンチセンス鎖の3'末端にアミノ基な
どのPCR伸長反応を阻害する修飾を連結させたアダプターと本発明の阻害プライマーの併
用によっても、一方向への伸長反応を達成することができる。
【００４９】
例えば、本発明の阻害プライマーとして、配列番号１８に表される塩基配列からなるヌ
クレオチドの3'末端にリン酸基を結合させたものが挙げられ（TO979）、配列番号１に表
されるNotI制限酵素部位を有するアンカー配列を連結させたオリゴdTプライマー（TO903
oligo (dT) NotI)のオリゴdT部分より5'側の塩基配列からなるプライマーが挙げられる。
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【実施例】
【００５０】
本発明を以下の実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって
限定されるものではない。
【００５１】
実施例１
１．

アダプターを用いた遺伝子特異的非バイアス増幅法

RNAからのcDNA合成

10μgまでのtotal RNAをマウス脾臓細胞から準備し、以下の配列を有するオリゴdTプラ
イマー(TO903)を用いて第１鎖（first strand）合成を行った。
10

オリゴdTプライマー
TO903

oligo (dT) Not1：5'‑ ataagaatgcggccgctaaactatttttttttttttttttt ‑3'

（配

列番号１）
【００５２】
試薬は以下の通りであった。
Total RNA 〜10μg, 10mM dNTP

(Invitrogen（商標）), 50μM オリゴdTプライマー（TO

903）, 5x first strand buffer (Invitrogen（商標）), 0.1 M DTT (Invitrogen（商標
）), RNase out (Invitrogen（商標), 200 units/μl SuperScript III (Invitrogen（商
標)）
【００５３】
これらを混合し、50℃, 60分で合成反応を行った。
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【００５４】
次に、第２鎖（second strand）合成を行った。上記の合成産物に以下の試薬を混合し
、16℃, 120分合成反応を行った。
5x 2nd strand buffer (Invitrogen（商標）), 10mM dNTPs (Invitrogen（商標）), E.co
li DNA ligase (10 units/μl) (Invitrogen（商標）), E.coli DNA polymerase1 (10 un
its/μl) (Invitrogen（商標）), RNase H (2 units/μl) (Invitrogen（商標）)
【００５５】
この反応液にT4 DNA polymerase (TOYOBO) を1μl (7 units/μl) 加え、16℃, 5分反
応させ、cDNAの末端平滑化を行った。
【００５６】
２．
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アダプター結合反応

アダプターのセンス鎖とアンチセンス鎖として、以下のオリゴDNA、TO1011及びTO995を
合成した。
【００５７】
アダプター

【００５８】

40

配列番号２のセンス鎖TO1011の枠囲み部分はアダプターにアニーリングするフォワード
プライマーの配列である。また、配列番号２のアンチセンス鎖TO995の配列は、配列番号
２のTO01011のイタリック体で表した下線部の相補鎖であり、この部分にアニーリングし
、２本鎖のアダプターを形成する。TO995のPはリン酸基が結合していることを示し、NH2
はアミノ基が結合していることを示す。
【００５９】
上記のTO1011及びTO995（デオキシウラシル含有）のオリゴDNAをアニーリングさせ、ア
ダプターを作製した。１で合成したcDNA(1〜2μg)と作製したアダプター（20 ng/ml）をD
NAリガーゼを用いて、16℃, 60分間反応させ結合させた。
【００６０】
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アダプターを用いた非バイアス増幅

アダプター付与したcDNAは1サンプルあたり25ng含まれるように調製した。
【００６１】
以下のように反応液を混ぜた。
10x Buffer for KOD Plus Ver.2, 2 mM dNTPs, 25 mM MgSO4, 5μM F‑primer (TO1022),
5μM R‑primer (TO945), DMSO, KOD Plus (1 units/μl), UNG (2 unit/μl)
【００６２】
フォワードプライマー（F‑primer)TO1022及びリバースプライマー（R‑primer)TO945（M
CA195)の配列は以下のとおりであった。リバースプライマー（R‑primer)TO945はマウスT
細胞受容体（TCR)α鎖のC領域に特異的な配列にアニーリングする。

10

【００６３】
PCR用フォワードプライマー
TO 1022:

5'‑ gcatgtacccatacgatgatcacc ‑3'（配列番号４）

配列番号は、上記TO1011の枠囲み部分の配列である。
【００６４】
PCR用リバースプライマー（増幅させたい、特異的プライマーを設計する。例としてマウ
スTCRのalpha鎖 beta鎖）
マウスTCRα鎖用 (マウスTCR

c領域)

TO945（MCA195): 5'‑ agg tga agc ttg tct ggt tgc tc

‑3'（配列番号５）
20

【００６５】
本実施例では、マウスTCRα鎖用であるTO945をフォワードプライマーとして用いたが、
マウスTCRβ鎖用であるTO1031も設計した。
【００６６】
マウスTCRβ鎖用
TO 1031:

(マウスTCR

c領域)

5'‑ cactgtggacctccttgccattc ‑3'（配列番号６）

【００６７】
これらの混合物を25℃, 10〜30min処理することで、アダプター部分、TO995に含まれる
ウラシルにおいて、ウラシルDNAグリコシラーゼ（UNG）によって、ウラシル‑グリコシド
結合が分解され，ウラシルが除去されDNA内にアルカリ感受性無塩基部位が生成された。
その後、95℃, 2 min反応させることでウラシルが除去された無塩基部位が分解され、ア
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ダプターのアンチセンス部位であるTO995部分が分解された。
【００６８】
その後、通常のPCR反応を行った。95℃, 30 sec, 60℃, 30 sec, 68℃, 60 secで30 cy
cleの条件で行った。この際、DMSO（Dimethyl sulfoxide)を加えることで、PCRプライマ
ーによる特異的増幅感度を上げた。反応終了後、ゲル抽出を行った。リンパ球の少ないサ
ンプルに関しては、さらに増幅した遺伝子に対してnested PCRを行い反応終了後、ゲル電
気泳動を行った。
【００６９】
結果を図３に示す。図３に示すように、フォワードプライマー単独では、遺伝子増幅は
起こらず、フォワードプライマーとリバースプライマーが存在するときに遺伝子増幅が起
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こった。この結果は、図１に示すように、増幅が一方向に起こったことを示す。
【００７０】
実施例２

アダプター配列の検討

１の増幅法において用いるアダプター配列の検討を行った。
【００７１】
用いたDNAは、マウスTCRα鎖cDNA(VA18‑1)ｃDNAである。
【００７２】
アダプターはセンス鎖とアンチセンス鎖の塩基長を同じとし、塩基長を25bp又は45bpと
し、ウラシルが５塩基ごと、10塩基ごと、又は20塩基ごとに出現するように設計した。
【００７３】
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用いたアダプターのセンス鎖及びアンチセンス鎖の配列は以下のとおりであった。
【００７４】
25bpのアダプター
ウラシルを挿入する前の元となるセンス鎖（GC含量：50％）
5'‑gcatgtacccatacgatgatcacg‑3'

（配列番号７）

【００７５】
5bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：48％
10

センス鎖の枠囲み部分はフォワードプライマーの配列を示す。
Pはリン酸基が結合していることを表し、NH2はアミノ基が結合していることを表す。
【００７６】
10bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：48％

20
【００７７】
20bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：48％

【００７８】
45ｂｐのプライマー

30

ウラシルを挿入する前の元となるセンス鎖（GC含量：51.1％）
5'‑gcatgtacccatacgatgatcaccggacagaccatgtactacgag‑3'（配列番号１２）
【００７９】
5bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：51.1％

40
センス鎖の枠囲み部分はフォワードプライマーの配列を示す。
Pはリン酸基が結合していることを表し、NH2はアミノ基が結合していることを表す。
【００８０】
10bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：51.1％

(15)
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【００８１】
20bpごとにウラシルを挿入したアダプター
アダプターのGC含量：51.1％
10

【００８２】
上記のアダプターに対して用いたフォワードプライマー及びリバースプライマーの配列
は以下のとおりであった。
【００８３】
20

フォワードプライマー（TO1168)
5'‑gcatctgactgtacgtgatc‑3'

（配列番号１７）

【００８４】
リバースプライマー（TO945(MCA195))
5'‑ aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3'

マウスのTCRのC領域に相補的な配列

（配列番号５）

【００８５】
上記のアダプター、フォワードプライマー及びリバースプライマーを用い、実施例１と
同様にPCR(Pfu）で遺伝子増幅を行い、ゲル電気泳動を行った。
【００８６】
図４に結果を示す。図４には、ウラシルの頻度が5bpごと、10bpごと若しくは20bpごと
の25bpのアダプターを用いた場合、及びウラシルの頻度が５bpごと、10bpごと若しくは20
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bpごとの45bpのアダプターを用いた場合の各場合について、UNG処理を行った場合と行わ
なかった場合の結果を示す。
【００８７】
図４の１に示すように、塩基長が25bpのアダプターを用いた場合、UNG処理を行わない
場合は、フォワードプライマーのみで増幅が起こった。また、図４の２に示すようにUNG
処理を行った場合、5bpごと、及び10bpごとに1個のウラシルが存在するアダプターを用い
たときは、フォワードプライマーのみによるPCR増幅は起こらなかった。一方、20bpごと
に１個のウラシルが存在するアダプターを用いたときは、フォワードプライマーのみでPC
R増幅が起こってしまった。
【００８８】
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図４の５及び６に示すように、塩基長が45bpのアダプターを用いた場合、UNG処理を行
わない場合は、フォワードプライマーのみで増幅が起こった。また、図４の６に示すよう
にUNG処理を行った場合、5bpごと、及び20bpごとに1個のウラシルが存在するアダプター
を用いたときは、フォワードプライマーのみによるPCR増幅は起こらなかった。一方、10b
pごとに１個のウラシルが存在するアダプターを用いたときは、フォワードプライマーの
みでPCR増幅が起こってしまった。
【００８９】
この結果より、アダプターの塩基長は25bp程度がよく、5bpに1個以上の頻度でウラシル
を挿入することがよいことが判明した。
【００９０】
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次世代シークエンス解析

前項で示す方法を用いて、TCR網羅的解析を次世代シークエンサー（Roche 454 GS Juni
or）にて行った。結果を図５に示す。
【００９１】
糖尿病モデルマウス（NODマウス）膵臓所属リンパ節より、total RNAを抽出し、前項で
示した方法によりTCRを非バイアス遺伝子増幅した。このサンプルを次世代シークエンサ
ーにてシークエンスし、TCRのα鎖およびβ鎖の各々のV鎖の頻度を解析し図示した。
【００９２】
実施例４

阻害プライマー(inhibit primer)を用いた非バイアス増幅
10

阻害プライマー

（TO903

oligo (dT) Not1のoligo (dT)部分より5

側の塩基配列）

【００９３】
アダプター配列

20
【００９４】
フォワードプライマー(TO993（AF20N))
TO993: 5'‑ cac atg gat gac gat ca cag ‑3'

（配列番号２１）

【００９５】
リバースプライマー（TO945(MCA195))
5'‑ aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3'

マウスのTCRのC領域に相補的な配列

（配列番号２２）

【００９６】
本実施例で用いたアダプターは、実施例１で用いた、アンチセンス鎖にウラシルを含む
アダプターではないが、アンチセンス鎖の3'側にアミノ基が連結されている。ウラシルを

30

含むアダプターを用いた場合ほどの効果は得られないが、アミノ基による修飾により、フ
ォワードプライマーのみによる伸長を阻害することができ、一方向への伸長を可能にする
。
【００９７】
アダプター付与したcDNAは1サンプルあたり25ng含まれるように調製した。
【００９８】
以下のように反応液を混ぜた。
10x Buffer for KOD Plus Ver.2, 2 mM dNTPs, 25 mM MgSO4, 5μM F‑primer (TO993), 5
μM R‑primer (TO945) , DMSO, KOD Plus (1 units/μl), 5μM Inhibit primer (TO979)
40

.
【００９９】
その後PCR反応を行った。95℃, 30 sec, 60℃, 30 sec, 72℃, 60 secで30 cycleの条
件で行った。反応終了後、ゲル抽出を行った。リンパ球の少ないサンプルに関しては、さ
らに増幅した遺伝子に対してnested PCR を行い反応終了後、ゲル抽出を行った。
【０１００】
結果を図６に示す。図６Aのレーン１及び３は、フォワードプライマー（TO993)及びリ
バースプライマー（MCA195)を添加した場合であり、遺伝子増幅が認められる。ここでは
、リバースプライマーによる伸長が起こり、その後フォワードプライマーによる伸長が起
こっている。レーン２及び４はフォワードプライマー（TO993)のみを添加した場合である
。フォワードプライマーのみを添加した場合、リバースプライマー（MCA195)による伸長
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が起こらないので、本来は遺伝子増幅は起こらない。しかしながら、遊離の残存アダプタ
ーのアンチセンス鎖がリバースプライマーとして働き、その結果フォワードプライマーの
みによる伸長が起こってしまっている。図６Bのレーン３はフォワードプライマー（TO993
)及びリバースプライマー（MCA195）に加え、阻害プライマー（TO979)を添加した場合で
ある。この場合は、阻害プライマーが存在していても、最初に阻害プライマーよりも3'側
にアニーリングし得る標的遺伝子に特異的なリバースプライマー（MCA195)による伸長が
起こるので、フォワードプライマー（TO993)による伸長も起こり遺伝子増幅が認められる
。一方、図６Bのレーン４はフォワードプライマー（TO993)と阻害プライマー（TO979)の
みを添加した場合である。この場合、たとえ遊離の残存アダプターのアンチセンス鎖がリ
バースプライマーとして働いても、阻害プライマーが3'側にアニーリングしているため、

10

伸長は阻害される。その結果、フォワードプライマーのみによる伸長は起こらない。
【０１０１】
このように、阻害プライマーを用いることで、フォワードプライマー単独での遺伝子増
幅が阻害された。
【０１０２】
実施例５

TCR鎖の、フローサイトメトリーによる解析結果と次世代シークエンサーによ

る解析結果の比較方法
１．フローサイトメトリーによるTCR鎖の存在比率解析
BALB/cマウスのリンパ節からリンパ球を採取した。蛍光標識抗体を用いて、TCR鎖の存
在比率を検討した。1x106個のリンパ球に対し、市販の蛍光標識抗体を0.25μgを加え、4

20

℃、30分間染色し、その後、PBSにて細胞を2回洗った。また、死細胞を標識するため、PI
(Propidium Iodide)を用いて染色し、解析サンプルとした。このサンプルを用いて、フロ
ーサイトメトリーにて解析した。フローサイトメトリー解析はFACSCanto II (Becton Dic
kinson社製)にて行った。
用いた蛍光標識抗体は、以下である。
抗CD4抗体（クローン名GK1.5）
抗CD8抗体（クローン名53‑6.7）
抗Vβ2抗体（クローン名Ｂ20.6）
抗Vβ11抗体（クローン名Ｂ20.6）
30

抗Vb8.1.2抗体（クローン名KJ16‑133.18)
【０１０３】
T細胞中の特異的TCRの存在比を計算するため、まず、CD4及びCD8陽性細胞をT細胞とし
た。また、T細胞中において目的のTCR（Vβ2，Vβ11，Vβ8.1/8.2）を発現している細胞
数を調べた。
【０１０４】
発現頻度の算出方法として、目的TCR発現細胞数

/

T細胞数

×100（％）で表示した

。
【０１０５】
この結果をフローサイトメトリーによる解析結果とした。
40

【０１０６】
２．次世代シークエンサーを用いたTCR鎖の存在比率解析
BALB/cマウスのリンパ節から、total RNAを抽出、通法によりcDNA libraryを作成した
。本発明による方法を用いて、今回発明の新アダプターを付与し、非バイアス遺伝子増幅
法によるPCRを行ってTCR鎖の遺伝子増幅を行い、これを解析サンプルとした。次世代シー
クエンサーは、Roche454GS Juniorを用い、メーカーのプロトコールに従って、サンプル
を解析した。
【０１０７】
この結果を次世代シークエンサーを用いた解析結果とし、上記のフローサイトメトリー
による解析結果と比較検討した。

結果を図７に示す。実験は２回行い、それぞれの結果

を図７Ａ及び図７Ｂに示す。図中、FACSがフローサイトメトリーによる解析結果を示し、
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NGSが自生代シークエンサーによる解析結果を示す。図７に示すように、次世代シークエ
ンサーの解析結果とFACS解析によるTCRレパートリーの発現率は同等であり、この結果は
本発明の２本鎖アダプターDNAを用いた遺伝子増幅により非バイアス遺伝子増幅が行われ
ていることを示す。
【０１０８】
本実施例の結果は、本発明のアダプターを用いた方法の正確さ示している。
【０１０９】
実施例６

サイズの異なる5種類のマウスTCRが、均等増幅されることの比較

実験方法
１．

以下のサイズの異なるマウスTCR cDNA fragmentを用意した（C領域を含むTCRα鎖

10

遺伝子、約50bpごと短い）。
1)

633bp

25ng/μl

2)

569bp

25ng/μl

3)

517bp

25ng/μl

4)

459bp

25ng/μl

5)

409bp

25ng/μl

それぞれ20μlずつ混合、fragment mix 100μlとした（それぞれのｃDNAの終濃度5ng/
μl）.
【０１１０】
このfragment mixに対して、従来のアダプター（旧アダプター）、今回発明のアダプタ

20

ー（新アダプター）をそれぞれ付与した。
【０１１１】
２．

ヒト組織のcDNA libraryを用意し、旧アダプター、新アダプターをそれぞれ付与し

た。
【０１１２】
３．

旧アダプター、新アダプターをそれぞれ付与したサンプルを用いヒトサンプルとマ

ウスfragment mixを、100：1の濃度比で混合（ヒト：マウス＝1000ng:1ng）。旧アダプタ
ーを付与したヒトとマウスcDNA mix（サンプル１）と新アダプターを付与したヒトとマウ
スcDNA mix（サンプル２）が出来上がった。この時点で、fragment mixは、バンドとして
30

検出することはできなくなった。
【０１１３】
４．

サンプル１とサンプル２について、それぞれPCR法により増幅した。新アダプター

については、今回発明の方法による処理後（UNG処理後）にPCRを行った。
【０１１４】
PCRの条件は旧アダプターサンプル（サンプル１）、新アダプターサンプル（サンプル
２）とも以下の通りである。
98℃

10 sec

64℃

30 sec

68℃

60 sec
40

x 25 cycle
【０１１５】
プライマー濃度、PCR buffer, 酵素（KOD polymerase）は、本発明のPCR条件と同一で
ある。
【０１１６】
アダプター配列
旧アダプター
Sense:（TO904: 5

‑gacgatgacgaccgaattcc‑3

Antisense：（TO932: 5

‑ggaattcggtcgtc ‑3

（配列番号２３））
（配列番号２４））

【０１１７】
PCRプライマー
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旧アダプター付与したcDNAサンプル（サンプル１）に対するプライマー
フォワードプライマー:（TO904: 5

‑gacgatgacgaccgaattcc‑3

リバースプライマー：（TO945: 5

（配列番号２３））

‑aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3

（配列番号２５））

マウスTCRのC領域に相補的な配列
【０１１８】
新アダプター付与したcDNAサンプル（サンプル２）に対するプライマー
フォワードプライマー:（TO1022: 5

‑gcatgtacccatacgatgatcacc ‑3

（配列番号２６）

）
【０１１９】
リバースプライマー：（TO945: 5

‑aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3

（配列番号２５））

10

マウスTCRのC領域に相補的な配列
【０１２０】
５．

サンプル１とサンプル２について、それぞれPCR法により増幅後、バイオアナライ

ザー Agilent 2100（Agilent Technologies社製）にて、解析し図示した。
【０１２１】
結果を図８に示す。図８中、Ａは５つのサイズの異なるマウスTCR均等混合した場合の
結果を示し、Ｂは旧アダプターを付与した従来の増幅方法の結果を示し、Ｃは新アダプタ
ーを付与した本発明の増幅方法の結果を示す。Ｂに示すように、従来の増幅方法では、バ
ンドが確認できず、非特異的なものが増幅されている。この結果は、従来のAL‑PCRでバイ
アス遺伝子増幅が起こっていたことを示す。一方、Ｃに示すように本発明の２本鎖アダプ

20

ターDNAをもちいた本発明の増幅方法では、5本のバンドが確認、きちんと目的の遺伝子が
増幅されているアダプター付与分で約50bp遺伝子長が伸びた。すなわち、非バイアス遺伝
子増幅が起こっていることを確認することができた。
【０１２２】
図９ＡにPCR前の５つのサイズの異なるマウスTCR均等混合物中の各TCRの存在比を示し
、図９Ｂに本発明のアダプターを用いたPCR後の各TCRの存在比を示す。旧アダプターを用
いた従来のAL‑PCR増幅では、TCRの存在比の計測は不可能であった。図９に示すように、
本発明のアダプターを用いたPCR増幅では、サイズが異なっていても存在比がほとんど変
わらなかった。
【０１２３】

30

サイズの異なるTCR遺伝子を混合したライブラリーを用いて従来法と比較した結果、従
来法のAL‑PCRでは、非特異的な遺伝子増幅により、バイアスがある増幅結果となった。本
発明の方法では、目的の遺伝子増幅が得られ、サイズが異なっても、バイアスの少ない増
幅であった。本発明の方法では、存在比も元のものとほぼ変わらず、バイアスの少ない増
幅であった。
【０１２４】
本実施例の結果は、本発明の２本鎖アダプターDNAを用いた方法の正確さを示している
。
【０１２５】
実施例７

TCRレパートリー解析時の遺伝子増幅の正確性の比較

40

TCRは数塩基の違いで、他のレパートリーに分類される場合がある。遺伝子増幅が正確
であれば、正確なTCRの存在比を解析できる。正確なTCRの存在比解析には、塩基配列一致
率が90％以上であることが望ましい。本実施例では、TCRレパートリー解析時の遺伝子増
幅の正確性の比較を検討した。
【０１２６】
方法
１．

BALB/cマウスのリンパ節から、total RNAを抽出、通法によりcDNA libraryを作成

した。従来のアダプター（旧アダプター）、今回発明のアダプター（新アダプター）をそ
れぞれ付与した。旧アダプターサンプルをサンプル１、新アダプターサンプルをサンプル
２とした。
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【０１２７】
２．

サンプル１とサンプル２について、それぞれPCR法により増幅した。新アダプター

については、今回発明の方法による処理後（UNG処理後）にPCRを行った。
【０１２８】
PCRの条件は旧アダプターサンプル（サンプル１）、新アダプターサンプル（サンプル
２）とも以下の通りである。
98℃

10 sec

64℃

30 sec

68℃

60 sec
10

x 30 cycle
【０１２９】
アダプター配列
旧アダプター
Sense:（TO904: 5

‑gacgatgacgaccgaattcc‑3

Antisense：（TO932: 5

‑ggaattcggtcgtc ‑3

（配列番号２３））
（配列番号２４））

PCRプライマー
旧アダプター付与したcDNAサンプル（サンプル１）に対するプライマー
フォワードプライマー:（TO904: 5
リバースプライマー：（TO945: 5

‑gacgatgacgaccgaattcc‑3

（配列番号２３））

‑aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3

（配列番号２５））
20

マウスTCRのC領域に相補的な配列
【０１３０】
新アダプター付与したcDNAサンプル（サンプル２）に対するプライマー
フォワードプライマー:（TO1022: 5

‑gcatgtacccatacgatgatcacc ‑3

（配列番号２６）

）
リバースプライマー：（TO945: 5

‑aggtgaagcttgtctggttgctc ‑3

（配列番号２５））

マウスTCRのC領域に相補的な配列
【０１３１】
３．

PCRによりTCR鎖の遺伝子増幅を行い、これを解析サンプルとした。次世代シークエ

ンサーは、Roche454GS Juniorを用い、メーカーのプロトコールに従って、サンプルを解
30

析した。
【０１３２】
４．

アダプター改善前後の遺伝子増幅の正確性の比較をV領域について行った。

【０１３３】
Ｖ領域の配列はIMGT（the international ImMunoGeneTics information system for im
munoglobulins or antibodies;Web site）に提示されている遺伝子配列と照らし合せた。
【０１３４】
一致率の計算は、IMGTで示してある目的のTCR‑V領域の配列を100％とし、サンプルのTC
R‑Vの配列がどれだけ一致しているかを計算した。
解析したサンプルのTCRのV領域の配列

/

IMGTにて目的のV領域の全長配列

×100（％
40

）
【０１３５】
例）IMGTにて目的のV領域の全長配列が100bpの場合、解析したサンプルのTCRのV領域のう
ち80bpが IMGTで提示されていた配列と一致していたとすると、一致率は80%となる。
【０１３６】
一致率の分布は下記計算にて行った
一致率が○○%であったTCR数

/

全TCR数

×100（％）

上記の一致率をAからFまで範囲ごとに分類し、図示した。
一致率が以下の範囲に属する。
A: 0‑59%, B: 60‑69%, C: 70‑79%, D 80‑89%, E: 90‑99%, F: 100%
【０１３７】
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結果を図１０に示す。図１０に示すように、TCRレパートリー解析時の遺伝子増幅の正
確性を比較した結果、従来法のアダプターライゲーションPCR（AL‑PCR）では、TCR遺伝子
一致率が低かった（黒）。一方、本発明の２本鎖アダプターDNAを用いた本発明の方法で
は、TCR遺伝子一致率が高く（90％以上一致した遺伝子が80％以上となっている）、特異
的遺伝子増幅が正確に行われていることを示している（白）。TCR遺伝子一致率が高けれ
ば、解析時のエラーが少ないため、生体内のTCRの比率を反映できる。
【０１３８】
本実施例の結果は、本発明の２本鎖アダプターDNAを用いた方法の正確さを示している
。
10

【産業上の利用可能性】
【０１３９】
本発明の遺伝子特異的非バイアス増幅法により、T細胞受容体（TCR）やB細胞受容体（B
CR)等の多様のレパートリーを有する遺伝子を網羅的に増幅して解析することができ、疾
患特異的TCRの同定等、臨床に役立てることもできる。

本明細書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にとり入れるものとする。
【配列表フリーテキスト】
【０１４０】
配列番号１、４、５、６、１７、１８、２１、２２、２３〜２６
配列番号２、３、７〜１６、１９、２０
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