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(57)【要約】
本発明は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流にお
ける、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列ＴＧ
ＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレ
オチド以上の標的領域を特異的に認識し、該Ｒｕｎｘ結
合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害する物質を含有する
、抗腫瘍剤を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結
合配列ＴＧＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレオチド以上の標的領域
を特異的に認識し、該Ｒｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害する物質を含有する
、抗腫瘍剤。
【請求項２】
前記Ｒｕｎｘ結合配列が、ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点から−３０９〜−３０４
番目のヌクレオチド配列、又は他の哺乳動物オルソログにおける該ヌクレオチド配列に対
応する配列（counterpart）である、請求項１に記載の剤。
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【請求項３】
ｐ５３が不活性化されている対象に適用することを特徴とする、請求項１又は２に記載
の剤。
【請求項４】
前記物質が、前記標的領域内のＤＮＡ配列に対するアンチジーンである、請求項１〜３
のいずれか１項に記載の剤。
【請求項５】
前記アンチジーンがピロール・イミダゾールポリアミドである、請求項４に記載の剤。
【請求項６】
前記物質が、前記標的領域に特異的に結合する核酸配列認識モジュールである、請求項
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１〜３のいずれか１項に記載の剤。
【請求項７】
前記核酸配列認識モジュールが、CRISPR‑Cas、ジンクフィンガーモチーフ、TALエフェ
クター又はPPRモチーフである、請求項６に記載の剤。
【請求項８】
前記核酸配列認識モジュールがCRISPR‑dCasである、請求項６に記載の剤。
【請求項９】
前記物質が、前記核酸配列認識モジュールと複合体形成するヌクレアーゼとからなる、
請求項６又は７に記載の剤。
【請求項１０】
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前記物質が、前記ヌクレアーゼで切断される部位で相同組換えを生じさせ得るドナーＤ
ＮＡをさらに含む、請求項９に記載の剤。
【請求項１１】
前記核酸配列認識モジュールが、転写抑制因子と複合体を形成する、請求項６〜８のい
ずれか１項に記載の剤。
【請求項１２】
前記物質が、それをコードする１以上の発現ベクターの形態で提供される、請求項１〜
３及び６〜１１のいずれか１項に記載の剤。
【請求項１３】
ｐ５３の不活性化を検定するための試薬と組み合わせてなる、請求項１〜１２のいずれ
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か１項に記載の剤。
【請求項１４】
（１）被検物質の存在下又は非存在下で、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流におけ
る、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴを含む、連続する１２ヌク
レオチド以上の部分ヌクレオチド配列を有する二本鎖ＤＮＡと、Ｒｕｎｘ３とを接触させ
る工程、
（２）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を測定する工程、及び
（３）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を阻害した被検物質を、抗腫瘍活性を有する物質の
候補として選択する工程
を含む、抗腫瘍活性を有する物質のスクリーニング方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写調節領域を特異的に認識し、該配列へのＲｕｎｘ３
の結合を阻害する物質を含有する抗腫瘍剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
がん細胞が蓄積する遺伝子異常は多種多様で、時間経過とともに、その複雑性が増して
いる。それに対抗しようと、多種多様な分子標的薬（抗がん剤）が開発されているが、そ
の複雑性を克服できていない。
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【０００３】
抗がん剤としては、細胞分裂をターゲットとする従来の抗がん剤に加えて、がん特有の
変異をターゲットとする分子標的剤や抗ＰＤ−１抗体などの、体の免疫を調整して免疫機
構にがんを攻撃させる免疫療法剤等が挙げられる。しかし、従来の抗がん剤は正常細胞も
影響を受けやすく、分子標的剤は標的によって非常に有効なこともある一方、あまり有効
でない場合もあり、免疫療法剤は、治療を受ける患者のうち、効果がある人が限定される
といった問題がある。
【０００４】
細胞において変異が蓄積しても、大抵の場合は、該変異が修復されるか、アポトーシス
や免疫攻撃により該細胞が死滅するが、３〜１０回の変異が蓄積すると、がんになるとい
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われている。その変異のうちには、共通の因子に生じる変異があり、複雑な悪性腫瘍にも
共通の分子基盤が存在する。例えば、ヒトのがんでは、ｐ５３の不活性化とｃ−Ｍｙｃの
発現上昇が最も広範に確認される。ｐ５３は最も有名で影響があると考えられている「が
ん抑制遺伝子」である。ｐ５３の主な役割は、細胞内における遺伝子異常をチェックし、
異常があればアポトーシスを誘導することである。ｐ５３は、全腫瘍の５０％〜８０％程
度において何らかの変異（機能不全、発現量低下）があることが知られている。また、悪
性度、抗がん耐性と相関があると考えられている。
【０００５】
ｐ５３及びその周辺分子について非常に多くの方法で抗がん剤開発が行われているが、
現在まで成功していない。正常なｐ５３を増加させることは技術的に困難であって、一定
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量以上増えた場合はアポトーシスを誘導するので、過剰に発現させると正常細胞にもアポ
トーシスを誘導することになる（即ち、「正常量」に調整することが難しい）。このため
、ｐ５３の上流・下流をターゲットにした抗がん剤も多く開発中であるが、いずれも成功
していない。
【０００６】
ｃ−Ｍｙｃは、細胞増殖のためのタンパク質を調整する役割を有する。ｃ−Ｍｙｃをノ
ックダウンすると、増殖準備が起こらず、細胞周期が停止する。アポトーシスは、増殖す
る瞬間が最も誘導しやすいが、細胞周期が停止するとアポトーシスには抵抗性となる。従
って、ｃ−Ｍｙｃも、創薬の直接的なターゲットとするのは困難である。
【０００７】
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Ｒｕｎｘファミリーは進化的に保存されたＲｕｎｔドメインを有し、該ドメインを介し
て標的遺伝子の転写調節領域に結合する。Ｒｕｎｘファミリーはまた、Ｃ末端側に様々な
転写因子（コファクター）と相互作用してヘテロダイマーを形成し、下流の標的遺伝子群
の転写を制御する領域を有する（非特許文献１）。哺乳類のＲｕｎｘファミリーはＲｕｎ
ｘ１、Ｒｕｎｘ２及びＲｕｎｘ３から構成されるが、これらの異常は種々の疾患と密接に
関連する。例えば、Ｒｕｎｘ１は急性骨髄性白血病における染色体転座の標的であり、染
色体不安定性によるＲｕｎｘ２の片方の対立遺伝子の欠落（ＬＯＨ）は、鎖骨頭蓋骨異形
成の原因とされている。一方で、Ｒｕｎｘ３は胃がんのがん抑制遺伝子であることが指摘
されている（非特許文献２）。さらに、Ｒｕｎｘ３は核内でｐ５３と結合し、ｐ５３の標
的遺伝子群の転写を正に制御することが示唆されている（非特許文献２）。また、Ｒｕｎ
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ｘ３をノックダウンしたマウスは致死であり、発現量を半減させたマウスも寿命が短いこ
とから、Ｒｕｎｘ３は生存に必須の機能を有すると考えられ、抗がん剤のターゲットとし
ては不向きなようである。
【０００８】
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点より上流には、多数のＲｕｎｘ結合配列（ＡＣＣＡＣＡ
，ＴＧＣＧＧＴ）が存在し、内在性のＲｕｎｘ１がそれらのＲｕｎｘ結合配列に結合する
こと、コファクターとの相互作用を介してｃ−Ｍｙｃ遺伝子の発現を抑制していることが
報告されている（非特許文献１）。
【０００９】
上述のように、多くのがんで、ｐ５３の不活性化とｃ−Ｍｙｃの発現上昇が共通して認
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められる。また、Ｒｕｎｘファミリーは、ｐ５３とｃ−Ｍｙｃの双方と相互作用し得る因
子であることが示唆されている。しかしながら、これらの因子を、抗がん剤創薬の直接的
なターゲットとすることは難しいと考えられている。
【００１０】
ここで、ヒト非小細胞肺がん細胞株であるＡ５４９細胞を注入したＮＯＧマウスに対し
、Ｒｕｎｘ１〜３共通の認識配列であるＴＧＴＧＧＴを標的とするＰＩポリアミド（Ｃｈ
ｂ‑Ｍ）を投与したところ、Ａ５４９細胞の増殖を抑制し、生存率を向上させたことが報
告されている（非特許文献３）。また、同文献には、実験には用いられていないものの、
ＴＧＣＧＧＴを標的とするＰＩピリアミド（Ｃｈｂ−５０）も開示されている。しかしな
がら、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写調節領域には、多数のＲｕｎｘ結合配列が存在しており、
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どの部位のＲｕｎｘの認識配列が重要であるかについて知られていない。また、Ｒｕｎｘ
１、Ｒｕｎｘ２又はＲｕｎｘ３をノックアウトしたマウスはいずれも胎生致死であるため
、多数のＲｕｎｘ結合配列を標的とする上記ＰＩピリアミドは、非常に強い副作用を引き
起こすことが予想される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】PLOS ONE, 8, 1‑16 e69083 (2013)
【非特許文献２】生化学

第８３巻

第８号, 751‑754 (2011)

【非特許文献３】J. Clin Invest, 22, 2815‑2828 (2017)
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
従って、本発明の目的は、がんに共通する分子基盤の中からがん抑制の現実的なターゲ
ットとなり得る因子を同定し、当該因子を標的とする、効果的で安全ながんの治療又は予
防手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記課題を解決すべく、本発明者はまず、骨肉種におけるｐ５３とＲｕｎｘ３の関係に
着目し、ｐ５３を骨芽細胞特異的にノックアウトしたマウスはほぼ確実に骨肉腫になるが
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、更にＲｕｎｘ３をヘテロ接合性にノックアウトすると、腫瘍の発症が顕著に抑えられる
ことを見出した。一方、ＮＩＨのデータベース解析から、ヒト骨肉腫において、Ｒｕｎｘ
３とｃ−Ｍｙｃの発現量に正の相関があることが明らかとなったので、ｐ５３コンディシ
ョナルノックアウトマウスの骨肉種細胞における分子メカニズムを解析したところ、Ｒｕ
ｎｘ３はｐ５３が欠失した状況下で、ｃ−Ｍｙｃの発現を過剰に誘導することを見出した
。ｐ５３欠失骨肉腫細胞の造腫瘍性は、ｃ−Ｍｙｃの発現を低減することで顕著に抑制さ
れたことから、ｐ５３の不活性化による骨肉腫の発症は、ＲＵＮＸ３によるｃ−Ｍｙｃの
異常な発現誘導によるものであることが判明した。しかしながら、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転
写調節領域には、多数のＲｕｎｘ結合配列が存在し、どこをターゲットにすればよいかは
全く不明であった。また、Ｒｕｎｘ結合配列はわずか６ヌクレオチドのコンセンサス配列
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であり、ｃ−Ｍｙｃ以外にも多くの標的遺伝子群が存在することから、オフターゲット効
果が十分に低減された、ｃ−Ｍｙｃ特異的な発現抑制を可能にする必要がある。
【００１４】
本発明者はさらに検討を重ねた結果、ｐ５３コンディショナルノックアウトマウスにお
いて、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流の、該転写開始点の最も近傍に位置するＲｕ
ｎｘ結合配列５

−ＴＧＣＧＧＴ−３

オチド配列は５

から３

（本明細書において、特に断らない限り、ヌクレ

方向に、左から右に記載される。）に変異を導入して該Ｒｕｎ

ｘ結合配列を破壊するだけで、Ｒｕｎｘ３やｃ−Ｍｙｃのタンパク質自体の発現を抑制す
るよりも高い造腫瘍抑制効果を示すことを見出した。しかも、当該変異を有するマウスは
、野生型マウスと遜色なく成育することが確認された。
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本発明者は、これらの知見に基づいて、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写調節領域の、転写開始
点の最も近傍に位置するＲｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を、何らかの手段により
特異的に阻害することにより、オフターゲット効果による副作用を回避しつつ、多種多様
ながんに対して顕著な抗腫瘍効果が得られるものと結論し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
即ち、本発明は以下のとおりである。
［１］

ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕ

ｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレオチド以上の標
的領域を特異的に認識し、該Ｒｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害する物質を含
有する、抗腫瘍剤。
［２］
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前記Ｒｕｎｘ結合配列が、ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点から−３０９〜−

３０４番目のヌクレオチド配列、又は他の哺乳動物オルソログにおける該ヌクレオチド配
列に対応する配列（counterpart）である、［１］に記載の剤。
［３］

ｐ５３が不活性化されている対象に適用することを特徴とする、［１］又は［２

］に記載の剤。
［４］

前記物質が、前記標的領域内のＤＮＡ配列に対するアンチジーンである、［１］

〜［３］のいずれかに記載の剤。
［５］

前記アンチジーンがピロール・イミダゾールポリアミドである、［４］に記載の

剤。
［６］

前記物質が、前記標的領域に特異的に結合する核酸配列認識モジュールである、
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［１］〜［３］のいずれかに記載の剤。
［７］

前記核酸配列認識モジュールが、CRISPR‑Cas、ジンクフィンガーモチーフ、TAL

エフェクター又はPPRモチーフである、［６］に記載の剤。
［８］

前記核酸配列認識モジュールがCRISPR‑dCasである、［６］に記載の剤。

［９］

前記物質が、前記核酸配列認識モジュールと複合体形成するヌクレアーゼとから

なる、［６］又は［７］に記載の剤。
［１０］

前記物質が、前記ヌクレアーゼで切断される部位で相同組換えを生じさせ得る

ドナーＤＮＡをさらに含む、［９］に記載の剤。
［１１］

前記核酸配列認識モジュールが、転写抑制因子と複合体を形成する、［６］〜

［８］のいずれかに記載の剤。
［１２］
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前記物質が、それをコードする１以上の発現ベクターの形態で提供される、［

１］〜［３］及び［６］〜［１１］のいずれかに記載の剤。
［１３］

ｐ５３の不活性化を検定するための試薬と組み合わせてなる、［１］〜［１２

］のいずれかに記載の剤。
［１４］

（１）被検物質の存在下又は非存在下で、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上

流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴを含む、連続する
１２ヌクレオチド以上の部分ヌクレオチド配列を有する二本鎖ＤＮＡと、Ｒｕｎｘ３とを
接触させる工程、
（２）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を測定する工程、及び
（３）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を阻害した被検物質を、抗腫瘍活性を有する物質の
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候補として選択する工程
を含む、抗腫瘍活性を有する物質のスクリーニング方法。
［１５］

ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍のＲ

ｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレオチド以上の
標的領域を特異的に認識し、該Ｒｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害する物質の
有効量を哺乳動物に対し投与することを特徴とする、該哺乳動物における腫瘍の形成の抑
制及び／又は既に形成された腫瘍の増殖の抑制方法。
［１６］

腫瘍の形成の抑制及び／又は既に形成された腫瘍の増殖の抑制における使用の

ための、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕ
ｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレオチド以上の標
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的領域を特異的に認識し、該Ｒｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害する物質。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、ゲノム上の特定位置の特定配列（ｃ−ＭｙｃプロモーターのＲｕｎｘ
３の結合配列；６ｂｐ）を阻害するだけで、極めて多くの種類の腫瘍細胞の造腫瘍能を抑
制できる。その特定配列特異的に変異を導入する物質及びその特定配列に特異的に結合し
、該配列とＲｕｎｘ３との結合を阻害することのできる物質は、画期的な抗がん効果をも
たらす。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】図１は、マウスｃ−Ｍｙｃ遺伝子及びヒトのｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上
流域に存在するＲｕｎｘ結合配列ＡＣＣＡＣＡ及びＴＧＣＧＧＴの位置を示す図である。
【図２】図２は、ｃ−Ｍｙｃの転写開始点に最も近い位置に存在するＲｕｎｘ結合配列Ｔ
ＧＣＧＧＴ（ｍＲ１）に変異を導入した結果、ｃ−Ｍｙｃの発現量が低下し、造腫瘍能が
抑制されたことを示す図である。
【図３】図３は、ｍＲ１への変異の導入が、Ｒｕｎｘ３のノックダウンやｃ−Ｍｙｃのノ
ックダウンよりも造腫瘍能抑制効果が大きかったことを示す図である。
【図４−１】図４−１は、ｍＲ１に変異を導入した遺伝子改変マウスの作製における、ES
細胞を用いた相同組み換えによる遺伝子改変の概要を示す図である。
【図４−２】図４−２は、ｍＲ１に変異を導入した遺伝子改変マウスの作製における、ゲ
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ノム編集の概要を示す図である。
【図５】図５は、ｍＲ１に変異を導入した結果、大幅に造腫瘍能が抑制されたことを示す
が、一方で、ｍＲ１の６塩基以外の部分に欠損があっても造腫瘍能はそれほど変わらない
ことを示す図である。
【図６】図６は、ｍＲ１に変異（塩基の欠失又は挿入）を導入した結果、造腫瘍能が抑制
されたことを示す図である。
【図７】図７は、全身性のｐ５３ノックアウトと、ｍＲ１ｍ／ｍとを組み合わせることで
、ｐ５３ノックアウトによるリンパ腫の形成がレスキューされることを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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本発明は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍の
Ｒｕｎｘ結合配列（ＴＧＣＧＧＴ；以下、「本発明のシスエレメント」ともいう。）の少
なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレオチド以上の標的領域を特異的に認識し、該Ｒ
ｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３結合を阻害する物質（以下、「本発明の結合阻害物質」と
もいう。）を含有する、抗腫瘍剤（以下、「本発明の抗腫瘍剤」ともいう。）を提供する
。ここで「抗腫瘍剤」とは、腫瘍の形成及び／又は既に形成された腫瘍の増殖を抑制し得
る薬剤を意味し、望ましくは腫瘍の形成阻止及び／又は腫瘍の退縮作用を有する薬剤であ
る。
【００１９】
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の好ましい例としては、例えば、ヒトｃ−Ｍｙｃ(NCBI Gene ID:4609
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)、マウスｃ−Ｍｙｃ(NCBI Gene ID:17869)、ラットｃ−Ｍｙｃ(NCBI Gene ID:24577)又
はそれら以外の哺乳動物（例、ウサギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サル）におけ
るそのオルソログ、あるいは、それらの天然のアレル変異体又は遺伝子多型などが挙げら
れる。
【００２０】
本明細書において、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子のヌクレオチド配列は、ヒトの場合、ＮＣＢＩデ
ータベースに登録される第８番染色体のヌクレオチド配列（NCBI Reference Sequence: N
C̲000008.11）、マウスの場合、第１５番染色体のヌクレオチド配列（NCBI Reference Se
quence: NC̲000081.6）を基準にして表現される。ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点は
、NC̲000008.11のヌクレオチド配列中127736069位のヌクレオチドＧであり、マウスｃ−
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Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点は、NC̲000081.6のヌクレオチド配列中61985341位のヌクレオ
チドＣである。ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流３ｋｂ（NC̲000008.11の127733
069〜127736068位）のヌクレオチド配列を配列番号１に、マウスｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写
開始点の上流３ｋｂ（NC̲000081.6の61982341〜61985340位）のヌクレオチド配列を配列
番号２に、それぞれ示す。ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点より上流の転写調節領域のヌク
レオチドの位置は、転写開始点の直前のヌクレオチドを−１として、該ヌクレオチドから
の距離で表される。従って、本明細書において、ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上
流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴは、−３０９〜−
３０４番目の位置（配列番号１で表されるヌクレオチド配列中ヌクレオチド番号２６９２
〜２６９７）に存在する。また、マウスｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、
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該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴは、−３１５〜−３１０番目の
位置（配列番号２で表されるヌクレオチド配列中ヌクレオチド番号２６８６〜２６９１）
に存在する。しかしながら、本発明のｃ−Ｍｙｃ遺伝子には、ＮＣＢＩデータベースに登
録されている以外のヌクレオチド配列を有するもの、例えば、登録されているヌクレオチ
ド配列を野生型とした場合の、天然のアレル変異体（アレル頻度1%以上）もしくは遺伝子
多型（アレル頻度1%未満）も当然包含される。それらのヌクレオチド配列においては、１
以上のヌクレオチドの挿入もしくは欠失により、転写開始点との位置関係が上記の定義と
異なる場合があり得るが、基準配列とのアラインメントによりその位置を容易に特定する
ことができる。ヒト及びマウス以外の哺乳動物のｃ−Ｍｙｃ遺伝子における本発明のシス
エレメントの位置も同様にして特定することができる。従って、本発明のシスエレメント
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は、ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点から−３０９〜−３０４番目のヌクレオチド配列
、あるいは他の哺乳動物オルソログ又はそれらの天然のアレル変異体又は遺伝子多型にお
ける、該ヌクレオチド配列に対応する配列（counterpart）である。
【００２１】
本明細書において「シスエレメント」とは、遺伝子の調節領域上に存在し、該遺伝子の
転写レベルの制御に関与し、該遺伝子にコードされる遺伝子産物の発現量を決定する重要
な要素となっている、二本鎖ＤＮＡの領域である。本発明のシスエレメントは、ｃ−Ｍｙ
ｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始点の最も近傍のＲｕｎｘ結合領域、即
ち、正鎖：ＴＧＣＧＧＴ及び逆鎖：ＡＣＣＧＣＡからなる二本鎖ＤＮＡの領域である。
40

【００２２】
「本発明のシスエレメントＴＧＣＧＧＴの少なくとも一部を含む、連続する１２ヌクレ
オチド以上の領域」（以下、「本発明の標的領域」ともいう。）とは、該シスエレメント
の全部（ＴＧＣＧＧＴ）、該シスエレメントの３

側から１ヌクレオチドずつが除かれた

ＴＧＣＧＧ、ＴＧＣＧ、ＴＧＣ、ＴＧ又はＴ、あるいは該シスエレメントの５

側から１

ヌクレオチドずつが除かれたＧＣＧＧＴ、ＣＧＧＴ、ＧＧＴ、ＧＴ又はＴを含み、かつｃ
−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流配列中の連続する１２ヌクレオチド以上を含む部分ヌ
クレオチド配列からなる領域を意味する。例えば、該領域の長さを２０ヌクレオチドとし
た場合、ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子を例にとれば、表１のボックスで囲まれた領域が本発明の
標的領域に包含される。
【００２３】
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【表１】
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【００２４】
後述の実施例に示されるとおり、本発明のシスエレメント中の末端１ヌクレオチドが欠
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失するだけでも、ｐ５３ノックアウトマウスにおける造腫瘍性を半減させ得ることから、
本発明の標的領域としては、本発明のシスエレメントの末端１ヌクレオチドのみを含む領
域であっても十分であるが、好ましくは、本発明のシスエレメントの末端から２ヌクレオ
チド、より好ましくは３ヌクレオチド、さらに好ましくは４ヌクレオチド、特に好ましく
は５ヌクレオチド、最も好ましくは本発明のシスエレメント全体を含む領域である。例え
ば、表１を例にとると、本発明の標的領域として、領域（２）〜（２４）が好ましく、領
域（３）〜（２３）がより好ましく、領域（４）〜（２２）がさらに好ましく、領域（５
）〜（２１）が特に好ましく、領域（６）〜（２０）が最も好ましい。
【００２５】
本発明の標的領域の長さは、本発明の結合阻害物質が該領域を特異的に認識して結合し
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得る限り、特に制限されないが、好ましくは１２ヌクレオチド以上、より好ましくは１５
ヌクレオチド以上、さらに好ましくは１７ヌクレオチド以上である。長さの上限も特に制
限されないが、例えば３０ヌクレオチド以下、好ましくは２５ヌクレオチド以下、より好
ましくは２２ヌクレオチド以下である。従って、該標的領域の長さの範囲としては、例え
ば１２〜３０ヌクレオチド、好ましくは１５〜２５ヌクレオチド、より好ましくは１７〜
２２ヌクレオチドが挙げられる。
【００２６】
本発明の結合阻害物質は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流における、該転写開始
点の最も近傍のＲｕｎｘ結合配列である本発明のシスエレメントの全部もしくは一部を含
む、本発明の標的領域を特異的に認識して結合することにより、Ｒｕｎｘ３の本発明のシ
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スエレメントへの結合を遮断し、該結合により引き起こされるｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写活
性化を抑制することができる。Ｒｕｎｘ３は、ｐ５３と結合した状態では、ｃ−Ｍｙｃ遺
伝子の調節領域上のＲｕｎｘ結合配列に結合できず、ｃ−Ｍｙｃの発現を誘導できない。
従って、本発明の結合阻害物質は、ｐ５３が不活性化（少なくともＲｕｎｘ３と結合して
、Ｒｕｎｘ３によるｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写活性化を抑制する活性が欠損）した対象に適
用されることが望ましい。
【００２７】
本発明の結合阻害物質は、本発明の標的領域を特異的に認識して結合することにより、
Ｒｕｎｘ３の本発明のシスエレメントへの結合を遮断し得る限り、いかなるものであって
もよいが、例えば、本発明の標的領域と特異的に結合し得るタンパク質、本発明の標的領
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域と特異的にハイブリダイズし、三重鎖（トリプレックス）を形成（Hoogsteen型認識）
し得る核酸又はその類縁体、本発明の標的領域の二重らせん構造のマイナーグルーブに特
異的に結合し得る物質（例、ＰＩポリアミド）等の広義のアンチジーンが挙げられる。あ
るいは、本発明のシスエレメントに特異的に変異を導入して該シスエレメントを破壊し得
るゲノム編集に用いられる構成要素も、本発明の結合阻害物質に包含され得る。但し、ヒ
ト臨床への適用を考慮すれば、ゲノム配列の改変（特に二本鎖ＤＮＡ切断；ＤＳＢを伴う
改変）を伴うゲノム編集技術の使用は極めて制限されるので、ゲノム編集に用いられるＺ
ＦＮ、ＴＡＬＥＮ、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓの核酸配列認識モジュールのみを使用するか、
不活性化されたヌクレアーゼ又はさらに本発明のシスエレメントに結合するがｃ−Ｍｙｃ
遺伝子の転写を活性化しない物質を組み合わせることで、ＤＳＢ及び／又はゲノム配列の
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改変を伴わずに、Ｒｕｎｘ３の本発明のシスエレメントへの結合を阻害することが望まし
い。
【００２８】
１．アンチジーン
（ａ）三重鎖ＤＮＡ形成型オリゴヌクレオチド（ＴＦＯ）
典型的なアンチジーンは、ＤＮＡ二重鎖に対して３本目の核酸が結合することを基盤と
しており、３本目核酸の塩基がプリン−ピリミジン塩基対のプリン塩基と水素結合するこ
とで、平面内に３つの塩基が連続して並ぶ構造をとることによって三重鎖形成が可能とな
る。下記構造式に示すように、３本目の核酸（ＴＦＯ）の塩基の１

位の炭素の位置が外

向きのもの（Hoogsteen結合型）（配列番号１３）とその反対のもの（逆Hoogsteeen結合
型）（配列番号１４）の２種類があり、前者がパラレル配向性（ＤＮＡ二重鎖の塩基対形
成する側の鎖と同じ配向性）、後者がアンチパラレル配向性（ＤＮＡ二重鎖の塩基対形成
する側の鎖と逆の配向性）である。DNA二本鎖の各鎖の配列を、配列番号１５又は１６で
表す。
【００２９】
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【化１】
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【００３０】
【化２】
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【００３１】
パラレル配向性ＴＦＯは、ＤＮＡ二重鎖中のＡ−Ｔ塩基対及びＧ−Ｃ塩基対のＡとＧに
対して、それぞれＴ（Ｔ：Ａ−Ｔ塩基対）とプロトン化されたＣ（Ｃ＋：Ｇ−Ｃ塩基対）
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が結合する。一方、アンチパラレル配向性ＴＦＯは、ＤＮＡ二重鎖中のＡ−Ｔ塩基対及び
Ｇ−Ｃ塩基対のＡとＧに対して、それぞれＴ（Ｔ：Ａ−Ｔ塩基対）とＧ（Ｇ：Ｇ−Ｃ塩基
対）が結合する。Ｃがプロトン化されるためには酸性条件である必要があるため、生理的
条件下での利用が制限されるが、中性でもプロトン化されるメチルシチジンや、プロトン
化の必要のない誘導体（例、５−メチル−６−オキソシチジン）を用いることで、この問
題は回避できる。
【００３２】
上述のように、典型的な三重鎖は、一方がホモプリン（Ｇ又はＡ）鎖で他方がホモピリ
ミジン（Ｃ又はＴ）鎖のＤＮＡ二重鎖に対して、ＴＦＯがホモプリン鎖とメジャーグルー
ブにおいて結合することにより形成される。従って、ＴＦＯの利用は、プリンリッチ（逆
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鎖においてピリミジンリッチ）なＤＮＡ二重鎖を標的とするものに制限される。例えば、
ヒトｃ−Ｍｙｃ遺伝子を例にとると、本発明の標的領域中でプリンリッチな配列として、
本発明のシスエレメントの直前の１０ヌクレオチドＡＧＧＡＣＡＡＧＧＡ（配列番号４）
が挙げられる。即ち、１０ヌクレオチド中９ヌクレオチドがプリン残基であり、下線で示
したＣのみがミスマッチとなる。本発明の標的領域への特異性を高めるために、本発明の
シスエレメントＴＧＣＧＧＴの５

側のＴＧ、又はＴＧＣＧＧまでＴＦＯの標的となるＤ

ＮＡ二重鎖を伸ばせば、ミスマッチの数はそれぞれ２／１２及び３／１５となり、三重鎖
の不安定さが増す。ミスマッチ部分での不安定化を抑制するために、例えば、ＴＦＯの対
応するヌクレオチドから塩基を除くか、下記のように、ＢＩＧ（Ｂ２，Ｂ３）と呼ばれる
Ｔ−Ａ塩基対又はＣ−Ｇ塩基対のみを選択的に認識する非天然分子で置換することができ
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る。
【００３３】
【化３】

20

【００３４】
あるいは、例えば、本発明のシスエレメントの直前の１０ヌクレオチドＡＧＧＡＣＡＡ
ＧＧＡ（配列番号４）に対してアンチジーンを設計し、後述する本発明のシスエレメント
を特異的に認識し得るＰＩポリアミドを、適当なリンカー（例、プロリン、リシン、グリ
シン等のアミノ酸リンカーやペプチドリンカー等）を介して連結することにより、本発明
の標的領域に対する特異性を高めることもできる。
【００３５】
ＴＦＯを構成するヌクレオチド分子は、天然型のDNA若しくはRNAでもよいし、安定性（

30

化学的及び／又は対酵素）や比活性（ＤＮＡとの親和性）を向上させるために、種々の化
学修飾が施されたヌクレオチド分子であってもよく、また、核酸類縁物質であってもよい
。上記化学修飾の例として、オリゴヌクレオチドを構成する各ヌクレオチドのリン酸残基
（ホスフェート）を、ホスホロチオエート（PS)、メチルホスホネート、ホスホロジチオ
ネート、ボラノホスフェートなどの化学修飾リン酸残基に置換する修飾が挙げられる。
また、上記化学修飾の別の例として、各ヌクレオチドの糖の2'位水酸基を別の官能基に
置換する修飾が挙げられる。ここで、別の官能基としては、ハロゲン原子（例、フッ素原
子)；C1‑6アルキル基（例、メチル基）；C1‑6アルキル基（例、メチル基）で置換されて
いてもよいアミノ基；‑OR（Rは、例えばCH3（2'‑O‑Me）、CH2CH2OCH3（2'‑O‑MOE）、CH2C
H2NHC(NH)NH2、CH2CONHCH3、CH2CH2CNを示す）に置換する修飾が挙げられる。

40

また、前記核酸類縁物質の例としては、UNA(unlocked nucleic acid)、HNA、モルフォ
リーノオリゴ（morpholino oligo）等が挙げられる。上記HNAは、そのヘキソピラノース
部分の水酸基がデオキシ化されていてもよい。また、上記HNAは、そのヘキソピラノース
部分の水酸基がフッ素原子に置換されていてもよい。
【００３６】
ＴＦＯは、例えば、国際公開第2005/021570号、国際公開第03/068695号、国際公開第20
01/007455号に記載の自体公知の手法或いはそれに準じる方法により、化学的に合成する
ことができる。また、所望の修飾オリゴヌクレオチドが委託合成により入手可能である。
【００３７】
（ｂ）ピロール・イミダゾール（ＰＩ）ポリアミド
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第２のアンチジーンとして、ピロール・イミダゾール（ＰＩ）ポリアミド及びその修飾
物が挙げられる。ＰＩポリアミドは、Ｎ−メチルピロール単位（Ｐｙ）とＮ−メチルイミ
ダゾール単位（Ｉｍ）とγ−アミノ酪酸部分とを含むポリアミドであり、ＰｙとＩｍとγ
−アミノ酪酸部分とは互いにアミド結合（−Ｃ（＝Ｏ）−ＮＨ−）で連結される（Trauge
r et al, Nature, 382, 559‑61 (1996); White et al, Chem. Biol., 4, 569‑78 (1997);
及びDervan, Bioorg. Med. Chem., 9, 2215‑35 (2001)）。ＰＩポリアミドは、ピロール
（Ｐｙ）／イミダゾール（Ｉｍ）ペアがＣＧ塩基対を、Ｐｙ／ＰｙペアがＡＴ又はＴＡ塩
基対を、Ｉｍ／ＰｙペアがＧＣ塩基対を、それぞれ認識する。また、３−ヒドロキシピロ
ール（Ｈｐ）を用いると、Ｈｐ/ＰｙペアがＴＡ塩基対を、Ｐｙ/ＨｐペアがＡＴ塩基対を
、それぞれ認識する。γ−アミノ酪酸部分はリンカーとなって全体が折りたたまれてＵ字

10

型のコンフォメーション（ヘアピン型）をとる。Ｕ字型のコンフォメーションにおいては
、リンカーを挟んでＰｙとＩｍとを含む２本の鎖が並列に並ぶ。これによりＰＩポリアミ
ドはＤＮＡ二重鎖のマイナーグルーブに入り込み、任意のＤＮＡ二重鎖と塩基配列特異的
に結合し、それによって転写因子の該ＤＮＡ二重鎖への結合を阻害することができる。
【００３８】
本発明のＰＩポリアミドは、本発明の標的領域（即ち、本発明のシスエレメントの全部
（ＴＧＣＧＧＴ）、該シスエレメントの３

側から１ヌクレオチドずつが除かれたＴＧＣ

ＧＧ、ＴＧＣＧ、ＴＧＣ、ＴＧ又はＴ、あるいは該シスエレメントの５

側から１ヌクレ

オチドずつが除かれたＧＣＧＧＴ、ＣＧＧＴ、ＧＧＴ、ＧＴ又はＴを含み、かつｃ−Ｍｙ
ｃ遺伝子の転写開始点の上流配列中の連続する１２ヌクレオチド以上（例えば、１２〜３
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０ヌクレオチド、好ましくは１５〜２５ヌクレオチド、より好ましくは１７〜２２ヌクレ
オチド）を含むｃ−Ｍｙｃ遺伝子調節領域の部分ヌクレオチド配列からなる領域）に特異
的に結合することにより、本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合を阻害し、ｃ−
Ｍｙｃ遺伝子の転写活性化を抑制する。
【００３９】
ＰＩポリアミドは、既存のアンチセンス核酸やｓｉＲＮＡと異なり核酸構造を有しない
ため、生体内で核酸分解酵素により分解されにくく、ベクターやカオチン脂質などのドラ
ッグデリバリーシステム、エレクトロポーション法などを必要としない。
【００４０】
ＰＩポリアミドは、例えば、Ｆｍｏｃ保護アミノ基を有するＰｙ及びＩｍ誘導体（下式

30

）を合成原料として、Ｆｍｏｃペプチド固相合成技術を用いて合成することができるが、
それに限定されない。
【００４１】
【化４】

40
【００４２】
（式中、Ｘは炭素又は窒素原子を表わす。）
ＰＩポリアミドが所望のヘアピン構造を形成できるように、対形成するピロール−イミ
ダゾール両鎖の間に、例えばγ−アミノ酪酸などの適当なリンカーが分子内に導入される
。また、β−アラニンなどの標的ＤＮＡ配列との結合に寄与しない適当なスペーサー分子
を、対形成するピロール−イミダゾール両鎖の相補的な位置に挿入することもできる。
【００４３】
ＰＩポリアミドの全配列のカップリングが完了すれば、末端アミノ基をアシル基などで
キャッピングした後、トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）を用いてカルボン酸として、或いはＮ
，Ｎ−ジメチルアミノプロピルアミン（Ｄｐ）を用いてアミンとして、ＰＩポリアミドを
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固相から切り出すことができる。
【００４４】
更に、種々の官能基を分子末端に導入してピロールイミダゾールポリアミドの誘導体を
作成することもできる。例えば、seco‑CBI、クロラムブシル、ブレオマイシン、ナイトロ
ジェンマスタード、ピロロベンゾジアゼピン、デュオカルマイシン、エンジイン化合物、
これらの誘導体等、ＤＮＡに対してアルキル化能を有する化合物（アルキル化剤）を必要
に応じて導入することができる。アルキル化剤は、ＤＮＡのグアニンＮ−７位やアデニン
Ｎ−３位にアルキル基を導入し、付加体形成やグアニン同士、アデニン同士等の架橋反応
を引き起こす。架橋反応を生じた二本鎖ＤＮＡや付加体形成した二本鎖ＤＮＡは修復機構
によって修復することが困難であり、結果としてＤＮＡの転写及び複製が出来なくなり、

10

細胞増殖の停止やアポトーシスによる細胞死が誘導される。
【００４５】
得られたＰＩポリアミドは、公知の精製法により単離・精製することができる。ここで
、精製法としては、例えば、溶媒抽出、蒸留、カラムクロマトグラフィー、液体クロマト
グラフィー、再結晶、これらの組み合わせなどが挙げられる。精製ＰＩポリアミドは自体
公知の方法で凍結乾燥して室温で保存することができ、用時、ＤＭＳＯ等の有機溶媒に溶
解後、水若しくは水／有機溶媒混合液で適当な濃度に希釈することができる。ＰＩポリア
ミドの設計方法及び製造方法は、例えば、特許第３０４５７０６号、特開２００１−１３
６９７４号及びＷＯ０３／０００６８３に記載されている。
【００４６】

20

２０残基を超える長いＰＩポリアミドを合成するのは、技術面やコスト面で不利である
ので、ＰＩポリアミドを使用する際は、本発明の標的領域内のより短い領域をターゲット
とし、例えば、上述のＴＦＯと組み合わせることで、標的領域全体をカバーしてもよい。
【００４７】
（ｃ）ペプチド核酸（ＰＮＡ）
第３のアンチジーンとして、ペプチド核酸（ＰＮＡ）が挙げられる。ＰＮＡは主鎖にペ
プチド構造を保持した、ＤＮＡやＲＮＡに類似の構造を有する分子である。ＰＮＡでは、
糖の代わりにＮ−（２−アミノエチル）グリシンがアミド結合で結合したものが主鎖とな
っている。そして核酸塩基に相当するプリン環やピリミジン環が、メチレン基とカルボニ
ル基を介して主鎖に結合している。

30

【００４８】
【化５】

40

【００４９】
ＰＮＡにはＤＮＡやＲＮＡに存在するようなリン酸部位の電荷が存在しないため、静電
反発の減少によりＰＮＡ／ＤＮＡの２重鎖はＤＮＡ／ＤＮＡの２重鎖よりも強い結合を形

50

(14)

JP WO2018/230731 A1 2018.12.20

成する。従って、ＰＮＡは、ＤＮＡ二重鎖内に侵入してＤ−ループを形成させ、相補的な
ＤＮＡ鎖とワトソン−クリック塩基対を形成することで、転写因子の該ＤＮＡ二重鎖への
結合を阻害することができる。ＰＮＡ鎖が相補的ＤＮＡに結合する際にも正確な分子認識
が行われており、ミスマッチ塩基対を含むＰＮＡ／ＤＮＡの２重鎖は、同様のミスマッチ
を持つＤＮＡ／ＤＮＡの２重鎖より不安定になることが知られている。従って、ＰＮＡの
利用により、オフターゲット効果をより低減できることが期待される。また、ＰＮＡは生
体内のヌクレアーゼやプロテアーゼに認識されにくく、対酵素分解耐性を有しており、さ
らに広いｐＨ範囲で安定に存在し得る。
【００５０】
本発明のＰＮＡは、本発明の標的領域（即ち、本発明のシスエレメントの全部（ＴＧＣ
ＧＧＴ）、該シスエレメントの３

10

側から１ヌクレオチドずつが除かれたＴＧＣＧＧ、Ｔ

ＧＣＧ、ＴＧＣ、ＴＧ又はＴ、あるいは該シスエレメントの５

側から１ヌクレオチドず

つが除かれたＧＣＧＧＴ、ＣＧＧＴ、ＧＧＴ、ＧＴ又はＴを含み、かつｃ−Ｍｙｃ遺伝子
の転写開始点の上流配列中の連続する１２ヌクレオチド以上（例えば、１２〜３０ヌクレ
オチド、好ましくは１５〜２５ヌクレオチド、より好ましくは１７〜２２ヌクレオチド）
を含むｃ−Ｍｙｃ遺伝子調節領域の部分ヌクレオチド配列からなる領域）に特異的に結合
することにより、本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合を阻害し、ｃ−Ｍｙｃ遺
伝子の転写活性化を抑制する。
【００５１】
ＰＮＡは、ＰＩポリアミドの場合と同様に、自体公知のペプチド固相合成技術を用いて

20

製造することができる。
【００５２】
２．ゲノム編集技術を利用した本発明の結合阻害物質
（ａ）ゲノム配列の改変を伴わない結合阻害物質
本発明はまた、ゲノム編集技術を利用して、本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の
結合を阻害することにより、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写活性化を抑制することを特徴とする
、抗腫瘍剤を提供する。
従来のゲノム編集の手法としては、配列非依存的なＤＮＡ切断能を有する分子と配列認
識能を有する分子とを組み合わせた人工ヌクレアーゼを利用する方法がよく知られている
。例えば、ジンクフィンガーＤＮＡ結合ドメインと非特異的なＤＮＡ切断ドメインとを連

30

結した、ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ＺＦＮ）、植物病原菌キサントモナス属が有す
るＤＮＡ結合モジュールである転写活性化因子様（ＴＡＬ）エフェクターと、ＤＮＡエン
ドヌクレアーゼとを連結したＴＡＬＥＮ、あるいは、真正細菌や古細菌が持つ獲得免疫シ
ステムで機能する核酸配列ＣＲＩＳＰＲ（Clustered Regularly Interspaced Short Pali
ndromic Repeats）と、ＣＲＩＳＰＲとともに重要な働きを持つヌクレアーゼＣａｓ（CRI
SPR‑associated）タンパク質ファミリーとを組み合わせたＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９システ
ムを利用する方法などが報告されている。さらには、３５個のアミノ酸からなり１個の核
酸塩基を認識するＰＰＲモチーフの連続によって、特定のヌクレオチド配列を認識するよ
うに構成されたＰＰＲタンパク質と、ヌクレアーゼとを連結した人工ヌクレアーゼも報告
されている。
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【００５３】
これらのゲノム編集技術においては、いずれもタンパク質（ＺＦ、ＴＡＬエフェクター
、ＰＰＲ）又はＲＮＡとタンパク質との複合体（ＣＲＩＳＰＲ−Ｃａｓ９）により特定の
標的ヌクレオチド配列を認識している。従って、人工ヌクレアーゼに配列特異性を付与す
るこれらの物質（核酸配列認識モジュール）を用いて、本発明の標的領域に結合させるこ
とで、本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合を阻害することができる。
【００５４】
本発明において「核酸配列認識モジュール」とは、ＤＮＡ鎖上の特定のヌクレオチド配
列（即ち、標的ヌクレオチド配列）を特異的に認識して結合する能力を有する分子又は分
子複合体を意味する。核酸配列認識モジュールが標的ヌクレオチド配列に結合することに
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より、該モジュールに連結されたエフェクターがＤＮＡの標的化された部位に特異的に作
用することを可能にする。
【００５５】
本発明の１つの態様において、核酸配列認識モジュールとしては、CRISPR‑Casシステム
が挙げられる。CRISPR‑Casシステムは、標的ヌクレオチド配列を有する短鎖CRISPR RNA（
crRNA）とトランス活性化型crRNA（tracrRNA）との複合体、又はcrRNAとtracrRNAとを組
合せた単一の合成RNA（ガイドRNA、gRNA）により目的のDNAの配列を認識するので、標的
ヌクレオチド配列の相補配列と特異的にハイブリッド形成し得るオリゴDNAを合成するだ
けで、任意の配列を標的化することができる。
【００５６】

10

CRISPR‑Casを用いた核酸配列認識モジュールは、標的ヌクレオチド配列、及びCasタン
パク質のリクルートに必要なtracrRNAからなるRNA分子（ガイドRNA）とCasタンパク質と
の複合体として提供される。また、他の態様として、CRISPR‑Casを用いた核酸配列認識モ
ジュールは、標的ヌクレオチド配列と同一配列のRNAを含むcrRNA、及びtracrRNA、Casの
複合体として提供される。
【００５７】
本発明で使用されるCasタンパク質は、CRISPRシステムに属するものであれば特に制限
はないが、好ましくはCas9である。Cas9としては、例えばストレプトコッカス・ピオゲネ
ス（Streptococcus pyogenes）由来のCas9（SpCas9）、ストレプトコッカス・サーモフィ
ラス（Streptococcus thermophilus）由来のCas9（StCas9）等が挙げられるが、それらに
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限定されない。好ましくはSpCas9である。ヒト臨床に利用することを考慮すれば、DSBを
生じるのは好ましくないので、Casとしては、DNA切断活性を失活したもの（dCas）が好ま
しい。例えば、SpCas9の場合、10番目のAsp残基がAla残基に変換した、ガイドRNAと相補
鎖を形成する鎖の反対鎖の切断能を欠くD10A変異体、840番目のHis残基がAla残基で変換
した、ガイドRNAと相補鎖の切断能を欠くH840A変異体の二重変異体を用いることができる
が、他の変異Casも同様に用いることができる。
【００５８】
CRISPR‑Casを核酸配列認識モジュールとして用いる場合、標的ヌクレオチド配列は、該
配列にガイドRNAとCasの複合体が結合したときに、本発明のシスエレメントが該複合体に
よって遮断され、Ｒｕｎｘ３が結合できない状態にあれば、特に制限されないが、例えば

30

、マウスｃ−Ｍｙｃ遺伝子の場合、後述の実施例（図４−２を参照）で使用された標的ヌ
クレオチド配列（即ち、CTGCGTATATCAGTCACCGC；配列番号１２）が挙げられる。一方、ヒ
トｃ−Ｍｙｃ遺伝子の場合、例えば、本発明のシスエレメント中のＣＧＧをＰＡＭとして
、その直前から上流側２０ヌクレオチド（即ち、ATACTCACAGGACAAGGATG；配列番号６）の
逆鎖配列を標的ヌクレオチド配列として、crRNAを設計することができる。
【００５９】
本発明の他の態様においては、核酸配列認識モジュールとしては、ジンクフィンガーモ
チーフ、TALエフェクター及びPPRモチーフ等の他、制限酵素、転写因子、RNAポリメラー
ゼ等のDNAと特異的に結合し得るタンパク質のDNA結合ドメインを含み、DNA二重鎖切断能
を有しないフラグメント等が用いられ得る。
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【００６０】
ジンクフィンガーモチーフは、Cys2His2型の異なるジンクフィンガーユニット（1フィ
ンガーが約3塩基を認識する）を3〜6個連結させたものであり、9〜18塩基の標的ヌクレオ
チド配列を認識することができる。ジンクフィンガーモチーフは、Modular assembly法（
Nat Biotechnol (2002) 20: 135‑141）、OPEN法（Mol Cell (2008) 31: 294‑301）、CoDA
法（Nat Methods (2011) 8: 67‑69）、大腸菌one‑hybrid法（Nat Biotechnol (2008) 26:
695‑701）等の公知の手法により作製することができる。ジンクフィンガーモチーフの作
製の詳細については、特許第4968498号公報を参照することができる。
【００６１】
TALエフェクターは、約34アミノ酸を単位としたモジュールの繰り返し構造を有してお
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り、1つのモジュールの12及び13番目のアミノ酸残基（RVDと呼ばれる）によって、結合安
定性と塩基特異性が決定される。各モジュールは独立性が高いので、モジュールを繋ぎ合
わせるだけで、標的ヌクレオチド配列に特異的なTALエフェクターを作製することが可能
である。TALエフェクターは、オープンリソースを利用した作製方法（REAL法(Curr Proto
c Mol Biol (2012) Chapter 12: Unit 12.15)、FLASH法(Nat Biotechnol (2012) 30: 460
‑465)、Golden Gate法(Nucleic Acids Res (2011) 39： e82)等）が確立されており、比
較的簡便に標的ヌクレオチド配列に対するTALエフェクターを設計することができる。TAL
エフェクターの作製の詳細については、特表2013‑513389号公報を参照することができる
。
10

【００６２】
PPRモチーフは、35アミノ酸からなり1つの核酸塩基を認識するPPRモチーフの連続によ
って、特定のヌクレオチド配列を認識するように構成されており、各モチーフの1、4及び
ii（‑2）番目のアミノ酸のみで標的塩基を認識する。モチーフ構成に依存性はなく、両脇
のモチーフからの干渉はないので、TALエフェクター同様、PPRモチーフを繋ぎ合わせるだ
けで、標的ヌクレオチド配列に特異的なPPRタンパク質を作製することが可能である。PPR
モチーフの作製の詳細については、特開2013‑128413号公報を参照することができる。
【００６３】
また、制限酵素、転写因子、RNAポリメラーゼ等のフラグメントを用いる場合、これら
のタンパク質のDNA結合ドメインは周知であるので、該ドメインを含み、且つDNA二重鎖切

20

断能を有しない断片を容易に設計し、構築することができる。
【００６４】
いずれの核酸配列認識モジュールを用いる場合でも、上述の「本発明の標的領域」、即
ち、本発明のシスエレメントの全部（ＴＧＣＧＧＴ）、該シスエレメントの３

側から１

ヌクレオチドずつが除かれたＴＧＣＧＧ、ＴＧＣＧ、ＴＧＣ、ＴＧ又はＴ、あるいは該シ
スエレメントの５

側から１ヌクレオチドずつが除かれたＧＣＧＧＴ、ＣＧＧＴ、ＧＧＴ

、ＧＴ又はＴを含み、かつｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点の上流配列中の連続する１２ヌ
クレオチド以上を含む部分ヌクレオチド配列からなる領域を、ターゲットとすることがで
きる。
【００６５】
あるいは、前記CRISPR‑CasのdCasの場合と同様に、ジンクフィンガーモチーフ、TALエ

30

フェクター及びPPRモチーフ等の核酸配列認識モジュールに、失活したヌクレアーゼ（例
、ＦｏｋＩ）を組み合わせることにより、該ヌクレーアーゼが立体的に本発明のシスエレ
メントを遮断し、それによってＲｕｎｘ３の結合を阻害することもできる。この場合、例
えば、本発明のシスエレメントより上流の正鎖ヌクレオチド配列と、該シスエレメントよ
り下流の逆鎖ヌクレオチド配列とを特異的に認識する２つの核酸配列認識モジュールを設
計し、該モジュールの末端（例、Ｃ末端）で失活したヌクレアーゼと複合体形成するよう
にすることで、本発明のシスエレメントを遮断することができる。
【００６６】
ジンクフィンガーモチーフ、TALエフェクター及びPPRモチーフ等の核酸配列認識モジュ
ールは、上記ヌクレアーゼとの融合タンパク質として提供することもできるし、SH3ドメ

40

イン、PDZドメイン、GKドメイン、GBドメイン等のタンパク質結合ドメインとそれらの結
合パートナーとを、核酸配列認識モジュールと、ヌクレアーゼとにそれぞれ融合させ、該
タンパク質結合ドメインとその結合パートナーとの相互作用を介してタンパク質複合体と
して提供してもよい。或いは、核酸配列認識モジュールと、ヌクレアーゼとにそれぞれイ
ンテイン（intein）を融合させ、各タンパク質合成後のライゲーションにより、両者を連
結することもできる。
【００６７】
本発明の核酸配列認識モジュールは、ヌクレアーゼの代わりに、転写抑制因子と複合体
を形成させることにより、本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合を遮断しつつ、
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写をさらに抑制することもできる。本発明において、「転写抑制因
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子」とは、標的とする遺伝子の転写抑制活性を有するタンパク質またはタンパク質ドメイ
ンを意味する。
【００６８】
本発明で用いる転写抑制因子としては、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写活性化を抑制すること
ができるものであれば特に制限はないが、例えば、ＫＲＡＢ、ＭＢＤ２Ｂ、ｖ−ＥｒｂＡ
、ＳＩＤ（ＳＩＤのコンカテマー（ＳＩＤ４Ｘ）を含む）、ＭＢＤ２、ＭＢＤ３、ＤＮＭ
Ｔファミリー（例：ＤＮＭＴ１、ＤＮＭＴ３Ａ、ＤＮＭＴ３Ｂ）、Ｒｂ、ＭｅＣＰ２、Ｒ
ＯＭ２及びＡｔＨＤ２Ａなどが挙げられ、好ましくは、ＫＲＡＢである。本発明の転写抑
制因子としてＫＲＡＢを用いる場合に、その由来とするタンパク質は特に制限されないが
、例えば、ＫＯＸ−１（ＺＮＦ１０）、ＫＯＸ８（ＺＮＦ７０８）、ＺＮＦ４３、ＺＮＦ

10

１８４、ＺＮＦ９１、ＨＰＦ４、ＨＴＦ１０、ＨＴＦ３４などが挙げられる。
【００６９】
上記核酸配列認識モジュールと、本発明の標的領域が存在するｃ−Ｍｙｃ遺伝子との接
触は、対象である哺乳動物（例、ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、ネコ、サル等、好
ましくはヒト又はマウス、より好ましくはヒト）の細胞に、該モジュール（ヌクレアーゼ
や転写抑制因子等のエフェクターと組み合わせて用いる場合は、さらに該エフェクタータ
ンパク質）をコードする核酸を導入することにより実施される。
従って、核酸配列認識モジュール、又は核酸配列認識モジュール及びエフェクターは、
それらの融合タンパク質をコードする核酸として、或いは、タンパク質に翻訳後、宿主細
胞内で複合体形成し得るような形態で、各構成因子をコードする核酸として調製すること

20

が好ましい。ここで核酸は、DNAであってもRNAであってもよい。DNAの場合は、好ましく
は二本鎖DNAであり、哺乳動物細胞内で機能的なプロモーターの制御下に各構成因子を発
現し得る発現ベクターの形態で提供される。RNAの場合は、好ましくは一本鎖RNAである。
【００７０】
CRISPR‑Casを核酸配列認識モジュールとして用いる場合、ガイドRNA及びCasタンパク質
をコードする発現ベクターを細胞に導入し、該ガイドRNA及びCasタンパク質を発現させる
ことにより、細胞内でガイドRNAとCasタンパク質との複合体を形成する。ガイドRNA及びC
asタンパク質は、同一の発現ベクター上にコードされていてもよいし、異なる発現ベクタ
ー上に、それぞれコードされていてもよい。
【００７１】

30

CasをコードするDNAは、当該技術分野で周知の方法により、Casを産生する細胞からク
ローニングすることができる。得られたCasをコードするDNAは、哺乳動物細胞用の発現ベ
クターのプロモーターの下流に挿入することができる。
【００７２】
一方、ガイドRNAをコードするDNAは、標的ヌクレオチド配列と既知のtracrRNA配列（例
えば、gttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtccgttatcaacttgaaaaagtggcaccgagtcggt
ggtgctttt; 配列番号５）とを連結したオリゴDNA配列を設計し、DNA/RNA合成機を用いて
、化学的に合成することができる。なお、本明細書においてヌクレオチド配列は、別段に
ことわりのない限りＤＮＡの配列として記載するが、ポリヌクレオチドがＲＮＡである場
合は、チミン（Ｔ）をウラシル（Ｕ）に適宜読み替えるものとする。
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【００７３】
ガイドRNAをコードするDNAも、哺乳動物細胞用の発現ベクターに挿入することができる
。ガイドRNA及びCasは、同一の発現ベクター上にコードされていてもよいし、異なる発現
ベクター上に、それぞれコードされていてもよい。好適には、CasをコードするDNAとガイ
ドRNAをコードするDNAを、同一の発現ベクター中、別個のプロモーターの下流に挿入する
。
【００７４】
CasをコードするRNAは、例えば、上記したCasをコードするDNAを鋳型として、自体公知
のインビトロ転写系にてmRNAに転写することにより調製することもできる。
ガイドRNAは、標的ヌクレオチド配列と既知のtracrRNA配列とを連結したオリゴRNA配列
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を設計し、DNA/RNA合成機を用いて、化学的に合成することもできる。この場合、ガイドR
NAを構成するリボヌクレオチドに、安定性や膜透過性を向上させるための種々の修飾を付
与することができる。また、crRNAとtracrRNAとを別個に合成し、アニーリングして用い
ることもできる。
【００７５】
ジンクフィンガーモチーフ、TALエフェクター、PPRモチーフ等の核酸配列認識モジュー
ルをコードするDNAは、各モジュールについて上記したいずれかの方法により取得するこ
とができる。制限酵素、転写因子、RNAポリメラーゼ等の配列認識モジュールをコードす
るDNAは、例えば、それらのcDNA配列情報に基づいて、当該タンパク質の所望の部分（DNA
結合ドメインを含む部分）をコードする領域をカバーするようにオリゴDNAプライマーを

10

合成し、当該タンパク質を産生する細胞より調製した全RNA若しくはmRNA画分を鋳型とし
て用い、RT‑PCR法によって増幅することにより、クローニングすることができる。
【００７６】
ヌクレアーゼや転写抑制因子等のエフェクターをコードするDNAも、同様に、使用する
エフェクターのcDNA配列情報をもとにオリゴDNAプライマーを合成し、当該エフェクター
を産生する細胞より調製した全RNA若しくはmRNA画分を鋳型として用い、RT‑PCR法によっ
て増幅することにより、クローニングすることができる。例えば、FokIをコードするDNA
はそのcDNA配列をもとに、CDSの上流及び下流に対して適当なプライマーを設計し、Flavo
bacterium okeanokoites (IFO 12536)由来mRNAからRT‑PCR法によりクローニングできる。
【００７７】

20

クローン化された核酸配列認識モジュールをコードするDNAは、そのまま、又は所望に
より制限酵素で消化するか、適当なリンカー及び/又は核移行シグナルを付加することが
できる。ヌクレアーゼや転写抑制因子等のエフェクターと組み合わせて用いる場合、クロ
ーン化された核酸配列認識モジュールをコードするDNAを、前記クローン化された核酸配
列認識モジュールをコードするDNAとライゲーションして、融合タンパク質をコードするD
NAを調製することができる。或いは、核酸配列認識モジュールをコードするDNAと、エフ
ェクターをコードするDNAに、それぞれ結合ドメイン若しくはその結合パートナーをコー
ドするDNAを融合させるか、両DNAに分離インテインをコードするDNAを融合させることに
より、核酸配列認識モジュールとエフェクターとが宿主細胞内で翻訳された後に複合体を
形成できるようにしてもよい。これらの場合も、所望により一方若しくは両方のDNAの適
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当な位置に、リンカー及び/又は核移行シグナルを連結することができる。
【００７８】
核酸配列認識モジュールをコードするDNA、エフェクターをコードするDNAは、化学的に
DNA鎖を合成するか、若しくは合成した一部オーバーラップするオリゴDNA短鎖を、PCR法
やGibson Assembly法を利用して接続することにより、その全長をコードするDNAを構築す
ることも可能である。化学合成又はPCR法若しくはGibson Assembly法との組み合わせで全
長DNAを構築することの利点は、該DNAを導入する宿主に合わせて使用コドンをCDS全長に
わたり設計できる点にある。異種DNAの発現に際し、そのDNA配列を宿主生物において使用
頻度の高いコドンに変換することで、タンパク質発現量の増大が期待できる。使用する宿
主におけるコドン使用頻度のデータは、例えば（公財）かずさDNA研究所のホームページ
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に公開されている遺伝暗号使用頻度データベース（http://www.kazusa.or.jp/codon/inde
x.html）を用いることができ、又は各宿主におけるコドン使用頻度を記した文献を参照し
てもよい。入手したデータと導入しようとするDNA配列を参照し、該DNA配列に用いられて
いるコドンの中で宿主において使用頻度の低いものを、同一のアミノ酸をコードし使用頻
度の高いコドンに変換すればよい。
【００７９】
核酸配列認識モジュール及び/又はエフェクターをコードするDNAが挿入される発現ベク
ターとしては、レトロウイルス、ワクシニアウイルス、アデノウイルスなどの動物ウイル
スベクターなどが用いられる。
プロモーターとしては、SRαプロモーター、SV40プロモーター、LTRプロモーター、CMV
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（サイトメガロウイルス）プロモーター、RSV（ラウス肉腫ウイルス）プロモーター、MoM
uLV（モロニーマウス白血病ウイルス）LTR、HSV‑TK（単純ヘルペスウイルスチミジンキナ
ーゼ）プロモーターなど哺乳動物細胞で機能し得るプロモーターが用いられるが、これら
に限定されない。
【００８０】
発現ベクターは、上記の他に、所望によりエンハンサー、スプライシングシグナル、タ
ーミネーター、ポリＡ付加シグナル、薬剤耐性遺伝子等の選択マーカー、複製起点などを
含有していてもよい。
【００８１】
核酸配列認識モジュール（及び所望により、さらにエフェクター）をコードする発現ベ

10

クターを対象となる哺乳動物の標的細胞（例、がん細胞、ｐ５３が不活性化した前がん細
胞）に導入することによって、該細胞内において核酸配列認識モジュール又は該モジュー
ルとエフェクターとの複合体が発現・形成され、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子上の標的ヌクレオチド
配列と接触させることができる。
【００８２】
（ｂ）ゲノム配列の改変を伴う結合阻害物質
上記（ａ）において、ヌクレアーゼとして、ＤＳＢ活性を有する野生型酵素を用いるこ
とにより、本発明のシスエレメント内でＤＳＢを生じせしめ、本発明のシスエレメントの
１以上のヌクレオチドの欠失又は他のヌクレオチドへの置換、或いは該シスエレメント内
への１以上のヌクレオチドの挿入をもたらすことにより、該シスエレメントを破壊するこ

20

とができる。
【００８３】
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子は、本発明のシスエレメント内で切断された後、非相同末端連結（NH
EJ）により修復されるが、その際の修復エラーにより、該シスエレメントの１以上のヌク
レオチドの欠失又は他のヌクレオチドへの置換、或いは該シスエレメント内への１以上の
ヌクレオチドの挿入を生じる。その結果、Ｒｕｎｘ３の該変異シスエレメントに対する親
和性が顕著に低下し、該変異シスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合が阻害され、ｃ−Ｍｙ
ｃ遺伝子の転写活性化が抑制される。
【００８４】
本発明のシスエレメント内に変異を導入する別の態様として、本発明のシスエレメント

30

に隣接する上流及び下流の配列それぞれに相同な配列を含み、かつ該シスエレメント部分
に変異が導入されたＤＮＡ（ドナーＤＮＡ）を、核酸配列認識モジュールとヌクレアーゼ
との複合体をコードするＤＮＡとともに、対象となる哺乳動物細胞に導入することで、本
発明の標的領域を含む領域と該ドナーＤＮＡとの間で相同組換えを引き起こすことにより
、本発明のシスエレメント内に所望の変異を導入することができる。ドナーＤＮＡに含ま
れる、該シスエレメントに隣接する上流及び下流の配列それぞれに相同な配列は、相同組
換えを生じるに十分な長さであれば、特に制限されず、それぞれ５０〜１００ｍｅｒ程度
の比較的短い配列であってもよいし（図４−２参照）、あるいは、数ｋｂに及ぶ長いホモ
ロジーアームであってもよい（図４−１参照）。後者の場合、ドナーＤＮＡはそれが挿入
されたターゲティングベクターの形態で提供され得る。「ドナーＤＮＡが挿入されたター

40

ゲティングベクター」とは、単に上記ドナーＤＮＡと同一の配列が挿入されたターゲティ
ングベクターにとどまらず、ドナーＤＮＡの間又は外側に、選択マーカー及び／又はリコ
ンビナーゼ標的配列を有するものも含む。該ターゲティングベクターの基本骨格となるベ
クターは特に限定されず、形質転換を行う細胞（例えば、大腸菌）中で自己複製可能なも
のであればよい。例えば、市販のｐＢｌｕｓｃｒｉｐｔ（Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ社製）、
ｐＺＥｒＯ１．１（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）、ｐＧＥＭ−１（Ｐｒｏｍｅｇａ社）等が
使用可能である。
【００８５】
ドナーＤＮＡは、二本鎖DNA(環状二本鎖DNA、直鎖状二本鎖DNA)、一本鎖DNAのいずれの
形態でも、細胞に導入され得る。
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【００８６】
ＤＳＢは想定外のゲノム改変を伴うため、強い細胞毒性や染色体の転位などの副作用が
あり、遺伝子治療における信頼性を損なうおそれがある。そのため、ヌクレアーゼに代え
て、エフェクターとしてＤＳＢを伴わずにゲノム改変が可能な酵素を、核酸配列認識モジ
ュールと組み合わせて用いることができる。そのような酵素としては、例えば、核酸塩基
の置換基を他の置換基に変換することで、異なる塩基に置換する酵素（例、デアミナーゼ
等）、脱塩基反応を触媒し、内在の修復機構のエラーを利用して脱塩基部位に変異を導入
する酵素（例、ＤＮＡグリコシラーゼ等）が挙げられるが、それらに限定されない。尚、
この場合、核酸配列認識モジュールがCRISPR‑Casであれば、Casとして、少なくとも一方
のDNA切断能が失活した変異体（nCas）、好ましくは両方のDNA切断能が失活した変異体（

10

dCas）が用いられる。エフェクターとしてデアミナーゼを用いる場合の詳細は、例えば国
際公開第2015/133554号に、DNAグリコシラーゼを用いる場合の詳細は、例えば国際公開第
2016/072399号に、それぞれ記載されている。
【００８７】
上述のように、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写調節領域には、本発明のシスエレメント以外に
も多数のＲｕｎｘ結合配列が存在する（上記非特許文献１、図１参照）。従って、本発明
のシスエレメントに加えて、これらのＲｕｎｘ結合配列の１以上へのＲｕｎｘ３の結合を
阻害することで、さらにｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写を抑制し得る。ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写
調節領域上の他のＲｕｎｘ結合配列を特異的に遮断するには、本発明の標的領域に代えて
、目的のＲｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴ又はＡＣＣＧＣＡの少なくとも一部を含む、連続
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する１２ヌクレオチド以上の部分ヌクレオチド配列からなる領域を標的領域として、上記
と同様の手法を実施すればよい。この場合、核酸配列認識モジュールとしてCRISPR‑Casを
用いれば、ガイドRNAを各標的ヌクレオチド配列に対して設計しさえすればよいので、ZF
モチーフやTALエフェクターを用いる場合より簡便である。
【００８８】
３．本発明の結合阻害物質の用途
（ａ）抗腫瘍剤
本発明の結合阻害物質は、本発明の標的領域を特異的に認識して結合することにより、
本発明のシスエレメントへのＲｕｎｘ３の結合を阻害し、Ｒｕｎｘ３やｃ−Ｍｙｃの発現
を直接阻害するよりも、効率よくｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写活性化を抑制することができ、
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しかも他の遺伝子上のＲｕｎｘ結合領域へのオフターゲット作用が十分に低減されている
ので、がん、特にｐ５３の不活性化を伴うがんに対して、安全かつ有効な抗腫瘍薬となり
得る。
【００８９】
本発明は、少なくとも部分的には、多くのがんにおいて共通に認められるｐ５３の不活
性化とｃ−Ｍｙｃの発現上昇という現象が、ｐ５３による抑制を脱したＲｕｎｘ３がｃ−
Ｍｙｃ遺伝子の特定のＲｕｎｘ結合配列に結合することにより、該遺伝子の転写を活性化
していることの発見に基づいている。
従って、本発明の結合阻害物質が抗腫瘍効果を発揮し得るがんとしては、ｐ５３が不活
性化している限り特に制限はなく、例えば、慢性リンパ球性白血病、子宮頸がん、神経膠

40

腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、悪性中皮腫、骨肉腫、黒色腫、多発性骨髄
腫、急性リンパ球性がん、慢性骨髄性がん、皮膚がん、甲状腺がん、咽頭がん、喉頭がん
、肺がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、膵臓がん、腎臓がん、前立腺がん、小腸がん、
大腸がん、直腸がん、結腸がん、精巣がん、卵巣がん、子宮頸がん、尿管がん、膀胱がん
が挙げられる。特に、ｐ５３の変異率が高く、且つ悪性度が高い膵臓がんや、骨肉腫、と
りわけ、化学療法による治療期間が１年に及び、かつそれでも治癒困難である場合が多い
小児性骨肉腫の治療に有用である。
【００９０】
本発明の結合阻害物質がアンチジーン（例、ＴＦＯ、ＰＩポリアミド、ＰＮＡ等）の場
合には、有効量の該結合阻害物質を単独で、あるいは、医薬上許容される担体とともに医
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薬組成物として、製剤化することができる。一方、本発明の結合阻害物がゲノム編集技術
において利用される核酸配列認識モジュール（及び該モジュールと複合体を形成するエフ
ェクター）である場合、好ましくは、該結合阻害物質は、それをコードするＤＮＡを含む
発現ベクター（以下、「本発明のベクター」ともいう。）の形態で、製剤化される。本発
明の発現ベクターとしては、例えば、無毒化したレトロウイルス、アデノウイルス、アデ
ノ随伴ウイルス、ヘルペスウイルス、ワクシニアウイルス、ポックスウイルス、ポリオウ
イルス、シンドビスウイルス、センダイウイルス、ＳＶ４０、免疫不全症ウイルス（ＨＩ
Ｖ）等のウイルスベクターを用いることができる。好ましくはアデノウイルス又はアデノ
随伴ウイルスベクターが挙げられる。
【００９１】

10

医薬上許容される担体としては、例えば、ショ糖、デンプン等の賦形剤、セルロース、
メチルセルロース等の結合剤、デンプン、カルボキシメチルセルロース等の崩壊剤、ステ
アリン酸マグネシウム、エアロジル等の滑剤、クエン酸、メントール等の芳香剤、安息香
酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム等の保存剤、クエン酸、クエン酸ナトリウム等の安
定剤、メチルセルロース、ポリビニルピロリド等の懸濁剤、界面活性剤等の分散剤、水、
生理食塩水等の希釈剤、ベースワックス等が挙げられるが、それらに限定されるものでは
ない。
【００９２】
アンチジーン分子や本発明のベクターの標的細胞内への導入を促進するために、本発明
の抗腫瘍剤は、更に核酸導入用試薬を含むことができる。該核酸導入用試薬としては、ア
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テロコラーゲン；リポソーム；ナノパーティクル；リポフェクチン、リプフェクタミン（
lipofectamine）、DOGS（トランスフェクタム）、DOPE、DOTAP、DDAB、DHDEAB、HDEAB、
ポリブレン、あるいはポリ（エチレンイミン）(PEI)等の陽イオン性脂質等を用いること
が出来る。
【００９３】
好ましい一実施態様において、本発明の抗腫瘍剤は、アンチジーン分子や本発明のベク
ターがリポソームに封入されてなる医薬組成物であり得る。リポソームは、１以上の脂質
二重層により包囲された内相を有する微細閉鎖小胞であり、通常は水溶性物質を内相に、
脂溶性物質を脂質二重層内に保持することができる。本明細書において「封入」という場
合には、アンチジーン分子や本発明のベクターはリポソーム内相に保持されてもよいし、
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脂質二重層内に保持されてもよい。本発明に用いられるリポソームは単層膜であっても多
層膜であってもよく、また、粒子径は、例えば10〜1000nm、好ましくは50〜300nmの範囲
で適宜選択できる。標的組織への送達性を考慮すると、粒子径は、例えば200nm以下、好
ましくは100nm以下であり得る。
【００９４】
アンチジーンや本発明のベクターのリポソームへの封入法としては、リピドフィルム法
（ボルテックス法）、逆相蒸発法、界面活性剤除去法、凍結融解法、リモートローディン
グ法等が挙げられるが、これらに限定されず、任意の公知の方法を適宜選択することがで
きる。
【００９５】

40

本発明の抗腫瘍剤は、経口的にまたは非経口的に、哺乳動物（例、ヒト、ラット、マウ
ス、モルモット、ウサギ、ヒツジ、ウマ、ブタ、ウシ、サル）に対して投与することが可
能であるが、非経口的に投与するのが望ましい。
【００９６】
また、徐放性の製剤（ミニペレット製剤等）を調製し患部近くに埋め込むことも可能で
あり、或いはオスモチックポンプ等を用いて患部に連続的に徐々に投与することも可能で
ある。
【００９７】
非経口的な投与（例えば、皮下注射、筋肉注射、局所注入、腹腔内投与など）に好適な
製剤としては、水性および非水性の等張な無菌の注射液剤があり、これには抗酸化剤、緩
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衝液、制菌剤、等張化剤等が含まれていてもよい。また、水性および非水性の無菌の懸濁
液剤が挙げられ、これには懸濁剤、可溶化剤、増粘剤、安定化剤、防腐剤等が含まれてい
てもよい。当該製剤は、アンプルやバイアルのように単位投与量あるいは複数回投与量ず
つ容器に封入することができる。また、有効成分および医薬上許容される担体を凍結乾燥
し、使用直前に適当な無菌のビヒクルに溶解または懸濁すればよい状態で保存することも
できる。
【００９８】
医薬組成物中のアンチジーン分子や本発明のベクターの含有量は、例えば、医薬組成物
全体の約0.1ないし100重量%である。
【００９９】
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本発明の抗腫瘍剤の投与量は、投与方法、対象とするがんの種類、重篤度、投与対象の
状況（性別、年齢、体重など）によって異なるが、例えば、成人に全身投与する場合、通
常、アンチジーン分子の一回投与量として2 nmol/kg以上50 nmol/kg以下、局所投与する
場合、1 pmol/kg以上10 nmol/kg以下が望ましい。かかる投与量を1〜10回、より好ましく
は5〜10回投与することが望ましい。あるいは、本発明のベクターがウイルスベクター粒
子として投与される場合、１回につき、例えばウイルスの力価として約1×103 pfu〜1×1
015 pfuの範囲で投与され得る。
【０１００】
本発明の結合阻害物質が、それをコードするＤＮＡを含む発現ベクターの形態で提供さ
れる場合、本発明の抗腫瘍剤は、投与対象から採取された細胞や組織（例、がん細胞）に

20

添加して、該細胞内に該発現ベクターを導入し、それを投与対象の体内、好ましくはがん
病変部に戻す、ex vivo製剤であってもよい。この場合、細胞への遺伝子導入法としては
、リポフェクション法、リン酸−カルシウム共沈法；微小ガラス管を用いた直接注入法等
が挙げられる。また、組織への遺伝子導入法としては、内包型リポソームによる遺伝子導
入法、静電気型リポソームによる遺伝子導入法、ＨＶＪ−リポソーム法、改良型ＨＶＪ−
リポソーム法（ＨＶＪ−ＡＶＥリポソーム法）、受容体介在性遺伝子導入法、パーティク
ル銃で担体（金属粒子）とともに有効成分を細胞に移入する方法、ｎａｋｅｄ−ＤＮＡの
直接導入法、正電荷ポリマーによる導入法等が挙げられる。
【０１０１】
本発明の抗腫瘍剤は、他の薬剤、例えば、がん種に応じた既存の抗がん剤と併用するこ

30

とができる。本発明の抗腫瘍剤と他の薬剤とを併用する場合には、本発明の結合阻害物質
と他の薬剤を自体公知の方法に従って混合し、合剤とすることもできるが、それぞれを別
々に製剤化し、同一対象に対して同時に又は時間差をおいて投与してもよい。
他の薬剤の投与量としては、例えば、当該薬剤を単独投与する場合に通常使用される投
与量をそのまま適用することができる。
【０１０２】
上述のように、ｐ５３が正常に機能していれば、ｐ５３はＲｕｎｘ３と結合してｃ−Ｍ
ｙｃ遺伝子へのＲｕｎｘ３の結合を阻害するので、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の発現上昇は抑制さ
れている。従って、本発明の抗腫瘍剤は、ｐ５３が不活性化されているがんで特に有効で
ある。そのため、本発明の抗腫瘍剤による治療奏功性を予測するために、投与対象である

40

がん患者がｐ５３変異を有しているかを検定することが望ましい。従って、本発明はまた
、本発明の抗腫瘍剤と、ｐ５３の不活性化を検定する試薬とを組み合わせてなる医薬を提
供する。ｐ５３遺伝子の変異検出方法として、ｐ５３遺伝子のエキソンをＰＣＲ法で増幅
し、シークエンシングやＳＳＣＰ解析を行う方法が広く普及している。例えば、ｐ５３遺
伝子の各エキソンを含む領域を増幅するようにデザインしたプライマーのセットは市販さ
れている。ｐ５３不活性化の検定において、ｐ５３が不活性化されていない（野生型であ
るか、Ｒｕｎｘ３との結合能に影響しない変異を有する）と判定された場合、本発明の抗
腫瘍剤は無効であるか、効果は限定的であると予測することができるので、他の治療法を
選択することを考慮すべきである。
【０１０３】
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（ｂ）遺伝子改変動物
本発明の結合阻害物質が、ゲノム配列の改変を伴うゲノム編集の構成要素（例、核酸配
列認識モジュール、ヌクレアーゼ、核酸塩基改変酵素、ドナーＤＮＡ）である場合、これ
らを用いて、本発明のシスエレメント内に変異を有し、該シスエレメントの機能が欠損し
た非ヒト動物を作製することができる。
【０１０４】
非ヒト動物としては、非ヒト温血動物（非ヒト哺乳動物及び鳥類）が好ましい。哺乳動
物としては、例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ等の実験動物、
ブタ、ウシ、ヤギ、ウマ、ヒツジ等の家畜、イヌ、ネコ等のペット、サル、オランウータ
ン、チンパンジー等の霊長類が挙げられる。鳥類としては、例えばニワトリが挙げられる

10

。
【０１０５】
本発明の遺伝子改変動物は、例えば、ｐ５３コンディショナルノックアウト非ヒト動物
由来の多能性幹細胞（例、ES細胞、iPS細胞）に、本発明の結合阻害物質を導入して、NHE
Jもしくは相同組換えにより本発明のシスエレメントが機能欠損した多能性幹細胞を作製
した後、自体公知の方法によりキメラ胚、キメラ動物を作製し、ジャームライントランス
ミッションしたキメラ動物から子孫を得ることによって製造できる。ゲノム編集技術の利
用により、一度に両方のアレルの機能を欠損させることができ、ホモ接合性の遺伝子改変
動物を容易に得ることができる。
20

【０１０６】
このようにして得られた本発明の遺伝子改変動物は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写調節の分
子機構や、ｐ５３、ｃ−Ｍｙｃ及びＲｕｎｘ３によるがんの発症・進展に関する分子機構
の解析などに有用である。
【０１０７】
４．スクリーニング方法
本発明はまた、本発明のシスエレメントを含む、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の調節領域内の特定
領域に対する特異的な結合能力を指標とする、抗腫瘍活性を有する物質のスクリーニング
方法を提供する。当該方法は、以下の（１）〜（３）の工程を含む。
（１）被検物質の存在下又は非存在下で、本発明のシスエレメントを含む、連続する１２
ヌクレオチド以上の部分ヌクレオチド配列を有する二本鎖ＤＮＡと、Ｒｕｎｘ３とを接触
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させる工程、
（２）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を測定する工程、及び
（３）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を阻害した被検物質を、抗腫瘍活性を有する物質の
候補として選択する工程
前記工程（１）に用いられる二本鎖ＤＮＡとしては、上述の本発明の標的領域を構成す
る二本鎖ＤＮＡが好ましい。
【０１０８】
本発明のスクリーニング方法に供される被検物質は、いかなる公知化合物及び新規化合
物であってもよく、例えば、核酸、糖質、脂質、タンパク質、ペプチド、有機低分子化合
物、コンビナトリアルケミストリー技術を用いて作製された化合物ライブラリー、固相合
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成やファージディスプレイ法により作製されたランダムペプチドライブラリー、或いは微
生物、動植物、海洋生物等由来の天然成分等が挙げられる。
【０１０９】
好ましい実施形態においては、本発明のスクリーニング方法は、下記の工程（１

）〜

（３

）さらに含む。

（１

）被検物質の存在下又は非存在下で、Ｒｕｎｘ結合配列ＴＧＣＧＧＴを含み、かつ

ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の調節領域に存在しない、連続する１２ヌクレオチド以上の部分ヌクレ
オチド配列を有する二本鎖ＤＮＡと、Ｒｕｎｘ３とを接触させる工程、
（２

）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を測定する工程、及び

（３

）該ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合を阻害しないか、その阻害活性が、前記工程（１
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）の二本鎖ＤＮＡとＲｕｎｘ３と結合に対する阻害活性よりも低い被検物質を、抗腫瘍活
性を有する物質の候補として選択する工程
前記工程（１

）に用いられる二本鎖ＤＮＡとしては、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子以外の遺伝子

、好ましくは生存に関連する遺伝子内に存在する、Ｒｕｎｘ結合配列を含む部分ヌクレオ
チド配列からなるものが挙げられる。多数のそのような配列を有する二本鎖ＤＮＡを収集
し、例えばアレイ化することによって、被検物質のＲｕｎｘ３結合阻害の特異性（オフタ
ーゲット作用の程度）を網羅的に検出することができる。
【０１１０】
Ｒｕｎｘ３タンパク質は自体公知の方法により調製できる。例えば、Ｒｕｎｘ３遺伝子
の発現組織からＲｕｎｘ３タンパク質を単離・精製できる。しかしながら、迅速、容易且

10

つ大量にＲｕｎｘ３タンパク質を調製し、また、ヒト等のＲｕｎｘ３タンパク質を調製す
るためには、遺伝子組換え技術により組換えタンパク質を調製するのが好ましい。組換え
タンパク質は、細胞系、無細胞系のいずれで調製したものでもよい。
【０１１１】
工程（２）（２

）では、被検物質による、二本鎖ＤＮＡとＲｕｎｘ３との結合の程度

を測定することにより、被検物質の該結合に対する阻害の程度を検定する。二本鎖ＤＮＡ
とＲｕｎｘ３との結合は、自体公知の方法、例えば、ゲルシフトアッセイ、アフィニティ
ークロマトグラフィー等の結果を、イメージアナライザー、分光光度計等で測定すること
により行われ得る。
20

【０１１２】
工程（３）により、本発明のシスエレメントとＲｕｎｘ３との結合を阻害する被検物質
が選択される。さらに、工程（３

）により、本発明のシスエレメント以外のＲｕｎｘ結

合配列、例えば、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子以外で、調節領域内にＲｕｎｘ結合配列を含む遺伝子
、好ましくは生存に関連する遺伝子の、該Ｒｕｎｘ結合配列へのＲｕｎｘ３の結合を阻害
しないか、阻害活性の弱い被検物質が選択される。
【０１１３】
上記のスクリーニング方法により選択された被検物質を、例えば、ｐ５３コンディショ
ナルノックアウト動物（例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、イ
ヌ、サル等の哺乳動物）へ投与することにより、該被検物質のｃ−Ｍｙｃ遺伝子の発現抑
制効果及び／又は抗腫瘍効果や、副作用の程度を確認することができる。

30

【０１１４】
以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何
ら限定されるものではない。
【実施例】
【０１１５】
［実施例１］
マウス・ヒトのｃ−Ｍｙｃプロモーター領域として、転写開始点から上流３ｋｂを図１
に示す。下に塩基配列を拡大して明示したように、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点からも
っとも近位に存在するＲｕｎｘサイト（ＴＧＣＧＧＴ）をｍＲ１として着目した。ｍＲ１
はほ乳類において相同性が高く良く保存された領域に存在しており、マウスのｍＲ１は−

40

３６０ｂｐ付近に、ヒトのｍＲ１は−３１０ｂｐ付近に位置し、近接する。
【０１１６】
［実施例２］
マウスｍＲ１配列にＣＲＩＳＰＲ／Ｃaｓ９システムを用いて変異を導入したマウス骨
肉腫細胞を準備した。骨芽細胞特異的ｐ５３ノックアウトマウスに発症した骨肉腫から樹
立した細胞株（８３−１細胞）のｍＲ１配列に、−３６５〜−３６３の位置に存在するＴ
ＧＧ（アンチセンス側の配列）ＰＡＭ配列を使用し、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃaｓ９システムで
インデルを誘起して２種類のホモ欠損変異（Ｔ７およびＴ１３欠損変異）を導入した細胞
（８３−１−Ｔ７細胞および８３−１−Ｔ１３細胞）を作出した。図２左図のＥＭＳＡ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ−Ｍｏｂｉｌｉｔｙ−Ｓｈｉｆｔ−Ａｓｓａｙ）が示す
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ように、８３−１細胞の核抽出液中の内在性Ｒｕｎｘ３およびＲｕｎｘ２タンパク質のＤ
ＮＡ結合力は、正常配列を有する２本鎖２０塩基プローブＤＮＡ（ＷＴ：ＴＴＣＣＡＣＣ
ＴＧＣＧＧＴＧＡＣＴＧＡＴ（配列番号７）；５

末端ビオチンラベル）に比べ、Ｔ７お

よびＴ１３欠損変異をもつプローブＤＮＡ（Ｔ７：ＧＴＴＣＣＡＣＣＧＣＧＧＴＧＡＣＴ
ＧＡＴ（配列番号８）、Ｔ１３：ＣＴＧＴＴＣＣＡＣＣＧＧＴＧＡＣＴＧＡＴ（配列番号
９）；ともに５

末端ビオチンラベル）に対しては明らかに減少した（室温で２０分反応

させた後、４％ポリアクリルアミドゲル電気泳動にて検出）。特にＴ１３欠損変異でＲｕ
ｎｘ３およびＲｕｎｘ２タンパク質の結合が完全に阻害された。図２中図のＷｅｓｔｅｒ
ｎブロットの結果が示すように、８３−１−Ｔ７細胞および８３−１−Ｔ１３細胞では、
コントロールの８３−１−Ｃ細胞と比較しＲｕｎｘ３のタンパク量は変わらないものの、

10

明らかにｃ−Ｍｙｃのタンパク量が減少していた。８３−１−Ｔ７細胞および８３−１−
Ｔ１３細胞の造腫瘍性を８３−１−Ｃ細胞とともにヌードマウスを用いた担癌実験で検討
した。ヌードマウス（ＢＡＬＢ／ｃ

ｎｕ／ｎｕ

♀

６週齢）の背側の皮下に、それぞ

れ２．５ｘ１０６個注入し、３０日後に形成された腫瘍の重量を測定し比較した（図２右
図）。８３−１−Ｔ７細胞を注入したマウスおよび８３−１−Ｔ１３細胞を注入したマウ
スでは、コントロールの８３−１−Ｃ細胞を注入したマウスと比較して、明らかに造腫瘍
能が抑制されていた。
【０１１７】
［実施例３］
Ｒｕｎｘ３およびｃ−Ｍｙｃそれぞれを特異的ｓｈＲＮＡを用いてノックダウンさせた

20

８３−１細胞を作出し、それらの造腫瘍性を検討した担癌実験の結果を、［実施例２］で
得られた担癌実験の結果と比較した（図３）。担癌実験は、［実施例２］とまったく同様
に実施した。Ｃｌｏｎｔｅｃｈ社のｐＳＩＲＥＮレトロウイルス用ｓｈＲＮＡ発現ベクタ
ーに、Ｒｕｎｘ３およびｃ−ＭｙｃそれぞれのｓｉＲＮＡ特異的配列（Ｒｕｎｘ３：ＴＧ
ＧＴＣＧＧＴＧＧＡＡＡＴＡＧＡＡＡ（配列番号１０）、ｃ−Ｍｙｃ：ＧＡＡＣＡＴＣＡ
ＴＣＡＴＣＣＡＧＧＡＣ（配列番号１１））を組み込み、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞にトランス
フェクションすることでレトロウイルスを産生させた。そのレトロウイルスを８３−１細
胞に感染させることでｓｈＲＮＡ発現系を８３−１細胞のゲノムに挿入し、Ｕ６プロモー
ターによりｓｈＲＮＡが恒常的に発現されるようにした。感染細胞は、ｐＳＩＲＥＮベク
ターにコードされたピューロマイシン耐性遺伝子の活性を利用して、５μｇ／ｍｌのピュ

30

ーロマイシン添加培養液で培養することによって選別し、生き残った細胞を２．５ｘ１０
６

個ヌードマウスに注入した。ｍＲ１への変異の導入により、Ｒｕｎｘ３のノックダウン

やｃ−Ｍｙｃのノックダウンよりも高い造腫瘍能抑制効果が示された。
【０１１８】
［実施例４−１］
ｃ−Ｍｙｃ遺伝子の転写開始点より上流のｍＲ１：ＴＧＣＧＧＴをＢｇｌＩＩ配列(Ａ
ＧＡＴＣＴ)に置換する（図４−１）。ｃ−Ｍｙｃ遺伝子のＥｘｏｎ２の上流に「ＦＲＴ‑
Ｎｅｏカセット‑ＦＲＴ」を挿入したターゲティングベクターを構築した。定法に従い、
Ｃ５７ＢＬ／６由来のＥＳ細胞（ＴＴ２）にターゲティングベクターをエレクトロポレー
ション法で導入し、Ｎｅｏカセット由来のネオマイシン耐性遺伝子活性を利用して、ネオ

40

マイシン（Ｇ４１８）で選別した。生き残ったＥＳ細胞のうち、期待通りに相同組み換え
を起こしたＥＳ細胞からキメラマウスを作成し、Ｆ１マウスを得た。その後、Ｆ１マウス
はＣＡＧ−ＦＬＰマウス（全身性に酵母由来のＦＬＰリコンビナーゼを発現するマウス）
と交配して、その産仔から、Ｎｅｏカセットが除かれたマウスを選別した。ＦＲＴ配列特
異的にＤＮＡを切り出すＦＬＰリコンビナーゼの活性を利用した。
【０１１９】
［実施例４−２］
ゲノム編集を受精卵に応用し、ｍＲ１を特異的に変異させたマウスを作製した（図４−
２）。（１） ＣＴＧＣＧＴＡＴＡＴＣＡＧＴＣＡＣＣＧＣ（配列番号１２）を標的とす
るｃｒＲＮＡとｔｒａｃｒＲＮＡの複合体がガイドＲＮＡを構成し、Ｃａｓ９ヌクレアー
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ゼを誘導する。誘導されたＣａｓ９ヌクレアーゼは、ＰＡＭ配列（ＡＧＧ）から数塩基５
側の位置でゲノムＤＮＡを二本鎖切断する。（２）二本鎖切断されたゲノムＤＮＡは、
ｍＲ１を制限酵素ＢｇｌＩＩサイト(ＡＧＡＴＣＴ)で置換した一本鎖ＤＮＡをドナーとし
て、ＨＤＲ（Ｈｏｍｏｌｏｇｙ‑ｄｉｒｅｃｔｅｄ

ｒｅｐａｉｒ; 相同組み換え修復）

によって修復される。一本鎖DNAには、切断箇所から５

と３

の両方向に７０塩基余り

の相同配列を持たせている。（３）ＨＤＲによって修復されたゲノムＤＮＡは、ｍＲ１が
特異的に制限酵素ＢｇｌＩＩサイト(ＡＧＡＴＣＴ)で置換される。
【０１２０】
［実施例５−１］
マウスｍＲ１配列近傍にＣＲＩＳＰＲ／Ｃaｓ９システムを用いて変異を導入したマウ

10

ス骨肉腫細胞を準備した。骨芽細胞特異的ｐ５３ノックアウトマウスで発症した骨肉腫か
ら樹立した細胞株（８３−１細胞）のｍＲ１配列近傍の、−３４１〜−３３９の位置に存
在するＡＧＧ（センス側の配列）ＰＡＭ配列を使用し、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃaｓ９システム
でインデルを誘起して２種類のホモ欠損変異（ＮＡ８およびＮＡ１１欠損変異）を導入し
た細胞（８３−１−ＮＡ８および８３−１−ＮＡ１１細胞）を作出した。これらの細胞、
及び［実施例２］と同様の方法により作出した細胞（８３−１−Ｔ１３細胞及び８３−１
−Ｔ１８細胞）の造腫瘍性を検討する担癌実験を、［実施例２］とまったく同様に実施し
た（図５）。８３−１−ＮＡ１１細胞、８３−１−Ｔ７細胞又は８３−１−Ｔ１３細胞を
注入したマウスはいずれも、コントロールの８３−１−Ｃ細胞（ＷＴ）を注入したマウス
と比較して、大幅に造腫瘍能が抑制されていた。一方で、８３−１−ＮＡ１１細胞を注入

20

したマウスは、造腫瘍能があまり抑制されていなかった。従って、ｍＲ１への変異の導入
により腫瘍形成能が大幅に低下するが、ｍＲ１以外の部分に欠損（ＮＡ８）があっても、
腫瘍形成能はそれほど変わらないことが示された。
【０１２１】
［実施例５−２］
変異を導入する細胞として、８３−１細胞（ｍＯＳ４ ｃｌ.１）だけでなく、ＯＳマウ
スに発症した骨肉腫由来の細胞株(ｍＯＳ３ ｃｌ.２及び９７−３細胞)を用いること以外
は、［実施例２］と同様の方法により、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃaｓ９システムを用いて、マウ
スｍＲ１配列に欠失又は挿入を有するホモ変異を導入したマウス骨肉腫細胞（親細胞(Par
ental)、Ｔ７細胞、Ｔ１４細胞、Ｔ１３細胞、Ｔ１８細胞、Ｔ１６細胞、Ｔ３細胞、Ａ５
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細胞、Ａ３細胞；ただし、Ｔ７細胞、Ｔ１４細胞は同じホモ変異をもつが別クローン由来
）を準備し、担癌実験を行った（図６）。いずれの細胞も、コントロールの親細胞と比較
して、造腫瘍能が抑制されていた。
【０１２２】
以上より、ｍＲ１配列のいずれかの位置に、少なくとも１塩基の置換、挿入又は欠失の
変異の導入が導入されることにより、特異的に腫瘍形成能が低下することが推測された。
【０１２３】
［実施例６］
The Jackson Laboratory（米国）から、Ｃ５７Ｂ６系統の全身性ｐ５３遺伝子ノックア
ウトマウス（＃002101; Current Biology Vol.4 p1‑7, 1994； ｐ５３−/−マウス）を購
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−/−

入した。ｐ５３

マウスは、３〜４か月程度で大半がT細胞リンパ腫を発症して死亡す

るため（Current Biology Vol.4 p1‑7, 1994）、T細胞リンパ腫発症モデルとして使用で
きる。
C５７Ｂ６系統の全身性Ｒｕｎｘ３遺伝子ノックアウトマウス（Ｒｕｎｘ３遺伝子のＥ
ｘｏｎ３をＬａｃＺに置き換えたマウス；Cell Vol.109 p113‑124, 2002）を交配に使用
して、ｐ５３−／−Ｒｕｎｘ３＋／−マウスを作出した。なお、Ｃ５７Ｂ６系統Ｒｕｎｘ
３−／−マウスは生後すぐに死亡するため、ｐ５３−／−Ｒｕｎｘ３−／−マウスは検討
できなかった。
全長Ｒｕｎｘ３はプロモーターの違いから２種類の全長タンパク質が生じるが、そのひ
とつであるＰ１プロモーター由来の全長Ｒｕｎｘ３を、Ｅｘｏｎ０を欠失させることによ
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り全身性にノックアウトしたマウス（Ｒｕｎｘ３（Ｐ１）−／−マウス）を作製した。Ｃ
５７Ｂ６系統のＲｕｎｘ３（Ｐ１）−／−マウスは、Ｐ２プロモーター由来の全長Ｒｕｎ
ｘ３は発現しているため、野生型と同程度の寿命で健康であり、交配も可能である。交配
を繰り返すことによって、ｐ５３−／− Ｒｕｎｘ３（Ｐ１）−／−マウスを作出した。
実施例４−２で得たＣ５７Ｂ６系統のｍＲ１ホモ変異体マウス(ｍＲ１ｍ/ｍマウス)は
、野生型と同程度の寿命で健康であり、交配も可能であった。交配を繰り返すことによっ
て、ｐ５３−/−ｍＲ１ｍ/ｍマウスを作出した。
【０１２４】
これらの作出したマウスについて、生存率を評価した。結果を図７に示す。ｍＲ１を全
身性に欠損させたマウスは、野生型と遜色なく健康で交配も可能であったことから、ｍＲ
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１を阻害しても副作用の心配がないことが示された。p５３−／−マウスは胸腺にリンパ
腫を発症して早期に死亡したが、p５３−／−ｍＲ１ｍ／ｍマウスは、長期間にわたって
生存している。従って、p５３−／−による造腫瘍性は、ｍＲ１変異によりレスキューさ
れることが示された。しかも驚くべきことに、このレスキュー効果は、Ｒｕｎｘ３＋／−
や、Ｒｕｎｘ３（Ｐ１）−／−による効果よりも顕著に高かった。
【０１２５】
本出願は、日本で出願された特願２０１７−１１９１５９（出願日：２０１７年６月１
６日）を基礎としており、その内容は本明細書に全て包含されるものである。
【産業上の利用可能性】
20

【０１２６】
本発明によれば、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子上の特定の領域（本発明の標的領域）へのＲｕｎｘ
３の結合を阻害するだけで、極めて多くの種類の腫瘍細胞の造腫瘍能を抑制できる。しか
も、当該結合を特異的に阻害し得る物質は、ｃ−Ｍｙｃ遺伝子以外の遺伝子発現に及ぼす
Ｒｕｎｘ３の作用には影響しないので、副作用が低減された安全な抗腫瘍剤として大いに
有用である。
【図１】

【図２】
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【図３】

【図４−１】

【図４−２】

【図５】

【図６】

【図７】
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