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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各ナノ複合体が、規定された構造を有し、単層中に互いに架橋した複数のポリヌクレオ
チドを含み、表面によって規定された前記構造は、その上で構造が構築される鋳型を提供
し、前記ポリヌクレオチドは各々アルキン部分を含み、前記表面は金を含み、前記構造が
規定された後に任意で少なくとも部分的に除去される、複数のナノ複合体を含む組成物。
【請求項２】
　前記表面はナノ粒子である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記複数のポリヌクレオチド中の各ポリヌクレオチドは同じである、請求項１または請
求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記複数のポリヌクレオチド中のポリヌクレオチドの少なくとも２つは異なる、請求項
１または２に記載の組成物。
【請求項５】
　前記複数のポリヌクレオチドは単分散である、請求項１～４のいずれかに記載の組成物
。
【請求項６】
　前記単分散性は、前記複数のナノ複合体の直径において２５％、１０％または１％の変
動があることである、請求項１～５のいずれかに記載の組成物。
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【請求項７】
　前記複数のナノ複合体はさらに、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂
質、オリゴ糖、金属錯体、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせか
らなる群より選択される追加の作用物質を含む、請求項１～６のいずれかに記載の組成物
。
【請求項８】
　前記追加の作用物質は、前記複数のポリヌクレオチドの少なくとも１つのポリヌクレオ
チドと結合される、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　前記追加の作用物質は、ハイブリダイゼーションにより前記複数のポリヌクレオチドの
少なくとも１つのポリヌクレオチドと結合されるか、または前記追加の作用物質は、前記
複数のポリヌクレオチドの少なくとも１つのポリヌクレオチドと共有結合されるか、また
は前記追加の作用物質は、前記複数のナノ複合体の少なくとも１つの前記架橋したポリヌ
クレオチド中に捕捉される、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記複数のナノ複合体における少なくとも１つのナノ複合体は、前記表面がない場合中
空である、請求項１～９のいずれか一つに記載の組成物。
【請求項１１】
　追加の作用物質は、ナノ複合体に封入される、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
　第１のポリヌクレオチドを金を含む表面と接触させることにより前記第１のポリヌクレ
オチドを活性化する工程を含み、前記活性化をすることにより、前記第１のポリヌクレオ
チドが第２のポリヌクレオチドに架橋し、前記第１のポリヌクレオチドと前記第２のポリ
ヌクレオチドは、各々、少なくとも一つのアルキン部分を含む、構造化ナノ複合体を架橋
する方法。
【請求項１３】
　前記表面は、前記構造が構築される鋳型を提供する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記表面はナノ粒子である、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記表面は、架橋後少なくとも部分的に除去される、請求項１２～１４のいずれか一つ
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のポリヌクレオチドおよび前記第２のポリヌクレチドはそれぞれ１０のアルキ
ン部分を含む、請求項１２～１５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１７】
　前記活性化をすることにより、前記アルキンは求核試薬の影響を受けやすくなる、請求
項１２～１６のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１８】
　追加の作用物質は前記第１のポリヌクレオチドおよび前記第２のポリヌクレオチドに、
前記活性化工程中に添加されるか、または追加の作用物質は、前記ナノ複合体の形成後、
前記表面の少なくとも部分的な除去前に、前記ナノ複合体に添加されるか、または追加の
作用物質は、前記ナノ複合体の形成後、前記表面の少なくとも部分的な除去後に、前記ナ
ノ複合体に添加される、請求項１２～１７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１９】
　標的分子を検出するための、請求項１～１１のいずれか一つに記載の組成物であって、
前記標的分子は、前記組成物と接触させられ、前記標的分子と前記組成物の接触で、検出
可能な変化が得られることを特徴とする、組成物。
【請求項２０】
　前記検出はインビトロまたはインビボである、請求項１９に記載の組成物。
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【請求項２１】
　標的ポリヌクレオチドによりコードされる遺伝子産物の発現を阻止するための、請求項
１～１１のいずれか一つに記載の組成物であって、前記標的ポリヌクレオチドは、前記組
成物と、遺伝子産物の発現を阻止するのに十分な条件下で接触させられることを特徴とす
る、組成物。
【請求項２２】
　前記遺伝子産物の発現はインビボまたはインビトロで阻止される、請求項２１に記載の
組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）の下、２００９年１０月３０日に出願され
た米国特許仮出願第６１／２５６，６４０号、２０１０年８月１７日に出願された米国特
許仮出願第６１／３７４，５５０号および２０１０年９月２７日に出願された米国特許仮
出願第６１／３８６，８４６号（これらの開示内容は参照によりその全体が本明細書に組
み込まれる）の優先権の恩典を主張する。
【０００２】
政府の権利の声明
　本発明は米国陸軍ＲＤＥＣＯＭにより認可番号Ｗ９１１ＮＦ－０９－１－００６９およ
び国立衛生研究所（ＮＣＩ－ＣＣＮＥ）により与えられた認可番号Ｕ５４ＣＡ１１９３４
１の下、政府支援によりなされたものである。政府は本発明において一定の権利を有する
。
【０００３】
発明の分野
　本開示は、鋳型ナノ複合体を含む組成物およびそれらの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００４】
　遺伝子発現を制御する核酸は、可能性のある治療薬ならびに遺伝子機能分析のための重
要なツールであると広く考えられている。核酸法の可能性は、細胞内に存在する相補的標
的を認識し、結合することにより遺伝子経路を制御するそれらの能力にある。しかしなが
ら、哺乳類細胞内への核酸の送達は、細胞が核酸取り込みに自然に抵抗するので、大きな
課題のままである。さらに、それらは、細胞の内外の両方で異種核酸を分解し、破壊する
様々な機序を有する。よって、外部トランスフェクション剤の助けなしに、無毒的に細胞
膜に浸透し、プログラムされた核酸を送達するベクターの作製が、これらの技術を治療用
途まで拡大するのに必要である。
【０００５】
　多価無機ナノ材料が現在、インビボで可能性のある治療薬として認識されており、場合
によっては、すでに、ＦＤＡにより診断ツールとしての使用が許可されている[非特許文
献１;非特許文献２]。これらの粒子の表面は、様々な付着戦略を介して生体分子と結合さ
せることができるので、これらはそれらの表面リガンドを選択することにより操作され、
よく知られた生物システムおよび経路と相互作用することができる。例えば、金ナノ粒子
を二本鎖ｓｉＲＮＡの高密度シェルで修飾することにより、哺乳類細胞においてＲＮＡｉ
遺伝子サイレンシングに関与させることができる[非特許文献３]。これらの粒子は、トラ
ンスフェクション剤なしで高い細胞取り込み[非特許文献４]、急性毒性の欠如、ヌクレア
ーゼ分解に対する抵抗性[非特許文献５]および生体媒質中での高い安定性を示すので、Ｒ
ＮＡｉ遺伝子制御剤として特に有効である。増えている研究は、金ナノ粒子－ポリヌクレ
オチド複合体の、これらの様々な機能を実行する能力は、もっぱら粒子の表面上でのポリ
ヌクレオチドの密集配列に由来することを示唆することに注意することが重要である[非
特許文献６]。別の例では、生物模倣型合成高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）ナノ複合体
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が金ナノ粒子をリン脂質およびＡＰＯ１Ａ（生物関連タンパク質である）の高密度シェル
で修飾することにより構築され得る[非特許文献７]。ＨＤＬはアテローム性動脈硬化およ
びその結果として起こる病気、例えば心疾患および脳卒中の発症を防ぐ動的血清分子であ
る。生体ＨＤＬのように、この合成コンストラクトは、その疎水性リン脂質シェルにおい
てコレステロールに結合することができる。重要なことには、これらの場合および多くの
多の場合の両方において、それらのコア材料に関係なく、生物システムと相互作用する独
特の能力を付与するのは、無機ナノ粒子の表面上の生物リガンドの高密度多価配列である
。
【０００６】
　生物－無機ナノ材料ハイブリッドは、望ましい特質、例えば診断および治療のために使
用されるものを有するが、懸念がコア材料のインビボでのクリアランス／残留性および毒
性に対して生じている。これらの懸念はナノ材料のインビボでの使用に対する限界として
広く認識されているので、それらの無機ナノ粒子生物複合体対応物の性質を維持する調整
可能な表面機能性を有するソフトナノ材料を作製するために普遍的アプローチが必要とさ
れている。多くの合成戦略により、これらの問題に対処するために試みがなされてきてお
り、ミセル構造が含まれる[非特許文献８;非特許文献９]。
【０００７】
　中空ナノ複合体が近年、その独特の化学、物理、および生物特性のためにかなり関心を
引いており、薬物／遺伝子送達[非特許文献１０;非特許文献１１;非特許文献１２]、イメ
ージング[非特許文献１３;非特許文献１４]、および触媒作用[非特許文献１５]における
広範囲にわたる用途を示唆する。したがって、これらの構造を合成するために、乳化重合
[非特許文献１６;非特許文献１７;非特許文献１８]、レイヤーバイレイヤープロセス[非
特許文献１９]、ミセルの架橋[非特許文献２０;非特許文献２１;非特許文献２２]、分子
またはナノ粒子　自己集合[非特許文献２３;非特許文献２４]、および犠牲的鋳型技術[非
特許文献２５]に基づいて様々な方法が開発されている。その中で、鋳型のサイズおよび
形状を制御する能力を生成物に伝達するという点で、鋳型法が特に強力であり、そうでな
ければ、所望の均質性および形態を達成するのは困難である。典型的な鋳型合成では、犠
牲コアが選択され、この上に、潜在的架橋部分を含む好ましい材料がコートされる。化学
架橋によるコーティングの安定化後、鋳型を除去し、所望の中空ナノ粒子を残す。この追
加の架橋工程は、組成的に簡単な分子、例えばポリ（アクリル酸）またはキトサンに対し
容易に達成することができる[非特許文献２６;非特許文献２７]。しかしながら、感応性
および／または生物学的な機能を持つ構造を含む系では、従来の架橋化学は、それらの活
性の損失を防止するのに十分関与し得ない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Rosi　et　al.,　Chem.　Rev.　105　(4):　1547－1562　(2005)
【非特許文献２】Taton　et　al.,　Science　289　(5485):　1757－1760　(2000)
【非特許文献３】Giljohann　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　131　(6):　2072－2073
　(2009)
【非特許文献４】Rosi　et　al.,　Science　312　(5776):　1027－1030　(2006)
【非特許文献５】Seferos　et　al.,　Nano　Lett.　9(1):　308－11　(2009)
【非特許文献６】Giljohann　et　al.,　Nano　Lett.　7　(12):　3818－21　(2007)
【非特許文献７】Thaxton　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　131　(4):　1384－5　(20
09)
【非特許文献８】Li　et　al.,　Nano　Lett.　4　(6):　1055－1058　(2004)
【非特許文献９】Liu　et　al.,　Chem－Eur　J　16　(12):　3791－3797　(2010)
【非特許文献１０】Shu　et　al.,　Biomaterials　31:　6039　(2010)
【非特許文献１１】Kim　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　49:　4405　(2010)
【非特許文献１２】Kasuya　et　al.,　In　Meth.　Enzymol.;　Nejat,　D.,　Ed.;　Aca
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demic　Press:　2009;　Vol.　Volume　464,　p　147
【非特許文献１３】Sharma　et　al.,　Contrast　Media　Mol.　Imaging　5:　59　(201
0)
【非特許文献１４】Tan　et　al.,　J.　Chem.　Commun.　6240　(2009)
【非特許文献１５】Choi　et　al.,　Chem.　Phys.　120:　18　(2010)
【非特許文献１６】Anton　et　al.,　J.　Controlled　Release　128:　185　(2008)
【非特許文献１７】Landfester　et　al.,　J.　Polym.　Sci.　Part　A:　Polym.　Chem
.　48:　493　(2010)
【非特許文献１８】Li　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　132:　7823　(2010)
【非特許文献１９】Kondo　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　132:　8236　(2010)
【非特許文献２０】Turner　et　al.,　Nano　Lett.　4:　683　(2004)
【非特許文献２１】Sugihara　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　49:　3500　(2010
)
【非特許文献２２】Moughton　et　al.,　Soft　Matter　5:　2361　(2009)
【非特許文献２３】Kim　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　46:　3471　(2007)
【非特許文献２４】Kim　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　132(28):　9908－19　(2010
)
【非特許文献２５】Rｅ’thorｅ’　et　al.,　Small　6:　488　(2010)
【非特許文献２６】Cheng　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　128:　6808　(2006)
【非特許文献２７】Hu　et　al.,　Biomacromolecules　8:　1069　(2007)
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示は、鋳型ナノ複合体を含む組成物およびそれらの使用法を提供する。本明細書で
は、１つの表面を有する、または有しないナノ複合体を作製するための方法が開示される
。１つの態様では、架橋することができる１つ以上の部分を有する生体分子が活性化され
、これにより生体分子間の架橋反応が開始される。いくつかの態様では、活性化は自発的
である。反応完了後、表面は任意で溶解され、得られた中空構造は、表面の形状を保持す
る。表面のない中空構造は、表面が無傷なままであるナノ複合体の特性を表す。
【００１０】
　よって、本開示は、各ナノ複合体が規定された構造を有し、単層中の複数の架橋された
生体分子、その上で構造が構築される鋳型を提供する表面を含み、表面は構造が規定され
た後に任意で少なくとも部分的に除去される、複数のナノ複合体を提供する。
【００１１】
　様々な態様では、ナノ粒子は、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウム
ナノ粒子、パラジウムナノ粒子、銅ナノ粒子、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、
およびニッケルナノ粒子からなる群より選択される。
【００１２】
　一実施形態では、本開示は複数の生体分子中の各生体分子は同じであるナノ複合体を提
供する。別の実施形態では、本開示は、複数の生体分子中の少なくとも２つの生体分子は
異なるナノ複合体を提供する。
【００１３】
　様々な実施形態では、生体分子は、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン
脂質、オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせからなる群
より選択される。
【００１４】
　さらなる実施形態では、複数のナノ複合体は単分散である。様々な態様では、単分散性
は、複数のナノ複合体の直径において約２５％の変動があること、または単分散性は、複
数のナノ複合体の直径において約１０％の変動があること、または単分散性は、複数のナ
ノ複合体の直径において約１％の変動があることである。
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【００１５】
　いくつかの実施形態では、表面上の架橋生体分子の密度は、生体分子間の協同的挙動の
ために十分である。様々な態様では、表面上の架橋生体分子の密度が約２ｐｍｏｌ／ｃｍ
２であり、または表面上の架橋生体分子の密度が約１００ｐｍｏｌ／ｃｍ２である、複数
のナノ複合体が提供される。
【００１６】
　本開示のさらなる態様では、複数のナノ複合体が、さらに追加の作用物質を含む複数の
ナノ複合体が提供される。様々な態様では、追加の作用物質はポリヌクレオチド、ペプチ
ド、ポリペプチド、リン脂質、オリゴ糖、金属錯体、小分子、治療薬、コントラスト剤お
よびそれらの組み合わせからなる群より選択される。
【００１７】
　１つの実施形態では、追加の作用物質は、複数の生体分子の少なくとも１つの生体分子
と結合される。様々な態様では、追加の作用物質はハイブリダイゼーションにより複数の
生体分子の少なくとも１つの生体分子と結合され、追加の態様では、追加の作用物質は複
数の生体分子の少なくとも１つの生体分子と共有または非共有結合される。さらなる態様
では、追加の分子は複数のナノ複合体の少なくとも１つの架橋生体分子中に捕捉される。
【００１８】
　本開示はまた、様々な実施形態では、複数のナノ複合体における少なくとも１つのナノ
複合体が、表面がない場合中空である、または複数のナノ複合体における大多数のナノ複
合体が、表面がない場合中空である、または複数のナノ複合体における実質的に全てのナ
ノ複合体が表面がない場合中空である、複数のナノ複合体を提供する。
【００１９】
　１つの実施形態では、複数のナノ複合体の少なくとも１つにおいて、追加の作用物質が
、そうでなければ中空であるナノ複合体に封入される、複数のナノ複合体が提供される。
【００２０】
　１つの実施形態では、第１の生体分子を表面と接触させることにより第１の生体分子を
活性化する工程を含み、活性化により、第１の生体分子は、第２の生体分子に架橋する、
構造化ナノ複合体を架橋する方法もまた本開示により提供される。１つの態様では、表面
は、その上で構造が構築される鋳型を提供し、一方、別の態様では、表面はナノ粒子であ
る。様々な態様では、ナノ粒子は、球、ロッドおよび角柱からなる群より選択される。
【００２１】
　本開示により提供される方法はまた、様々な態様では、ナノ粒子が金属である、さらな
る態様では、ナノ粒子がコロイド金属であることを定める。よって、さらに別の態様では
、ナノ粒子は、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウムナノ粒子、パラジ
ウムナノ粒子、銅ナノ粒子、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、およびニッケルナ
ノ粒子からなる群より選択される。
【００２２】
　本開示はまた、本明細書で記載される方法のいずれかの様々な実施形態では、表面は、
架橋後に少なくとも部分的に除去されることを定める。
【００２３】
　いくつかの態様では、第１の生体分子および第２の生体分子は、ポリヌクレオチド、ペ
プチド、ポリペプチド、リン脂質、オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそ
れらの組み合わせからなる群より選択される方法が本開示によりさらに提供される。さら
なる態様では、第１の生体分子および第２の生体分子は、少なくとも１つのアルキン部分
を含み、または第１の生体分子および第２の生体分子はそれぞれ、約１０のアルキン部分
を含む。
【００２４】
　アルキン部分に関しては、本開示は、様々な態様では、アルキン部分は、表面と接触す
ると活性化されることを定める。１つの態様では、活性化により、アルキンは求核試薬の
影響を受けやすくなり、様々な実施形態では、求核試薬は、水、アルコール、アミン、チ
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オール、エステル、チオエステル、尿素、アミド、アルデヒド、カーボネート、カルバメ
ート、分子内ヒドロキシル基、メチルエーテル基、ベンジルエーテル基、カルボン酸、ケ
トン、イミン、フェノール、２－ピロリドン、インドール、酢酸、β－ケトエステルおよ
びそれらの組み合わせからなる群より選択される。
【００２５】
　本開示の様々な実施形態では、活性化は、第１の生体分子の第２の生体分子への架橋を
引き起こす。
【００２６】
　いくつかの態様では、第１の生体分子はポリヌクレオチドであり、さらなる態様では、
第２の生体分子はポリヌクレオチドである。さらに別の態様では、ポリヌクレオチドはＤ
ＮＡポリヌクレオチドまたはＲＮＡポリヌクレオチドである。
【００２７】
　本開示はまた、様々な実施形態では、ポリヌクレオチドは、約５～約１００ヌクレオチ
ド長、約５～約９０ヌクレオチド長、約５～約８０ヌクレオチド長、約５～約７０ヌクレ
オチド長、約５～約６０ヌクレオチド長、約５～約５０ヌクレオチド長、約５～約４５ヌ
クレオチド長、約５～約４０ヌクレオチド長、約５～約３５ヌクレオチド長、約５～約３
０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌクレオチド長、約５～約２０ヌクレオチド長、約５～
約１５ヌクレオチド長、または約５～約１０ヌクレオチド長であると定める。
【００２８】
　別の実施形態では、追加の作用物質は第１の生体分子および第２の生体分子に、架橋工
程中に添加され、一方、別の実施形態では、追加の作用物質はナノ複合体の形成後、表面
の除去前にナノ複合体に添加される。さらなる実施形態では、追加の作用物質は、ナノ複
合体の形成後、表面の除去後に、ナノ複合体に添加される。
【００２９】
　別の態様では、表面を含む多価ナノ複合体を含み、ナノ複合体はさらに複数のポリヌク
レオチドを含む組成物が提供され、ここで、複数のポリヌクレオチドの各々のスペーサ端
は修飾され、複数のポリヌクレオチドを化学薬品と接触させると、複数のポリヌクレオチ
ドは架橋し、表面は架橋後、任意で少なくとも部分的に除去される。組成物の様々な態様
では、ナノ複合体はナノ粒子を含み、さらなる態様では、ナノ粒子は球、ロッドおよび角
柱からなる群より選択される。
【００３０】
　したがって、組成物のさらに別の態様では、ナノ粒子は金属である。１つの態様では、
ナノ粒子はコロイド金属である。組成物の様々な実施形態では、ナノ粒子は、金ナノ粒子
、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウムナノ粒子、パラジウムナノ粒子、銅ナノ粒子
、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、およびニッケルナノ粒子からなる群より選択
される。
【００３１】
　様々な実施形態では、修飾はアミン、アミド、アルコール、エステル、アルデヒド、ケ
トン、チオール、ジスルフィド、カルボン酸、フェノール、イミダゾール、ヒドラジン、
ヒドラゾン、アジドおよびアルキンからなる群より選択される。１つの態様では、修飾は
、アミン修飾ヌクレオチドであり、さらなる態様ではアミン修飾ホスホラミダイトヌクレ
オチドはアミン修飾チミジンホスホラミダイト（ＴＮ）である。
【００３２】
　さらなる実施形態では、化学薬品は、ジスクシンイミジルグルタラート、スベリン酸ジ
スクシンイミジル、ビス［スルホスクシンイミジル］スベラート、トリス－スクシンイミ
ジルアミノトリアセテート、スクシンイミジル４－ヒドラジノニコチネートアセトンヒド
ラゾン、スクシンイミジル４－ヒドラジドテレフタレート塩酸塩、スクシンイミジル４－
ホルミルベンゾエート、ジチオビス［スクシンイミジルプロピオネート］、３，３’－ジ
チオビス［スルホスクシンイミジルプロピオネート］、酒石酸ジスクシンイミジル、ビス
［２－（スクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチル］スルホン、エチレングリコー
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ルビス［スクシンイミジルスクシネート］、エチレングリコールビス［スルホスクシンイ
ミジルスクシネート］、アジプイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、ピメルイミド酸ジメチル・
２ＨＣｌ、スベルイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、１，５－ジフルオロ－２，４－ジニトロ
ベンゼン、β－［トリス（ヒドロキシメチル）ホスフィノ］プロピオン酸、ビス－マレイ
ミドエタン、１，４－ビスマレイミドブタン、ビスマレイミドヘキサン、トリス［２－マ
レイミドエチル］アミン、１，８－ビス－マレイミド－ジエチレングリコール、１，１１
－ビス－マレイミド－トリエチレングリコール、１，４ビスマレイミジル－２，３－ジヒ
ドロキシブタン、ジチオビスマレイミドエタン、１，４－ジ－［３’－（２’－ピリジル
ジチオ）－プロピオンアミド］ブタン、１，６－ヘキサン－ビス－ビニルスルホン、ビス
［ｂ－（４－アジドサリチルアミド）エチル］ジスルフィド、Ｎ－（ａ－マレイミドアセ
トキシ）スクシンイミドエステル、Ｎ－［β－マレイミドプロピルオキシ］スクシンイミ
ドエステル、Ｎ－［ｇ－マレイミドブチリルオキシ］スクシンイミドエステル、Ｎ－［ｇ
－マレイミドブチリルオキシ］スルホスクシンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイ
ル－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキ
シスルホスクシンイミドエステル、スクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチル］シク
ロヘキサン－１－カルボキシレート、スルホスクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチ
ル］シクロヘキサン－１－カルボキシレート、Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］ス
クシンイミドエステル、Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］スルホスクシンイミドエ
ステル、スクシンイミジル４－［ｐ－マレイミドフェニル］ブチラート、スルホスクシン
イミジル４－［ｐ－マレイミドフェニル］ブチラート、スクシンイミジル－６－［β－マ
レイミドプロピオンアミド］ヘキサノエート、スクシンイミジル－４－［Ｎ－マレイミド
メチル］シクロヘキサン－１－カルボキシ－［６－アミドカプロエート］、Ｎ－［ｋ－マ
レイミドウンデカノイルオキシ］スルホスクシンイミドエステル、Ｎ－スクシンイミジル
３－（２－ピリジルジチオ）－プロピオネート、スクシンイミジル６－（３－［２－ピリ
ジルジチオ］－プロピオンアミド）ヘキサノエート、４－スクシンイミジルオキシカルボ
ニル－メチル－ａ－［２－ピリジルジチオ］トルエン、４－スルホスクシンイミジル－６
－メチル－ａ－（２－ピリジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート）、ヨード酢酸Ｎ－
スクシンイミジル、スクシンイミジル３－［ブロモアセトアミド］プロピオネート、Ｎ－
スクシンイミジル［４－ヨードアセチル］アミノベンゾエート、Ｎ－スルホスクシンイミ
ジル［４－ヨードアセチル］アミノベンゾエート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジル－４
－アジドサリチル酸、Ｎ－５－アジド－２－ニトロベンゾイルオキシスクシンイミド、Ｎ
－ヒドロキシスルホスクシンイミジル－４－アジドベンゾエート、スルホスクシンイミジ
ル［４－アジドサリチルアミド］－ヘキサノエート、Ｎ－スクシンイミジル－６－（４’
－アジド－２’－ニトロフェニルアミノ）ヘキサノエート、Ｎ－スルホスクシンイミジル
－６－（４’－アジド－２’－ニトロフェニルアミノ）ヘキサノエート、スルホスクシン
イミジル－（パーフルオロアジドベンズアミド）エチル－１，３’－ジチオプロプリオネ
ート、スルホスクシンイミジル－２－（ｍ－アジド－ｏ－ニトロベンズアミド）エチル－
１，３’－プロプリオネート、スルホスクシンイミジル２－［７－アミノ－４－メチルク
マリン－３－アセトアミド］エチル－１，３’ジチオプロピオネート、スクシンイミジル
４，４’－アジペンタノエート、スクシンイミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド
）ヘキサノエート、スクシンイミジル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）
－１，３’－ジチオプロプリオネート、スルホスクシンイミジル４，４’－アジペンタノ
エート、スルホスクシンイミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド）ヘキサノエート
、スルホスクシンイミジル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）－１，３’
－ジチオプロプリオネート、ジシクロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－［３－
ジメチルアミノプロピル］カルボジイミド塩酸塩、Ｎ－［４－（ｐ－アジドサリチルアミ
ド）ブチル］－３’－（２’－ピリジルジチオ）プロピオンアミド、Ｎ－［β－マレイミ
ドプロピオン酸］ヒドラジド，トリフルオロ酢酸塩、［Ｎ－ｅ－マレイミドカプロン酸］
ヒドラジド，トリフルオロ酢酸塩、４－（４－Ｎ－マレイミドフェニル）酪酸ヒドラジド
塩酸塩、Ｎ－［ｋ－マレイミドウンデカン酸］ヒドラジド、３－（２－ピリジルジチオ）
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プロピオニルヒドラジド、ｐ－アジドベンゾイルヒドラジド、Ｎ－［ｐ－マレイミドフェ
ニル］イソシアネートおよびスクシンイミジル－［４－（ソラレン－８－イルオキシ）］
－ブチラートからなる群より選択される。
【００３３】
　別の態様では、複数のポリヌクレオチドは、ＤＮＡポリヌクレオチド、ＲＮＡポリヌク
レオチドまたはそれらの組み合わせを含み、様々な実施形態では、ポリヌクレオチドは、
約５～約１００ヌクレオチド長、約５～約９０ヌクレオチド長、約５～約８０ヌクレオチ
ド長、約５～約７０ヌクレオチド長、約５～約６０ヌクレオチド長、約５～約５０ヌクレ
オチド長、約５～約４５ヌクレオチド長、約５～約４０ヌクレオチド長、約５～約３５ヌ
クレオチド長、約５～約３０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌクレオチド長、約５～約２
０ヌクレオチド長、約５～約１５ヌクレオチド長、または約５～約１０ヌクレオチド長で
ある。
【００３４】
　さらなる実施形態では、本開示はまた、本明細書で記載される方法を使用して、本開示
のナノ複合体のいずれかを製造する方法を提供する。
【００３５】
　本開示の別の態様では、標的分子を本明細書で記載されるナノ複合体組成物のいずれか
と接触させることを含み、標的分子と組成物の接触で、検出可能な変化が得られる、標的
分子を検出する方法が提供される。様々な態様では、検出はインビトロであり、または検
出はインビボである。
【００３６】
　本開示はまた、様々な態様では、標的ポリヌクレオチドを本明細書で記載されるナノ複
合体組成物のいずれかと、遺伝子産物の発現を阻止するのに十分な条件下で接触させるこ
とを含む、標的ポリヌクレオチドによりコードされる遺伝子産物の発現を阻止する方法を
提供する。様々な態様では、遺伝子産物の発現はインビボで阻止され、または遺伝子産物
の発現はインビトロで阻止される。さらなる態様では、遺伝子産物の発現は、少なくとも
約５％阻止される。
【００３７】
　本開示はさらに、様々な実施形態では、本明細書で記載される方法のいずれかにより製
造される本開示の組成物を提供する。
　特定の実施形態では、例えば以下が提供される：
（項目１）
　各ナノ複合体が、規定された構造を有し、単層中の複数の架橋生体分子、その上で構造
が構築される鋳型を提供する表面を含み、前記表面は、前記構造が規定された後に任意で
少なくとも部分的に除去される、複数のナノ複合体。
（項目２）
　前記表面はナノ粒子である、項目１に記載の組成物。
（項目３）
　前記ナノ粒子は球、ロッドおよび角柱からなる群より選択される、項目２に記載の組成
物。
（項目４）
　前記ナノ粒子は金属である、項目２または３に記載の組成物。
（項目５）
　前記ナノ粒子はコロイド金属である、項目４に記載の組成物。
（項目６）
　前記ナノ粒子は、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウムナノ粒子、パ
ラジウムナノ粒子、銅ナノ粒子、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、およびニッケ
ルナノ粒子からなる群より選択される、項目５に記載の組成物。
（項目７）
　前記複数の生体分子中の各生体分子は同じである、前記項目のいずれかに記載の組成物
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。
（項目８）
　前記複数の生体分子中の生体分子の少なくとも２つは異なる、項目１～６のいずれか一
つに記載の組成物。
（項目９）
　前記生体分子は、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂質、オリゴ糖、
小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせからなる群より選択される、
前記項目のいずれかに記載の組成物。
（項目１０）
　前記複数の生体分子は単分散である、前記項目のいずれかに記載の組成物。
（項目１１）
　前記単分散性は、前記複数のナノ複合体の直径において約２５％の変動があることであ
る、前記項目のいずれかに記載の組成物。
（項目１２）
　前記単分散性は、前記複数のナノ複合体の直径において約１０％の変動があることであ
る、項目１～１０のいずれか一つに記載の組成物。
（項目１３）
　前記単分散性は、前記複数のナノ複合体の直径において約１％の変動があることである
、項目１～１０のいずれか一つに記載の組成物。
（項目１４）
　前記表面上の架橋生体分子の密度は、前記生体分子間の協同的挙動のために十分である
、前記項目のいずれかに記載の組成物。
（項目１５）
　前記表面上の架橋生体分子の密度は、約２ｐｍｏｌ／ｃｍ２である、前記項目のいずれ
かに記載の組成物。
（項目１６）
　前記表面上の架橋生体分子の密度は、約１００ｐｍｏｌ／ｃｍ２である、項目１～１４
のいずれか一つに記載の組成物。
（項目１７）
　前記複数のナノ複合体はさらに、追加の作用物質を含む、前記項目のいずれかに記載の
組成物。
（項目１８）
　前記追加の作用物質は、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂質、オリ
ゴ糖、金属錯体、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせからなる群
より選択される、項目１７に記載の組成物。
（項目１９）
　前記追加の作用物質は、前記複数の生体分子の少なくとも１つの生体分子と結合される
、項目１７または１８に記載の組成物。
（項目２０）
　前記追加の作用物質は、ハイブリダイゼーションにより前記複数の生体分子の少なくと
も１つの生体分子と結合される、項目１９に記載の組成物。
（項目２１）
　前記追加の作用物質は、前記複数の生体分子の少なくとも１つの生体分子と共有結合さ
れる、項目１９に記載の組成物。
（項目２２）
　前記追加の作用物質は、前記複数の生体分子の少なくとも１つの生体分子と非共有結合
される、項目１９に記載の組成物。
（項目２３）
　前記追加の作用物質は、前記複数のナノ複合体の少なくとも１つの架橋生体分子中に捕
捉される、項目１９に記載の組成物。
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（項目２４）
　前記複数のナノ複合体における少なくとも１つのナノ複合体は、前記表面がない場合中
空である、前記項目のいずれか一つに記載の組成物。
（項目２５）
　前記複数のナノ複合体における大多数のナノ複合体は、前記表面がない場合中空である
、項目２４に記載の組成物。
（項目２６）
　前記複数のナノ複合体における実質的に全てのナノ複合体は、前記表面がない場合中空
である、項目２４に記載の組成物。
（項目２７）
　追加の作用物質は、そうでなければ中空であるナノ複合体に封入される、項目２４～２
６のいずれか一つに記載の組成物。
（項目２８）
　第１の生体分子を表面と接触させることにより前記第１の生体分子を活性化する工程を
含み、前記活性化により、前記第１の生体分子が第２の生体分子に架橋する、構造化ナノ
複合体を架橋する方法。
（項目２９）
　前記表面は、前記構造が構築される鋳型を提供する、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　前記表面はナノ粒子である、項目２８または２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記ナノ粒子は球、ロッドおよび角柱からなる群より選択される、項目３０に記載の方
法。
（項目３２）
　前記ナノ粒子は金属である、項目３０または３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記ナノ粒子はコロイド金属である、項目３２に記載の方法。
（項目３４）
　前記ナノ粒子は、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウムナノ粒子、パ
ラジウムナノ粒子、銅ナノ粒子、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、およびニッケ
ルナノ粒子からなる群より選択される、項目３３に記載の方法。
（項目３５）
　前記表面は、架橋後少なくとも部分的に除去される、項目２８～３４のいずれか一つに
記載の方法。
（項目３６）
　前記第１の生体分子および前記第２の生体分子は、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリ
ペプチド、リン脂質、オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合
わせからなる群より選択される、項目２８～３５のいずれか一つに記載の方法。
（項目３７）
　前記第１の生体分子および前記第２の生体分子は少なくとも１つのアルキン部分を含む
、項目２８～３６のいずれか一つに記載の方法。
（項目３８）
　前記第１の生体分子および前記第２の生体分子はそれぞれ約１０のアルキン部分を含む
、項目２８～３７のいずれか一つに記載の方法。
（項目３９）
　前記アルキン部分は、前記表面との接触で活性化される、項目３７または３８に記載の
方法。
（項目４０）
　前記活性化により、前記アルキンは求核試薬の影響を受けやすくなる、項目３９に記載
の方法。
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（項目４１）
　前記求核試薬は、水、アルコール、アミン、チオール、エステル、チオエステル、尿素
、アミド、アルデヒド、カーボネート、カルバメート、分子内ヒドロキシル基、メチルエ
ーテル基、ベンジルエーテル基、カルボン酸、ケトン、イミン、フェノール、２－ピロリ
ドン、インドール、酢酸、β－ケトエステルおよびそれらの組み合わせからなる群より選
択される、項目４０に記載の方法。
（項目４２）
　前記活性化は、前記第１の生体分子の前記第２の生体分子への架橋を引き起こす、項目
３９～４１のいずれか一つに記載の方法。
（項目４３）
　前記第１の生体分子はポリヌクレオチドである、項目２８～４２のいずれか一つに記載
の方法。
（項目４４）
　前記第２の生体分子はポリヌクレオチドである、項目２８～４２のいずれか一つに記載
の方法。
（項目４５）
　前記ポリヌクレオチドはＤＮＡポリヌクレオチドまたはＲＮＡポリヌクレオチドである
、項目４３または４４に記載の方法。
（項目４６）
　前記ポリヌクレオチドは約５～約１００ヌクレオチド長、約５～約９０ヌクレオチド長
、約５～約８０ヌクレオチド長、約５～約７０ヌクレオチド長、約５～約６０ヌクレオチ
ド長、約５～約５０ヌクレオチド長、約５～約４５ヌクレオチド長、約５～約４０ヌクレ
オチド長、約５～約３５ヌクレオチド長、約５～約３０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌ
クレオチド長、約５～約２０ヌクレオチド長、約５～約１５ヌクレオチド長、または約５
～約１０ヌクレオチド長である、項目４５に記載の方法。
（項目４７）
　前記追加の作用物質は前記第１の生体分子および前記第２の生体分子に、前記活性化工
程中に添加される、項目１７～４６のいずれか一つに記載の方法。
（項目４８）
　前記追加の作用物質は、前記ナノ複合体の形成後、前記表面の少なくとも部分的な除去
前に、前記ナノ複合体に添加される、項目１７～４６のいずれか一つに記載の方法。
（項目４９）
　前記追加の作用物質は、前記ナノ複合体の形成後、前記表面の少なくとも部分的な除去
後に、前記ナノ複合体に添加される、項目１７～４６のいずれか一つに記載の方法。
（項目５０）
　表面を含む多価ナノ複合体を含む組成物であって、前記ナノ複合体はさらに、複数のポ
リヌクレオチドを含み、前記複数のポリヌクレオチドの各々のスペーサ端は、修飾され、
前記複数のポリヌクレオチドを化学薬品と接触させると、前記複数のポリヌクレオチドは
架橋し、架橋後、前記表面は任意で少なくとも部分的に除去される、組成物。
（項目５１）
　前記修飾は、アミン、アミド、アルコール、エステル、アルデヒド、ケトン、チオール
、ジスルフィド、カルボン酸、フェノール、イミダゾール、ヒドラジン、ヒドラゾン、ア
ジドおよびアルキンからなる群より選択される、前記項目５０に記載の組成物。
（項目５２）
　前記修飾は、アミン修飾ヌクレオチドである、前記項目５１に記載の組成物。
（項目５３）
　前記アミン修飾ホスホラミダイトヌクレオチドは、アミン修飾チミジンホスホラミダイ
ト（ＴＮ）である、前記項目５２に記載の組成物。
（項目５４）
　化学薬品は、ジスクシンイミジルグルタラート、スベリン酸ジスクシンイミジル、ビス
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［スルホスクシンイミジル］スベラート、トリス－スクシンイミジルアミノトリアセテー
ト、スクシンイミジル４－ヒドラジノニコチネートアセトンヒドラゾン、スクシンイミジ
ル４－ヒドラジドテレフタレート塩酸塩、スクシンイミジル４－ホルミルベンゾエート、
ジチオビス［スクシンイミジルプロピオネート］、３，３’－ジチオビス［スルホスクシ
ンイミジルプロピオネート］、酒石酸ジスクシンイミジル、ビス［２－（スクシンイミド
オキシカルボニルオキシ）エチル］スルホン、エチレングリコールビス［スクシンイミジ
ルスクシネート］、エチレングリコールビス［スルホスクシンイミジルスクシネート］、
アジプイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、ピメルイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、スベルイミド
酸ジメチル・２ＨＣｌ、１，５－ジフルオロ－２，４－ジニトロベンゼン、β－［トリス
（ヒドロキシメチル）ホスフィノ］プロピオン酸、ビス－マレイミドエタン、１，４－ビ
スマレイミドブタン、ビスマレイミドヘキサン、トリス［２－マレイミドエチル］アミン
、１，８－ビス－マレイミド－ジエチレングリコール、１，１１－ビス－マレイミド－ト
リエチレングリコール、１，４ビスマレイミジル－２，３－ジヒドロキシブタン、ジチオ
ビスマレイミドエタン、１，４－ジ－［３’－（２’－ピリジルジチオ）－プロピオンア
ミド］ブタン、１，６－ヘキサン－ビス－ビニルスルホン、ビス［ｂ－（４－アジドサリ
チルアミド）エチル］ジスルフィド、Ｎ－（ａ－マレイミドアセトキシ）スクシンイミド
エステル、Ｎ－［β－マレイミドプロピルオキシ］スクシンイミドエステル、Ｎ－［ｇ－
マレイミドブチリルオキシ］スクシンイミドエステル、Ｎ－［ｇ－マレイミドブチリルオ
キシ］スルホスクシンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシスク
シンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシスルホスクシンイミド
エステル、スクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチル］シクロヘキサン－１－カルボ
キシレート、スルホスクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチル］シクロヘキサン－１
－カルボキシレート、Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］スクシンイミドエステル、
Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］スルホスクシンイミドエステル、スクシンイミジ
ル４－［ｐ－マレイミドフェニル］ブチラート、スルホスクシンイミジル４－［ｐ－マレ
イミドフェニル］ブチラート、スクシンイミジル－６－［β－マレイミドプロピオンアミ
ド］ヘキサノエート、スクシンイミジル－４－［Ｎ－マレイミドメチル］シクロヘキサン
－１－カルボキシ－［６－アミドカプロエート］、Ｎ－［ｋ－マレイミドウンデカノイル
オキシ］スルホスクシンイミドエステル、Ｎ－スクシンイミジル３－（２－ピリジルジチ
オ）－プロピオネート、スクシンイミジル６－（３－［２－ピリジルジチオ］－プロピオ
ンアミド）ヘキサノエート、４－スクシンイミジルオキシカルボニル－メチル－ａ－［２
－ピリジルジチオ］トルエン、４－スルホスクシンイミジル－６－メチル－ａ－（２－ピ
リジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート）、ヨード酢酸Ｎ－スクシンイミジル、スク
シンイミジル３－［ブロモアセトアミド］プロピオネート、Ｎ－スクシンイミジル［４－
ヨードアセチル］アミノベンゾエート、Ｎ－スルホスクシンイミジル［４－ヨードアセチ
ル］アミノベンゾエート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジル－４－アジドサリチル酸、Ｎ
－５－アジド－２－ニトロベンゾイルオキシスクシンイミド、Ｎ－ヒドロキシスルホスク
シンイミジル－４－アジドベンゾエート、スルホスクシンイミジル［４－アジドサリチル
アミド］－ヘキサノエート、Ｎ－スクシンイミジル－６－（４’－アジド－２’－ニトロ
フェニルアミノ）ヘキサノエート、Ｎ－スルホスクシンイミジル－６－（４’－アジド－
２’－ニトロフェニルアミノ）ヘキサノエート、スルホスクシンイミジル－（パーフルオ
ロアジドベンズアミド）エチル－１，３’－ジチオプロプリオネート、スルホスクシンイ
ミジル－２－（ｍ－アジド－ｏ－ニトロベンズアミド）エチル－１，３’－プロプリオネ
ート、スルホスクシンイミジル２－［７－アミノ－４－メチルクマリン－３－アセトアミ
ド］エチル－１，３’ジチオプロピオネート、スクシンイミジル４，４’－アジペンタノ
エート、スクシンイミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド）ヘキサノエート、スク
シンイミジル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）－１，３’－ジチオプロ
プリオネート、スルホスクシンイミジル４，４’－アジペンタノエート、スルホスクシン
イミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド）ヘキサノエート、スルホスクシンイミジ
ル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）－１，３’－ジチオプロプリオネー
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ト、ジシクロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－［３－ジメチルアミノプロピル
］カルボジイミド塩酸塩、Ｎ－［４－（ｐ－アジドサリチルアミド）ブチル］－３’－（
２’－ピリジルジチオ）プロピオンアミド、Ｎ－［β－マレイミドプロピオン酸］ヒドラ
ジド，トリフルオロ酢酸塩、［Ｎ－ｅ－マレイミドカプロン酸］ヒドラジド，トリフルオ
ロ酢酸塩、４－（４－Ｎ－マレイミドフェニル）酪酸ヒドラジド塩酸塩、Ｎ－［ｋ－マレ
イミドウンデカン酸］ヒドラジド、３－（２－ピリジルジチオ）プロピオニルヒドラジド
、ｐ－アジドベンゾイルヒドラジド、Ｎ－［ｐ－マレイミドフェニル］イソシアネートお
よびスクシンイミジル－［４－（ソラレン－８－イルオキシ）］－ブチラートからなる群
より選択される、前記項目５０～５３のいずれか一つに記載の組成物。
（項目５５）
　前記表面はナノ粒子を含む、項目５０～５４のいずれか一つに記載の組成物。
（項目５６）
　前記ナノ粒子は球、ロッドおよび角柱からなる群より選択される、項目５５記載の組成
物。
（項目５７）
　前記ナノ粒子は金属である、項目５５または５６記載の組成物。
（項目５８）
　前記ナノ粒子はコロイド金属である、項目５７記載の組成物。
（項目５９）
　前記ナノ粒子は、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、白金ナノ粒子、アルミニウムナノ粒子、パ
ラジウムナノ粒子、銅ナノ粒子、コバルトナノ粒子、インジウムナノ粒子、およびニッケ
ルナノ粒子からなる群より選択される、項目５８記載の組成物。
（項目６０）
　前記複数のポリヌクレオチドはＤＮＡポリヌクレオチド、ＲＮＡポリヌクレオチドまた
はそれらの組み合わせを含む、項目５０～５９のいずれか一つに記載の組成物。
（項目６１）
　前記ポリヌクレオチドは約５～約１００ヌクレオチド長、約５～約９０ヌクレオチド長
、約５～約８０ヌクレオチド長、約５～約７０ヌクレオチド長、約５～約６０ヌクレオチ
ド長、約５～約５０ヌクレオチド長、約５～約４５ヌクレオチド長、約５～約４０ヌクレ
オチド長、約５～約３５ヌクレオチド長、約５～約３０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌ
クレオチド長、約５～約２０ヌクレオチド長、約５～約１５ヌクレオチド長、または約５
～約１０ヌクレオチド長である、項目６０に記載の組成物。
（項目６２）
　項目２８に記載の方法を用いる、項目１に記載のナノ複合体の製造方法。
（項目６３）
　標的分子を項目１～２８または項目５０～６１のいずれか一つに記載の組成物と接触さ
せることを含み、前記標的分子と前記組成物の接触で、検出可能な変化が得られる、標的
分子を検出する方法。
（項目６４）
　前記検出はインビトロである、項目６３に記載の方法。
（項目６５）
　前記検出はインビボである、項目６４に記載の方法。
（項目６６）
　標的ポリヌクレオチドを、項目１～２８または項目５０～６１のいずれか一つに記載の
組成物と、遺伝子産物の発現を阻止するのに十分な条件下で接触させることを含む、標的
ポリヌクレオチドによりコードされる遺伝子産物の発現を阻止する方法。
（項目６７）
　前記遺伝子産物の発現はインビボで阻止される、項目６６に記載の方法。
（項目６８）
　前記遺伝子産物の発現はインビトロで阻止される、項目６６に記載の方法。
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（項目６９）
　前記遺伝子産物の発現は、少なくとも約５％阻止される、項目６６～６８のいずれか一
つに記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】アミン－修飾ＤＮＡのアルキン－ＮＨＳエステルによる修飾を示す図である。
【図２】Ａ）複数のクエン酸安定化、ＤＮＡ機能化、およびアルキン－ＤＮＡ機能化Ａｕ
ＮＰの溶解、Ｂ）溶解プロセスの様々な段階でのアルキン－ＤＮＡ機能化ＡｕＮＰ、Ｃ）
Ｂにおける対応する時間点のＵＶ－Ｖｉｓスペクトルを示す図である。
【図３】溶解プロセス中の金ナノ粒子の指示した溶液のＴＥＭ画像を示す図である。
【図４】Ａ）遊離鎖ＤＮＡの架橋構造およびＤＮＡ機能化ＡｕＮＰとのゲル電気泳動比較
、Ｂ）ある範囲の密度を有するアルキン－ＤＮＡ－ＡｕＮＰから得られた架橋構造のゲル
電気泳動分析を示す図である。
【図５】Ａ）ある範囲の異なるサイズの鋳型から形成させた中空ＤＮＡナノ複合体のゲル
電気泳動、Ｂ）様々な数のアルキンユニットで修飾されたアルキン－ＤＮＡを用いて機能
化されたＡｕＮＰから得られた架橋構造のゲル電気泳動を示す図である。
【図６】ＦｌおよびＣｙ３修飾中空ＤＮＡナノ複合体の２つの鎖系を示す。６０℃で、こ
れらの粒子は脱ハイブリダイズされ、フルオレセインの緑色蛍光が観察された。室温では
、粒子はハイブリダイズし、フルオレセインからＣｙ３までのＦＲＥＴがＣｙ３の橙色蛍
光を生成した。その後、これらの粒子は巨視的凝集物を形成し、これらは溶液から沈殿す
る。
【図７】２６０ｎｍでの、遊離鎖ＤＮＡに対する温度の関数としての吸光度を示す。５２
０ｎｍでのこれらの鎖から形成されたＤＮＡ－ＡｕＮＰ凝集物および２６０ｎｍでの同じ
鎖から形成された中空ＤＮＡナノ複合体凝集物。
【図８】Ａ）ＧＡＰＤＨに対し正規化させたｄｈａｒｍａｆｅｃｔ（遊離）、ｓｉＲＮＡ
－ＡｕＮＰおよびｓｉＲＮＡ－中空ナノ粒子で処理した細胞に対するＥＧＦＲ　ｍＲＮＡ
のＲＴ－ｑＰＣＲ定量、Ｂ）ｓｉＲＮＡ－中空ナノ粒子で処理した細胞中のＥＧＦＲおよ
びＧＡＰＤＨに対するウエスタンブロットを示す図である。
【図９】Ａ）ポリマーコート１３ｎｍ　ＡｕＮＰの溶解プロセス、Ｂ）溶解中の様々な時
間点でのＡｕＮＰの正規化ＵＶ－Ｖｉｓスペクトル、Ｃ）ａ）ポリマーコートＡｕＮＰ、
ｂ－ｃ）部分的に形成されたナノ複合体およびｄ）完全に形成されたナノ複合体のＴＥＭ
画像（０．５％酢酸ウラニルによるネガティブ染色）を示す。
【図１０】Ａ．）動的光散乱により測定されたＡｕＮＰ、ポリマーコートＡｕＮＰおよび
ポリマーナノ複合体（ＰＮＳ）の数平均流体力学直径（１３、２０、３０および４０ｎｍ
）、Ｂ．）ａ）２０ｎｍ　ＰＮＳおよびｂ）４０ｎｍ　ＰＮＳのＴＥＭ画像（０．５％酢
酸ウラニルによるネガティブ染色）を示す。ｃ）なぜナノカプセルがＴＥＭにおいてドー
ナツ形状として現れるのかが示される。黒：酢酸ウラニル染色剤。青：表面上で崩壊した
ＰＮＳ。
【図１１Ａ】Ａ．）１の１Ｈ－１３Ｃ　ＮＭＲスペクトルを示す。
【図１１Ｂ】Ｂ．）４の１Ｈ－１３Ｃ　ＮＭＲのスペクトルを示す。
【図１１Ｃ】Ｃ．）４の１Ｈ－１Ｈ　ＣＯＳＹのスペクトルを示す。
【図１１Ｄ】Ｄ．）１（点線）および４（実線）のＩＲスペクトルを示す。
【図１２Ａ】Ａ）５に対するＨＳＱＣを示す。
【図１２Ｂ】Ｂ）反応後の５に対するＨＳＱＣを示す。
【図１２Ｃ】Ｃ）反応前後の５に対するＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ　ＭＳを示す。
【図１３】Ａ）ＡｕＮＰとのインキュベーション後のＤＮＡ－プロパルギルエーテル複合
体６のＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ、Ｂ）６のＡｕＮＰとのインキュベーション後の６のアガロー
スゲル（３％）電気泳動を示し、３－アーム架橋が単一のアセチレン基を用いて可能とな
る（図１２）という提案された架橋メカニズムの予測を確認する。
【図１４】Ａ．）ストレプトアビジンおよびＨＲＰを含むプロテオナノ複合体の作成、Ｂ
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．）プロテオナノ複合体のＨＲＰ活性の表面に基づく発色分析を示す。
【図１５】プロテオナノ複合体のＨＲＰ－触媒発色分析を示す図であり、ストレプトアビ
ジンおよびＨＲＰのナノ複合体シェルへの組み込みの成功およびタンパク質機能の保持が
示される。
【図１６】アルキン部分およびリン脂質を含むポリマーおよびＡＰＯ１Ａタンパク質を使
用することによる、中空ＨＤＬナノ粒子の形成のための可能性のある経路を示す。
【図１７】ポリアルキン架橋のための可能性のある経路を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　複数のナノ複合体を含む組成物が、本明細書で提供され、ここで、各ナノ複合体が規定
された構造を有し、単層中の複数の架橋された生体分子を含み、構造は表面により規定さ
れ、複数のナノ複合体は単分散され、表面の存在は、構造が規定された後には任意である
。
【００４０】
　開示されるナノ複合体は、例えば、Rosi　et　al.、Chem.　Rev.　105(4):　1547－156
2　(2005)、Taton　et　al.、Science　289(5485):　1757－1760　(2000)、ＰＣＴ／ＵＳ
２００６／０２２３２５号および米国特許第６，３６１，９４４号に記載される機能化ナ
ノ粒子の有効な代替物となり、というのは、それらはトランスフェクション剤なしで高い
細胞取り込みを示し、急性毒性がなく、ヌクレアーゼ分解に対し抵抗性を示し、生体媒質
において高い安定性を有するからである。これらの特性の組み合わせは重要である、とい
うのは、生体分子－機能化ナノ粒子の著しく高い取り込みにもかかわらず、それらはこれ
まで試験した細胞型において毒性を示さず（下記表１を参照されたい）、この特性は、オ
フターゲット効果を減少させるために治療薬送達用途に対し重要であるからである。
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【表１】

【００４１】
　このように、本開示は、ナノ複合体の生成に関する組成物および方法を提供する。１つ
の態様では、ナノ複合体は、互いに架橋され、表面に付着された生体分子を含む。いくつ
かの態様では、表面は溶解され、中空ナノ複合体が残る。よって本明細書で使用される生
体分子および／または非生体分子を含むナノ複合体は、表面が保持されるナノ複合体また
は表面が本明細書で記載されるように溶解されたナノ複合体のいずれかを意味すると理解
することができるであろう。表面が溶解されたナノ複合体は本明細書では、中空ナノ複合
体または中空粒子と呼ばれる。
【００４２】
　したがって、各ナノ複合体が規定された構造を有し、単層中に複数の架橋された生体分
子を含む、複数のナノ複合体が提供される。各ナノ複合体の構造は、（ｉ）ナノ複合体の
製造において使用された表面（ｉｉ）ナノ複合体を形成する生体分子の型、および（ｉｉ
ｉ）表面上および／またはその周りでの個々の生体分子の架橋の程度および型により規定
される。表面は、ナノ複合体の生成のために不可欠であり、表面はナノ複合体の構造の維
持に不可欠ではない。よって、別の実施形態では、複数のナノ複合体は、それらの生成に
おいて使用される表面を含み、またはその複数が部分的な表面を含み、またはその複数は
表面を含まない。
【００４３】
　「表面」という用語は、その上またはその周りでナノ複合体が形成する構造を意味する
。
【００４４】
　本明細書では、「生体分子」はポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂質
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、オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせを含むと理解さ
れる。
【００４５】
　本明細書および添付の特許請求の範囲では、単数形「１つの（a、an）」および「その
（the）」は、文脈で明確に別記されない限り複数の言及を含むことに注意すべきである
。
【００４６】
　本明細書では、「約」という用語は、およそを意味すると理解されることにも注意すべ
きである。
【００４７】
　「付着」、「結合」および「機能化」という用語は、本明細書では同じ意味で使用され
、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂質、オリゴ糖、金属錯体、小分子
、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせの表面との関係を示すことにさらに
注意すべきである。
【００４８】
　本明細書では、「大部分」は集団（例えば、限定はされないが、生体分子の集団または
ナノ複合体の集団）の５０％超を意味する。また、本明細書では、「実質的に全て」は、
集団の９０％以上を意味する。
【００４９】
ナノ複合体
生体分子/非生体分子
　提供されるナノ複合体の基本成分は、複数の生体分子である。しかしながら、別の実施
形態では、１つ以上非生体分子が複数の生体分子中に含まれるナノ複合体が提供される。
製造方法のために、得られたナノ複合体は、せいぜい、生体分子または生体分子および非
生体分子の混合物の単層である。本明細書では、「単層」は生体分子および／または非生
体分子の単一層のみがナノ複合体の表面で架橋されることを意味する。
【００５０】
　本明細書では、生体分子としては、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン
脂質、オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせが挙げられ
るが、それらに限定されない。
【００５１】
　本明細書では、非生体分子としては、希釈剤分子、金属錯体および当技術分野で知られ
ている任意の非炭素含有分子が挙げられるが、それらに限定されない。
【００５２】
　ナノ複合体の様々な態様では、生体分子はすべて同一であり、または、別の態様では、
少なくとも２つの生体分子は異なる。同様に、非生体分子が含まれる場合、１つの態様で
は非生体分子はすべて同一であり、別の態様では少なくとも２つの非生体分子は異なる。
生体分子が全て同一であり、非生体分子が全て同一である場合の組み合わせは、少なくと
も２つの生体分子が全て同一である非生体分子と組み合わされる、生体分子は全て同一で
あり、少なくとも２つの非生体分子は異なる、少なくとも２つの異なる生体分子が少なく
とも２つの異なる非生体分子と組み合わされる混合物と共に、企図される。
【００５３】
　本明細書では、生体分子および／または非生体分子は、ナノ複合体構造に不可欠な構造
生体分子および／または構造非生体分子、あるいはナノ複合体構造に不可欠ではない非構
造生体分子および／または非構造非生体分子のいずれかであると理解されるであろう。生
体分子および／または非生体分子が非構造性であるいくつかの態様では、生体分子および
／または非生体分子は架橋部分を含まない。この開示では、非構造生体分子および非構造
非生体分子は追加の作用物質と呼ばれる。
【００５４】
構造
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　ナノ複合体の「構造」は、様々な態様では、（ｉ）ナノ複合体の製造において使用され
た表面（ｉｉ）ナノ複合体を形成する生体分子の型、および／または（ｉｉｉ）表面上お
よび／またはその周りでの個々の生体分子間の架橋の程度および型により規定されること
が理解される。
【００５５】
　提供されるナノ複合体のあらゆる態様では、生体分子は、非生体分子と共に、または非
生体分子なしで、架橋される。非生体分子と共に、または非生体分子なしでの生体分子間
の架橋は、架橋することができる各生体分子のある部分で実施される。ナノ複合体が生体
分子および非生体分子の両方を構造成分として含む場合、生体分子および非生体分子は、
いくつかの態様では共に結合される。生体分子および／または非生体分子が複数の架橋部
分を含む場合、ナノ複合体の形成においてある程度の分子内架橋が生じ得ることは認識さ
れるであろう。
【００５６】
　いくつかの態様では、架橋部分は活性化されて架橋することができる部分である。活性
化部分は、生体分子、および／または存在する場合非生体分子上に存在する架橋部分が、
その部分が、架橋部分を含む別の生体分子、および／または存在する場合非生体分子に架
橋できるようにする状態にあることを意味する。複数の生体分子および／または非生体分
子上の架橋部分は、その複数におけるあらゆる生体分子および／または非生体分子に対し
同じとすることができ、またはその複数における少なくとも２つの生体分子および／また
は非生体分子は異なる架橋部分を含むことができる。単一の生体分子および／または非生
体分子はまた１を超える架橋部分を含むように企図され、それらの部分は同じかまたは異
なるものとすることができる。
【００５７】
　１つの態様では、架橋部分は、各生体分子、および／または存在する場合非生体分子中
の同じ位置に配置され、これはある条件下では、全ての生体分子および非生体分子を同じ
方向に配向させる。
【００５８】
　別の態様では、架橋部分は生体分子、および／または非生体分子中の異なる位置に配置
され、これはある条件下では、架橋後に生体分子の混交配向を提供することができる。
【００５９】
形状
　その複数の各ナノ複合体の形状は、その生成において使用される表面により、任意でそ
の生成において使用される生体分子および／または非生体分子により、ならびに生体分子
および／または非生体分子間の架橋の程度および型により決定される。表面は、様々な態
様では、平面または三次元である。必然的に平面表面は平面ナノ複合体を生じさせ、三次
元表面は三次元表面を模倣する三次元形状を生じさせる。表面が除去された場合、平面表
面を用いて形成されたナノ複合体は依然として平面であり、三次元表面を用いて形成され
たナノ複合体は三次元表面の形状を有し、中空となるであろう。
【００６０】
密度
　架橋の程度および調製混合物中の、開始成分、すなわち、生体分子または生体分子およ
び非生体分子の混合物の量によって、提供されるナノ複合体は、様々な密度を有するよう
に企図される。このように、表面は、１つの態様では、架橋生体分子または生体分子およ
び非生体分子の架橋混合物により完全に被覆され、または別の態様では、架橋生体分子ま
たは生体分子および非生体分子の架橋混合物によりかなり被覆され、あるいは架橋生体分
子または生体分子および非生体分子の架橋混合物によりわずかに被覆される。１つの態様
では、表面の被覆密度は、全表面にわたって均一であり、または別の態様では、密度は表
面にわたって不均一である。
【００６１】
　ナノ複合体の架橋生体分子または生体分子および非生体分子の架橋混合物の密度、およ
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び／または表面にわたる密度の均一性または均一性の喪失は、ナノ複合体の多孔性を決定
するであろう。様々な態様では、多孔性は、表面が除去された後、ナノ複合体の以下で記
載される追加の、非構造作用物質をナノ複合体の内部に捕捉する能力を決定する。
【００６２】
追加の作用物質
　非構造成分に関しては、提供されるナノ複合体は、１つの態様では、上記で記載される
ように、中空ナノ複合体の内部に捕捉される追加の作用物質を任意で含む。また、追加の
作用物質は、構造架橋生体分子または架橋生体分子および非生体分子の混合物中に埋め込
まれ、または巻き込まれ、あるいは構造架橋生体分子または架橋生体分子および非生体分
子の混合物の１つまたは両方の表面に単純に結合される。この追加の作用物質は、１つの
態様ではナノ複合体と共有結合され、または別の態様では、ナノ複合体と非共有結合され
ることが企図される。しかしながら、本開示は、１つ以上の追加の作用物質が、ナノ複合
体と共有結合および非共有結合の両方により結合されるナノ複合体を提供することが理解
される。非共有結合としては、ハイブリダイゼーション（すなわち、ポリヌクレオチド間
）、タンパク質結合（すなわち、結合することができるタンパク質間）および／または疎
水性相互作用（すなわち、脂質と、十分疎水性のドメインを含む他の作用物質の間）が挙
げられることも理解されるであろう。他の態様では、追加の作用物質は、中空ナノ複合体
の内部に捕捉される。ナノ複合体がこの追加の作用物質を含む場合、１つの態様では、追
加の作用物質の全てが同じである、他の態様では、追加の作用物質の少なくとも２つが異
なることが企図される。
【００６３】
　本開示により企図される追加の作用物質としては、生体分子、非生体分子、検出可能な
マーカー、コーティング、ポリマー剤、コントラスト剤、塞栓剤、低分子内部相補的ポリ
ヌクレオチド（ｓｉｃＰＮ）、転写制御因子、治療薬、抗生物質および標的部分が挙げら
れるが、それらに限定されない。これらの型の追加の作用物質は下記で詳細に記載される
。
【００６４】
生体分子/非生体分子
　他の生体分子および／または非生体分子に架橋する能力を有する生体分子、および存在
する場合非生体分子は、ナノ複合体の構造成分を表す。上記のように、生体分子および非
生体分子はまた、ナノ複合体の追加の非構造作用物質となるように企図される。記載され
るように、生体分子としては、ポリヌクレオチド、ペプチド、ポリペプチド、リン脂質、
オリゴ糖、小分子、治療薬、コントラスト剤およびそれらの組み合わせが挙げられる。
【００６５】
　本開示の構造生体分子および／または非生体分子の全てに共通するのは、これらが１つ
以上の架橋部分を含むことである。非構造生体分子および／または非生体分子は、架橋能
力を有するか、または有しないことが企図されるが、架橋する非構造生体分子および／ま
たは非生体分子はナノ複合体構造を維持するのに不可欠ではない。
【００６６】
　以下の記載は、構造または非構造のいずれかである生体分子および／または非生体分子
について取り組む。上記のように、追加の作用物質としての非構造生体分子および非生体
分子はまた、下記の別のセクションで詳細に記載される。
【００６７】
ポリヌクレオチド
　本開示により企図されるポリヌクレオチドとしては、本明細書で規定されるＤＮＡ、Ｒ
ＮＡ、修飾形態およびそれらの組み合わせが挙げられる。したがって、いくつかの態様で
は、ナノ複合体はＤＮＡを含む。いくつかの実施形態では、ＤＮＡは二本鎖であり、さら
なる実施形態では、ＤＮＡは一本鎖である。さらなる態様では、ナノ複合体はＲＮＡを含
み、さらに別の態様では、ナノ複合体は二本鎖ＲＮＡを含み、特定の実施形態では、二本
鎖ＲＮＡ作用物質は、低分子干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）である。「ＲＮＡ」という用語は



(21) JP 5866119 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

、２つの別個の鎖の二本鎖、ならびに一本鎖構造を含む。一本鎖ＲＮＡはまた、二次構造
を有するＲＮＡを含む。１つの態様では、ヘアピンループを有するＲＮＡが企図される。
【００６８】
　ナノ複合体が複数の構造ポリヌクレオチド生体分子を含む場合、ポリヌクレオチドは、
いくつかの態様では、ポリヌクレオチドの標的配列に十分相補的である配列を含み、よっ
て、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドおよび標的ポリヌクレオチドのハイブリダ
イゼーションが起こる。ポリヌクレオチドは、様々な態様では、二本鎖分子がまた、標的
ポリヌクレオチドの一本鎖配列にハイブリダイズする一本鎖配列を含む限り、一本鎖また
は二本鎖である。いくつかの態様では、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドのハイ
ブリダイゼーションは二本鎖標的ポリヌクレオチドと三本鎖構造を形成する可能性がある
。別の態様では、三本鎖構造は、ナノ複合体の一部である二本鎖ポリヌクレオチドの一本
鎖標的ポリヌクレオチドへのハイブリダイゼーションにより形成され得る。三本鎖ポリヌ
クレオチド複合物のさらなる説明は、ＰＣＴ／ＵＳ２００６／４０１２４号において見ら
れ、これは、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００６９】
　いくつかの態様では、ポリヌクレオチドは、本明細書で記載されるスペーサを含む。ス
ペーサは、１つの態様では、１つのポリヌクレオチドの別のポリヌクレオチドへの架橋を
促進する１つ以上の架橋部分を含む。
【００７０】
　「ポリヌクレオチド」は、当技術分野においては、個々に重合されたヌクレオチドサブ
ユニットを含むと理解される。「ヌクレオチド」という用語またはその複数形は、本明細
書では、本明細書で記載される、およびそうでなければ当技術分野で知られている修飾形
態と置換可能である。場合によっては、当技術は、天然ヌクレオチドおよび修飾ヌクレオ
チドを含む非天然ヌクレオチドを包含する「核酸塩基」という用語を使用する。よって、
ヌクレオチドまたは核酸塩基は天然核酸塩基、アデニン（Ａ）、グアニン（Ｇ）、シトシ
ン（Ｃ）、チミン（Ｔ）およびウラシル（Ｕ）を意味する。非天然核酸塩基としては、例
えば、キサンチン、ジアミノプリン、８－オキソ－Ｎ６－メチルアデニン、７－デアザキ
サンチン、７－デアザグアニン、Ｎ４，Ｎ４－エタノシトシン、Ｎ’，Ｎ’－エタノ－２
，６－ジアミノプリン、５－メチルシトシン（ｍＣ）、５－（Ｃ３－Ｃ６）－アルキニル
－シトシン、５－フルオロウラシル、５－ブロモウラシル、プソイドイソシトシン、２－
ヒドロキシ－５－メチル－４－トリアゾロピリジン、イソシトシン、イソグアニン、イノ
シンおよびBenner　et　al.,　米国特許第５，４３２，２７２号およびSusan　M.　Freie
r　and　Karl－Heinz　Altmann,　1997,　Nucleic　Acids　Research,　vol.　25:　pp　
4429－4443に記載される「非天然」核酸塩基が挙げられるがそれらに限定されない。「核
酸塩基」という用語はまた、公知のプリンおよびピリミジン複素環だけでなく、それらの
複素環類似体および互変異性体を含む。さらなる天然および非天然核酸塩基としては、米
国特許第３，６８７，８０８号(Merigan,　et　al.)、Chapter　15　by　Sanghvi,　in　
アンチセンス　Research　and　Application,　Ed.　S.　T.　Crooke　and　B.　Lebleu,
　CRC　Press,　1993、in　Englisch　et　al.,　1991,　Angewandte　Chemie,　Interna
tional　Edition,　30:　613－722　(特に６２２および６２３ページを参照されたい)、
およびConcise　Encyclopedia　of　Polymer　Science　and　Engineering,　J.　I.　Kr
oschwitz　Ed.,　John　Wiley　&　Sons,　1990,　pages　858－859,　Cook,　Anti－Can
cer　Drug　Design　1991,　6,　585－607,　1990,　pages　858－859,　Cook,　Anti－C
ancer　Drug　Design　1991,　6,　585－607（それらの各々は、参照により本明細書にそ
の全体が組み込まれる）で開示されるものが挙げられる。様々な態様では、ポリヌクレオ
チドはまた、１つ以上の「ヌクレオシド塩基」または「塩基ユニット」を含み、これらは
核酸塩基のように機能することができる複素環化合物などの化合物を含む非天然ヌクレオ
チドのカテゴリであり、最も古典的な意味ではヌクレオシド塩基ではないが、ヌクレオシ
ド塩基として機能する「ユニバーサル塩基」が含まれる。ユニバーサル塩基としては、３
－ニトロピロール、任意で置換されたインドール（例えば、５－ニトロインドール）、お
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よび任意で置換されたヒポキサンチンが挙げられる。他の望ましいユニバーサル塩基とし
ては、ピロール、ジアゾールまたはトリアゾール誘導体、例えば当技術分野で知られてい
るユニバーサル塩基が挙げられる。
【００７１】
　修飾ヌクレオチドはＥＰ　１　０７２　６７９号およびＷＯ　９７／１２８９６号に記
載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。修飾ヌクレオチドとして
は、５－メチルシトシン（５－ｍｅ－Ｃ）、５－ヒドロキシメチルシトシン、キサンチン
、ヒポキサンチン、２－アミノアデニン、アデニンおよびグアニンの６－メチルおよび他
のアルキル誘導体、アデニンおよびグアニンの２－プロピルおよび他のアルキル誘導体、
２－チオウラシル、２－チオチミンおよび２－チオシトシン、５－ハロウラシルおよびシ
トシン、５－プロピニルウラシルおよびシトシンおよび他のピリミジン塩基のアルキニル
誘導体、６－アゾウラシル、シトシンおよびチミン、５－ウラシル（プソイドウラシル）
、４－チオウラシル、８－ハロ、８－アミノ、８－チオール、８－チオアルキル、８－ヒ
ドロキシルおよび他の８－置換アデニンおよびグアニン、５－ハロ、特に５－ブロモ、５
－トリフルオロメチルおよび他の５－置換ウラシルおよびシトシン、７－メチルグアニン
および７－メチルアデニン、２－Ｆ－アデニン、２－アミノ－アデニン、８－アザグアニ
ンおよび８－アザアデニン、７－デアザグアニンおよび７－デアザアデニンおよび３－デ
アザグアニンおよび３－デアザアデニンが挙げられるが、それらに限定されない。さらな
る修飾塩基としては、三環系ピリミジン、例えばフェノキサジンシチジン（１Ｈ－ピリミ
ド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾキサジン－２（３Ｈ）－オン）、フェノチアジンシチ
ジン（１Ｈ－ピリミド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾチアジン－２（３Ｈ）－オン）、
Ｇ－クランプ、例えば置換フェノキサジンシチジン（例えば９－（２－アミノエトキシ）
－Ｈ－ピリミド［５，４－ｂ］［１，４］ベンゾキサジン－２（３Ｈ）－オン）、カルバ
ゾールシチジン（２Ｈ－ピリミド［４，５－ｂ］インドール－２－オン）、ピリドインド
ールシチジン（Ｈ－ピリド［３’，２’：４，５］ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－２
－オン）が挙げられる。修飾塩基はまた、プリンまたはピリミジン塩基が他の複素環、例
えば７－デアザ－アデニン、７－デアザグアノシン、２－アミノピリジンおよび２－ピリ
ドンと置換されたものを含み得る。追加の核酸塩基としては、米国特許第３，６８７，８
０８号において開示されたもの、The　Concise　Encyclopedia　Of　Polymer　Science　
And　Engineering,　pages　858－859,　Kroschwitz,　J.　I.,　ed.　John　Wiley　&　
Sons,　1990において開示されたもの、Englisch　et　al.,　1991,　Angewandte　Chemie
,　International　Edition,　30:　613により開示されたもの、ならびにSanghvi,　Y.　
S.,　Chapter　15,　Antisense　Research　and　Applications,　pages　289－302,　Cr
ooke,　S.　T.　and　Lebleu,　B.,　ed.,　CRC　Press,　1993により開示されたものが
挙げられる。これらの塩基のいくつかは、結合親和性を増加させるのに有用であり、５－
置換ピリミジン、６－アザピリミジンおよびＮ－２、Ｎ－６およびＯ－６－置換プリン、
例えば２－アミノプロピルアデニン、５－プロピニルウラシルおよび５－プロピニルシト
シンが挙げられる。５－メチルシトシン置換が、核酸二本鎖安定性を０．６－１．２℃だ
け増加させることが示されており、ある態様では、２’－Ｏ－メトキシエチル糖修飾と組
み合わされる。米国特許第３，６８７，８０８号、米国特許第４，８４５，２０５号；５
，１３０，３０２号；５，１３４，０６６号；５，１７５，２７３号；５，３６７，０６
６号；５，４３２，２７２号；５，４５７，１８７号；５，４５９，２５５号；５，４８
４，９０８号；５，５０２，１７７号；５，５２５，７１１号；５，５５２，５４０号；
５，５８７，４６９号；５，５９４，１２１号、５，５９６，０９１号；５，６１４，６
１７号；５，６４５，９８５号；５，８３０，６５３号；５，７６３，５８８号；６，０
０５，０９６号；５，７５０，６９２号および５，６８１，９４１号（その開示は参照に
より本明細書に組み込まれる）を参照されたい。
【００７２】
　所定の配列のポリヌクレオチドの製造方法はよく知られている。例えば、Sambrook　et
　al.,　Molecular　Cloning:　A　Laboratory　Manual　(2nd　ed.　1989)　and　F.　E
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ckstein　(ed.)　Oligonucleotides　and　Analogues,　1st　Ed.　(Oxford　University
　Press,　New　York,　1991)を参照されたい。固相合成法は、ポリリボヌクレオチドお
よびポリデオキシリボヌクレオチドのために好ましい（ＤＮＡを合成するよく知られた方
法はまた、ＲＮＡを合成するのに有用である）。ポリリボヌクレオチドはまた、酵素的に
調製することができる。非天然核酸塩基は、同様に、ポリヌクレオチドに組み込むことが
できる。例えば、米国特許第７，２２３，８３３号;　Katz,　J.　Am.　Chem.　Soc.,　7
4:2238　(1951);　Yamane,　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.,　83:2599　(1961);　Kos
turko,　et　al.,　Biochemistry,　13:3949　(1974);　Thomas,　J.　Am.　Chem.　Soc.
,　76:6032　(1954);　Zhang,　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.,　127:74－75　(2005)
;　およびZimmermann,　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.,　124:13684－13685　(2002)
を参照されたい。
【００７３】
　ポリヌクレオチド、またはその修飾形態を鋳型化するために使用された提供される表面
は一般に約５ヌクレオチド～約１００ヌクレオチド長のポリヌクレオチドを含む。より詳
細には、ナノ複合体は、約５～約９０ヌクレオチド長、約５～約８０ヌクレオチド長、約
５～約７０ヌクレオチド長、約５～約６０ヌクレオチド長、約５～約５０ヌクレオチド長
、約５～約４５ヌクレオチド長、約５～約４０ヌクレオチド長、約５～約３５ヌクレオチ
ド長、約５～約３０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌクレオチド長、約５～約２０ヌクレ
オチド長、約５～約１５ヌクレオチド長、約５～約１０ヌクレオチド長のポリヌクレオチ
ド、およびポリヌクレオチドが所望の結果を達成することができる程度まで特定的に開示
されるそのサイズの長さの中間にあるポリヌクレオチド全てを含む。したがって、５、６
、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、
２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３
４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７
、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、
６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７
４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７
、８８、８９、９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９、１００
以上のヌクレオチド長のポリヌクレオチドが企図される。
【００７４】
　本明細書で規定されるように、ポリヌクレオチドはアプタマーを含む。アプタマーの生
成および使用は、当業者に知られている。一般に、アプタマーは、標的リガンドに強く結
合し、慎重に区別することができる核酸またはペプチド結合種である[Yan　et　al.,　RN
A　Biol.　6(3)　316－320　(2009)、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる]。
いくつかの実施形態では、アプタマーは、試験管内進化法（ＳＥＬＥＸ）プロセスと呼ば
れる技術により得ることができる[Tuerk　et　al.,　Science　249:505－10　(1990)、米
国特許第５，２７０，１６３号および米国特許第５，６３７，４５９号、各々、参照によ
りその全体が本明細書に組み込まれる］。核酸アプタマーの一般的な記載は、例えば、限
定はされないが、Nucleic　Acid　and　Peptide　Aptamers:　Methods　and　Protocols
　(Mayer編,　Humana　Press,　2009)およびCrawford　et　al.,　Briefings　in　Funct
ional　Genomics　and　Proteomics　2(1):　72－79　(2003)において見られる。ＲＮＡ
アプタマーの選択、ＤＮＡアプタマーの選択、標的タンパク質に共有結合することができ
るアプタマーの選択、修飾アプタマーライブラリの使用および診断薬および治療薬として
のアプタマーの使用を含むがそれらに限定されない、アプタマーの追加の記載は、Kopylo
v　et　al.,　Molecular　Biology　34(6):　940－954　(2000)　translated　from　Mol
ekulyarnaya　Biologiya,　Vol.　34,　No.　6,　2000,　pp.　1097－1113（参照により
その全体が本明細書に組み込まれる）において提供される。様々な態様では、アプタマー
は１０－１００ヌクレオチド長の間である。
【００７５】
スペーサ
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　ある態様では、ナノ複合体がさらにスペーサを含む生体分子を含むものを含有するナノ
複合体が企図される。様々な態様では、スペーサは下記で記載される１つ以上の架橋部分
を含む。
【００７６】
　本明細書では、「スペーサ」は１つ以上の架橋部分を含むように、または、ナノ複合体
がナノ粒子を含むいくつかの態様では、ナノ粒子と生体分子の間の距離を増加させる、ま
たは、複数のコピーでナノ粒子に付着された場合、個々の生体分子間の距離を増加させる
ように機能する部分を意味する。ナノ複合体が生物活性のために使用される、本開示の態
様では、スペーサは、それが付着される生体分子の活性に直接関与しないことが企図され
る。
【００７７】
　よって、いくつかの態様では、スペーサは本明細書では１つ以上の架橋部分を介して架
橋を促進ように企図される。様々な態様では、スペーサはさらに、生体分子が同じ配列を
有するか、異なる配列を有するかに関係なく、個々の生体分子間にタンデムに配置される
ものとして企図される。１つの態様では、スペーサは存在する場合、有機部分である。別
の態様では、スペーサはポリマーであり、水溶性ポリマー、核酸、ポリペプチド、オリゴ
糖、炭水化物、脂質、またはそれらの組み合わせが挙げられるが、それらに限定されない
。
【００７８】
　スペーサがポリヌクレオチドである場合、スペーサの長さは、様々な実施形態では、少
なくとも約５ヌクレオチド、少なくとも約１０ヌクレオチド、１０－３０ヌクレオチド、
または３０をさらに超えるヌクレオチドである。スペーサは、ポリヌクレオチドの、ナノ
粒子または標的ポリヌクレオチドに結合する能力を妨害しない任意の配列を有し得る。ス
ペーサは、互いに、またはポリヌクレオチドの配列に相補的な配列を有するべきではない
が、標的ポリヌクレオチドにすべて、または一部相補的であってもよい。ある態様では、
ポリヌクレオチドスペーサの塩基は全てアデニン、全てチミン、全てシチジン、全てグア
ニン、全てウラシル、全ていくつかの他の修飾塩基である。
【００７９】
修飾ポリヌクレオチド
　上記で記載されるように、修飾ポリヌクレオチドは、ナノ複合体を生成させる際に使用
するために企図され、表面により鋳型化される。様々な態様では、表面上で鋳型化された
ポリヌクレオチドは、完全修飾または部分修飾される。よって、様々な態様では、ポリヌ
クレオチド中のヌクレオチドユニットの１つ以上、または全ての糖および／または１つ以
上または全てのヌクレオチド間結合が「非天然」基により置換される。
【００８０】
　１つの態様では、この実施形態は、ペプチド核酸（ＰＮＡ）を企図する。ＰＮＡ化合物
では、ポリヌクレオチドの糖バックボーンは、アミド含有バックボーンにより置換される
。例えば、米国特許第５，５３９，０８２号；５，７１４，３３１号；および５，７１９
，２６２号、ならびにNielsen　et　al.,　Science,　1991,　254,　1497－1500（開示は
参照により本明細書に組み込まれる）を参照されたい。
【００８１】
　開示されたポリヌクレオチドのために企図されるヌクレオチドと非天然ヌクレオチドの
間の他の結合としては、米国特許第４，９８１，９５７号；５，１１８，８００号；５，
３１９，０８０号；５，３５９，０４４号；５，３９３，８７８号；５，４４６，１３７
号；５，４６６，７８６号；５，５１４，７８５号；５，５１９，１３４号；５，５６７
，８１１号；５，５７６，４２７号；５，５９１，７２２号；５，５９７，９０９号；５
，６１０，３００号；５，６２７，０５３号；５，６３９，８７３号；５，６４６，２６
５号；５，６５８，８７３号；５，６７０，６３３号；５，７９２，７４７号；および５
，７００，９２０号；米国特許公開第２００４０２１９５６５号；国際特許公開第ＷＯ９
８／３９３５２号およびＷＯ９９／１４２２６号；Mesmaeker　et.　al.,　Current　Opi
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nion　in　Structural　Biology　5:343－355　(1995)およびSusan　M.　Freier　and　K
arl－Heinz　Altmann,　Nucleic　Acids　Research,　25:4429－4443　(1997)（開示は参
照により本明細書に組み込まれる）において記載されるものが挙げられる。
【００８２】
　ポリヌクレオチドの具体例としては、修飾バックボーンまたは非天然ヌクレオシド間結
合を含むものが挙げられる。修飾バックボーンを有するポリヌクレオチドとしては、バッ
クボーン中にリン原子を保持するものおよびバックボーン中にリン原子を有さないものが
挙げられる。リン原子をそのヌクレオシド間バックボーン中に有さない修飾ポリヌクレオ
チドは、「ポリヌクレオチド」の意味の範囲内にあると考えられる。
【００８３】
　リン原子を含む修飾ポリヌクレオチドバックボーンとしては、例えば、ホスホロチオエ
ート、キラルホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、ホスホトリエステル、アミノ
アルキルホスホトリエステル、メチルおよび他のアルキルホスホネート、例えば３’－ア
ルキレンホスホネート、５’－アルキレンホスホネートおよびキラルホスホネート、ホス
フィナート、ホスホロアミダート、例えば３’－アミノホスホロアミダートおよびアミノ
アルキルホスホロアミダート、チオノホスホロアミダート、またはチオノアルキルホスホ
ネート、チオノアルキルホスホトリエステル、セレノホスフェートおよびボラノホスフェ
ート（普通の３’－５’結合を有する）、これらの２’－５’結合類似体、および逆極性
を有するもの（１つ以上のヌクレオチド間結合は、３’－３’、５’－５’または２’－
２’結合である）が挙げられる。逆極性を有し、最も３’－のヌクレオチド間結合で単一
の３’－３’結合、すなわち、脱塩基（ヌクレオチドが欠失している、またはその代わり
にヒドロキシル基を有する）であり得る単一の逆ヌクレオシド残基を含むポリヌクレオチ
ドもまた企図される。塩、混合塩および遊離酸形態もまた、企図される。
【００８４】
　上記リン含有結合の調製を教示する代表的な米国特許としては、米国特許第３，６８７
，８０８号；４，４６９，８６３号；４，４７６，３０１号；５，０２３，２４３号；５
，１７７，１９６号；５，１８８，８９７号；５，２６４，４２３号；５，２７６，０１
９号；５，２７８，３０２号；５，２８６，７１７号；５，３２１，１３１号；５，３９
９，６７６号；５，４０５，９３９号；５，４５３，４９６号；５，４５５，２３３号；
５，４６６，６７７号；５，４７６，９２５号；５，５１９，１２６号；５，５３６，８
２１号；５，５４１，３０６号；５，５５０，１１１号；５，５６３，２５３号；５，５
７１，７９９号；５，５８７，３６１号；５，１９４，５９９号；５，５６５，５５５号
；５，５２７，８９９号；５，７２１，２１８号；５，６７２，６９７号および５，６２
５，０５０号（開示は参照により本明細書に組み込まれる）が挙げられる。
【００８５】
　リン原子を含まない修飾ポリヌクレオチドバックボーンは、短鎖アルキルまたはシクロ
アルキルヌクレオシド間結合、混合ヘテロ原子およびアルキルまたはシクロアルキルヌク
レオシド間結合、または１つ以上の短鎖ヘテロ原子もしくは複素環ヌクレオシド間結合に
より形成されるバックボーンを含む。これらとしては、モルホリノ結合を有するもの；シ
ロキサンバックボーン；スルフィド、スルホキシドおよびスルホンバックボーン；ホルム
アセチルおよびチオホルムアセチルバックボーン；メチレンホルムアセチルおよびチオホ
ルムアセチルバックボーン；リボアセチルバックボーン；アルケン含有バックボーン；ス
ルファメートバックボーン；メチレンイミノおよびメチレンヒドラジノバックボーン；ス
ルホネートおよびスルホンアミドバックボーン；アミドバックボーン；および混合Ｎ、Ｏ
、ＳおよびＣＨ２成分部分を有する他のものが挙げられる。さらに他の実施形態では、米
国特許第５，４８９，６７７号および５，６０２，２４０号に記載される、ホスホロチオ
エートバックボーンを有するポリヌクレオチドおよびヘテロ原子バックボーンを有するオ
リゴヌクレオシドが提供され、－ＣＨ２－ＮＨ－Ｏ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）
－Ｏ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－、－ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）－Ｎ
（ＣＨ３）－ＣＨ２－および－Ｏ－Ｎ（ＣＨ３）－ＣＨ２－ＣＨ２－を含む。例えば、米
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国特許第５，０３４，５０６号；５，１６６，３１５号；５，１８５，４４４号；５，２
１４，１３４号；５，２１６，１４１号；５，２３５，０３３号；５，２６４，５６２号
；５，２６４，５６４号；５，４０５，９３８号；５，４３４，２５７号；５，４６６，
６７７号；５，４７０，９６７号；５，４８９，６７７号；５，５４１，３０７号；５，
５６１，２２５号；５，５９６，０８６号；５，６０２，２４０号；５，６１０，２８９
号；５，６０２，２４０号；５，６０８，０４６号；５，６１０，２８９号；５，６１８
，７０４号；５，６２３，０７０号；５，６６３，３１２号；５，６３３，３６０号；５
，６７７，４３７号；５，７９２，６０８号；５，６４６，２６９および５，６７７，４
３９号（開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参照されたい。
【００８６】
　様々な形態において、ポリヌクレオチド中の２つの連続するモノマー間の結合は、－Ｃ
Ｈ２－、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＮＲＨ－、＞Ｃ＝Ｏ、＞Ｃ＝ＮＲＨ、＞Ｃ＝Ｓ、－Ｓｉ（Ｒ
’’）２－、－ＳＯ－、－Ｓ（Ｏ）２－、－Ｐ（Ｏ）２－、－ＰＯ（ＢＨ３）－、－Ｐ（
Ｏ，Ｓ）－、－Ｐ（Ｓ）２－、－ＰＯ（Ｒ’’）－、－ＰＯ（ＯＣＨ３）－、および－Ｐ
Ｏ（ＮＨＲＨ）－から選択される２～４、望ましくは３の基／原子から構成され、ここで
は、ＲＨは水素およびＣ１－４－アルキルから選択され、Ｒ’’はＣ１－６－アルキルお
よびフェニルから選択される。そのような結合の例示的な例は－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２
－、－ＣＨ２－ＣＯ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨＯＨ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ－、
－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ＝（後続のモノマーへの結合として使用さ
れる場合Ｒ５を含む）、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－、－ＮＲＨ－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ
２－ＣＨ２－ＮＲＨ－、－ＣＨ２－ＮＲＨ－ＣＨ２－－、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－ＮＲＨ
－、－ＮＲＨ－ＣＯ－Ｏ－、－ＮＲＨ－ＣＯ－ＮＲＨ－、－ＮＲＨ－ＣＳ－ＮＲＨ－、－
ＮＲＨ－Ｃ（＝ＮＲＨ）－ＮＲＨ－、－ＮＲＨ－ＣＯ－ＣＨ２－ＮＲＨ－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－
、－Ｏ－ＣＯ－ＣＨ２－Ｏ－、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＨ２－ＣＯ－ＮＲＨ－、
－Ｏ－ＣＯ－ＮＲＨ－、－ＮＲＨ－ＣＯ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＯ－ＮＲＨ－、－
Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－ＮＲＨ－、－ＣＨ＝Ｎ－Ｏ－、－ＣＨ２－ＮＲＨ－Ｏ－、－ＣＨ２
－Ｏ－Ｎ＝（後続のモノマーへの結合として使用される場合Ｒ５を含む）、－ＣＨ２－Ｏ
－ＮＲＨ－、－ＣＯ－ＮＲＨ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＮＲＨ－Ｏ－、－ＣＨ２－ＮＲＨ－
ＣＯ－、－Ｏ－ＮＲＨ－ＣＨ２－、－Ｏ－ＮＲＨ、－Ｏ－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－
Ｏ－、－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｓ－、－Ｓ－ＣＨ２－ＣＨ＝（
後続のモノマーへの結合として使用される場合Ｒ５を含む）、－Ｓ－ＣＨ２－ＣＨ２－、
－Ｓ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ－、－Ｓ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｓ－、－ＣＨ２－Ｓ－ＣＨ２－、
－ＣＨ２－ＳＯ－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＳＯ２－ＣＨ２－、－Ｏ－ＳＯ－Ｏ－、－Ｏ－Ｓ
（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｏ－Ｓ（Ｏ）２－ＣＨ２－、－Ｏ－Ｓ（Ｏ）２－ＮＲＨ－、－ＮＲＨ
－Ｓ（Ｏ）２－ＣＨ２－；－Ｏ－Ｓ（Ｏ）２－ＣＨ２－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｏ
－Ｐ（Ｏ，Ｓ）－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｓ）２－Ｏ－、－Ｓ－Ｐ（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｓ－Ｐ（
Ｏ，Ｓ）－Ｏ－、－Ｓ－Ｐ（Ｓ）２－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－Ｓ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ，Ｓ
）－Ｓ－、－Ｏ－Ｐ（Ｓ）２－Ｓ－、－Ｓ－Ｐ（Ｏ）２－Ｓ－、－Ｓ－Ｐ（Ｏ，Ｓ）－Ｓ
－、－Ｓ－Ｐ（Ｓ）２－Ｓ－、－Ｏ－ＰＯ（Ｒ’’）－Ｏ－、－Ｏ－ＰＯ（ＯＣＨ３）－
Ｏ－、－Ｏ－ＰＯ（ＯＣＨ２ＣＨ３）－Ｏ－、－Ｏ－ＰＯ（ＯＣＨ２ＣＨ２Ｓ－Ｒ）－Ｏ
－、－Ｏ－ＰＯ（ＢＨ３）－Ｏ－、－Ｏ－ＰＯ（ＮＨＲＮ）－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－
ＮＲＨＨ－、－ＮＲＨ－Ｐ（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ，ＮＲＨ）－Ｏ－、－ＣＨ２－
Ｐ（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－ＣＨ２－、および－Ｏ－Ｓｉ（Ｒ’’）２－Ｏ－
であり；その中で－ＣＨ２－ＣＯ－ＮＲＨ－、－ＣＨ２－ＮＲＨ－Ｏ－、－Ｓ－ＣＨ２－
Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ）２－Ｏ－Ｏ－Ｐ（－Ｏ，Ｓ）－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｓ）２－Ｏ－、－
ＮＲＨＰ（Ｏ）２－Ｏ－、－Ｏ－Ｐ（Ｏ，ＮＲＨ）－Ｏ－、－Ｏ－ＰＯ（Ｒ’’）－Ｏ－
、－Ｏ－ＰＯ（ＣＨ３）－Ｏ－、および－Ｏ－ＰＯ（ＮＨＲＮ）－Ｏ－が企図され、ここ
で、ＲＨは水素およびＣ１－４－アルキルから選択され、Ｒ’’はＣ１－６－アルキルお
よびフェニルから選択される。さらなる例示的な例がMesmaeker　et.　al.,　1995,　Cur
rent　Opinion　in　Structural　Biology,　5:　343－355および　Susan　M.　Freier　
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and　Karl－Heinz　Altmann,　1997,　Nucleic　Acids　Research,　vol　25:　pp　4429
－4443において与えられる。
【００８７】
　ポリヌクレオチドのさらに別の修飾形態は、米国特許出願第２００４０２１９５６５号
において詳細に記載され、その開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００８８】
　修飾ポリヌクレオチドはまた、１つ以上の置換糖部分を含み得る。ある態様では、ポリ
ヌクレオチドは、２’位に下記のうちの１つを含み：ＯＨ；Ｆ；Ｏ－、Ｓ－、またはＮ－
アルキル；Ｏ－、Ｓ－、またはＮ－アルケニル；Ｏ－、Ｓ－またはＮ－アルキニル；また
はＯ－アルキル－Ｏ－アルキル、ここでアルキル、アルケニルおよびアルキニルは置換ま
たは非置換Ｃ１～Ｃ１０アルキルまたはＣ２～Ｃ１０アルケニルおよびアルキニルであっ
てもよい。他の実施形態はＯ［（ＣＨ２）ｎＯ］ｍＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＣＨ３、Ｏ
（ＣＨ２）ｎＮＨ２、Ｏ（ＣＨ２）ｎＣＨ３、Ｏ（ＣＨ２）ｎＯＮＨ２、およびＯ（ＣＨ
２）ｎＯＮ［（ＣＨ２）ｎＣＨ３］２を含み、ここでｎおよびｍは１～約１０である。他
のポリヌクレオチドは、２’位に下記のうちの１つを含む：Ｃ１～Ｃ１０低級アルキル、
置換低級アルキル、アルケニル、アルキニル、アルカリル、アラルキル、Ｏ－アルカリル
またはＯ－アラルキル、ＳＨ、ＳＣＨ３、ＯＣＮ、Ｃｌ、Ｂｒ、ＣＮ、ＣＦ３、ＯＣＦ３
、ＳＯＣＨ３、ＳＯ２ＣＨ３、ＯＮＯ２、ＮＯ２、Ｎ３、ＮＨ２、ヘテロシクロアルキル
、ヘテロシクロアルカリル、アミノアルキルアミノ、ポリアルキルアミノ、置換シリル、
ＲＮＡ切断基、レポーター基、インターカレーター、ポリヌクレオチドの薬物動態特性を
改善するための基、またはポリヌクレオチドの薬力学特性を改善するための基、および同
様の特性を有する他の置換基。１つの態様では、修飾は、２’－メトキシエトキシ（２’
－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３、２’－Ｏ－（２－メトキシエチル）または２’－ＭＯＥと
しても知られている）(Martin　et　al.,　1995,　Helv.　Chim.　Acta,　78:　486－504
)すなわち、アルコキシアルコキシ基を含む。他の修飾は、２’－ジメチルアミノオキシ
エトキシ、すなわち、Ｏ（ＣＨ２）２ＯＮ（ＣＨ３）２基（２’－ＤＭＡＯＥとしても知
られている）、および２’－ジメチルアミノエトキシエトキシ（当技術分野では、２’－
Ｏ－ジメチルアミノ－エトキシ－エチルまたは２’－ＤＭＡＥＯＥとしても知られている
）、すなわち、２’－Ｏ－ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２－Ｎ（ＣＨ３）２を含む。
【００８９】
　さらに別の修飾は、２’－メトキシ（２’－Ｏ－ＣＨ３）、２’－アミノプロポキシ（
２’－ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＮＨ２）、２’－アリル（２’－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２）、
２’－Ｏ－アリル（２’－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ＝ＣＨ２）および２’－フルオロ（２’－Ｆ
）を含む。２’－修飾はアラビノ（アップ）位またはリボ（ダウン）位に存在し得る。１
つの態様では、２’－アラビノ修飾は２’－Ｆである。同様の修飾はまた、ポリヌクレオ
チド上の他の位置で、例えば、３’末端ヌクレオチド上の糖の３’位でまたは２’－５’
結合ポリヌクレオチドにおいて、および５’末端ヌクレオチドの５’位でなされ得る。ポ
リヌクレオチドはまた、ペントフラノシル糖の代わりに糖模倣物、例えばシクロブチル部
分を有し得る。例えば米国特許第４，９８１，９５７号；５，１１８，８００号；５，３
１９，０８０号；５，３５９，０４４号；５，３９３，８７８号；５，４４６，１３７号
；５，４６６，７８６号；５，５１４，７８５号；５，５１９，１３４号；５，５６７，
８１１号；５，５７６，４２７号；５，５９１，７２２号；５，５９７，９０９号；５，
６１０，３００号；５，６２７，０５３号；５，６３９，８７３号；５，６４６，２６５
号；５，６５８，８７３号；５，６７０，６３３号；５，７９２，７４７号；および５，
７００，９２０号（それらの開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参
照されたい。
【００９０】
　１つの態様では、糖の修飾は、２’－ヒドロキシル基が糖環の３’または４’炭素原子
に結合され、よって二環糖部分が形成するロックド核酸（ＬＮＡ）を含む。結合は、ある
態様では、２’酸素原子と４’炭素原子を架橋するメチレン（－ＣＨ２－）ｎ基であり、
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ｎは１または２である。ＬＮＡおよびその調製は、ＷＯ９８／３９３５２号およびＷＯ９
９／１４２２６号（その開示は参照により本明細書に組み込まれる）において記載される
。
【００９１】
ポリヌクレオチド特徴
　提供される各ナノ複合体は複数の生体分子を含み、様々な態様では、生体分子はポリヌ
クレオチドである。結果として、各ナノ複合体は十分相補的な配列を有する複数の標的ポ
リヌクレオチドに結合する能力を有する。例えば、特定のポリヌクレオチドが標的とされ
る場合、単一のナノ複合体は同じ分子の複数のコピーに結合する能力を有する。１つの態
様では、ナノ複合体が同一のポリヌクレオチドを含む、すなわち、各ポリヌクレオチドが
同じ長さおよび同じ配列を有する方法が提供される。他の態様では、ナノ複合体は同一で
はない２つ以上のポリヌクレオチドを含み、すなわち、ナノ複合体のポリヌクレオチドの
少なくとも１つが、ナノ複合体の他のポリヌクレオチドの少なくとも１つと、異なる長さ
および／または異なる配列を有するという点で異なる。ナノ複合体が異なるポリヌクレオ
チドを含む態様では、これらの異なるポリヌクレオチドは同じ単一の標的ポリヌクレオチ
ドに、異なる位置で結合する、または異なる遺伝子産物をコードする異なる標的ポリヌク
レオチドに結合する。したがって、様々な態様では、１を超える遺伝子産物の発現を阻止
する方法において単一のナノ複合体が使用され得る。ポリヌクレオチドはこのように、遺
伝子発現の所望のレベルの阻止を実施することが必要とされるので、標的ポリヌクレオチ
ドにおける１つ以上の特定の領域で、または標的ポリヌクレオチドの全長にわたって関係
なく、特定のポリヌクレオチドを標的とするように使用される。
【００９２】
　したがって、１つの態様では、ポリヌクレオチドは、標的配列の知識を用いて設計され
る。また、ナノ複合体中のポリヌクレオチドは、本明細書で記載される所望の効果を達成
するために、標的生体分子にハイブリダイズする必要はない。とにかく、所定の配列のポ
リヌクレオチドを作製する方法はよく知られている。例えば、Sambrook　et　al.,　Mole
cular　Cloning:　A　Laboratory　Manual　(2nd　ed.　1989)およびF.　Eckstein　(ed.
)　Oligonucleotides　and　Analogues,　1st　Ed.　(Oxford　University　Press,　New
　York,　1991)を参照されたい。オリゴリボヌクレオチドおよびオリゴデオキシリボヌク
レオチドの両方に対し固相合成法が企図される（ＤＮＡを合成するよく知られた方法はま
た、ＲＮＡを合成するのに有用である）。オリゴリボヌクレオチドおよびオリゴデオキシ
リボヌクレオチドはまた、酵素的に調製することができる。
【００９３】
　また、ポリヌクレオチドはライブラリから選択される。この型のライブラリの調製は、
当技術分野においてよく知られている。例えば、オリゴヌクレオチドライブラリ：２００
５年９月２９日に公開された米国特許出願２００５０２１４７８２号を参照されたい。
【００９４】
　ナノ複合体の生成のために企図されるポリヌクレオチドとしては、１つの態様では、標
的ポリヌクレオチドから発現される遺伝子産物の発現を調節するものが挙げられる。した
がって、標的ポリヌクレオチドにハイブリダイズし、翻訳を阻止するアンチセンスポリヌ
クレオチド、標的ポリヌクレオチドにハイブリダイズし、ＲＮＡｓｅ活性（例えばＲＮＡ
ｓｅ　Ｈ）を開始させるｓｉＲＮＡポリヌクレオチド、二本鎖ポリヌクレオチドにハイブ
リダイズし、転写を阻止する三重らせん形成ポリヌクレオチド、標的ポリヌクレオチドに
ハイブリダイズし、翻訳を阻止するリボザイムが企図される。
【００９５】
　いくつかの態様では、ポリヌクレオチドを基本とするナノ複合体は、ナノ複合体の効率
的な取り込みを可能にする。様々な態様では、ポリヌクレオチドは、ナノ複合体の取り込
み効率を増加させるヌクレオチド配列を含む。本明細書では、「効率」は、細胞中での／
によるナノ複合体の取り込みの数または速度を示す。ナノ複合体が細胞に出入りするプロ
セスは動的なものであるので、効率は、より多くのナノ複合体を取り込むことにより、ま



(29) JP 5866119 B2 2016.2.17

10

20

30

40

50

たは細胞に入ったそれらのナノ複合体をより長い期間保持することにより増加させること
ができる。同様に、効率は、より少ないナノ複合体を取り込むことにより、または細胞に
入ったそれらのナノ複合体をより短い期間保持することにより減少させることができる。
【００９６】
　よって、ヌクレオチド配列は、望ましい任意のヌクレオチド配列とすることができ、様
々な態様では、ナノ複合体の細胞取り込みまたは遺伝子制御を増加または減少させるよう
に選択され得る。ヌクレオチド配列は、いくつかの態様では、ポリヌクレオチドが付着さ
れたナノ粒子が細胞によって取り込まれる効率に影響するホモポリマー配列を含む。した
がって、ホモポリマー配列は効率を増加または減少させる。様々な態様では、ヌクレオチ
ド配列は核酸塩基の組み合わせであり、そのため、厳密にはホモポリマー配列ではないこ
ともまた企図される。例えば、限定はされないが、様々な態様では、ヌクレオチド配列は
交互のチミジンおよびウリジン残基、２つのチミジン、その後２つのウリジンまたは取り
込みの増加に影響する任意の組み合わせを含み、本開示により企図される。いくつかの態
様では、取り込み効率に影響するヌクレオチド配列は、追加の配列を含むポリヌクレオチ
ド中にあるドメインとして包含される。この「ドメイン」は、取り込み効率に影響する特
徴として機能するように働き、一方、追加のヌクレオチド配列は、例えば、限定はされな
いが、遺伝子発現を制御するように機能するように働く。様々な態様では、ポリヌクレオ
チド中のドメインは、ナノ複合体に対し近位、遠位、または中心位置のいずれかに位置す
ることができる。ポリヌクレオチドは１を超えるドメインを含むこともまた企図される。
【００９７】
　ホモポリマー配列は、いくつかの実施形態では、細胞によるナノ複合体の取り込み効率
を増加させる。いくつかの態様では、ホモポリマー配列はチミジン残基（ポリＴ）または
ウリジン残基（ポリＵ）の配列を含む。さらなる態様では、ポリＴまたはポリＵ配列は２
つのチミジンまたはウリジンを含む。様々な態様では、ポリＴまたはポリＵ配列は３、４
、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９
、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、
３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４
６、４７、４８、４９、５０、約５５、約６０、約６５、約７０、約７５、約８０、約８
５、約９０、約９５、約１００、約１２５、約１５０、約１７５、約２００、約２５０、
約３００、約３５０、約４００、約４５０、約５００以上のチミジンまたはウリジン残基
を含む。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、ホモポリマー配列を含むポリヌクレオチドを含むナノ複合体
は同じポリヌクレオチドを含むが、ホモポリマー配列が欠けているナノ複合体よりも大き
な効率で、細胞に取り込まれることが企図される。様々な態様では、ホモポリマー配列を
含むポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、同じポリヌクレオチドを含むが、ホモポリマ
ー配列が欠けているナノ複合体よりも、細胞により約２倍、約３倍、約４倍、約５倍、約
６倍、約７倍、約８倍、約９倍、約１０倍、約２０倍、約３０倍、約４０倍、約５０倍、
約１００倍以上、より効率的に取り込まれる。
【００９９】
　他の態様では、ドメインはホスフェートポリマー（Ｃ３残基）である。いくつかの態様
では、ドメインは、２つのホスフェートを含むホスフェートポリマー（Ｃ３残基）を含む
。様々な態様では、Ｃ３残基は３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２
７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０
、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、約５５、約６０、約
６５、約７０、約７５、約８０、約８５、約９０、約９５、約１００、約１２５、約１５
０、約１７５、約２００、約２５０、約３００、約３５０、約４００、約４５０、約５０
０以上のホスフェートを含む。
【０１００】
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　いくつかの実施形態では、あるドメインを含むポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、
同じポリヌクレオチドを含むが、ドメインが欠けているナノ複合体よりも低い効率で、細
胞により取り込まれることが企図される。様々な態様では、あるドメインを含むポリヌク
レオチドを含むナノ複合体は、同じポリヌクレオチドを含むが、ドメインが欠けているナ
ノ複合体よりも約２倍、約３倍、約４倍、約５倍、約６倍、約７倍、約８倍、約９倍、約
１０倍、約２０倍、約３０倍、約４０倍、約５０倍、約１００倍以上、低い効率で細胞に
より取り込まれる。
【０１０１】
　本明細書では、「結合部位」は、コントラスト剤が付着されるポリヌクレオチド上の部
位を意味することが理解される。ある態様では、本開示はまた、ナノ複合体の一部であり
、結合部位を含まない１つ以上のポリヌクレオチド、同じナノ複合体の一部であり、結合
部位を含む１つ以上ポリヌクレオチドを提供する。コントラスト剤のナノ複合体への結合
部位を介する結合は一般にＰＣＴ／ＵＳ２０１０／４４８４４号において記載され、これ
は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。本開示は、１つの態様では、ポリヌク
レオチドを含むナノ複合体を提供し、ここで、ポリヌクレオチドは１から約１０の結合部
位を含む。別の態様では、ポリヌクレオチドは５の結合部位を含む。一般に、ヌクレオチ
ドでは、そのバックボーン（リン酸基）および核酸塩基は両方とも修飾され得る。したが
って、本開示は、２ｎ個の結合部位が存在し、ｎ＝ポリヌクレオチド鋳型の長さであるこ
とを企図する。関連する態様では、組成物は複数のポリヌクレオチドを含むナノ複合体を
含むことが企図される。いくつかの態様では、複数のポリヌクレオチドは、コントラスト
剤が１つ以上の結合部位を介して結合された少なくとも１つのポリヌクレオチド、ならび
に本明細書で記載される遺伝子制御活性を有する少なくとも１つのポリヌクレオチドを含
む。
【０１０２】
　したがって、いくつかの実施形態では、ナノ複合体の一部である１つ以上のポリヌクレ
オチドは、コントラスト剤に結合されず、一方、同じナノ複合体の一部である１つ以上の
ポリヌクレオチドはコントラスト剤に結合されることが企図される。
【０１０３】
　本開示はまた、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体を含み、さらに、標的細胞内で標的
ポリヌクレオチドの転写を誘導する転写制御因子を含む組成物を提供する。
【０１０４】
ポリヌクレオチド長
　提供される組成物および方法におけるナノ複合体は、いくつかの実施形態では、ポリヌ
クレオチド、またはその修飾形態を含み、これは約５～約１００ヌクレオチド長である。
ポリヌクレオチドが約５～約９０ヌクレオチド長、約５～約８０ヌクレオチド長、約５～
約７０ヌクレオチド長、約５～約６０ヌクレオチド長、約５～約５０ヌクレオチド長約５
～約４５ヌクレオチド長、約５～約４０ヌクレオチド長、約５～約３５ヌクレオチド長、
約５～約３０ヌクレオチド長、約５～約２５ヌクレオチド長、約５～約２０ヌクレオチド
長、約５～約１５ヌクレオチド長、約５～約１０ヌクレオチド長、およびポリヌクレオチ
ドが所望の結果を達成することができる程度まで特定的に開示されるサイズの長さの中間
にあるポリヌクレオチド全てである方法もまた企図される。したがって、５、６、７、８
、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２
２、２３、２４，２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５
、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、
４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６
２、６３、６４、６５、６６、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５
、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、
８９、９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６、９７、９８、９９、および１００以
上のヌクレオチド長のポリヌクレオチドが企図される。
【０１０５】
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ポリヌクレオチドコピー－同じ／異なる配列
　単一ポリヌクレオチドにおける単一配列または単一ポリヌクレオチドにおける単一配列
の複数のコピーはナノ複合体の一部であるものを含むナノ複合体が提供される。よって様
々な態様では、単一の配列の複数のコピーがタンデムである、例えば、２、３、４、５、
６、７、８、９、１０以上のタンデム反復であるポリヌクレオチドが企図される。
【０１０６】
　また、ナノ複合体は異なる配列を有する少なくとも２つのポリヌクレオチドを含む。上
記のように、異なるポリヌクレオチド配列は、様々な態様では、タンデムに（すなわち、
単一のポリヌクレオチド上）および／または複数のコピーで（すなわち、少なくとも２つ
のポリヌクレオチド上）配列される。異なる配列を有するポリヌクレオチドがナノ複合体
の一部である方法では、本開示の態様は、異なるポリヌクレオチド配列が同じポリヌクレ
オチド上の異なる領域にハイブリダイズするものを含む。また、異なるポリヌクレオチド
配列は、異なるポリヌクレオチドにハイブリダイズする。
【０１０７】
ポリペプチド
　本明細書では、「ポリペプチド」はアミノ酸残基からなるポリマーを示す。本開示のい
くつかの態様では、ナノ複合体は本明細書で記載されるポリペプチドを含む。ポリペプチ
ドは当技術分野で理解されており、それらとしては、抗体、酵素、構造ポリペプチドおよ
びホルモンが挙げられるが、それらに限定されない。関連する態様では、ポリペプチドを
含むナノ複合体は、標的分子を認識し、それと結合し、標的分子の検出を可能にする。本
開示のポリペプチドは、それぞれ本明細書で記載される生体分子または追加の作用物質と
することができる。
【０１０８】
　本開示のポリペプチドは天然かまたは非天然とすることができる。ポリペプチドは任意
で、上記本明細書で記載されるスペーサを含む。上記のように、構造ポリペプチドは、架
橋部分を有し、それを介してポリペプチドは、ナノ複合体調製プロセスにおいて１つ以上
の他の生体分子と架橋することができる。ポリペプチドが追加の作用物質である場合、ポ
リペプチドは、架橋部分を含む必要はないが、含んでもよい。追加のポリペプチド作用物
質が架橋部分を含む場合、ポリペプチドは一般に、ナノ複合体が構造完全性を維持するの
に必要とされる様式ではナノ複合体に架橋しない。
【０１０９】
天然ポリペプチド
　天然ポリペプチドとしては、自然に存在し、または、例えば化学合成もしくは組み換え
発現技術により自然で見られる形態で生成させることができる生物活性ポリペプチド（抗
体を含む）が挙げられるが、それらに限定されない。天然ポリペプチドはまた、リポタン
パク質および翻訳後修飾タンパク質、例えば、例として限定はされないが糖化タンパク質
を含む。
【０１１０】
　本開示の方法および組成物において使用するために企図される抗体としては、インビボ
またはインビトロのいずれかで標的分子を認識し、結合する抗体が挙げられるが、それら
に限定されない。
【０１１１】
　本開示により企図される構造ポリペプチドとしては、アクチン、チューブリン、コラー
ゲン、エラスチン、ミオシン、キネシンおよびダイニンが挙げられるが、それらに限定さ
れない。
【０１１２】
非天然ポリペプチド
　本開示により企図される非天然ポリペプチドとしては、合成ポリペプチド、ならびに本
明細書で規定される天然または非天然ポリペプチドの断片、類似体および変異体が挙げら
れるが、それらに限定されない。非天然ポリペプチドはまた、それらの構造の一部として
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、Ｄ－アミノ酸、Ｄ－もしくはＬ－立体配置の修飾、誘導体化、非天然アミノ酸および／
またはペプチド模倣ユニットを有するタンパク質またはタンパク質物質を含む。「タンパ
ク質」という用語は、典型的には大きなポリペプチドを示す。「ペプチド」という用語は
、典型的には短いポリペプチドを示す。
【０１１３】
　非天然ポリペプチドは、例えば、自動ポリペプチド合成機を使用して、または所望のポ
リペプチドをコードする修飾ポリヌクレオチドを使用する組み換え発現技術を使用して調
製される。
【０１１４】
　本明細書では、ポリペプチドの「断片」は、全長ポリペプチドまたはタンパク質発現産
物より小さいポリペプチドまたはタンパク質のいずれかの部分を示すことを意味する。
【０１１５】
　本明細書では、「類似体」は、構造が実質的に類似し、および同じ生物活性を有するが
、全体分子、またはその断片のいずれかに対し様々な程度の活性を有することができる２
つ以上のポリペプチドのいずれかを示す。類似体は、他のアミノ酸に関する１つ以上のア
ミノ酸の置換、欠失、挿入および／または付加を含む１つ以上の変異に基づき、アミノ酸
配列の組成が異なる。置換は置換されたアミノ酸およびそれを置換するアミノ酸の物理化
学または機能関連性に基づき保存的または非保存的とすることができる。
【０１１６】
　本明細書では、「変異体」は、普通はその分子の一部ではない追加の化学的部分を含む
ように修飾されたポリペプチド、タンパク質またはその類似体を示す。そのような部分は
、例えば、限定はされないが、分子の溶解度、吸収、および／または生物学的半減期を調
節することができる。そのような効果を媒介することができる部分はRemington's　Pharm
aceutical　Sciences　(1980)において開示されている。そのような部分を分子に結合さ
せるための手順は、当技術分野においてよく知られている。様々な態様では、ポリペプチ
ドは、グリコシル化、ペグ化、および／またはポリシアリル化により修飾される。
【０１１７】
　融合タンパク質、例えば１つの融合成分が、断片または模倣物質である融合タンパク質
もまた企図される。本明細書では、「模倣物質」は、模倣物質の元であるタンパク質に匹
敵する生物活性を有するペプチドまたはタンパク質を意味する。例として、内皮増殖因子
模倣物質は、天然の内皮増殖因子に匹敵する生物活性を有するペプチドまたはタンパク質
である。この用語はさらに、例えば対象のタンパク質の天然リガンドの効果を増強するこ
とにより、対象のタンパク質の活性を間接的に模倣するペプチドまたはタンパク質を含む
。
【０１１８】
　この生体分子の群は、抗体をそれらの断片および誘導体と共に含み、例えばＦａｂ’断
片、Ｆ（ａｂ）２断片、Ｆｖ断片、Ｆｃ断片、１つ以上の相補性決定領域（ＣＤＲ）断片
、個々の重鎖、個々の軽鎖、二量体重および軽鎖（無傷抗体において見られるヘテロ四量
体重および軽鎖に対立するものとして）、単鎖抗体（ｓｃＡｂ）、ヒト化抗体（ならびに
ヒト化抗体の様式で修飾されたが、得られた抗体は非ヒト種における抗体によりよく似て
いる抗体）、キレート化組換え抗体（ＣＲＡＢｓ）、二特異性抗体および多特異性抗体、
ならびに当技術分野で知られている他の抗体誘導体または断片が挙げられるが、それらに
限定されない。
【０１１９】
リン脂質
　本開示により、リン脂質を含むナノ複合体もまた企図される。他の生体分子に対し上記
で記載したように、リン脂質生体分子は、ある態様では、任意的なスペーサ成分を含む。
構造生体分子であるリン脂質は、他の生体分子に対し上記で記載される架橋部分を含み、
これを介してリン脂質は他の生体分子に架橋することができる。非構造生体分子であるリ
ン脂質は、架橋部分を有してもよいが、その必要はない。
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【０１２０】
　脂質およびリン脂質由来ホルモンは、構造および非構造生体分子として企図され、これ
らの化合物は、脂質、例えばリノール酸およびアラキドン酸ならびにリン脂質に由来する
。主なクラスは、コレステロールに由来するステロイドホルモンおよびエイコサノイドで
ある。
【０１２１】
　１つの特定の実施形態では、合成高密度リポタンパク質（ＨＤＬ）ナノ複合体は、金ナ
ノ粒子をリン脂質およびＡＰＯ１Ａの高密度シェルで修飾することにより構築される。Ｈ
ＤＬはアテローム性動脈硬化および結果として起こる疾患、例えば心疾患および脳卒中の
発症を防ぐ動的血清ナノ複合体である。天然ＨＤＬのように、この合成コンストラクトは
、その疎水性リン脂質シェル中でコレステロールに結合することができる。それらのコア
材料に関係なく、それらの独特な生物システムと相互作用するの能力を付与するのは、無
機ナノ粒子表面上の生物リガンドの高密度多価配列である。
【０１２２】
金属錯体
　本明細書で規定される金属錯体は、それぞれ、本明細書で記載される構造非生体分子お
よび／または追加の作用物質とすることができる。金属錯体は任意で上記本明細書で記載
されるスペーサを含む。
【０１２３】
　本明細書では、「金属錯体」は、金属を示し、限定はされないが、本明細書で記載され
る白金化合物、ゲルマニウム（ＩＶ）、チタン（ＩＶ）、スズ（ＩＶ）、ルテニウム（Ｉ
ＩＩ）、金（ＩＩＩ）、おび銅（ＩＩ）を含む。金属錯体が構造非生体分子である場合、
必然的に架橋部分を含み、これを介して、他の生体分子および／または非生体分子に架橋
する。追加の作用物質である金属錯体は架橋部分を含んでもよいが、その必要はない。
【０１２４】
オリゴ糖
　それぞれ、本明細書で記載される構造生体分子および／または追加の作用物質となるオ
リゴ糖が本開示により企図される。
【０１２５】
　オリゴ糖としては、α－またはβ－グリコシド結合のいずれかにより結合された約２～
約１０以上の単糖類を含む任意の炭水化物が挙げられる。オリゴ糖は、自然界全体で遊離
および結合形態の両方で見られる。他の生体分子に対し上記で記載したように、リン脂質
生体分子は、ある態様では、任意的なスペーサ成分を含む。構造生体分子であるオリゴ糖
は、他の生体分子に対し上記で記載される架橋部分を含み、これを介して、オリゴ糖は他
の生体分子に架橋することができる。非構造生体分子であるオリゴ糖は架橋部分を含んで
もよいが、その必要はない。オリゴ糖は、任意で上記本明細書で記載されるスペーサを含
む。
【０１２６】
他の非生体分子
　本明細書では、非生体分子は、希釈剤分子、上記で記載される金属錯体および当技術分
野で知られている任意の非炭素含有分子からなる群より選択される。
【０１２７】
ナノ複合体構造
　本明細書で記載されるように、各ナノ複合体の構造は（ｉ）ナノ複合体の製造において
使用される表面（ｉｉ）ナノ複合体を形成する生体分子の型、および（ｉｉｉ）表面上お
よび／またはその周りの個々の生体分子間の架橋度および型により規定される。本明細書
で記載されるように、提供されるナノ複合体のあらゆる態様では、生体分子は、非生体分
子と共に、または非生体分子なしで、架橋される。架橋は１つ以上の架橋部分の使用によ
り実施される。
【０１２８】
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架橋
　本開示により企図される架橋部分としては、アミン、アミド、アルコール、エステル、
アルデヒド、ケトン、チオール、ジスルフィド、カルボン酸、フェノール、イミダゾール
、ヒドラジン、ヒドラゾン、アジドおよびアルキンが挙げられるが、それらに限定されな
い。当業者に知られている方法により生体分子および／または非生体分子に付着すること
ができる限り、任意の架橋部分を使用することができる。
【０１２９】
　様々な実施形態では、アルキンは、生体分子と分解性部分を介して結合される。例えば
、限定はされないが、アルキンは、様々な態様では、生体分子と、細胞の内側のエンドソ
ームに入ると分解される酸に不安定な部分を介して結合される。
【０１３０】
　いくつかの態様では、生体分子が結合する表面は、架橋部分に対する触媒として作用す
る。適切な条件下、架橋部分を表面と接触させると、架橋部分が活性化され、よって時と
して、構造生体分子および／または非生体分子の間で自発的架橋が開始される。１つの特
定の態様では、架橋部分はアルキンであり、表面は金からなる。この態様では、本明細書
で記載されるように、金表面は触媒として作用し、アルキン架橋部分を活性化し、よって
、アルキン架橋部分を含む生体分子とアルキン架橋部分を含む別の生体分子の間で架橋を
形成させる。
【０１３１】
　生体分子間の架橋を実施するために化学薬品が使用される製造方法もまた、企図される
。生体分子を架橋する際に使用するために企図される化学薬品は下記で記載する。
【０１３２】
　方法において使用するために企図されるポリヌクレオチドとしては、ナノ複合体と任意
の手段により結合されるものが挙げられる。ポリヌクレオチドがナノ複合体と結合される
手段に関係なく、様々な態様では、結合は５’結合、３’結合、いくつかの型の内部結合
、およびこれらの付着の任意の組み合わせにより実施され、ポリヌクレオチド内での架橋
部分の位置に依存する。例として、ポリヌクレオチドの３’端上の架橋部分は、ポリヌク
レオチドがナノ複合体とその３’端で結合することを意味する。
【０１３３】
　様々な態様では、架橋部分はスペーサ内に配置される。スペーサは、上記本明細書で記
載され、スペーサ内のヌクレオチドは架橋部分を含むことが企図される。さらなる態様で
は、スペーサ内のヌクレオチドは、１を超える架橋部分を含み、１を超える架橋部分は同
じかまたは異なる。さらに、スペーサ内の各ヌクレオチドは１つ以上の架橋部分を含むこ
とができ、これは同じか、または異なるものとすることができる。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、ポリヌクレオチドはスペーサを含まない。これらの態様では
、ポリヌクレオチドは、その長さに沿って１つ以上の架橋部分を含む。架橋部分は同じか
、または異なるものとすることができ、ポリヌクレオチド内の各ヌクレオチドは１つ以上
の架橋部分を含むことができ、これらもまた同じか、または異なるものとすることができ
る。
【０１３５】
　１つの態様では、ポリヌクレオチドは、１つの架橋部分を含み、これは任意で、スペー
サが存在する場合、ポリヌクレオチドのスペーサ部分中に存在し得る。ポリヌクレオチド
が１つの架橋部分を含む場合、ポリヌクレオチドは、ナノ複合体に架橋される追加の作用
物質であることが企図される。
【０１３６】
　さらなる態様では、ポリヌクレオチドは、約１～約５００架橋部分、または約１～約１
００、または約５～約５０、または約１０～約３０、または約１０～約２０個の架橋部分
を含む。様々な実施形態では、ポリヌクレオチドは、少なくとも１、２、３、４、５、６
、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、
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２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３
４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７
、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５５、５６、５７、５８、５９、６０以
上の架橋部分を含む。スペーサが１を超える架橋部分を含む態様では、その部分は全て同
じとすることができ、または異なるものとすることができ、架橋部分の任意の組み合わせ
が使用され得る。
【０１３７】
　１つの態様では、架橋部分は、各ポリヌクレオチド中の同じ位置に配置され、これは、
ある条件下で、ポリヌクレオチド全てを同じ方向に配向させる。いくつかの態様では、方
向は、ポリヌクレオチドの５’および３’端が互いに全く反対となるようなものである。
これらの態様では、スペーサ端は、ナノ複合体表面に対しより「近位」になり、反対端は
、ナノ複合体表面に対しより「遠位」となる。「近位」および「遠位」ならびにそれらの
ナノ複合体表面に対する関係に関し、位置は、表面が存在する場合、その任意的な少なく
とも部分的な除去前に決定されることが理解されるであろう。ナノ複合体における同じ方
向のポリヌクレオチドの配向は、例えば、限定はされないが、ポリヌクレオチドが標的生
体分子にハイブリダイズされる場合に有用であり、というのも、ナノ複合体構造は、標的
生体分子を認識し、結合するように配置されたポリヌクレオチドの多価ネットワークを提
供するからである。
【０１３８】
　別の態様では、架橋部分は、ポリヌクレオチド中の異なる位置に配置され、ある条件下
、架橋後にポリヌクレオチドの混合された配向を提供することができる。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、架橋部分を含む生体分子および／または非生体分子は、ナノ
粒子に付着され、この付着は置換可能である。よって、１つの態様では、表面と結合する
架橋部分は表面と結合したままであることができ、または別の生体分子および／または非
生体分子上に存在する別の架橋部分との反応により表面から置換させることができる。前
に記載したように、いくつかの実施形態では、架橋部分を含む生体分子および／または非
生体分子の表面との結合により、生体分子および／または非生体分子の、表面と結合して
いる別の生体分子および／または非生体分子への架橋が得られる。
【０１４０】
形状を提供するナノ粒子
　複数の各ナノ複合体の形状は、１つにはその生成において使用される表面、および１つ
にはその生成において使用される生体分子および／または非生体分子により決定される。
表面は、様々な態様では平面または三次元である。よって、様々な態様では、表面はナノ
粒子である。
【０１４１】
　一般に、企図されるナノ粒子としては、本明細書で記載されるナノ複合体の生成を実施
するのに生体分子に対し高い積載能力を有する任意の化合物または物質が挙げられ、例え
ば、限定はされないが、金属、半導体、および絶縁体粒子組成物、およびデンドリマー（
有機対無機）が挙げられる。
【０１４２】
　よって、様々な無機材料（例えば、米国特許出願第２００３０１４７９６６号で記載さ
れる金属、半導体材料またはセラミックが挙げられるがそれらに限定されない）を含むナ
ノ粒子が企図される。例えば、金属系ナノ粒子としては、本明細書で記載されるものが挙
げられる。セラミックナノ粒子材料としては、ブルシャイト、リン酸三カルシウム、アル
ミナ、シリカ、およびジルコニアが挙げられるが、それらに限定されない。ナノ粒子が生
成される有機材料としては炭素が挙げられる。ナノ粒子ポリマーとしては、ポリスチレン
、シリコーンゴム、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリメチルメタ
クリレート、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリエーテル、およびポリエチレンが挙げ
られる。生分解性、バイオポリマー（例えば、ポリペプチド、例としてＢＳＡ、多糖、な
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ど）、他の生物材料（例えば炭水化物）、および／またはポリマー化合物もまた、ナノ粒
子を生成させるのに使用するために企図される。
【０１４３】
　１つの実施形態では、ナノ粒子は金属であり、様々な態様では、ナノ粒子はコロイド金
属である。よって、様々な実施形態では、方法の実施に有用なナノ粒子としては、金属（
例えば、限定はされないが、金、銀、白金、アルミニウム、パラジウム、銅、コバルト、
鉄、インジウム、ニッケル、またはナノ粒子形成を受けやすい任意の他の金属）、半導体
（例えば、限定はされないが、ＣｄＳｅ、ＣｄＳ、およびＺｎＳでコートされたＣｄＳま
たはＣｄＳｅ）および磁性（例えば、強磁性）コロイド材料が挙げられる。発明の実施に
おいて有用な他のナノ粒子としては、ＺｎＳ、ＺｎＯ、Ｔｉ、ＴｉＯ２、Ｓｎ、ＳｎＯ２
、Ｓｉ、ＳｉＯ２、Ｆｅ、Ｆｅ＋４、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ２Ｏ３、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｌ
、鋼、コバルト－クロム合金、Ｃｄ、チタン合金、ＡｇＩ、ＡｇＢｒ、ＨｇＩ２、ＰｂＳ
、ＰｂＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＴｅ、Ｉｎ２Ｓ３、Ｉｎ２Ｓｅ３、Ｃｄ３Ｐ２、Ｃｄ３Ａｓ
２、ＩｎＡｓ、およびＧａＡｓが挙げられるが、それらに限定されない。ＺｎＳ、ＺｎＯ
、ＴｉＯ２、ＡｇＩ、ＡｇＢｒ、ＨｇＩ２、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＴｅ、Ｉ
ｎ２Ｓ３、Ｉｎ２Ｓｅ３、Ｃｄ３Ｐ２、Ｃｄ３Ａｓ２、ＩｎＡｓ、およびＧａＡｓナノ粒
子を製造する方法もまた、当技術分野で知られている。例えば、　Weller,　Angew.　Che
m.　Int.　Ed.　Engl.,　32,　41　(1993);　Henglein,　Top.　Curr.　Chem.,　143,　1
13　(1988);　Henglein,　Chem.　Rev.,　89,　1861　(1989);　Brus,　Appl.　Phys.　A
.,　53,　465　(1991);　Bahncmann,　in　Photochemical　Conversion　and　Storage　
of　Solar　Energy　(eds.　Pelizetti　and　Schiavello　1991),　page　251;　Wang　
and　Herron,　J.　Phys.　Chem.,　95,　525　(1991);　Olshavsky,　et　al.,　J.　Am
.　Chem.　Soc.,　112,　9438　(1990);　Ushida　et　al.,　J.　Phys.　Chem.,　95,　
5382　(1992)を参照されたい。
【０１４４】
　実際、複合物形成を妨害しない程度まで、方法において使用するのに好適な任意の好適
なナノ粒子を使用する組成物および方法が提供される。粒子のサイズ、形状および化学組
成は、得られるナノ複合体の特性の一因となる。これらの特性としては、例えば、光学特
性、光電子特性、電気化学特性、電子特性、様々な溶液中での安定性、磁気特性、ならび
に細孔およびチャネルサイズ変化が挙げられる。異なるサイズ、形状および／または化学
組成を有する粒子混合物の使用、ならびに均一のサイズ、形状および化学組成を有するナ
ノ粒子の使用が企図される。好適な粒子の例としては、ナノ粒子、凝集物粒子、等方性（
例えば球状粒子）および異方性粒子（例えば非球状ロッド、４面体、角柱）およびコア－
シェル粒子例えば、２００２年１２月２８日に出願された米国特許出願第１０／０３４，
４５１号、および２００２年１２月２８日に出願された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ０１／５
０８２５号で記載されるもの（これらの開示は参照によりその全体が組み込まれる）が挙
げられるが、それらに限定されない。
【０１４５】
　金属、半導体および磁性ナノ粒子を製造する方法は、当技術分野においてよく知られて
いる。例えば、Schmid,　G.　(ed.)　Clusters　and　Colloids　(VCH,　Weinheim,　199
4);　Hayat,　M.　A.　(ed.)　Colloidal　Gold:　Principles,　Methods,　and　Applic
ations　(Academic　Press,　San　Diego,　1991);　Massart,　R.,　IEEE　Transaction
s　On　Magnetics,　17,　1247　(1981);　Ahmadi,　T.　S.　et　al.,　Science,　272,
　1924　(1996);　Henglein,　A.　et　al.,　J.　Phys.　Chem.,　99,　14129　(1995);
　Curtis,　A.　C.,　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　Engl.,　27,　1530　(1988
)を参照されたい。調製されたポリアルキルシアノアクリレートナノ粒子の調製がFattal,
　et　al.,　J.　Controlled　Release　(1998)　53:　137－143および米国特許第４，４
８９，０５５号において記載される。ポリ（Ｄ－グルカルアミドアミン）を含むナノ粒子
を製造するための方法がLiu,　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　(2004)　126:7422－74
23において記載される。重合されたメチルメタクリレート（ＭＭＡ）を含むナノ粒子の調
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製が、Tondelli,　et　al.,　Nucl.　Acids　Res.　(1998)　26:5425－5431において記載
され、デンドリマーナノ粒子の調製が例えば、Kukowska－Latallo,　et　al.,　Proc.　N
atl.　Acad.　Sci.　USA　(1996)　93:4897－4902　(Starburst　polyamidoamine　dendr
imers)において記載される。
【０１４６】
　また、米国特許出願第２００３０１４７９６６号に記載されるように、本明細書で記載
される材料を含むナノ粒子は、例えば、Ｔｅｄ　Ｐｅｌｌａ，Ｉｎｃ．（金）、Ａｍｅｒ
ｓｈａｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（金）およびＮａｎｏｐｒｏｂｅｓ，Ｉｎｃ．（金）
から市販されており、またはそれらは、溶液中での進行性核生成（例えば、コロイド反応
による）から、または様々な物理および化学蒸着プロセス、例えばスパッタ蒸着により生
成させることができる。例えば、HaVashi,　(1987)　Vac.　Sci.　Technol.　July/Augus
t　1987,　A5(4):1375－84;　Hayashi,　(1987)　Physics　Today,　December　1987,　p
p.　44－60;　MRS　Bulletin,　January　1990,　pgs.　16－47を参照されたい。
【０１４７】
　米国特許出願第２００３０１４７９６６号でさらに記載されるように、企図されるナノ
粒子は、ＨＡｕＣｌ４およびクエン酸還元剤を用い、当技術分野で知られている方法を使
用して生成される。例えば、Marinakos　et　al.,　(1999)　Adv.　Mater.　11:　34－37
;　Marinakos　et　al.,　(1998)　Chem.　Mater.　10:　1214－19;　Enustun　&　Turke
vich,　(1963)　J.　Am.　Chem.　Soc.　85:　3317を参照されたい。約１４０ｎｍの分散
凝集物粒子サイズを有する酸化スズナノ粒子は、日本の千葉のＶａｃｕｕｍ　Ｍｅｔａｌ
ｌｕｒｇｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．から市販されている。様々な組成およびサイズ範囲
の他の市販のナノ粒子は、例えば、カリフォルニア州バーリンゲームがのＶｅｃｔｏｒ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．から入手可能である。
【０１４８】
ナノ粒子サイズ
　様々な態様では、提供される方法は、約１ｎｍ～約２５０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～
約２４０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約２３０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約２２０ｎｍ
の平均直径、約１ｎｍ～約２１０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約２００ｎｍの平均直径、
約１ｎｍ～約１９０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１８０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約
１７０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１６０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１５０ｎｍの
平均直径、約１ｎｍ～約１４０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１３０ｎｍの平均直径、約
１ｎｍ～約１２０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１１０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１
００ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約９０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約８０ｎｍの平均直
径、約１ｎｍ～約７０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約６０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約
５０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約４０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約３０ｎｍの平均直
径、または約１ｎｍ～約２０ｎｍの平均直径、約１ｎｍ～約１０ｎｍの平均直径のサイズ
範囲のナノ粒子を使用するものを含む。他の態様では、ナノ粒子のサイズは、約５ｎｍ～
約１５０ｎｍ（平均直径）、約５～約５０ｎｍ、約１０～約３０ｎｍである。ナノ粒子の
サイズは、約５ｎｍ～約１５０ｎｍ（平均直径）、約３０～約１００ｎｍ、約４０～約８
０ｎｍである。方法で使用されるナノ粒子のサイズは、それらの特定の使用または用途に
より要求されるように変化する。サイズの変化は、ナノ粒子のある物理特性、例えば、光
学特性を最適化させるために、または本明細書で記載されるように誘導体化させることが
できる表面積に達するように都合よく使用される。
【０１４９】
生体分子密度
　本明細書で提供されるナノ複合体は、ナノ複合体の表面上で、様々な態様では、単一の
ナノ複合体上でナノ複合体と生体分子の間の協同的挙動が得られるのに十分なある密度の
生体分子を有する。別の態様では、ナノ複合体間の協同的挙動は、生体分子の分解に対す
る抵抗性を増加させ、ナノ複合体の一部ではない生体分子に関し、鋭い融解転移を提供す
る。１つの態様では、細胞によるナノ複合体の取り込みは、ナノ粒子と結合したポリヌク
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レオチドの密度に影響される。ＰＣＴ／ＵＳ２００８／６５３６６号（参照によりその全
体が本明細書に組み込まれる）において記載されるように、ポリヌクレオチド機能化ナノ
粒子の表面上のポリヌクレオチドの密度が高いほど、細胞によるナノ粒子の取り込みが増
加する。この態様は同様に、ナノ複合体の特性となるように企図され、ナノ複合体を構成
する生体分子の密度が高いほど、細胞によるナノ粒子の取り込みが増加する。
【０１５０】
　ナノ複合体を安定にするのに十分な表面密度およびナノ複合体および生体分子の所望の
組み合わせに対しそれを得るのに必要な条件は、実験的に決定することができる。概して
、使用される生体分子および／または非生体分子が小さいほど、生体分子および／または
非生体分子が達成することができる表面密度が高くなる。一般に、安定なナノ複合体－組
成物を提供するには少なくとも２ｐｍｏｌ／ｃｍ２の表面密度で十分であろう。いくつか
の態様では、表面密度は少なくとも１５ｐｍｏｌ／ｃｍ２である。生体分子がナノ複合体
中に、少なくとも２ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも３ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも４ｐ
ｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも６ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少な
くとも７ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも８ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも９ｐｍｏｌ／ｃ
ｍ２、少なくとも１０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約１５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくと
も約２０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約２５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約３０ｐｍ
ｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約３５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約４０ｐｍｏｌ／ｃｍ２
、少なくとも約４５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも
約５５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約６０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約６５ｐｍｏ
ｌ／ｃｍ２、少なくとも約７０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約７５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、
少なくとも約８０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約８５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約
９０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約９５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約１００ｐｍｏ
ｌ／ｃｍ２、少なくとも約１２５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約１５０ｐｍｏｌ／ｃｍ
２、少なくとも約１７５ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約２００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少な
くとも約２５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約３００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約
３５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約４００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約４５０ｐ
ｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約５００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約５５０ｐｍｏｌ／
ｃｍ２、少なくとも約６００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約６５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、
少なくとも約７００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約７５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくと
も約８００ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約８５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約９０
０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約９５０ｐｍｏｌ／ｃｍ２、少なくとも約１０００ｐｍ
ｏｌ／ｃｍ２以上の表面密度で存在する方法もまた提供される。
【０１５１】
　ナノ複合体中のポリヌクレオチドの密度は、表面上のポリヌクレオチドおよび／または
ナノ複合体自体との特異的な生体分子および／または非生体分子相互作用を調節すること
が企図される。様々な条件下、いくつかのポリペプチドは、ポリヌクレオチドの密度によ
り引き起こされる立体障害に基づき、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドと相互作
用しないようにされ得る。そうでなければ立体障害により排除される生体分子および／ま
たは非生体分子とのポリヌクレオチドの相互作用が望ましい態様では、ナノ複合体中のポ
リヌクレオチドの密度は減少され、生体分子および／または非生体分子がポリヌクレオチ
ドと相互作用できるようにされる。
【０１５２】
　より大きな直径のナノ粒子が、いくつかの態様では、ナノ複合体生成中により多くの数
のポリヌクレオチを用いて鋳型化されるように企図される[Hurst　et　al.、Analytical
　Chemistry　78(24):　8313－8318　(2006)]。そのため、いくつかの態様では、ナノ複
合体の生成において使用されるポリヌクレオチドの数は、１ナノ複合体あたり約１０～約
２５，０００ポリヌクレオチドである。さらなる態様では、ナノ複合体の生成において使
用されるポリヌクレオチドの数は、１ナノ複合体あたり約５０～約１０，０００ポリヌク
レオチドであり、さらに別の態様ではナノ複合体の生成において使用されるポリヌクレオ
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チドの数は、１ナノ複合体あたり約２００～約５，０００ポリヌクレオチドである。様々
な態様では、ナノ複合体の生成において使用されるポリヌクレオチドの数は、１ナノ複合
体あたり約１０、約１５、約２０、約２５、約３０、約３５、約４０、約４５、約５０、
約５５、約６０、約６５、約７０、約７５、約８０、約８５、約９０、約９５、約１００
、約１０５、約１１０、約１１５、約１２０、約１２５、約１３０、約１３５、約１４０
、約１４５、約１５０、約１５５、約１６０、約１６５、約１７０、約１７５、約１８０
、約１８５、約１９０、約１９５、約２００、約２０５、約２１０、約２１５、約２２０
、約２２５、約２３０、約２３５、約２４０、約２４５、約２５０、約２５５、約２６０
、約２６５、約２７０、約２７５、約２８０、約２８５、約２９０、約２９５、約３００
、約３０５、約３１０、約３１５、約３２０、約３２５、約３３０、約３３５、約３４０
、約３４５、約３５０、約３５５、約３６０、約３６５、約３７０、約３７５、約３８０
、約３８５、約３９０、約３９５、約４００、約４０５、約４１０、約４１５、約４２０
、約４２５、約４３０、約４３５、約４４０、約４４５、約４５０、約４５５、約４６０
、約４６５、約４７０、約４７５、約４８０、約４８５、約４９０、約４９５、約５００
、約５０５、約５１０、約５１５、約５２０、約５２５、約５３０、約５３５、約５４０
、約５４５、約５５０、約５５５、約５６０、約５６５、約５７０、約５７５、約５８０
、約５８５、約５９０、約５９５、約６００、約６０５、約６１０、約６１５、約６２０
、約６２５、約６３０、約６３５、約６４０、約６４５、約６５０、約６５５、約６６０
、約６６５、約６７０、約６７５、約６８０、約６８５、約６９０、約６９５、約７００
、約７０５、約７１０、約７１５、約７２０、約７２５、約７３０、約７３５、約７４０
、約７４５、約７５０、約７５５、約７６０、約７６５、約７７０、約７７５、約７８０
、約７８５、約７９０、約７９５、約８００、約８０５、約８１０、約８１５、約８２０
、約８２５、約８３０、約８３５、約８４０、約８４５、約８５０、約８５５、約８６０
、約８６５、約８７０、約８７５、約８８０、約８８５、約８９０、約８９５、約９００
、約９０５、約９１０、約９１５、約９２０、約９２５、約９３０、約９３５、約９４０
、約９４５、約９５０、約９５５、約９６０、約９６５、約９７０、約９７５、約９８０
、約９８５、約９９０、約９９５、約１０００、約１１００、約１２００、約１３００、
約１４００、約１５００、約１６００、約１７００、約１８００、約１９００、約２００
０、約２１００、約２２００、約２３００、約２４００、約２５００、約２６００、約２
７００、約２８００、約２９００、約３０００、約３１００、約３２００、約３３００、
約３４００、約３５００、約３６００、約３７００、約３８００、約３９００、約４００
０、約４１００、約４２００、約４３００、約４４００、約４５００、約４６００、約４
７００、約４８００、約４９００、約５０００、約５１００、約５２００、約５３００、
約５４００、約５５００、約５６００、約５７００、約５８００、約５９００、約６００
０、約６１００、約６２００、約６３００、約６４００、約６５００、約６６００、約６
７００、約６８００、約６９００、約７０００、約７１００、約７２００、約７３００、
約７４００、約７５００、約７６００、約７７００、約７８００、約７９００、約８００
０、約８１００、約８２００、約８３００、約８４００、約８５００、約８６００、約８
７００、約８８００、約８９００、約９０００、約９１００、約９２００、約９３００、
約９４００、約９５００、約９６００、約９７００、約９８００、約９９００、約１００
００、約１０１００、約１０２００、約１０３００、約１０４００、約１０５００、約１
０６００、約１０７００、約１０８００、約１０９００、約１１０００、約１１１００、
約１１２００、約１１３００、約１１４００、約１１５００、約１１６００、約１１７０
０、約１１８００、約１１９００、約１２０００、約１２１００、約１２２００、約１２
３００、約１２４００、約１２５００、約１２６００、約１２７００、約１２８００、約
１２９００、約１３０００、約１３１００、約１３２００、約１３３００、約１３４００
、約１３５００、約１３６００、約１３７００、約１３８００、約１３９００、約１４０
００、約１４１００、約１４２００、約１４３００、約１４４００、約１４５００、約１
４６００、約１４７００、約１４８００、約１４９００、約１５０００、約１５１００、
約１５２００、約１５３００、約１５４００、約１５５００、約１５６００、約１５７０
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０、約１５８００、約１５９００、約１６０００、約１６１００、約１６２００、約１６
３００、約１６４００、約１６５００、約１６６００、約１６７００、約１６８００、約
１６９００、約１７０００、約１７１００、約１７２００、約１７３００、約１７４００
、約１７５００、約１７６００、約１７７００、約１７８００、約１７９００、約１８０
００、約１８１００、約１８２００、約１８３００、約１８４００、約１８５００、約１
８６００、約１８７００、約１８８００、約１８９００、約１９０００、約１９１００、
約１９２００、約１９３００、約１９４００、約１９５００、約１９６００、約１９７０
０、約１９８００、約１９９００、約２００００、約２０１００、約２０２００、約２０
３００、約２０４００、約２０５００、約２０６００、約２０７００、約２０８００、約
２０９００、約２１０００、約２１１００、約２１２００、約２１３００、約２１４００
、約２１５００、約２１６００、約２１７００、約２１８００、約２１９００、約２２０
００、約２２１００、約２２２００、約２２３００、約２２４００、約２２５００、約２
２６００、約２２７００、約２２８００、約２２９００、約２３０００、約２３１００、
約２３２００、約２３３００、約２３４００、約２３５００、約２３６００、約２３７０
０、約２３８００、約２３９００、約２４０００、約２４１００、約２４２００、約２４
３００、約２４４００、約２４５００、約２４６００、約２４７００、約２４８００、約
２４９００、約２５０００以上である。
【０１５３】
　ポリヌクレオチド表面密度は、ナノ複合体と結合したポリヌクレオチドの安定性を調節
することも企図される。よって、１つの実施形態では、ポリヌクレオチドがナノ複合体の
一部でない同一のポリヌクレオチドの半減期と少なくとも実質的に同じである半減期を有
する、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体が提供される。他の実施形態では、ナノ粒子と
結合したポリヌクレオチドは、ナノ複合体の一部でない同一のポリヌクレオチドの半減期
よりも、５％超～約１，０００，０００倍超以上である半減期を有する。
【０１５４】
中空ナノ複合体
　本明細書で記載されるように、様々な態様では、本開示により提供されるナノ複合体は
中空である。中空ナノ複合体の多孔性および／または剛性は、１つには、ナノ複合体生成
中にナノ粒子の表面上で架橋される生体分子、および存在する場合非生体分子の密度に依
存する。一般に、ナノ粒子の表面上で架橋される生体分子の密度が低いほど、より多孔性
のナノ複合体が得られ、ナノ粒子の表面上で架橋される生体分子の密度が高いほどより剛
性のナノ複合体が得られる。中空ナノ複合体の多孔性および密度はまた、生体分子および
／または非生体分子間の架橋度および型に依存する。
【０１５５】
　いくつかの態様では、中空ナノ複合体は生成された後、所望の追加の作用物質が含めら
れ、その後、ナノ複合体はコーティングにより被覆され、追加の作用物質が漏れないよう
に防止される。コーティングはまた、いくつかの態様では、追加の作用物質であり、以下
でより詳細に記載される。
【０１５６】
追加の作用物質
　本開示により企図される追加の作用物質としては、生体分子、非生体分子、検出可能な
マーカー、コーティング、ポリマー剤、コントラスト剤、塞栓剤、低分子内部相補的ポリ
ヌクレオチド（ｓｉｃＰＮ）、転写制御因子、治療薬、抗生物質および標的部分が挙げら
れる。
【０１５７】
治療薬
　本明細書では「治療薬」、「薬物」または「活性剤」は治療または診断目的のために有
用な任意の化合物を意味する。本明細書では、これらの用語は、本開示のナノ粒子または
ナノ複合体なしで投与された場合よりも、本開示のナノ粒子またはナノ複合体に付着され
た場合、より効率的に細胞膜を横切ることができる、病状の治療のために患者に投与され
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る任意の化合物を意味すると理解される。
【０１５８】
　本開示は、送達が望まれる任意の治療薬に適用可能である。そのような活性剤ならびに
疎水性薬物の非制限的な例は米国特許７，６１１，７２８号（参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる）において見られる。
【０１５９】
　様々な実施形態では、ナノ複合体が多様な治療薬を含む本明細書で開示される組成物お
よび方法が提供される。１つの態様では、多様な治療薬が特異的に１つのナノ複合体に付
着される組成物および方法が提供される。別の態様では、多様な治療薬は１を超えるナノ
複合体に特異的に付着される。
【０１６０】
　本開示の材料および方法において有用な治療薬は、当業者によって決定され得る。例え
ば、限定はされないが、本明細書で例示されるように、治療薬が、ナノ複合体への付着な
しよりも、ナノ複合体に付着されると、より有効に、細胞の細胞膜を横切ることができる
かどうかを決定するルーチンインビトロ試験を実施することができる。
【０１６１】
　様々な実施形態では、ナノ複合体および治療薬を含む薬物送達組成物が提供され、治療
薬は、ナノ複合体に付着された場合の治療薬の送達に比べ、治療薬のナノ複合体への付着
が存在しないと、著しく低いレベルで送達可能なものであり、ナノ複合体上のポリヌクレ
オチドの、ナノ複合体に付着された治療薬に対する比は、治療薬の細胞内への輸送を可能
にするのに十分なものである。本明細書では、「比」は、ポリヌクレオチドの治療薬に対
する数比較を示す。例えば、限定はされないが、１：１比は、ナノ複合体に付着された治
療薬分子１つに１つのポリヌクレオチド分子が存在することを示す。
【０１６２】
　１つの実施形態では、治療薬が、ナノ複合体に付着された場合、ナノ複合体に付着され
ない場合に比べ、より効率的に細胞膜を横切ることができる方法および組成物が提供され
る。様々な態様では、治療薬は、ナノ複合体に付着された場合、ナノ複合体に付着されな
い場合に比べ、約２倍、約３倍、約４倍、約５倍、約６倍、約７倍、約８倍、約９倍、約
１０倍、約２０倍、約３０倍、約４０倍、約５０倍、約６０倍、約７０倍、約８０倍、約
９０倍または約１００倍以上効率的に細胞膜を横切ることができる。
【０１６３】
　治療薬としては、親水性および疎水性化合物が挙げられるが、それらに限定されない。
したがって、本開示により企図される治療薬としては、薬物様分子、生体分子および非生
体分子が挙げられるが、それらに限定されない。
【０１６４】
　タンパク質治療薬としては、ペプチド、酵素、構造タンパク質、受容体および他の細胞
または循環タンパク質ならびにそれらの断片および誘導体が挙げられるが、それらに限定
されず、その異常発現は１つ以上の障害を発生させる。治療薬はまた、１つの特定の実施
形態として、化学療法薬を含む。治療薬はまた、様々な実施形態では、放射性物質を含む
。
【０１６５】
　様々な態様では、タンパク質治療薬はサイトカインまたは造血因子を含み、例えば、限
定はされないが、ＩＬ－１α、ＩＬ－１β、ＩＬ－２、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－５、
ＩＬ－６、ＩＬ－１１、コロニー刺激因子－１（ＣＳＦ－１）、Ｍ－ＣＳＦ、ＳＣＦ、Ｇ
Ｍ－ＣＳＦ、顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）、インターフェロン－α（ＩＦＮ－
α）、コンセンサスインターフェロン、ＩＦＮ－β、ＩＦＮ－γ、ＩＬ－７、ＩＬ－８、
ＩＬ－９、ＩＬ－１０、ＩＬ－１２、ＩＬ－１３、ＩＬ－１４、ＩＬ－１５、ＩＬ－１６
、ＩＬ－１７、ＩＬ－１８、エリスロポエチン（ＥＰＯ）、トロンボポエチン（ＴＰＯ）
、アンジオポエチン、例えば、Ａｎｇ－１、Ａｎｇ－２、Ａｎｇ－４、Ａｎｇ－Ｙ、ヒト
アンジオポエチン様ポリペプチド、血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ）、アンジオゲニン、骨
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形成タンパク質－１、骨形成タンパク質－２、骨形成タンパク質－３、骨形成タンパク質
－４、骨形成タンパク質－５、骨形成タンパク質－６、骨形成タンパク質－７、骨形成タ
ンパク質－８、骨形成タンパク質－９、骨形成タンパク質－１０、骨形成タンパク質－１
１、骨形成タンパク質－１２、骨形成タンパク質－１３、骨形成タンパク質－１４、骨形
成タンパク質－１５、骨形成タンパク質受容体ＩＡ、骨形成タンパク質受容体ＩＢ、脳由
来神経栄養因子、毛様体神経栄養因子、毛様体神経栄養因子受容体、サイトカイン誘導好
中球走化性因子１、サイトカイン誘導好中球、走化性因子２α、サイトカイン誘導好中球
走化性因子２β、β内皮細胞増殖因子、エンドセリン１、上皮増殖因子、上皮由来好中球
誘引物質、線維芽細胞増殖因子４、線維芽細胞増殖因子５、線維芽細胞増殖因子６、線維
芽細胞増殖因子７、線維芽細胞増殖因子８、線維芽細胞増殖因子８ｂ、線維芽細胞増殖因
子８ｃ、線維芽細胞増殖因子９、線維芽細胞増殖因子１０、酸性線維芽細胞増殖因子、塩
基性線維芽細胞増殖因子、グリア細胞由来神経栄養因子受容体α１、グリア細胞由来神経
栄養因子受容体α２、増殖関連タンパク質、増殖関連タンパク質α、増殖関連タンパク質
β、増殖関連タンパク質γ、ヘパリン結合上皮増殖因子、肝細胞増殖因子、肝細胞増殖因
子受容体、インスリン様増殖因子Ｉ、インスリン様増殖因子受容体、インスリン様増殖因
子ＩＩ、インスリン様増殖因子結合タンパク質、ケラチノサイト増殖因子、白血病抑制因
子、白血病抑制因子受容体α、神経成長因子、神経成長因子受容体、ニューロトロフィン
－３、ニューロトロフィン－４、胎盤増殖因子、胎盤増殖因子２、血小板由来内皮細胞増
殖因子、血小板由来増殖因子、血小板由来増殖因子Ａ鎖、血小板由来増殖因子ＡＡ、血小
板由来増殖因子ＡＢ、血小板由来増殖因子Ｂ鎖、血小板由来増殖因子ＢＢ、血小板由来増
殖因子受容体α、血小板由来増殖因子受容体β、プレＢ細胞増殖刺激因子、幹細胞因子受
容体、ＴＮＦ、例えばＴＮＦ０、ＴＮＦ１、ＴＮＦ２、トランスフォーミング増殖因子α
、トランスフォーミング増殖因子β、トランスフォーミング増殖因子β１、トランスフォ
ーミング増殖因子β１．２、トランスフォーミング増殖因子β２、トランスフォーミング
増殖因子β３、トランスフォーミング増殖因子β５、潜在的トランスフォーミング増殖因
子β１、トランスフォーミング増殖因子β結合タンパク質Ｉ、トランスフォーミング増殖
因子β結合タンパク質ＩＩ、トランスフォーミング増殖因子β結合タンパク質ＩＩＩ、腫
瘍壊死因子受容体Ｉ型、腫瘍壊死因子受容体ＩＩ型、ウロキナーゼ型プラスミノーゲン活
性化因子受容体、血管内皮増殖因子、およびキメラタンパク質ならびにそれらの生物また
は免疫活性断片が挙げられる。生物学的作用物質の例としては、免疫調節タンパク質、例
えばサイトカイン、腫瘍抗原に対するモノクローナル抗体、癌抑制遺伝子、および癌ワク
チンが挙げられるが、それらに限定されない。本発明の組成物および方法と共に使用され
得るインターロイキンの例としては、インターロイキン２（ＩＬ－２）、およびインター
ロイキン４（ＩＬ－４）、インターロイキン１２（ＩＬ－１２）が挙げられるが、それら
に限定されない。サイトカイン以外の他の免疫調節薬としては、カルメット・ゲラン桿菌
（ｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｃａｌｍｅｔｔｅ－Ｇｕｅｒｉｎ）、レバミゾール、およびオクト
レオチドが挙げられるが、それらに限定されない。
【０１６６】
　本開示により記載されるように、いくつかの態様では治療薬は小分子を含む。「小分子
」という用語は、本明細書では、化合物、例えば、任意で誘導体化され得るペプチド模倣
薬、または任意の天然か合成の他の低分子量有機化合物を示す。そのような小分子は、治
療的に送達され得る物質としてもよく、または送達を促進するようにさらに誘導体化され
てもよい。
【０１６７】
　「低分子量」により、１０００ダルトン未満、典型的には３００と７００ダルトンの間
の分子量を有する化合物が意味される。低分子量化合物は、様々な態様では、約１００、
約１５０、約２００、約２５０、約３００、約３５０、約４００、約４５０、約５００、
約５５０、約６００、約６５０、約７００、約７５０、約８００、約８５０、約９００、
約１０００ダルトン以上である。
【０１６８】
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　「薬物様分子」という用語は、当業者によく知られており、医薬において、例えば、限
定はされないが薬剤中の活性剤として、使用するのに好適なものとする特性を有する化合
物の意味を含む。よって、例えば、限定はされないが、薬物様分子は有機化学の技術によ
り、または分子生物学もしくは生化学の技術により、合成された分子であり、いくつかの
態様では本明細書で規定される小分子である。薬物様分子は、様々な態様では、さらに特
定の１つまたは複数のタンパク質との選択的相互作用の特徴を示し、生物が利用可能であ
り、および／または単独で、または本開示の組成物または方法と共に細胞膜を透過するこ
とができる。
【０１６９】
　様々な実施形態では、米国特許７，６６７，００４号（参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる）において記載される治療薬が、本明細書で開示される組成物および方法
において使用するために企図され、アルキル化剤、抗生物質製剤、代謝拮抗薬、ホルモン
剤、植物由来作用物質、および生物学的作用物質が挙げられるが、それらに限定されない
。
【０１７０】
　アルキル化剤の例としては、ビスクロロエチルアミン（ナイトロジェンマスタード、例
えば、クロラムブシル、シクロホスファミド、イホスファミド、メクロレタミン、メルフ
ァラン、ウラシルマスタード）、アジリジン（例えばチオテパ）、アルキルアルコンスル
ホネート（例えばブスルファン）、ニトロソ尿素（例えばカルムスチン、ロムスチン、ス
トレプトゾシン）、非古典的アルキル化剤（アルトレタミン、ダカルバジン、およびプロ
カルバジン）、白金化合物（例えば、カルボプラチン、シスプラチンおよび白金（ＩＶ）
（Ｐｔ（ＩＶ）））が挙げられるが、それらに限定されない。
【０１７１】
　抗生物質製剤の例としては、アントラサイクリン（例えばドキソルビシン、ダウノルビ
シン、エピルビシン、イダルビシンおよびアントラセンジオン）、マイトマイシンＣ、ブ
レオマイシン、ダクチノマイシン、プリカトマイシンが挙げられるが、それらに限定され
ない。追加の抗生物質製剤は以下で詳細に記載される。
【０１７２】
　代謝拮抗薬の例としては、フルオロウラシル（５－ＦＵ）、フロクスウリジン（５－Ｆ
ＵｄＲ）、メトトレキサート、ロイコボリン、ヒドロキシ尿素、チオグアニン（６－ＴＧ
）、メルカプトプリン（６－ＭＰ）、シタラビン、ペントスタチン、リン酸フルダラビン
、クラドリビン（２－ＣＤＡ）、アスパラギナーゼ、メシル酸イマチニブ（またはＧＬＥ
ＥＶＥＣ（登録商標））、およびゲムシタビンが挙げられるが、それらに限定されない。
【０１７３】
　ホルモン剤の例としては、合成エストロゲン（例えばジエチルスチルベストロール）、
抗エストロゲン剤（例えばタモキシフェン、トレミフェン、フルオキシメステロールおよ
びラロキシフェン）、抗アンドロゲン剤（ビカルタミド、ニルタミド、フルタミド）、ア
ロマターゼ阻害薬（例えば、アミノグルテチミド、アナストロゾールおよびテトラゾール
）、ケトコナゾール、酢酸ゴセレリン、リュープロリド、酢酸メゲストロールおよびミフ
ェプリストンが挙げられるが、それらに限定されない。
【０１７４】
　植物由来作用物質の例としては、ビンカアルカロイド（例えば、ビンクリスチン、ビン
ブラスチン、ビンデシン、ビンゾリジンおよびビノレルビン）、ポドフィロトキシン（例
えば、エトポシド（ＶＰ－１６）およびテニポシド（ＶＭ－２６））、カンプトテシン化
合物（例えば、２０（Ｓ）カンプトテシン、トポテカン、ルビテカン、およびイリノテカ
ン）、タキサン（例えば、パクリタキセルおよびドセタキセル）が挙げられるが、それら
に限定されない。
【０１７５】
　使用するために企図される化学療法薬としては、下記が挙げられるが、それらに限定さ
れない：アルキル化剤、例えば：ナイトロジェンマスタード、例えばメクロレタミン、シ
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、例えばカルムスチン（ＢＣＮＵ）、ロムスチン（ＣＣＮＵ）、およびセムスチン（メチ
ル－ＣＣＮＵ）；エチレンイミン／メチルメラミン例えばトリエチレンメラミン（ＴＥＭ
）、トリエチレン、チオホスホラミド（チオテパ）、ヘキサメチルメラミン（ＨＭＭ、ア
ルトレタミン）；アルキルスルホネート、例えばブスルファン；トリアジン、例えばダカ
ルバジン（ＤＴＩＣ）；代謝拮抗薬、例えば葉酸類似体、例としてメトトレキサートおよ
びトリメトレキサート、ピリミジン類似体、例えば５－フルオロウラシル、フルオロデオ
キシウリジン、ゲムシタビン、シトシンアラビノシド（ＡｒａＣ、シタラビン）、５－ア
ザシチジン、２，２’－ジフルオロデオキシシチジン、プリン類似体、例えば６－メルカ
プトプリン、６－チオグアニン、アザチオプリン、２’－デオキシコホルマイシン（ペン
トスタチン）、エリスロヒドロキシノニルアデニン（ＥＨＮＡ）、リン酸フルダラビン、
および２－クロロデオキシアデノシン（クラドリビン、２－ＣｄＡ）；天然物、例えば有
糸分裂阻害剤、例えばパクリタキセル、ビンカアルカロイド、例えばビンブラスチン（Ｖ
ＬＢ）、ビンクリスチン、およびビノレルビン、タキソテール、エストラムスチン、およ
びリン酸エストラムスチン；エピポドフィロトキシン、例えばエトポシドおよびテニポシ
ド；抗生物質、例えばアクチノマイシンＤ、ダウノマイシン（ルビドマイシン）、ドキソ
ルビシン、ミトキサントロン、イダルビシン、ブレオマイシン、プリカマイシン（ミトラ
マイシン）、マイトマイシンＣ、およびアクチノマイシン；酵素、例えばＬ－アスパラギ
ナーゼ；生体応答修飾物質、例えばインターフェロン－α、ＩＬ－２、Ｇ－ＣＳＦおよび
ＧＭ－ＣＳＦ；様々な作用物質、例えば白金配位錯体、例えばシスプラチン、Ｐｔ（ＩＶ
）およびカルボプラチン、アントラセンジオン、例えばミトキサントロン、置換尿素、例
えばヒドロキシ尿素、メチルヒドラジン誘導体、例えばＮ－メチルヒドラジン（ＭＩＨ）
およびプロカルバジン、副腎皮質抑制薬、例えばミトタン（ｏ，ｐ’－ＤＤＤ）およびア
ミノグルテチミド；ホルモンおよび拮抗薬、例えば副腎皮質ステロイド拮抗薬、例えばプ
レドニゾンおよび等価物、デキサメタゾンおよびアミノグルテチミド；プロゲスチン、例
えばカプロン酸ヒドロキシプロゲステロン、酢酸メドロキシプロゲステロンおよび酢酸メ
ゲストロール；エストロゲン、例えばジエチルスチルベストロールおよびエチニルエスト
ラジオール等価物；抗エストロゲン、例えばタモキシフェン；アンドロゲン、例えばプロ
ピオン酸テストステロンおよびフルオキシメステロン／等価物；抗アンドロゲン剤、例え
ばフルタミド、ゴナドトロピン放出ホルモン類似体およびリュープロリド；および非ステ
ロイド抗アンドロゲン剤、例えばフルタミド。
【０１７６】
　本開示により企図される追加の治療薬としては、下記表２の治療薬が挙げられるが、そ
れらに限定されない。
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【０１７７】
抗生物質組成物
　いくつかの態様では、追加の作用物質は、抗生物質組成物とすることができ、他の態様
ではナノ複合体自体が、抗生物質組成物として機能する。したがって、いくつかの実施形
態では、本開示は本明細書で記載されるナノ複合体を含む抗生物質組成物を提供する。機
能化ナノ粒子の一部としての抗生物質組成物はまた、ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２０５５
８号において記載され、これは参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１７８】
　ナノ複合体がポリヌクレオチドを構造生体分子または非構造追加作用物質のいずれかと
して含む態様では、ある態様では、ポリヌクレオチドは原核生物遺伝子の標的コードまた
は非コード配列に十分相補的であり、ハイブリダイゼーション可能な条件下で標的配列に
ハイブリダイズすることが企図される。様々な実施形態では、ポリヌクレオチドを含むナ
ノ複合体の、原核生物遺伝子へのハイブリダイゼーションは、原核生物細胞の増殖を阻止
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（または防止）することが企図される。よって、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体の原
核生物遺伝子へのハイブリダイゼーションは、原核生物が細菌である態様において静菌ま
たは殺菌効果が得られるように企図される。ハイブリダイゼーションがインビボで起こる
態様では、原核生物細胞の増殖は、ポリヌクレオチド修飾ナノ粒子との接触のない原核生
物細胞の増殖に比べ阻止される。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体の原核生物遺伝子へのハ
イブリダイゼーションは、原核生物遺伝子によりコードされる機能原核生物タンパク質の
発現を阻止する。本明細書では、「機能原核生物タンパク質」は、原核生物遺伝子により
コードされる全長野生型タンパク質を示し、ある態様では、機能タンパク質は原核生物細
胞増殖に不可欠である。
【０１８０】
　増殖に不可欠な原核生物タンパク質としては、グラム陰性遺伝子産物、グラム陽性遺伝
子産物、細胞周期遺伝子産物、ＤＮＡ複製に関与する遺伝子産物、細胞分裂遺伝子産物、
タンパク質合成に関与する遺伝子産物、細菌ジャイレース、およびアシルキャリアー遺伝
子産物が挙げられるが、それらに限定されない。これらのクラスは本明細書で、以下説明
される。
【０１８１】
　本開示はまた、原核生物遺伝子の標的非コード配列へのハイブリダイゼーションにより
、変化した活性を有する原核生物遺伝子によりコードされるタンパク質の発現が得られる
抗生物質組成物を企図する。いくつかの実施形態では、抗生物質組成物は、抗生物質に対
し抵抗性を付与する原核生物遺伝子の標的非コード配列にハイブリダイズする。これらの
遺伝子は、当業者に知られており、例えば、Liu　et　al.,　Nucleic　Acids　Research
　37:　D443－D447,　2009（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）において記
載される。いくつかの態様では、抗生物質組成物の、抗生物質に対し抵抗性を付与する原
核生物遺伝子の標的非コード配列へのハイブリダイゼーションにより、原核生物の抗生物
質への感受性が増加する。１つの態様では、原核生物の抗生物質に対する感受性は、抗生
物質組成物と接触されなかった原核生物の感受性に比べ増加される。抗生物質に対する相
対的な感受性は、当業者により、本明細書で記載されるルーチン技術を用いて決定され得
る。
【０１８２】
抗生物質を用いた併用療法
　いくつかの実施形態では、ナノ複合体を含む抗生物質組成物は、抗生物質製剤と併せて
投与されるように製剤化され、この場合、ナノ複合体および抗生物質製剤は両方とも治療
的有効量で投与される。
【０１８３】
　本明細書では、「抗生物質製剤」という用語は、主に感染症の治療に使用される、細菌
、および他の微生物の増殖を阻止し、または死滅させる能力を有する化学物質の群のいず
れかを意味する。例えば、米国特許第７，６３８，５５７号（参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる）を参照されたい。抗生物質製剤の例としては、ペニシリンＧ；メチ
シリン；ナフシリン；オキサシリン；クロキサシリン；ジクロキサシリン；アンピシリン
；アモキシシリン；チカルシリン；カルベニシリン；メズロシリン；アズロシリン；ピペ
ラシリン；イミペネム；アズトレオナム；セファロチン；セファクロル；セフォキシチン
；セフロキシム；セフォニシド；セフメタゾール；セフォテタン；セフプロジル；ロカル
ベフ；セフェタメト；セフォペラゾン；セフォタキシム；セフチゾキシム；セフトリアキ
ソン；セフタジジム；セフェピム；セフィキシム；セフポドキシム；セフスロジン；フレ
ロキサシン；ナリジクス酸；ノルフロキサシン；シプロフロキサシン；オフロキサシン；
エノキサシン；ロメフロキサシン；シノキサシン；ドキシサイクリン；ミノサイクリン；
テトラサイクリン；アミカシン；ゲンタマイシン；カナマイシン；ネチルマイシン；トブ
ラマイシン；ストレプトマイシン；アジスロマイシン；クラリスロマイシン；エリスロマ
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イシン；エリスロマイシンエストレート；エリスロマイシンエチルスクシネート；グルコ
ヘプトン酸エリスロマイシン；ラクトビオン酸エリスロマイシン；ステアリン酸エリスロ
マイシン；バンコマイシン；テイコプラニン；クロラムフェニコール；クリンダマイシン
；トリメトプリム；スルファメトキサゾール；ニトロフラントイン；リファンピン；ムピ
ロシン；メトロニダゾール；セファレキシン；ロキシスロマイシン；コ－アモキシクラブ
アネート；ピペラシリンおよびタゾバクタムの組み合わせ；ならびにそれらの様々な塩、
酸、塩基、および他の誘導体が挙げられるが、それらに限定されない。抗菌抗生物質製剤
としては、ペニシリン、セファロスポリン、カルバセフェム、セファマイシン、カルバペ
ネム、モノバクタム、アミノグリコシド、グリコペプチド、キノロン、テトラサイクリン
、マクロライド、およびフルオロキノロンが挙げられるが、それらに限定されない。
【０１８４】
生体分子マーカー/標識
　本明細書で記載される生体分子は、様々な態様では、任意で検出可能な標識を含む。し
たがって、本開示は、生体分子複合物形成が、検出可能な変化により検出される組成物お
よび方法を提供する。１つの態様では、複合物形成は裸眼により、分光学的に観察される
色の変化を生じさせる。
【０１８５】
　生体分子　複合物形成に起因する検出可能な変化を可視化するための方法はまた、任意
の蛍光検出法を含み、例えば、限定はされないが、蛍光顕微鏡観察、マイクロタイタープ
レートリーダーまたは蛍光標識細胞分取(FACS)が挙げられる。
【０１８６】
　本開示により企図される標識は、本明細書で記載されるフルオロフォアのいずれか、な
らびに当技術分野で知られている他の検出可能な標識を含むことは理解されるであろう。
例えば、標識としてはまた、酸化還元活性プローブ、化学発光分子、放射性標識、染料、
蛍光分子、リン光分子、下記で記載される造影剤および／またはコントラスト剤、量子ド
ット、ならびに分光学的手段を用いて検出することができる任意のマーカー、すなわち、
顕微鏡観察および細胞数測定を用いて検出可能なそれらのマーカーが挙げられるが、それ
らに限定されない。検出可能な標識が検出される本開示の態様では、本開示は、いずれの
発光、蛍光、またはリン光分子または粒子も効率的に、貴金属表面によりクエンチされ得
ることを提供する。したがって、各型の分子は、開示される組成物および方法において使
用するために企図される。
【０１８７】
　生体分子を蛍光分子で標識し、蛍光を測定する方法は、当技術分野においてよく知られ
ている。
【０１８８】
　好適な蛍光分子はまた、当技術分野においてよく知られており、例えば、１，８－ＡＮ
Ｓ（１－アニリノナフタレン－８－スルホン酸）、１－アニリノナフタレン－８－スルホ
ン酸（１，８－ＡＮＳ）、５－（および－６）－カルボキシ－２’、７’－ジクロロフル
オレセインｐＨ９．０、５－ＦＡＭ　ｐＨ９．０、５－ＲＯＸ（５－カルボキシ－Ｘ－ロ
ーダミン、トリエチルアンモニウム塩）、５－ＲＯＸ　ｐＨ７．０、５－ＴＡＭＲＡ、５
－ＴＡＭＲＡ　ｐＨ７．０、５－ＴＡＭＲＡ－ＭｅＯＨ、６　ＪＯＥ、６，８－ジフルオ
ロ－７－ヒドロキシ－４－メチルクマリンｐＨ９．０、６－カルボキシローダミン６Ｇｐ
Ｈ７．０、６－カルボキシローダミン６Ｇ、塩酸塩、６－ＨＥＸ、ＳＥ　ｐＨ９．０、６
－ＴＥＴ、ＳＥ　ｐＨ９．０、７－アミノ－４－メチルクマリンｐＨ７．０、７－ヒドロ
キシ－４－メチルクマリン、７－ヒドロキシ－４－メチルクマリンｐＨ９．０、Ａｌｅｘ
ａ３５０、Ａｌｅｘａ４０５、Ａｌｅｘａ４３０、Ａｌｅｘａ４８８、Ａｌｅｘａ５３２
、Ａｌｅｘａ５４６、Ａｌｅｘａ５５５、Ａｌｅｘａ５６８、Ａｌｅｘａ５９４、Ａｌｅ
ｘａ６４７、Ａｌｅｘａ６６０、Ａｌｅｘａ６８０、Ａｌｅｘａ７００、ＡｌｅｘａＦｌ
ｕｏｒ４３０抗体複合体ｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ４８８抗体複合体ｐＨ８．
０、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ４８８ヒドラジド－水、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ５３２抗体
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複合体ｐＨ　７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ５５５抗体複合体ｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ
　Ｆｌｕｏｒ５６８抗体複合体ｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ６１０Ｒ－フィコエ
リトリンストレプトアビジンｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ６４７抗体複合体ｐＨ
７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ６４７Ｒ－フィコエリトリンストレプトアビジンｐＨ７
．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ６６０抗体複合体ｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ６
８０抗体複合体ｐＨ７．２、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ７００抗体複合体ｐＨ７．２、アロ
フィコシアニンｐＨ７．５、ＡＭＣＡ複合体、アミノクマリン、ＡＰＣ（アロフィコシア
ニン）、Ａｔｔｏ　６４７、ＢＣＥＣＦ　ｐＨ５．５、ＢＣＥＣＦ　ｐＨ９．０、ＢＦＰ
（青色蛍光タンパク質）、ＢＯ－ＰＲＯ－１－ＤＮＡ、ＢＯ－ＰＲＯ－３－ＤＮＡ、ＢＯ
ＢＯ－１－ＤＮＡ、ＢＯＢＯ－３－ＤＮＡ、ＢＯＤＩＰＹ　６５０／６６５－Ｘ、ＭｅＯ
Ｈ、ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬ複合体、ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬ、ＭｅＯＨ、Ｂｏｄｉｐｙ　Ｒ６Ｇ
　ＳＥ、ＢＯＤＩＰＹ　Ｒ６Ｇ、ＭｅＯＨ、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＭＲ－Ｘ抗体複合体ｐＨ７
．２、Ｂｏｄｉｐｙ　ＴＭＲ－Ｘ複合体、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＭＲ－Ｘ、ＭｅＯＨ、ＢＯＤ
ＩＰＹ　ＴＭＲ－Ｘ、ＳＥ、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＲ－Ｘ　ファラシジン　ｐＨ７．０、ＢＯ
ＤＩＰＹ　ＴＲ－Ｘ、ＭｅＯＨ、ＢＯＤＩＰＹ　ＴＲ－Ｘ、ＳＥ、ＢＯＰＲＯ－１、ＢＯ
ＰＲＯ－３、カルセイン、カルセインｐＨ９．０、カルシウムクリムゾン、カルシウムク
リムゾンＣａ２＋、カルシウム緑、カルシウム緑１Ｃａ２＋、カルシウム橙、カルシウム
橙Ｃａ２＋、カルボキシナフトフルオレセインｐＨ１０．０、カスケード青、カスケード
青ＢＳＡｐＨ７．０、カスケード黄、カスケード黄抗体複合体ｐＨ８．０、ＣＦＤＡ、Ｃ
ＦＰ（シアン蛍光タンパク質）、ＣＩ－ＮＥＲＦ　ｐＨ２．５、ＣＩ－ＮＥＲＦ　ｐＨ６
．０、シトリン、クマリン、Ｃｙ２、Ｃｙ３、Ｃｙ３．５、Ｃｙ５、Ｃｙ５．５、ＣｙＱ
ＵＡＮＴ　ＧＲ－ＤＮＡ、ダンシルカダベリン、ダンシルカダベリン、ＭｅＯＨ、ＤＡＰ
Ｉ、ＤＡＰＩ－ＤＮＡ、Ｄａｐｏｘｙｌ（２－アミノエチル）スルホンアミド、ＤＤＡＯ
　ｐＨ９．０，Ｄｉ－８　ＡＮＥＰＰＳ、Ｄｉ－８－ＡＮＥＰＰＳ－脂質、ＤｉＩ、Ｄｉ
Ｏ、ＤＭ－ＮＥＲＦ　ｐＨ４．０、ＤＭ－ＮＥＲＦ　ｐＨ７．０、ＤｓＲｅｄ、ＤＴＡＦ
、ｄＴｏｍａｔｏ、ｅＣＦＰ（増強シアン蛍光タンパク質）、ｅＧＦＰ（増強緑色蛍光タ
ンパク質）、エオシン、エオシン抗体複合体ｐＨ８．０、エリスロシン－５－イソチオシ
アネートｐＨ９．０、臭化エチジウム、エチジウムホモ二量体、エチジウムホモ二量体－
１－ＤＮＡ、ｅＹＦＰ（増強黄色蛍光タンパク質）、ＦＤＡ、ＦＩＴＣ、ＦＩＴＣ抗体複
合体ｐＨ８．０、ＦｌＡｓＨ、Ｆｌｕｏ－３、Ｆｌｕｏ－３　Ｃａ２＋、Ｆｌｕｏ－４、
Ｆｌｕｏｒ－Ｒｕｂｙ、フルオレセイン、フルオレセイン０．１Ｍ　ＮａＯＨ、フルオレ
セイン抗体複合体ｐＨ８．０、フルオレセインデキストランｐＨ８．０、フルオレセイン
ｐＨ９．０、フルオロ－エメラルド、ＦＭ１－４３、ＦＭ１－４３脂質、ＦＭ４－６４、
ＦＭ４－６４、２％ＣＨＡＰＳ、Ｆｕｒａ赤Ｃａ２＋、Ｆｕｒａ赤、高Ｃａ、Ｆｕｒａ赤
、低Ｃａ、Ｆｕｒａ－２Ｃａ２＋、Ｆｕｒａ－２、高Ｃａ、Ｆｕｒａ－２、Ｃａフリー、
ＧＦＰ（Ｓ６５Ｔ）、ＨｃＲｅｄ、Ｈｏｅｃｈｓｔ３３２５８、Ｈｏｅｃｈｓｔ３３２５
８－ＤＮＡ、Ｈｏｅｃｈｓｔ３３３４２、Ｉｎｄｏ－１Ｃａ２＋、Ｉｎｄｏ－１、Ｃａな
し、Ｉｎｄｏ－１、Ｃａ飽和、ＪＣ－１、ＪＣ－１ｐＨ８．２、Ｌｉｓｓａｍｉｎｅロー
ダミン、ＬＯＬＯ－１－ＤＮＡ、Ｌｕｃｉｆｅｒ黄、ＣＨ、ＬｙｓｏＳｅｎｓｏｒ青、Ｌ
ｙｓｏＳｅｎｓｏｒ青ｐＨ５．０、ＬｙｓｏＳｅｎｓｏｒ緑、ＬｙｓｏＳｅｎｓｏｒ緑ｐ
Ｈ５．０、ＬｙｓｏＳｅｎｓｏｒ黄ｐＨ３．０、ＬｙｓｏＳｅｎｓｏｒ黄ｐＨ９．０、Ｌ
ｙｓｏＴｒａｃｋｅｒ青、ＬｙｓｏＴｒａｃｋｅｒ緑、ＬｙｓｏＴｒａｃｋｅｒ赤、マグ
ネシウム緑、マグネシウム緑Ｍｇ２＋、マグネシウム橙、Ｍａｒｉｎａ青、ｍＢａｎａｎ
ａ、ｍＣｈｅｒｒｙ、ｍＨｏｎｅｙｄｅｗ、ＭｉｔｏＴｒａｃｋｅｒ緑、ＭｉｔｏＴｒａ
ｃｋｅｒ緑ＦＭ、ＭｅＯＨ、ＭｉｔｏＴｒａｃｋｅｒ橙、ＭｉｔｏＴｒａｃｋｅｒ橙、Ｍ
ｅＯＨ、ＭｉｔｏＴｒａｃｋｅｒ赤、ＭｉｔｏＴｒａｃｋｅｒ赤、ＭｅＯＨ、ｍＯｒａｎ
ｇｅ、ｍＰｌｕｍ、ｍＲＦＰ、ｍＳｔｒａｗｂｅｒｒｙ、ｍＴａｎｇｅｒｉｎｅ、ＮＢＤ
－Ｘ、ＮＢＤ－Ｘ、ＭｅＯＨ、ＮｅｕｒｏＴｒａｃｅ　５００／５２５、緑色蛍光Ｎｉｓ
ｓｌ染色－ＲＮＡ、Ｎｉｌｅ青、ＥｔＯＨ、Ｎｉｌｅ赤、Ｎｉｌｅ赤脂質、Ｎｉｓｓｌ、
Ｏｒｅｇｏｎ緑４８８、Ｏｒｅｇｏｎ緑４８８抗体複合体ｐＨ８．０、Ｏｒｅｇｏｎ緑５
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１４、Ｏｒｅｇｏｎ緑５１４抗体複合体ｐＨ８．０、Ｐａｃｉｆｉｃ青、Ｐａｃｉｆｉｃ
青抗体複合体ｐＨ８．０、フィコエリトリン、ＰｉｃｏＧｒｅｅｎｄｓＤＮＡ定量化試薬
、ＰＯ－ＰＲＯ－１、ＰＯ－ＰＲＯ－１－ＤＮＡ、ＰＯ－ＰＲＯ－３、ＰＯ－ＰＲＯ－３
－ＤＮＡ、ＰＯＰＯ－１、ＰＯＰＯ－１－ＤＮＡ、ＰＯＰＯ－３、ヨウ化プロピジウム、
ヨウ化プロピジウム－ＤＮＡ、Ｒ－フィコエリトリンｐＨ７．５、ＲｅＡｓＨ、レゾルフ
ィン、レゾルフィンｐＨ９．０、Ｒｈｏｄ－２、Ｒｈｏｄ－２Ｃａ２＋、ローダミン、ロ
ーダミン１１０、ローダミン１１０ｐＨ７．０、ローダミン１２３、ＭｅＯＨ、ローダミ
ン緑、ローダミンファロイジンｐＨ７．０、ローダミン赤Ｘ抗体複合体ｐＨ８．０、ロー
ダミン緑ｐＨ７．０、Ｒｈｏｄｏｌ緑抗体複合体ｐＨ８．０、Ｓａｐｐｈｉｒｅ、ＳＢＦ
Ｉ－Ｎａ＋、ナトリウム緑Ｎａ＋、スルホローダミン１０１、ＥｔＯＨ、ＳＹＢＲ緑Ｉ、
ＳＹＰＲＯ　Ｒｕｂｙ、ＳＹＴＯ１３－ＤＮＡ、ＳＹＴＯ４５－ＤＮＡ、ＳＹＴＯＸ青Ｄ
ＮＡ、テトラメチルローダミン抗体複合体ｐＨ８．０、テトラメチルローダミンデキスト
ランｐＨ７．０、Ｔｅｘａｓ赤Ｘ抗体複合体ｐＨ７．２、ＴＯ－ＰＲＯ－１－ＤＮＡ、Ｔ
Ｏ－ＰＲＯ－３－ＤＮＡ、ＴＯＴＯ－１－ＤＮＡ、ＴＯＴＯ－３－ＤＮＡ、ＴＲＩＴＣ、
Ｘ－Ｒｈｏｄ－１　Ｃａ２＋、ＹＯ－ＰＲＯ－１－ＤＮＡ、ＹＯ－ＰＲＯ－３－ＤＮＡ、
ＹＯＹＯ－１－ＤＮＡ、およびＹＯＹＯ－３－ＤＮＡが挙げられるが、それらに限定され
ない。
【０１８９】
　いくつかの態様では、蛍光　ポリペプチドが使用されることもまた、本開示により企図
される。
【０１９０】
　当技術分野で知られている任意の検出可能なポリペプチドは、本開示の方法において有
用であり、いくつかの態様では、蛍光タンパク質である。いくつかの態様では、蛍光タン
パク質は、下記表３のタンパク質のリストから選択される。
【表３－１】
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【表３－２】

【０１９１】
コントラスト剤
　様々な態様では、ナノ複合体を含む方法および組成物が本明細書で開示され、ここで生
体分子はポリヌクレオチドであり、ポリヌクレオチドは、結合部位を介してコントラスト
剤に結合される。さらなる態様では、コントラスト剤は、本明細書で記載される任意の他
の生体分子に結合される。本明細書では、「コントラスト剤」は、様々な器官および組織
の見かけ密度の差を生成させ、描かれた隣接する体組織および器官の観察をより容易にす
るために、細胞に導入される化合物または他の物質である。コントラスト剤の本明細書で
記載される任意の生体分子への結合は、本開示の組成物および方法において有用であるこ
とは理解されるであろう。
【０１９２】
　本開示により提供される方法としては、ナノ複合体と結合されたコントラスト剤の緩和
性が、ナノ粒子と結合されていないコントラスト剤の緩和性に比べ増加されるものが挙げ
られる。いくつかの態様では、その増加は約１倍～約２０倍である。さらなる態様では、
増加は約２倍～約１０倍であり、さらに別の態様では、増加は約３倍である。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、コントラスト剤は、ガドリニウム、キセノン、酸化鉄、マン
ガンキレート（Ｍｎ－ＤＰＤＰ）および銅からなる群より選択される。よって、いくつか
の実施形態では、コントラスト剤は常磁性化合物であり、いくつかの態様では、常磁性化
合物はガドリニウムである。
【０１９４】
　本開示はまた、ポジトロン放射断層撮影（ＰＥＴ）走査に有用であるコントラスト剤を
企図する。いくつかの態様では、ＰＥＴコントラスト剤は放射性核種である。ある実施形
態では、コントラスト剤は、１１Ｃ、１３Ｎ、１８Ｆ、６４Ｃｕ、６８Ｇｅ、９９ｍＴｃ
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および８２Ｒｕからなる群より選択される標識を含むＰＥＴコントラスト剤を含む。特定
の実施形態では、コントラスト剤は、［１１Ｃ］コリン、［１８Ｆ］フルオロデオキシグ
ルコース（ＦＤＧ）、［１１Ｃ］メチオニン、［１１Ｃ］コリン、［１１Ｃ］アセテート
、［１８Ｆ］フルオロコリン、６４Ｃｕキレート、９９ｍＴｃキレート、および［１８Ｆ
］ポリエチレングリコールスチルベンからなる群より選択されるＰＥＴコントラスト剤で
ある。
【０１９５】
　本開示はまた、ＰＥＴコントラスト剤がポリヌクレオチド合成プロセス中にポリヌクレ
オチド内に導入され、ポリヌクレオチド合成後ヌクレオチドに結合される方法を提供する
。例えば、限定はされないが、リン原子の１つが３２Ｐまたは３３Ｐと置換され、リン酸
基中の酸素原子の１つが３５Ｓと置換され、または１つ以上の水素原子が３Ｈと置換され
たヌクレオチドが合成され得る。放射性核種を含む官能基はまた、結合部位を介してヌク
レオチドに結合され得る。
【０１９６】
　ＭＲＩコントラスト剤としては、ポジティブコントラスト剤および／またはネガティブ
コントラスト剤が挙げられるが、それらに限定されない。ポジティブコントラスト剤は、
Ｔ１緩和時間の減少（Ｔ１加重画像に対するシグナル強度の増加）を引き起こす。それら
は（ＭＲＩ上で明るく見える）典型的には活性元素としてガドリニウム、マンガン、また
は鉄を含む小分子量化合物である。これらの元素は全て、それらの外殻中に不対電子スピ
ンおよび長い緩和能を有する。特定の群のネガティブコントラスト剤（ＭＲＩ上で暗く見
える）としては、パーフルオロカーボン（パーフルオロ化学薬品）が挙げられ、というの
も、それらの存在は、ＭＲイメージングにおいてシグナルに関与する水素原子を排除する
からである。
【０１９７】
　本開示の組成物は、様々な態様では、約５０～約２．５×１０６のコントラスト剤を含
むナノ複合体を含むように企図される。いくつかの実施形態では、ナノ複合体は約５００
～約１×１０６のコントラスト剤を含む。
【０１９８】
ターゲティング部分
　本明細書では、「ターゲティング部分」という用語は、特定の標的、標的領域に結合、
またはそうでなければ限定する、標的細胞（複数可）に入る、または標的受容体に結合す
るのに化合物または他の分子を支援する任意の分子構造を示す。例えば、限定はされない
が、ターゲティング部分はタンパク質を含んでもよく、所望の標的部位にインビボまたは
インビトロで結合することができる抗体およびタンパク質断片、ペプチド、小分子、抗癌
剤、ポリヌクレオチド結合剤、炭水化物、細胞表面受容体のためのリガンド、アプタマー
、脂質（例えば、カチオン性、中性、およびステロイド脂質、ビロソーム、およびリポソ
ーム）、抗体、レクチン、リガンド、糖、ステロイド、ホルモン、および栄養分が挙げら
れ、ターゲティング部分として機能し得る。ターゲティング部分は、ナノ複合体の特定の
細胞型および／または器官、ならびに細胞内位置への送達に有用である。
【０１９９】
　いくつかの実施形態では、ターゲティング部分はタンパク質である。本開示の組成物の
タンパク質部分は、いくつかの態様では、組成物を標的細胞に標的させることができるタ
ンパク質である。本開示のターゲティングタンパク質は、受容体、基質、抗原決定基、ま
たは標的細胞上の他の結合部位もしくは他の標的部位に結合することができる。
【０２００】
　ターゲティングタンパク質として有用な抗体は、ポリクローナルまたはモノクローナル
であり得る。特定の型の細胞に結合する多くのモノクローナル抗体（ＭＡｂ）が開発され
ている。遺伝子工学またはタンパク質工学により誘導された抗体も同様に使用され得る。
【０２０１】
　本開示においてターゲティング作用物質として使用される抗体は、無傷分子、その断片
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、またはその機能等価物とすることができる。本開示の組成物において有用な抗体断片の
例は、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’ＦａｂおよびＦｖ断片であり、これらは従来の方法によ
り、または遺伝子またはタンパク質工学により生成され得る。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、ナノ複合体のポリヌクレオチド部分は追加のまたは補助的な
ターゲティング部分として機能し得る。ポリヌクレオチド部分は、細胞外ターゲティング
を支援するように、または細胞内ターゲティング部分として機能するように選択され、ま
たは設計され得る。すなわち、ポリヌクレオチド部分は、標的細胞を探し求めるＤＮＡプ
ローブとして機能し得る。この追加のターゲティング能力は、組成物の標的細胞への送達
における特異性を改善するように機能するであろう。ポリヌクレオチドは、さらにまたは
その代わりに、標的細胞内の組成物を標的するように選択されまたは設計され得るが、タ
ーゲティングタンパク質は、複合体を細胞外で標的する。
【０２０３】
　ターゲティング部分は、様々な実施形態では、ナノ複合体と結合できることが企図され
る。ナノ複合体がナノ粒子を含む態様では、ターゲティング部分は、ナノ粒子、または生
体分子あるいはその両方に付着されることが企図される。さらなる態様では、ターゲティ
ング部分はナノ複合体組成物と結合し、他の態様ではターゲティング部分は本開示の組成
物の投与前に、投与と同時に、投与後に投与される。
【０２０４】
低分子内部相補的ポリヌクレオチド（ｓｉｃＰＮ）
　いくつかの態様では、追加の作用物質はｓｉｃＰＮである。ｓｉｃＰＮはナノ複合体の
一部であるポリヌクレオチドと結合し、標的ポリヌクレオチドがナノ複合体の一部である
ポリヌクレオチドにハイブリダイズした場合、置換および／または放出されるポリヌクレ
オチドである。１つの態様では、ｓｉｃＰＮはナノ複合体の一部であるポリヌクレオチド
に対しより低い結合親和性または結合力を有し、そのため、標的分子のナノ複合体の一部
であるポリヌクレオチドとの結合により、ｓｉｃＰＮはナノ複合体の一部であるポリヌク
レオチドとの結合から置換および／または放出される。
【０２０５】
　本明細書では、「置換する」は、ｓｉｃＰＮが、そのポリヌクレオチドとの結合から部
分的に変性されることを意味する。置換されたｓｉｃＰＮは依然として、部分的にそれが
結合しているポリヌクレオチドと結合している。本明細書では「放出する」は、ｓｉｃＰ
Ｎが十分置換され（すなわち、完全に変性され）、それが結合しているポリヌクレオチド
からの分離が引き起こされる。ｓｉｃＰＮが検出可能なマーカーを含むいくつかの態様で
は、ｓｉｃＰＮの放出により、検出可能なマーカーが検出されることが企図される。
【０２０６】
　ｓｉｃＰＮを使用して標的分子を検出するための方法が本明細書で以下記載される。
【０２０７】
転写制御因子
　本開示は、ナノ複合体を含む組成物を提供する。いくつかの態様では、ナノ複合体はポ
リヌクレオチドを含み、ポリヌクレオチドはさらに、転写制御因子を含む。これらの態様
では、転写制御因子は、標的細胞における標的ポリヌクレオチドの転写を誘導する。
【０２０８】
　本明細書では、転写制御因子はｍＲＮＡの転写の変化を誘導する何かであることが企図
される。その変化は、様々な態様では、転写の増加または減少のいずれかとすることがで
きる。様々な実施形態では、転写制御因子は、ポリペプチド、ポリヌクレオチド、人工転
写因子（ＡＴＦ）および転写を制御することが知られている、または推測される任意の分
子からなる群より選択される。
【０２０９】
　本開示の組成物および方法は、転写制御因子がポリペプチドであるものを含む。ｍＲＮ
Ａの転写を増加または減少させるように作用する任意のポリペプチドが本明細書で使用の
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ために企図される。ペプチドもまた転写制御因子として使用するために企図される。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、ポリペプチドは転写因子である。一般に、転写因子は、モジ
ュール構造であり、および下記ドメインを含む。
【０２１１】
　ＤＮＡ結合ドメイン（ＤＢＤ）、これは制御される遺伝子に隣接するＤＮＡの特定の配
列（例えば、限定はされないが、エンハンサーまたはプロモーター配列）に付着する。転
写因子に結合するＤＮＡ配列はしばしば、応答エレメントと呼ばれる。
【０２１２】
　トランス活性化ドメイン（ＴＡＤ）、これは他のタンパク質、例えば転写共制御因子に
対する結合部位を含む。これらの結合部位はしばしば活性化官能基（ＡＦ）と呼ばれる[W
arnmark　et　al.,　Mol.　Endocrinol.　17(10):　1901－9　(2003)]。
【０２１３】
　任意的なシグナル感知ドメイン（ＳＳＤ）（例えば、限定はされないが、リガンド結合
ドメイン）、これは外部シグナルを感知し、それに応じて、これらのシグナルを転写複合
体の残りに伝達し、よって、遺伝子発現の上方または下方制御が得られる。また、ＤＢＤ
およびシグナル感知ドメインは、いくつかの態様では、別々のタンパク質上に存在し、転
写複合体内で関連し、遺伝子発現を制御する。
【０２１４】
制御因子ポリヌクレオチド
　いくつかの実施形態では、転写因子は、制御因子ポリヌクレオチドである。ある態様で
は、ポリヌクレオチドはＲＮＡであり、さらなる態様では、制御因子ポリヌクレオチドは
非コードＲＮＡ（ｎｃＲＮＡ）である。
【０２１５】
　いくつかの実施形態では、非コードＲＮＡは、一般的な転写装置と相互作用し、よって
転写を阻止する[Goodrich　et　al.,　Nature　Reviews　Mol　Cell　Biol　7:　612－61
6　(2006)]。一般に、そのような制御機能を有するＲＮＡは、タンパク質をコードする必
要がなく、よって、ｎｃＲＮＡｓと呼ばれる。真核生物ｎｃＲＮＡは３つの核ＤＮＡ依存
性ＲＮＡポリメラーゼ（ＰｏｌＩ、ＩＩまたはＩＩＩ）のうちの１つによりゲノムから転
写される。その後、それらは３つの基本的なメカニズムの１つを介して生物学的応答を誘
発する：生体反応の触媒、タンパク質への結合およびその活性の調節、または標的核酸と
の塩基対形成。
【０２１６】
　ｎｃＲＮＡは、遺伝子発現を含む、様々な生体反応、例えばスプライシング、ｍＲＮＡ
代謝回転、遺伝子サイレンシングおよび翻訳の多くに積極的に参加することが示されてい
る[Storz,　et　al.,　Annu.　Rev.　Biochem.　74:　199－217　(2005)]。特に、いくつ
かの研究により最近、ｎｃＲＮＡはまた、遺伝子発現の制御に対するキーポイントである
、真核生物ｍＲＮＡ転写を積極的に制御することが明らかにされている。
【０２１７】
　別の実施形態では、制御ポリヌクレオチドは、転写因子と結合することができ、よって
、その量を設定するものである。いくつかの態様では、制御ポリヌクレオチド使用濃度の
増加は、転写因子の量を増加させｍＲＮＡの転写の抑制解除が得られる。
【０２１８】
　さらなる実施形態では、制御ポリヌクレオチドはアプタマーである。
【０２１９】
コーティング
　コーティングは、無毒性である分解性ポリマー、生体分子または化学薬品である任意の
物質とすることができる。また、コーティングは生体吸収性コーティングとすることがで
きる。本明細書では、「コーティング」は、全体で、ナノ複合体上に堆積される構成要素
を示す。コーティングは、ナノ複合体上に形成された、コート層すべてを含む。「コート
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層」は、化合物、より典型的には特定の溶液中に懸濁、溶解または分散された１つ以上の
化合物を含む組成物を堆積させることにより形成される。本明細書では、「生分解性」ま
たは「分解性」という用語は、材料または成分が、時間、例えば分、時間、日、週、月ま
たは年にわたって分解するまたは、生成物、副産物、成分またはサブコンポーネントに分
解される材料または成分の分解または感受性として規定される。本明細書では、「生体吸
収性」という用語は、代謝および／または排泄による分解生成物のいずれかの生物学的排
除として規定される。
【０２２０】
　生分解性および／または生体吸収性材料であるコーティングの非制限的な例は、バルク
浸食ポリマー（ホモポリマー、コポリマーまたはポリマーブレンドのいずれか）、例えば
ポリ（α－ヒドロキシ酸）群に属するポリエステルのいずれか１つである。これとしては
、脂肪族ポリエステル、例えばポリ（乳酸）；ポリ（グリコール酸）；ポリ（カプロラク
トン）；ポリ（ｐ－ジオキサノン）およびポリ（トリメチレンカーボネート）；ならびに
それらのコポリマーおよびブレンドが挙げられる。生体吸収性材料として有用な他のポリ
マーとしては、アミノ酸誘導ポリマー、リン含有ポリマー、およびポリ（エステルアミド
）が挙げられるが、それらに限定されない。生分解性および／または生体吸収性材料の加
水分解速度は、バルク浸食ポリマーを調製するために使用されるモノマーの型に依存する
。例えば、吸収時間（分解を完了するまたは完全に分解する時間）は、下記のように推定
される：ポリ（カプロラクトン）およびポリ（トリメチレンカーボネート）は３年超かか
る；ポリ（乳酸）は約２年かかる；ポリ（ジオキサノン）は約７ヶ月かかる；およびポリ
（グリコール酸）は約３ヶ月かかる。モノマーから調製されたコポリマー、例えばポリ（
乳酸－コ－グリコール酸）；ポリ（グリコール酸－コ－カプロラクトン）；およびポリ（
グリコール酸－コ－トリメチレンカーボネート）に対する吸収速度は、モノマーのモル量
に依存する。
【０２２１】
　ナノ複合体はまた、当業者によく知られた他の放出制御手段または送達装置により投与
され得る。これらとしては、例えば、限定はされないが、ヒドロプロピルメチルセルロー
ス、他のポリマーマトリクス、ゲル、透過膜、多層コーティング（下記を参照されたい）
、リポソーム、または、様々な割合で所望の放出プロファイルを提供するための上記のい
ずれかの組み合わせが挙げられる。化合物の放出制御送達の他の方法は、当業者に知られ
ており、発明の範囲内である。
【０２２２】
方法
ナノ複合体の製造方法
　本開示はナノ粒子上で生体分子を架橋するための戦略を提供する。１つの態様では、戦
略は、アルキンを含むリガンドの使用を含む。これらのリガンドは、金ナノ粒子の表面上
に自己組織化し、これらのリガンドのアルキン部分は、金表面により活性化され、リガン
ドシェル内に存在する求核試薬と反応する。この架橋反応は、任意の所望の表面機能性を
有する中空ナノ複合体の形成に好適である。さらに、ポリアルキンまたはモノアルキン部
分に付着され得る任意の生体分子または非生体分子は、このリガンドシェルに組み入れら
れ、または独立してリガンドシェルを形成するであろう。
【０２２３】
生体分子架橋
ポリアルキン化学
　Ａｕ（Ｉ）およびＡｕ（ＩＩＩ）イオンおよびそれらの複合物は著しい親アルキン性を
示し、有機変換のための強力な触媒としてますます認識されるようになっている[Hashmi,
　Chem.　Rev.　107:　3180－3211　(2007);　Li　et　al.,　Chem.　Rev.　108:　3239
　(2008);　Furstner　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　46:　3410　(2007);　Has
hmi　et　al.,　Angew.　Chem.　Int.　Ed.　45:　7896　(2006)]。近年、Ａｕ（０）表
面はまた、末端アセチレン基を吸着し、かなり高密度の安定な単層を形成することが証明
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されている[Zhang　et　al.,　J.　Am.　Chem.　Soc.　129:　4876　(2006)]。しかしな
がら、アルキンと金表面間に存在する相互作用の型はよく理解されていない。
【０２２４】
　さらに、そのような相互作用がアセチレン基を、化学反応、例えば、典型的にはイオン
性金－アルキン複合物を用いて観察される求核付加をより受けやすくしているかどうかは
明らかではない。複数のサイドアームプロパルギルエーテル基を有すると、ポリマー１（
スキーム１）は、Ｔｕｒｋｅｖｉｃｈ－Ｆｒｅｎｓ方法に従い水溶液中で調製されたクエ
ン酸安定化１３ｎｍＡｕＮＰ上に容易に吸着する［Frens,　Coll.　Polym.　Sci.　250:
　736　(1972)]。過剰ポリマーは、反復遠心分離およびその後の再懸濁工程により除去さ
れる。得られたポリマーコートＡｕＮＰは、分散された粒子に特有の、５２４ｎｍのプラ
ズモン共鳴を示し、室温での８週間の貯蔵後でさえも、凝集の証拠はない。そのため、１
が潜在的な粒子間架橋剤であっても、ＡｕＮＰの凝集には至らず、その結果は動的光散乱
（ＤＬＳ）および電子顕微鏡観察により確証された（下記実施例を参照されたい）。
【０２２５】
　１つの実施形態では、本開示は、ペンダントプロパルギルエーテル基を含む線形の生体
分子（１）から、金ナノ粒子（ＡｕＮＰ）を、シェルの形成のための鋳型および架橋反応
のための触媒の両方として使用し、ナノ複合体を合成するための方法を提供する（スキー
ム１）。追加の架橋剤または合成操作は必要ない。反応により、生体分子が架橋された後
、ナノ粒子が除去されると、明確な、均質中空ナノ複合体が得られる。
【化１】

【０２２６】
　１つの態様では、生体分子は本明細書で規定されるポリヌクレオチドである。これらの
態様では、ポリヌクレオチドはアルキンを含むことが企図される。様々な実施形態では、
１～１００のアルキン部分がポリヌクレオチド上に存在する。さらなる態様では、約５～
約５０のアルキン部分、または約１０～約２０のアルキン部分がポリヌクレオチド上に存
在する。１つの態様では、１０のアルキン部分がポリヌクレオチド上に存在する。さらな
る態様では、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１
５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８
、２９、３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、
４２、４３、４４、４５、４６、４７、４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、５
５、５６、５７、５８、５９、６０、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８
、６９、７０、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、
８２、８３、８４、８５、８６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９３、９４、９
５、９６、９７、９８、９９、１００以上のアルキン部分がポリヌクレオチド上に存在す
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る。
【０２２７】
　別の実施形態では、ポリヌクレオチド上のアルキン部分は５’末端上にある。さらなる
実施形態では、ポリヌクレオチド上のアルキン部分は３’末端上にある。いくつかの態様
では、アルキン部分は、ポリヌクレオチドの長さの一部のみを表すことが企図される。例
として、ポリヌクレオチドが２０ヌクレオチド長である場合、最初の１０ヌクレオチド（
様々な態様では５’または３’末端のいずれかから計算）は、アルキン部分を含むことが
企図される。よって、総数２０ヌクレオチドからアルキン部分を含む１０ヌクレオチドは
、アルキン部分と結合するポリヌクレオチド中のヌクレオチドの５０％となる。様々な態
様では、ポリヌクレオチド中のヌクレオチドの約０．０１％～約１００％がアルキン部分
と結合することが企図される。さらなる態様では、ポリヌクレオチド中のヌクレオチドの
約１％～約７０％、または約２％～約６０％、または約５％～約５０％、または約１０％
～約５０％、または約１０％～約４０％、または約２０％～約５０％、または約２０％～
約４０％がアルキン部分と結合する。さらに別の態様では、ポリヌクレオチド中のヌクレ
オチドの約１％、約２％、約３％、約４％、約５％、約６％、約７％、約８％、約９％、
約１０％、約１１％、約１２％、約１３％、約１４％、約１５％、約１６％、約１７％、
約１８％、約１９％、約２０％、約２１％、約２２％、約２３％、約２４％、約２５％、
約２６％、約２７％、約２８％、約２９％、約３０％、約３１％、約３２％、約３３％、
約３４％、約３５％、約３６％、約３７％、約３８％、約３９％、約４０％、約４１％、
約４２％、約４３％、約４４％、約４５％、約４６％、約４７％、約４８％、約４９％、
約５０％、約５１％、約５２％、約５３％、約５４％、約５５％、約５６％、約５７％、
約５８％、約５９％、約６０％、約６１％、約６２％、約６３％、約６４％、約６５％、
約６６％、約６７％、約６８％、約６９％、約７０％、約７１％、約７２％、約７３％、
約７４％、約７５％、約７６％、約７７％、約７８％、約７９％、約８０％、約８１％、
約８２％、約８３％、約８４％、約８５％、約８６％、約８７％、約８８％、約８９％、
約９０％、約９１％、約９２％、約９３％、約９４％、約９５％、約９６％、約９７％、
約９８％、約９９％または約１００％がアルキン部分と結合することが企図される。
【０２２８】
　１つの態様では、この架橋反応は、アルキン部分およびリン脂質を含むポリマーおよび
ＡＰＯ１Ａタンパク質（図１６）を使用することによる中空ＨＤＬナノ粒子の形成に利用
することができる。
【０２２９】
　ポリアルキン架橋アプローチを使用して架橋を実施する方法に戻ると、下記工程が含ま
れる。最初に、本明細書で記載されるようにナノ粒子の溶液が調製される（ナノ粒子調製
工程）（実施例１）。溶液は、多反応性基を含む生体分子を含む溶液と接触される（接触
工程）。使用される多反応性基によって、任意的な活性化工程が含められる（活性化工程
）。得られた混合物はその後、架橋を起こすようにインキュベートされ（インキュベーシ
ョン工程）、その後、単離される（単離工程）。ナノ粒子コアの任意的な溶解（溶解工程
）がその後実施され、中空ナノ複合体が生成される。標識工程もまた、任意で含められる
（標識工程）。
【０２３０】
　本開示により使用のために企図される求核試薬としては、本明細書で記載されるものが
挙げられる。一般に、使用のために企図される求核試薬は、炭素求核試薬、ＨＸ求核試薬
（例えば、限定はされないが、ＨＦおよびＨＣｌ）、酸素および硫黄求核試薬、および窒
素求核試薬に分類することができる。上記の任意のタンデム組み合わせもまた、企図され
る。
【０２３１】
　ナノ粒子調製工程．ナノ粒子の溶液は、実施例１で記載されるように調製される。ポリ
アルキン架橋の場合、１つの態様では金ナノ粒子溶液が調製される。
【０２３２】
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　接触工程．多反応性基を含むか、または多反応性基を含むように修飾された対象の生体
分子が、ナノ粒子溶液と接触させられる。本明細書では、多反応性基はアルキンとするこ
とができ、または多反応性基は光反応性基、あるいは、例えば、限定はされないが、超音
波処理またはマイクロ波で活性化される基とすることができる。使用される多反応性基に
関係なく、多反応性基を含む生体分子の溶液は、ナノ粒子溶液と接触させられ、架橋が促
進される。
【０２３３】
　いくつかの態様では、使用される架橋戦略に関係なく、添加する生体分子の量は、得ら
れるナノ複合体の特性に関係する。一般に、本開示は、ナノ複合体に架橋させるのに使用
される生体分子の濃度によって、より高密度の、またはより低密度のナノ複合体を提供す
る。生体分子の濃度がより低いと、ナノ粒子上の密度がより低くなり、より多孔性のナノ
複合体が得られることとなる。反対に、生体分子の濃度がより高いと、ナノ粒子上の密度
がより高くなり、より剛性のナノ複合体が得られることとなる。これらの態様に関連する
ように、「より低い密度」は約２ｐｍｏｌ／ｃｍ２～約１００ｐｍｏｌ／ｃｍ２である。
また、これらの態様に関連するように、「より高い密度」は約１０１ｐｍｏｌ／ｃｍ２～
約１０００ｐｍｏｌ／ｃｍ２である。
【０２３４】
　活性化工程．生体分子および／または非生体分子上に存在する多反応性基が活性化を必
要とする本開示の態様では、活性化工程が方法に含まれることが企図される。この工程で
は、活性化源が適用され、これは限定はされないが、レーザ（多反応性基が光反応性であ
る場合）、または音（多反応性基が超音波処理により活性化される場合）、またはマイク
ロ波（多反応性基がマイクロ波により活性化される場合）とすることができる。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、表面自体が生体分子および／または非生体分子上に存在する
多反応性基を活性化することができる。これらの実施形態では、活性化工程は必要でない
。
【０２３６】
　インキュベーション工程．多反応性基を含む生体分子を含む溶液をナノ粒子溶液と接触
させるとすぐに、混合物がインキュベートされ、架橋が起こる。インキュベーションは、
約４℃～約５０℃の温度で起こすことができる。インキュベーションは、約１分～約４８
時間以上の間起こすことができる。いくつかの態様では、インキュベーションは、時間の
長さに関係なく起こすことができることが企図される。
【０２３７】
　単離工程．架橋ナノ複合体はその後、単離することができる。単離のために、混合物を
遠心分離し、上清を除去し、架橋ナノ複合体を適切な緩衝液中に再懸濁させる。様々な態
様では、１を超える遠心分離工程が架橋ナノ複合体をさらに精製するために実施され得る
。
【０２３８】
　溶解工程．本明細書で記載される組成物または方法のいずれかにおいて、生体分子の架
橋後にナノ粒子を保持するかどうかは、任意的であり、目的の用途に依存する。
【０２３９】
　本開示の組成物がナノ粒子を含まないそれらの実施形態では、生体分子のナノ複合体へ
の架橋後に、ナノ粒子は溶解されるか、または別の方法で除去されることが企図される。
【０２４０】
　ナノ粒子コアの溶解は、当技術分野における通常の技術範囲内であり、１つの態様では
酸素の存在下でＫＣＮを使用することにより達成される。さらなる態様では、ヨウ素また
は王水が、ナノ粒子コアを溶解するのに使用される。１つの態様では、ナノ粒子コアは金
を含む。本明細書で記載されるように、ＫＣＮがクエン酸安定化ＡｕＮＰに添加される場
合、ＡｕＮＰの不安定化および凝集の結果、溶液の色は赤色から紫色に変化する。しかし
ながら、ポリマーコートＡｕＮＰでは、色は溶解プロセス中、溶液が透明になるまで、わ
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ずかに赤みを帯びた橙色に徐々に変化する（図９Ａ）。
【０２４１】
　溶解プロセスは、透過型電子顕微鏡観察（ＴＥＭ）により可視化することができる（図
９Ｃ）。ＡｕＮＰの外層は部分的に溶解するので、上記保護シェルは、ＴＥＭグリッドの
酢酸ウラニル染色により観察することができる。鋳型の完全除去により、高い忠実度で鋳
型のサイズおよび形状を保持する中空ナノ複合体が得られる。
【０２４２】
追加の架橋方法
　直接鎖架橋（ＤＳＣ）は、ポリヌクレオチドの１つ以上のヌクレオチドが、化学手段に
より架橋され得る１つ以上の架橋部分で修飾される方法である。ＤＳＣ方法は、１つの態
様では、様々な化学手段により架橋され得る部分によるポリヌクレオチドの１つ以上のヌ
クレオチドの修飾により実施される。様々な態様では、架橋部分を含む１つ以上のヌクレ
オチドは、スペーサ中に存在する。
【０２４３】
　１つの態様では、アミン修飾チミジンホスホラミダイト（ＴＮ）をスペーサ中に組み込
むポリヌクレオチドが合成される。ポリヌクレオチドは、全てこの修飾塩基で構成し、架
橋効率を最大にすることができる。鎖は、１つの態様では、２つのアミン反応性ＮＨＳ－
エステル部分を有する、スルホ－ＥＧＳのようなホモ二官能性架橋剤の使用により架橋さ
れる。アミンが１つの実施形態では使用のために企図されるが、この設計は、多くの他の
反応基（例えば、限定はされないが、アミン、アミド、アルコール、エステル、アルデヒ
ド、ケトン、チオール、ジスルフィド、カルボン酸、フェノール、イミダゾール、ヒドラ
ジン、ヒドラゾン、アジド、およびアルキン）に適合する。
【０２４４】
　表面支援架橋（ＳＡＣ）と呼ばれる追加の方法は、ナノ粒子表面上で構築され、共に架
橋される修飾核酸および反応性チオール化分子の混合単層を含む。
【０２４５】
　対象の生体分子の架橋を引き起こす化学薬品は当業者に知られており、例えば下記が挙
げられるが、それらに限定されない：ジスクシンイミジルグルタラート、スベリン酸ジス
クシンイミジル、ビス［スルホスクシンイミジル］スベラート、トリス－スクシンイミジ
ルアミノトリアセテート、スクシンイミジル４－ヒドラジノニコチネートアセトンヒドラ
ゾン、スクシンイミジル４－ヒドラジドテレフタレート塩酸塩、スクシンイミジル４－ホ
ルミルベンゾエート、ジチオビス［スクシンイミジルプロピオネート］、３，３’－ジチ
オビス［スルホスクシンイミジルプロピオネート］、酒石酸ジスクシンイミジル、ビス［
２－（スクシンイミドオキシカルボニルオキシ）エチル］スルホン、エチレングリコール
ビス［スクシンイミジルスクシネート］、エチレングリコールビス［スルホスクシンイミ
ジルスクシネート］、アジプイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、ピメルイミド酸ジメチル・２
ＨＣｌ、スベルイミド酸ジメチル・２ＨＣｌ、１，５－ジフルオロ－２，４－ジニトロベ
ンゼン、β－［トリス（ヒドロキシメチル）ホスフィノ］プロピオン酸、ビス－マレイミ
ドエタン、１，４－ビスマレイミドブタン、ビスマレイミドヘキサン、トリス［２－マレ
イミドエチル］アミン、１，８－ビス－マレイミド－ジエチレングリコール、１，１１－
ビス－マレイミド－トリエチレングリコール、１，４ビスマレイミジル－２，３－ジヒド
ロキシブタン、ジチオビスマレイミドエタン、１，４－ジ－［３’－（２’－ピリジルジ
チオ）－プロピオンアミド］ブタン、１，６－ヘキサン－ビス－ビニルスルホン、ビス［
ｂ－（４－アジドサリチルアミド）エチル］ジスルフィド、Ｎ－（ａ－マレイミドアセト
キシ）スクシンイミドエステル、Ｎ－［β－マレイミドプロピルオキシ］スクシンイミド
エステル、Ｎ－［ｇ－マレイミドブチリルオキシ］スクシンイミドエステル、Ｎ－［ｇ－
マレイミドブチリルオキシ］スルホスクシンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイル
－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステル、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシ
スルホスクシンイミドエステル、スクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチル］シクロ
ヘキサン－１－カルボキシレート、スルホスクシンイミジル４－［Ｎ－マレイミドメチル
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］シクロヘキサン－１－カルボキシレート、Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］スク
シンイミドエステル、Ｎ－ｅ－マレイミドカプロイルオキシ］スルホスクシンイミドエス
テル、スクシンイミジル４－［ｐ－マレイミドフェニル］ブチラート、スルホスクシンイ
ミジル４－［ｐ－マレイミドフェニル］ブチラート、スクシンイミジル－６－［β－マレ
イミドプロピオンアミド］ヘキサノエート、スクシンイミジル－４－［Ｎ－マレイミドメ
チル］シクロヘキサン－１－カルボキシ－［６－アミドカプロエート］、Ｎ－［ｋ－マレ
イミドウンデカノイルオキシ］スルホスクシンイミドエステル、Ｎ－スクシンイミジル３
－（２－ピリジルジチオ）－プロピオネート、スクシンイミジル６－（３－［２－ピリジ
ルジチオ］－プロピオンアミド）ヘキサノエート、４－スクシンイミジルオキシカルボニ
ル－メチル－ａ－［２－ピリジルジチオ］トルエン、４－スルホスクシンイミジル－６－
メチル－ａ－（２－ピリジルジチオ）トルアミド］ヘキサノエート）、ヨード酢酸Ｎ－ス
クシンイミジル、スクシンイミジル３－［ブロモアセトアミド］プロピオネート、Ｎ－ス
クシンイミジル［４－ヨードアセチル］アミノベンゾエート、Ｎ－スルホスクシンイミジ
ル［４－ヨードアセチル］アミノベンゾエート、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジル－４－
アジドサリチル酸、Ｎ－５－アジド－２－ニトロベンゾイルオキシスクシンイミド、Ｎ－
ヒドロキシスルホスクシンイミジル－４－アジドベンゾエート、スルホスクシンイミジル
［４－アジドサリチルアミド］－ヘキサノエート、Ｎ－スクシンイミジル－６－（４’－
アジド－２’－ニトロフェニルアミノ）ヘキサノエート、Ｎ－スルホスクシンイミジル－
６－（４’－アジド－２’－ニトロフェニルアミノ）ヘキサノエート、スルホスクシンイ
ミジル－（パーフルオロアジドベンズアミド）エチル－１，３’－ジチオプロプリオネー
ト、スルホスクシンイミジル－２－（ｍ－アジド－ｏ－ニトロベンズアミド）エチル－１
，３’－プロプリオネート、スルホスクシンイミジル２－［７－アミノ－４－メチルクマ
リン－３－アセトアミド］エチル－１，３’ジチオプロピオネート、スクシンイミジル４
，４’－アジペンタノエート、スクシンイミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド）
ヘキサノエート、スクシンイミジル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）－
１，３’－ジチオプロプリオネート、スルホスクシンイミジル４，４’－アジペンタノエ
ート、スルホスクシンイミジル６－（４，４’－アジペンタンアミド）ヘキサノエート、
スルホスクシンイミジル２－（［４，４’－アジペンタンアミド］エチル）－１，３’－
ジチオプロプリオネート、ジシクロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－［３－ジ
メチルアミノプロピル］カルボジイミド塩酸塩、Ｎ－［４－（ｐ－アジドサリチルアミド
）ブチル］－３’－（２’－ピリジルジチオ）プロピオンアミド、Ｎ－［β－マレイミド
プロピオン酸］ヒドラジド，トリフルオロ酢酸塩、［Ｎ－ｅ－マレイミドカプロン酸］ヒ
ドラジド，トリフルオロ酢酸塩、４－（４－Ｎ－マレイミドフェニル）酪酸ヒドラジド塩
酸塩、Ｎ－［ｋ－マレイミドウンデカン酸］ヒドラジド、３－（２－ピリジルジチオ）プ
ロピオニルヒドラジド、ｐ－アジドベンゾイルヒドラジド、Ｎ－［ｐ－マレイミドフェニ
ル］イソシアネート、およびスクシンイミジル－［４－（ソラレン－８－イルオキシ）］
－ブチラート。
【０２４６】
　生体分子のＤＳＣおよびＳＡＣ架橋は、一般的には上記で記載される。これらの架橋戦
略のための方法の工程は、活性化工程がこれらの架橋戦略では任意的であることを除き、
ポリアルキン架橋のために上記で記載されたものに大体酷似する。本明細書で記載される
ように、生体分子の架橋を促進するために化学薬品が使用される。このように、ナノ粒子
調製工程、接触工程、活性化工程、インキュベーション工程、単離工程および任意的な溶
解工程が実施される。標識工程は、同様に任意で含められる。これらの工程は本明細書で
上記で記載されている。
【０２４７】
　上記方法はまた、任意で、ナノ複合体がさらに本明細書で規定される追加の作用物質を
含む工程を含む。追加の作用物質は、様々な態様では生体分子および／または非生体分子
の架橋中に混合物に添加することができ、またはナノ複合体の生成後に添加することがで
きる。
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【０２４８】
治療薬の付着
　本開示は、いくつかの実施形態では、組成物がさらに治療薬を含むナノ複合体組成物を
提供する。治療薬は、いくつかの態様では、ナノ複合体組成物の一部である生体分子に付
着される。さらなる態様では、生体分子はポリヌクレオチドである。治療薬または化学療
法薬をポリヌクレオチドに付着させる方法は、当技術分野で知られており、Ｐｒｉｅｓｔ
、米国特許第５，３９１，７２３号、Ａｒｎｏｌｄ、Ｊｒ．ら、米国特許第５，５８５，
４８１号、Ｒｅｅｄら、米国特許第５，５１２，６６７号およびＰＣＴ／ＵＳ２００６／
０２２３２５号（それらの開示はその全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載
される。
【０２４９】
　様々な態様では、本明細書で記載される治療薬はナノ粒子に付着されることは、認識さ
れるであろう。
【０２５０】
ナノ複合体を使用する方法
中空ナノ複合体を使用する方法
　中空ナノ複合体は、いくつかの実施形態では、送達媒体として有用である。よって、１
つの態様では、本明細書で規定される追加の作用物質がナノ複合体内部に局在化される中
空ナノ複合体が製造される。関連する態様では、追加の作用物質は、本明細書で記載され
るナノ複合体と結合される。送達媒体として使用されるナノ複合体は、いくつかの態様で
は、より多孔性とされ、そのため、追加の作用物質がナノ複合体内部へ配置されることが
企図される。ナノ複合体の多孔性は、特定の用途によって実験的に決定することができ、
当技術分野における技術の範囲内にある。機能化ナノ粒子の全ての利点（例えば、限定は
されないが、細胞取り込みの増加およびヌクレアーゼ分解への抵抗性）は中空ナノ複合体
に付与される。
【０２５１】
　いくつかの態様では、送達媒体として使用されるナノ複合体は、少なくとも部分的に分
解性である生体分子を用いて生成され、そのため、ナノ複合体が対象位置に標的されると
すぐに、溶解し、そうでなければ分解し、追加の作用物質が放出されることがさらに企図
される。生体分子分解経路は、当業者に知られており、ヌクレアーゼ経路、プロテアーゼ
経路およびユビキチン経路が挙げられるが、それらに限定されない。
【０２５２】
　いくつかの態様では、本開示の組成物は、持続放出製剤として作用する。これらの態様
では、ナノ複合体は、その生体適合性および広範囲の生分解性のためにポリ－乳酸－コグ
リコール酸（ＰＬＧＡ）ポリマーを使用して生成される。ＰＬＧＡの分解生成物、乳酸お
よびグリコール酸は、ヒトの体内で迅速に除去され得る。さらに、このポリマーの分解性
は、その分子量および組成によって数ヶ月から数年で調節することができる[Lewis,　"　
Controlled　release　of　bioactive　agents　from　lactide/glycolide　polymer,"　
in:　M.　Chasin　and　R.　Langer　(Eds.),　Biodegradable　Polymers　as　Drug　De
肝臓y　Systems　(Marcel　Dekker:　New　York,　1990),　pp.　1－41（参照によりその
全体が本明細書に組み込まれる）]。
【０２５３】
ハイブリダイゼーション速度を増加させる方法
　いくつかの実施形態では、ナノ粒子に付着される生体分子はポリヌクレオチドである。
したがって、提供される方法は、ｓｉｃＰＮの使用によるポリヌクレオチドの標的ポリヌ
クレオチドとの結合速度の増加を可能にするものを含む。結合速度の増加は、様々な態様
では、ｓｉｃＰＮのない場合の結合速度に対し、約２倍～約１００倍である。本開示によ
れば、標的ポリヌクレオチドと結合するポリヌクレオチドはナノ複合体の一部である。さ
らに、全配列ではなく、ナノ複合体を生成させるのに使用されるポリヌクレオチド上の標
的ポリヌクレオチド結合部位の一部と重なるｓｉｃＰＮが添加される。
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【０２５４】
　よって、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの一本鎖部分が残る。標的ポリヌク
レオチドが、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの一本鎖部分と結合する場合、ｓ
ｉｃＰＮを置換および／または放出し、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの標的
ポリヌクレオチドとの結合速度の増強が得られる。
【０２５５】
　ポリヌクレオチドの標的ポリヌクレオチドとの結合は、さらにｓｉｃＰＮを置換し、い
くつかの態様では、放出する。ｓｉｃＰＮまたは標的ポリヌクレオチドは、様々な実施形
態では、さらに、検出可能な標識を含む。よって、標的ポリヌクレオチドの検出が望まれ
る方法の１つの態様では、検出可能な標識の作用により検出可能な変化を発生させるのは
、ｓｉｃＰＮの置換および／または放出である。標的ポリヌクレオチドの検出が望まれる
別の方法では、それ自体の検出可能な標識により検出可能な変化を発生させるのは、標的
ポリヌクレオチドである。標的ポリヌクレオチド発現の阻止が望まれる方法では、アンチ
センスメカニズムにより標的ポリヌクレオチド発現の阻止を発生させるのはナノ複合体の
一部であるポリヌクレオチドの標的ポリヌクレオチドとの結合である。
【０２５６】
　本開示の組成物は、複数のポリヌクレオチドと結合することができ、複数の標的ポリヌ
クレオチドと特異的に結合するために１つ以上の表面上で使用され得る複数のｓｉｃＰＮ
を含む。よって、下記で記載される方法の工程または工程の組み合わせは、１つ以上のナ
ノ複合体の一部である１つまたは複数のポリヌクレオチド、ｓｉｃＰＮおよび標的ポリヌ
クレオチドに当てはまる。
【０２５７】
　様々な態様では、方法は標的ポリヌクレオチドに１００％相補的、すなわち、完全一致
であるポリヌクレオチドの使用を含み、一方、他の態様では、ポリヌクレオチドは、ポリ
ヌクレオチドが標的遺伝子産物の望まれる阻止を達成することができる程度まで、ポリヌ
クレオチドの長さにわたって、ポリヌクレオチドに少なくとも（それに等しいか、それ以
上を意味する）約９５％相補的、少なくとも約９０％、少なくとも約８５％、少なくとも
約８０％、少なくとも約７５％、少なくとも約７０％、少なくとも約６５％、少なくとも
約６０％、少なくとも約５５％、少なくとも約５０％、少なくとも約４５％、少なくとも
約４０％、少なくとも約３５％、少なくとも約３０％、少なくとも約２５％、少なくとも
約２０％相補的である。ハイブリダイゼーションの程度は、標的ポリヌクレオチドの結果
として得られる検出よりも有意性が低く、または、遺伝子産物発現の阻止の程度であるこ
とは、当業者には理解されるであろう。
【０２５８】
標的ポリヌクレオチドを検出する方法
　本開示は、標的生体分子を本明細書で記載される組成物と接触させることを含む、標的
生体分子を検出する方法を提供する。接触により、様々な態様では、本開示により提供さ
れる遺伝子発現の制御が得られる。別の態様では、接触により検出可能な変化が得られ、
検出可能な変化は、標的生体分子の検出を示す。検出可能な標識の検出は、本明細書で記
載される方法のいずれかにより実施され、検出可能な標識は、ナノ複合体の一部である生
体分子上に存在することができ、または標的生体分子上に存在することができる。
【０２５９】
　いくつかの態様では、上記で記載されるように、検出可能な変化を発生させるのは、ｓ
ｉｃＰＮの置換および／または放出である。検出可能な変化は、検出可能な標識の使用に
より評価され、１つの態様では、ｓｉｃＰＮは、検出可能な標識で標識される。さらに、
本方法によれば、検出可能な標識は、ナノ複合体を鋳型化するのに使用される表面付近に
ある時にクエンチされる。当技術分野においては、「クエンチ」または「クエンチする」
という用語は、しばしば蛍光マーカーと関連させられることが理解されるが、クエンチさ
れるマーカーのいずれかのシグナルは、比較的検出不能であることが、本明細書では企図
される。よって、蛍光マーカーを使用する、この説明により具体化される方法は、企図さ
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れる方法の１つの実施形態としてのみ提供され、クエンチされることができる任意のマー
カーが、例示的な蛍光マーカーの代わり使用され得ることが理解されるべきである。
【０２６０】
　よって、ｓｉｃＰＮはナノ複合体と、検出可能な標識が、その検出をクエンチするため
に表面付近にあるように結合される。ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドが標的ポ
リヌクレオチドと接触および結合すると、ｓｉｃＰＮの置換および／または放出を引き起
こす。よって、ｓｉｃＰＮの放出によりｓｉｃＰＮ上に存在する検出可能な標識とポリヌ
クレオチドが鋳型化される表面との間の距離が増加する。この距離の増加により、前にク
エンチされた検出可能な標識の検出が可能になり、標的ポリヌクレオチドの存在が示され
る。
【０２６１】
　よって、１つの実施形態では、複数のポリヌクレオチドが、本明細書で記載される方法
によりナノ複合体を生成させるために使用される方法が提供される。ポリヌクレオチドは
ストリンジェントな条件下で、１つ以上の標的ポリヌクレオチドにハイブリダイズするこ
とができるように設計される。ハイブリダイゼーションは、当技術分野で知られており、
本明細書で記載される異なるストリンジェントな条件下で実施することができる。複数の
ポリヌクレオチドを用いたナノ複合体の生成後、任意で検出可能な標識を含む複数のｓｉ
ｃＰＮが添加され、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドとハイブリダイズされる。
いくつかの態様では、複数のポリヌクレオチドおよびｓｉｃＰＮは、最初に互いにハイブ
リダイズされ、その後、二本鎖がナノ複合体を生成させるのに使用される。複数のポリヌ
クレオチドが複数のｓｉｃＰＮにハイブリダイズされ、二本鎖がナノ複合体を生成させる
のに使用される順序に関係なく、次の工程は、ナノ複合体を標的ポリヌクレオチドと接触
させることである。標的ポリヌクレオチドは、様々な態様では、溶液中とすることができ
、または細胞内に存在することができる。いくつかの態様では、溶液は標的ポリヌクレオ
チドの有無に対し試験され、他の態様では、溶液は標的ポリヌクレオチドの相対量に対し
試験されることは理解されるであろう。
【０２６２】
　二本鎖を標的ポリヌクレオチドと接触させた後、標的ポリヌクレオチドは、その、ナノ
複合体の一部であるポリヌクレオチドとのハイブリダイゼーションの結果、ｓｉｃＰＮを
置換および／または放出する。ｓｉｃＰＮの置換および放出により、表面とｓｉｃＰＮの
間の距離が増加し、ｓｉｃＰＮ上の標識が検出可能になる。ｓｉｃＰＮの置換および放出
の結果検出される標識の量は、溶液中に存在する標的ポリヌクレオチドの量と関係する。
一般に、検出可能な標識の量の増加は、溶液中の標的ポリヌクレオチドの数の増加と相関
する。
【０２６３】
　いくつかの実施形態では、溶液中で１を超える標的ポリヌクレオチドを検出することが
望ましい。これらの実施形態では、１を超えるｓｉｃＰＮが使用され、各ｓｉｃＰＮが独
特な検出可能な標識を含む。したがって、各標的ポリヌクレオチド、ならびにその相対量
は、各独特な検出可能な標識の検出に基づき、個々に検出可能である。
【０２６４】
　いくつかの実施形態では、本開示の組成物は、ナノフレア技術において有用である。ナ
ノフレアは、生細胞内部の生体分子レベル蛍光検出のためにｓｉｃＰＮ構造を利用するこ
とができるポリヌクレオチド機能化ナノ粒子の関連で前に記載されている［ＷＯ２００８
／０９８２４８号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）において記載される
］。この系では、ｓｉｃＰＮは「フレア」として作用し、検出可能に標識され、入ってく
る標的ポリヌクレオチドにより表面から置換または放出される。よって、ナノフレア技術
は、本明細書で記載されるナノ複合体の関連で有用であることが企図される。
【０２６５】
　さらなる態様では、ナノ複合体は試料中のシステインの存在または量を検出するために
使用され、Ｈｇ２＋を含む複合物およびナノ複合体の集団を含む第１の混合物を提供する
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ことを含み、ここで、集団は、一本鎖ポリヌクレオチドの対の１つを含むナノ複合体、お
よびその対の他の一本鎖ポリヌクレオチドを含むナノ複合体を含み、その対は適切な条件
下で少なくとも１つのヌクレオチドミスマッチを有する二本鎖を形成し、ならびに、第１
の混合物を、システインを有すると思われる試料と接触させ、第２の混合物を形成させる
こと、および第２の混合物中の二本鎖の融点を検出することを含み、ここで、融点は、試
料中のシステインの存在または量を示す。いくつかの態様では、ヌクレオチドミスマッチ
は、内部ヌクレオチドミスマッチである。さらなる態様では、ミスマッチはＴ－Ｔミスマ
ッチである。さらに別の態様では、システインを含む試料は、システインを含まない試料
よりも少なくとも約５℃低い融点を有する。
【０２６６】
遺伝子発現を阻止する方法
　本開示により提供される追加の方法は、標的ポリヌクレオチドを本明細書で記載される
組成物と接触させることを含み、接触は、遺伝子産物の発現を阻止するのに十分なもので
ある、標的ポリヌクレオチドから発現される遺伝子産物の発現を阻止する方法を含む。遺
伝子産物の阻止は、標的ポリヌクレオチドの本開示の組成物とのハイブリダイゼーション
に起因する。
【０２６７】
　ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの配列は、標的ポリヌクレオチドに特異的に
ハイブリダイズするためには、その標的ポリヌクレオチドの配列に１００％相補的である
必要はないことが、当技術分野において理解される。さらに、ナノ複合体の一部であるポ
リヌクレオチドは、１つ以上のセグメントにわたって標的ポリヌクレオチドにハイブリダ
イズすることができ、そのため、介在または隣接セグメントはハイブリダイゼーション事
象（例えば、限定はされないが、ループ構造またはヘアピン構造）に関与しない。相補性
パーセントは、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの長さにわたって決定される。
例えば、ポリヌクレオチドの２０ヌクレオチドのうちの１８が、全長１００ヌクレオチド
の標的ポリヌクレオチド中の２０ヌクレオチド領域に相補的である、ポリヌクレオチドを
含むナノ複合体を考えると、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドは９０％相補的で
ある。この例では、残りの非相補的ヌクレオチドはクラスター化され、相補的ヌクレオチ
ドが散在され、互いに、または相補的ヌクレオチドに近接する必要はない。ナノ複合体の
一部であるポリヌクレオチドの標的ポリヌクレオチドの領域との％相補性はルーチン的に
当技術分野で知られているＢＬＡＳＴプログラム（ベーシックローカルアラインメントサ
ーチツール）およびＰｏｗｅｒＢＬＡＳＴプログラムを使用して決定することができる(A
ltschul　et　al.,　J.　Mol.　Biol.,　1990,　215,　403－410;　Zhang　and　Madden,
　Genome　Res.,　1997,　7,　649－656)。
【０２６８】
　提供される遺伝子産物発現を阻止するための方法は、生体分子および／または非生体分
子を含むナノ複合体なしの遺伝子産物発現に比べ、標的遺伝子産物の発現が少なくとも約
５％、少なくとも約１０％、少なくとも約１５％、少なくとも約２０％、少なくとも約２
５％、少なくとも約３０％、少なくとも約３５％、少なくとも約４０％、少なくとも約４
５％、少なくとも約５０％、少なくとも約５５％、少なくとも約６０％、少なくとも約６
５％、少なくとも約７０％、少なくとも約７５％、少なくとも約８０％、少なくとも約８
５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９６％、少なくとも約９
７％、少なくとも約９８％、少なくとも約９９％、または１００％阻止されるものを含む
。言い換えれば、提供される方法は、標的遺伝子産物の発現の本質的にいくらかの程度の
阻止が得られるものを含む。
【０２６９】
　阻止の程度は、インビボで体液試料または生検試料から、当技術分野でよく知られたイ
メージング技術により決定される。または、阻止の程度はインビトロで細胞培養アッセイ
において、一般に、本明細書で記載される組成物の使用からインビボで予測することがで
きる阻止の程度の予測可能な尺度として決定される。標的ポリヌクレオチドの阻止は、あ
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る細胞に対する阻止の効果を評価するために使用されることが、本開示により企図される
。非制限的な例として、遺伝子産物の阻止の効果を研究することができ、ここで遺伝子産
物は、シグナル伝達経路の一部である。また、遺伝子産物の阻止を研究することができ、
ここで遺伝子産物は、アポトーシス経路に関与すると仮定される。
【０２７０】
　本明細書で記載される方法のいずれかを組み合わせて使用して、所望の結果を達成する
ことができることが理解されるであろう。例えば、限定はされないが、本明細書で記載さ
れる方法は、組み合わせることができ、標的ポリヌクレオチドを検出する、ならびにその
発現を制御することの両方が可能になる。いくつかの実施形態では、この組み合わせを使
用して、インビトロまたはインビボのいずれかで、時間に伴う標的ポリヌクレオチド発現
の阻止を定量化することができる。時間に伴う定量は、１つの態様では、培養物から特定
の時間点で細胞を除去し、各時間点で標的ポリヌクレオチドの発現の相対レベルを評価す
ることにより、達成される。１つの態様では、検出可能な標識の可視化により評価される
、時間に伴う標的ポリヌクレオチドの量の減少は、標的ポリヌクレオチドの阻止速度を示
す。
【０２７１】
　よって、あるポリヌクレオチドの、標的ポリヌクレオチドにハイブリダイズし、その発
現を阻止する有効性を決定すること、ならびにあるポリヌクレオチドの細胞上での阻止の
効果を決定することは、企図される態様である。
【０２７２】
イメージング方法
磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）
　ある実施形態では、ポリヌクレオチドに結合されたＭＲＩコントラスト剤は、鉄または
常磁性放射性トレーサおよび／または複合物であり、例えば、ガドリニウム、キセノン、
酸化鉄、および銅が挙げられるがそれらに限定されない。
【０２７３】
蛍光
　本開示の組成物の存在が、観察可能な変化により検出される方法が提供される。１つの
態様では、組成物の存在は、本明細書で開示される特定のマーカーを検出することができ
る装置を用いて観察される色の変化を生じさせる。例えば、限定はされないが、蛍光顕微
鏡は、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドに結合されるフルオロフォアの存在を検
出することができる。
【０２７４】
触媒金属堆積による複合物可視化
　本明細書で記載される方法は、本明細書で規定されるナノ複合体と標的分子の間で形成
される複合物上に金属を堆積させ、複合物の検出を増加させることを含む。金属は、ナノ
粒子／標的分子複合物が金属増強溶液と、金属層を複合物上に堆積させる条件下で接触さ
せられた場合、ナノ粒子／標的分子上に堆積される。よって、本開示はまた、ナノ複合体
を含む組成物を提供し、ナノ複合体は単一の触媒金属堆積物を有し、組成物は少なくとも
約２５０ｎｍｓの平均直径を有する。いくつかの実施形態では、平均直径は約２５０ｎｍ
～約５０００ｎｍである。いくつかの態様では、１を超える触媒金属堆積物が企図される
。
【０２７５】
　金属増強溶液は、本明細書では、ナノ複合体－標的分子複合物と接触させられ、金属を
複合物上に堆積させる溶液である。様々な態様では、堆積される金属の型によって、金属
増強溶液は、例えば、限定はされないが、ＨＡｕＣｌ４、硝酸銀、ＮＨ２ＯＨおよびヒド
ロキノンを含む。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、標的分子は、ナノ複合体と接触される場合、サポート上に固
定される。サポートとしては、本明細書では、カラム、膜、またはガラスもしくはプラス
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チック表面が挙げられるが、それらに限定されない。ガラス表面サポートとしては、ビー
ズまたはスライドが挙げられるが、それらに限定されない。本開示により企図されるプラ
スチック表面としては、スライド、およびマイクロタイタープレートが挙げられるが、そ
れらに限定されない。マイクロアレイは、本開示により企図される追加のサポートであり
、典型的にはガラス、シリコンベースまたはポリマーのいずれかである。マイクロアレイ
は当業者に知られており、サポート上に、アドレス可能な位置で配列された標的分子を含
む。マイクロアレイ、例えば、限定はされないが、Ａｆｆｙｍｅｔｒｉｘ，Ｉｎｃ．から
購入できる。
【０２７７】
　いくつかの実施形態では、標的分子は溶液中にある。この型のアッセイでは、ナノ複合
体は溶液中の標的分子と接触させられ、ナノ粒子／標的分子複合物を形成し、これはその
後、複合物上に金属が堆積された後検出される。この型の方法は、標的分子が溶液または
体液中にあるかに関係なく有用である。例えば、限定はされないが、本明細書では溶液は
緩衝溶液、水、または有機溶液を意味する。体液としては、血液（血清または血漿）、リ
ンパ液、脳脊髄液、精液、尿、滑液、涙、粘液、および唾液が挙げられるが、それらに限
定されず、当業者にとってルーチン的な方法により得ることができる。
【０２７８】
　本開示はまた、金属イオン（例えば、限定はされないが、水銀イオン（Ｈｇ２＋））を
検出するための、本明細書で記載される組成物および方法の使用を企図する。これらの態
様では、方法は、ＤＮＡポリヌクレオチドを含むナノ複合体の協同的結合および触媒特性
ならびにＨｇ２＋に対するチミン－チミンミスマッチの選択的結合を利用する[Lee　et　
al.,　Anal.　Chem.　80:　6805－6808　(2008)]。
【０２７９】
　本明細書で記載される方法はまた、バイオバーコードアッセイと組み合わせて使用する
ために企図される。バイオバーコードアッセイは、一般に米国特許第６，９７４，６６９
号および第７，３２３，３０９号（各々が、参照によりその全体が本明細書に組み込まれ
る）に記載される。
【０２８０】
　本開示の方法は、銀もしくは金またはそれらの組み合わせが標的分子との複合物中のナ
ノ複合体上に堆積されるものを含む。
【０２８１】
　１つの実施形態では、本明細書で記載されるナノ複合体上での銀堆積方法は、単一の銀
堆積後、約３ｐＭの標的分子の検出限界を与える。別の態様では、第２の銀堆積により、
検出限界が約３０ｆＭまで改善される。よって、銀の堆積数が、標的分子の検出限界と関
連する。したがって、当業者であれば、本開示の方法は、ある濃度の標的分子と相関する
ように調整され得ることを理解するであろう。例えば、限定はされないが、３０ｆＭの標
的分子では、２つの銀堆積を使用することができる。銀堆積により検出するのに好適な標
的分子濃度は、約３ｐＭ、約２ｐＭ、約１ｐＭ、約０．５ｐＭ、約４００ｆＭ、約３００
ｆＭ、約２００ｆＭ、約１００ｆＭ以下である。
【０２８２】
　提供される方法では、ナノ複合体は、第１の分子を含む試料と、ナノ複合体と第１の分
子の間で複合物形成が可能となる条件下で接触させられる。
【０２８３】
　第２の分子が第１の分子と、ナノ複合体と第１の分子の接触前に複合物形成が可能とな
る条件下で接触させられる方法もまた、提供される。
【０２８４】
　標的分子が第１のナノ複合体と結合する第２のナノ複合体に付着される方法もまた企図
される。いくつかの態様では、第２のナノ複合体は固体サポート上に固定される。他の態
様では、第２のナノ複合体は溶液中にある。
【０２８５】
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　提供される方法はまた、ナノ複合体を含む組成物を、１を超える標的分子と接触させる
ことを一般に企図する。したがって、いくつかの態様では、１を超えるポリペプチドおよ
び／またはポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、１を超える標的分子を同時に認識し、
結合することができることが企図される。
【０２８６】
　さらなる実施形態では、ハイスループット検出および同定のための「サンドイッチ」プ
ロトコルを使用して標的ポリヌクレオチドが同定される。例えば、限定はされないが、標
的ポリヌクレオチドを認識し、選択的に結合するポリヌクレオチドは、固体サポート上に
固定される。標的ポリヌクレオチドを含む試料は、ポリヌクレオチドを含む固体サポート
と接触させられ、よって、結合が起こり得る。非特異的相互作用の除去後、本明細書で記
載されるナノ複合体を含む組成物が添加される。これらの態様では、ナノ複合体は、標的
ポリヌクレオチドと選択的に結合する分子を含み、よって、ポリヌクレオチド－標的ポリ
ヌクレオチド－ナノ複合体の「サンドイッチ」が生成される。この複合物はその後、本明
細書で記載される金属堆積プロセスに暴露され、高感度検出が得られる。相互作用の定量
により、疾患進行、治療有効性、疾患同定、および疾患感受性に関連するが、それらに限
定されない決定が可能になる。
【０２８７】
　複合物の検出を増強させるための、本明細書で規定されるナノ複合体と標的分子の間で
形成される複合物上の金属の触媒堆積の追加の説明は米国出願番号第１２／７７０，４８
８号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）において見られる。
【０２８８】
標的ポリヌクレオチドの転写の調節の検出
　本開示により提供される方法は、ナノ複合体および転写制御因子を投与すること、検出
可能な変化を測定することを含み、転写制御因子は、転写制御因子のない場合の転写レベ
ルに対し、標的細胞における標的ポリヌクレオチドの転写を増加または減少させる、標的
ポリヌクレオチドの転写の調節を検出する方法を含む。
【０２８９】
　本開示はまた、標的ポリヌクレオチドを同定する方法を企図する。これらの方法のいく
つかの態様では、ポリヌクレオチドのライブラリが、その標的ポリヌクレオチドの転写の
増加または減少を検出する能力に対しスクリーニングされる。ライブラリは、様々な態様
では、ポリヌクレオチドライブラリである。これらの方法のいくつかの態様では、知られ
ている配列を含む二本鎖ポリヌクレオチドが、ナノ複合体を生成するために使用され、第
１のナノ複合体が作製される。いくつかの態様では、二本鎖ポリヌクレオチドの１つの鎖
はさらに、ポリヌクレオチドの２つの鎖が互いにハイブリダイズされたままである間にク
エンチされる検出可能なマーカーを含む。ナノ複合体がその後、標的細胞と、転写制御因
子と同時に接触させられる。ナノ複合体を生成するのに使用される、知られている配列の
ポリヌクレオチドは標的ポリヌクレオチドとハイブリダイズする場合、検出可能な変化が
得られる。検出可能な変化は、いくつかの態様では、蛍光である。標的細胞をポリヌクレ
オチドが第１のナノ複合体とは異なる配列を含む第２のナノ複合体と接触させることによ
り観察される検出可能な変化とは著しく異なる検出可能な変化の観察は、標的ポリヌクレ
オチドの同定を示す。よって、さらなる態様では、各ナノ複合体は知られている配列のポ
リヌクレオチドを含み、さらに別の態様では、ライブラリ内のポリヌクレオチドを含む異
なるナノ粒子が投与される場合に測定される検出可能な変化に対する、転写制御因子が投
与された場合の検出可能な変化の増加または減少は標的ポリヌクレオチドの同定を示す。
したがって、いくつかの態様では、方法はある転写制御因子により制御されるｍＲＮＡの
同定を提供する。様々な態様では、ｍＲＮＡは増加され、いくつかの態様ではｍＲＮＡは
減少される。
【０２９０】
　ナノ複合体を含む組成物のヒトへの局所送達が、本開示のいくつかの態様で企図される
。局所送達はインターベンショナルラジオロジーおよび本開示の組成物との併用での塞栓
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剤の使用を含む。
【０２９１】
ナノ複合体のプローブとしての使用
　ナノ複合体は、１つの態様では、診断アッセイにおいて、核酸を検出するためのプロー
ブとして使用される。
【０２９２】
　標的核酸を検出する方法のいくつかの実施形態は、基材を使用する。検出可能な変化の
観察を可能にする任意の基材を使用することができる。好適な基材としては、透明固体表
面（例えば、ガラス、石英、プラスチックおよび他のポリマー）、不透明固体表面（例え
ば、白色固体表面、例えばＴＬＣシリカプレート、濾紙、ガラス繊維フィルタ、硝酸セル
ロース膜、ナイロン膜）、および導電固体表面（例えば、インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ
））が挙げられる。基材は任意の形状または厚さとすることができ、一般に平坦で薄い。
透明基材、例えばガラス（例えば、ガラススライド）またはプラスチック（例えば、マイ
クロタイタープレートのウェル）が好ましい。ポリヌクレオチドを基材に付着する方法お
よびナノ複合体に関するその使用が米国特許出願第２００２０１７２９５３号（参照によ
りその全体が本明細書に組み込まれる）で開示される。
【０２９３】
　基材を使用することにより、検出可能な変化を増幅させ、アッセイの感度を増加させる
ことができる。１つの態様では、方法は、標的ポリヌクレオチドを、ポリヌクレオチドが
付着された基材と接触させる工程を含み、ポリヌクレオチドは、（ｉ）標的核酸の配列の
第１の部分に相補的な配列を有し、接触工程は、基材上のポリヌクレオチドの標的核酸と
のハイブリダイゼーションを可能にするのに有効な条件下で実施され、ならびに、（ｉｉ
）基材に結合された標的核酸を、付着されたポリヌクレオチドを有する第１の型のナノ複
合体と接触させる工程を含み、ポリヌクレオチドは、標的核酸の配列の第２の部分に相補
的な配列を有し、接触工程は、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドの標的核酸との
ハイブリダイゼーションを可能にするのに有効な条件下で実施される。次に、基材に結合
された第１の型のナノ複合体がポリヌクレオチドを含む第２の型のナノ複合体と接触させ
られ、第２の型のナノ複合体上のポリヌクレオチドは、第１の型のナノ複合体を生成させ
るのに使用されるポリヌクレオチドの配列の少なくとも一部に相補的な配列を有し、接触
工程は第１および第２の型のナノ複合体上のポリヌクレオチドのハイブリダイゼーション
を可能にするのに有効な条件下で起こる。最後に、これらのハイブリダイゼーションによ
り生成される検出可能な変化が観察される。
【０２９４】
　ナノ複合体上のポリヌクレオチドの核酸へのハイブリダイゼーションで起こる検出可能
な変化は色変化、ナノ複合体の凝集物の形成、または凝集ナノ複合体の沈殿であってもよ
い。色変化は、肉眼で、または分光学的に観察することができる。ナノ複合体の凝集物の
形成は、電子顕微鏡観察または比濁法に観察することができる。凝集ナノ複合体の沈殿は
肉眼でまたは顕微鏡で観察することができる。肉眼で観察することができる変化が好まし
い。肉眼で観察可能な色変化が特に好ましい。
【０２９５】
　肉眼による色変化の観察に基づく標的核酸ハイブリダイゼーションを検出する方法は、
安価で、迅速で、簡単で、強固（試薬が安定である）であり、特殊なまたは高価な装置を
必要とせず、ほとんど、あるいは全く器具類が必要とされない。これらの利点により、例
えば、特定の病原体の存在を検出する分野におけるＤＮＡ配列決定における研究および分
析研究所、治療のための薬物の処方を支援するための感染の迅速同定のために診療所で、
および高価でない第一線スクリーニングのために家およびヘルスセンターにおいて使用す
るのに、特に好適なものとなる。
【０２９６】
　ポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、対象の標的分子を標的にするアッセイにおいて
使用することができる。よって、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、バイオバーコー
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ドアッセイなどのアッセイにおいて使用することができる。例えば、米国特許第６，３６
１，９４４号；６，４１７，３４０号；６，４９５，３２４号；６，５０６，５６４号；
６，５８２，９２１号；６，６０２，６６９号；６，６１０，４９１号；６，６７８，５
４８号；６，６７７，１２２号；６６８２，８９５号；６，７０９，８２５号；６，７２
０，１４７号；６，７２０，４１１号；６，７５０，０１６号；６，７５９，１９９号；
６，７６７，７０２号；６，７７３，８８４号；６，７７７，１８６号；６，８１２，３
３４号；６，８１８，７５３号；６，８２８，４３２号；６，８２７，９７９号；６，８
６１，２２１号；および６，８７８，８１４号（その開示は参照により本明細書に組み込
まれる）を参照されたい。
【０２９７】
用量および医薬組成物
　本明細書で記載される組成物のいずれも、所望の治療効果を達成する治療的有効量で哺
乳類に投与され得ることは認識されるであろう。
【０２９８】
　本明細書では、「治療的有効量」という用語は、同定された疾患または病状を治療、寛
解、または防止する、または検出可能な治療、予防、または阻害効果を示すのに十分な組
成物の量を示す。効果は、例えば、臨床症状の改善、症状の低減により、または本明細書
で記載されるアッセイにより検出することができる。被験体に対する正確な有効量は、被
験体の体重、サイズ、および健康；病状の性質および程度；ならびに投与のために選択さ
れる抗生物質組成物または組成物の組み合わせに依存する。ある状況に対する治療的有効
量は、臨床医の技術および判断の範囲内にあるルーチン実験により決定することができる
。
【０２９９】
　本明細書で記載される組成物は、薬学的に許容される賦形剤、担体、または希釈剤と共
に製剤化して医薬組成物としてもよい。化合物または組成物は、例えば、限定はされない
が、本明細書で記載される疾患、障害または感染の治療を可能にする任意の経路により投
与することができる。好ましい投与経路は経口投与である。さらに、抗生物質組成物を含
む化合物または組成物は、任意の標準投与経路を用いて、例えば非経口で、例として、静
脈内、腹腔内、肺内、皮下または筋肉内、くも膜下腔内で、経皮的に（本明細書で記載さ
れるように）、直腸、経口、経鼻または吸入により、患者に送達され得る。
【０３００】
　徐放製剤はまた、消化管内の体液と接触する活性剤の放出制御を達成するために、およ
び血液血漿中で活性剤の実質的に一定の有効レベルを提供するために本明細書で記載され
る作用物質から調製され得る。結晶形態が、この目的のために生分解性ポリマー、水溶性
ポリマーまたは両方の混合物、および任意で好適な界面活性剤のポリマーマトリクス中に
埋め込まれ得る。埋込は、この関係において、微小粒子のポリマーマトリクス中での組み
込みを意味することができる。放出制御製剤はまた、公知の分散またはエマルジョンコー
ティング技術を介する分散微小粒子または乳化微小滴の封入により得られる。
【０３０１】
　投与は単一用量投与の形態をとることができ、または実施形態の化合物は、ある期間に
わたって分割投与で、または連続放出製剤もしくは投与方法（例えば、ポンプ）で投与す
ることができる。しかしながら、実施形態の化合物は、被験体に投与され、投与される化
合物の量および選択される投与経路は、病状の効果的な治療を可能にするように選択され
るべきである。治療薬の組み合わせの投与（すなわち、併用療法）もまた企図されるが、
ただし、少なくとも１つの治療薬が本明細書で記載されるナノ複合体と関連することを条
件とする。
【０３０２】
　一実施形態では、医薬組成物は、特定の投与方法および剤形によって、薬学的に許容さ
れる賦形剤、例えば担体、溶媒、安定化剤、アジュバント、希釈剤などと共に製剤化され
得る。医薬組成物は一般に、生理学的に適合可能なｐＨを達成するように製剤化されるべ
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きであり、製剤および投与経路によってｐＨ約３～ｐＨ約１１、好ましくは約ｐＨ３～約
ｐＨ７の範囲とすることができる。別の実施形態では、ｐＨは、約ｐＨ５．０～約ｐＨ８
の範囲に調節することが好ましい。より特定的には、医薬組成物は、様々な態様では治療
的または予防的有効量の本明細書で記載される少なくとも１つの組成物を、１つ以上の薬
学的に許容される賦形剤と共に含む。本明細書で記載されるように、医薬組成物は任意で
本明細書で記載される化合物の組み合わせを含み得る。
【０３０３】
　「薬学的に許容される賦形剤」という用語は、医薬品、例えば本明細書で記載される化
合物の投与のための賦形剤を示す。その用語は、不当な毒性なしで投与され得る任意の医
医薬賦形剤を示す。
【０３０４】
　薬学的に許容される賦形剤は、１つには、投与される特定の組成物により、ならびに組
成物を投与するのに使用される特定の方法により決定される。したがって、医薬組成物の
広範囲の好適な製剤が存在する（例えば、Remington's　Pharmaceutical　Sciencesを参
照されたい)。
【０３０５】
　好適な賦形剤は大きな、徐々に代謝される巨大分子、例えばタンパク質、多糖、ポリ乳
酸、ポリグリコール酸、ポリマーアミノ酸、アミノ酸コポリマー、および不活性ウイルス
粒子を含む担体分子とすることができる。他の例示的な賦形剤としては、抗酸化剤（例え
ば、アスコルビン酸）、キレート剤（例えば、ＥＤＴＡ）、炭水化物（例えば、デキスト
リン、ヒドロキシアルキルセルロース、および／またはヒドロキシアルキルメチルセルロ
ース）、ステアリン酸、液体（例えば、油、水、生理食塩水、グリセロールおよび／また
はエタノール）、湿潤または乳化剤、ｐＨ緩衝物質、などが挙げられる。リポソームはま
た、薬学的に許容される賦形剤の定義に含まれる。
【０３０６】
　さらに、医薬組成物は、滅菌注射調製物、例えば滅菌注射水性エマルジョンまたは油性
懸濁液の形態とすることができる。このエマルジョンまたは懸濁液は、当業者により、好
適な分散または湿潤剤および懸濁剤を使用して製剤化され得る。滅菌注射調製物はまた、
無毒性の非経口的に許容される希釈剤または溶媒中の滅菌注射溶液または懸濁液、例えば
１，２－プロパン－ジオール中の溶液とすることができる。
【０３０７】
　滅菌注射調製物はまた、凍結乾燥粉末として調製され得る。さらに、滅菌固定油が溶媒
または懸濁媒質として使用され得る。このために、合成モノまたはジグリセリドを含む任
意の無菌性固定油が使用され得る。さらに、脂肪酸（例えば、オレイン酸）が同様に注射
液の調製に使用され得る。
【０３０８】
経皮送達
　本開示のいくつかの態様では、ナノ複合体および皮膚ビヒクルを含む組成物を、その必
要のある患者の皮膚に投与する工程を含むナノ複合体の経皮送達の方法が提供される。
【０３０９】
　１つの態様では、ナノ複合体の送達は経皮的である。別の態様では、ナノ複合体の送達
は局所的である。別の態様では、ナノ複合体の送達は、局所投与後表皮および真皮にされ
る。いくつかの実施形態では、皮膚ビヒクルは軟膏を含む。いくつかの態様では、軟膏は
Ａｑｕａｐｈｏｒである。
【０３１０】
　方法のさらなる実施形態では、組成物の投与は、皮膚障害を寛解する。様々な実施形態
では、皮膚障害は、癌、遺伝的障害、加齢、炎症、感染、および美容上の異形からなる群
より選択される。
【０３１１】
　ナノ粒子組成物の経皮送達およびそれらの使用方法のさらなる説明については、ＰＣＴ
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／ＵＳ２０１０／２７３６３号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）を参照
されたい。
【０３１２】
ビヒクル
　いくつかの実施形態では、本開示の組成物および方法はビヒクルを含む。本明細書では
、「ビヒクル」は、ナノ複合体組成物が結合する主剤である。
【０３１３】
　本開示の組成物および方法において有用なビヒクルは当業者に知られており、例えば、
軟膏、クリーム、ローション、ジェル、フォーム、緩衝溶液（例えば、限定はされないが
、リンゲル液および等張塩化ナトリウム溶液）または水が挙げられるが、それらに限定さ
れない。いくつかの実施形態では、ビヒクルは１つ以上の追加の物質、例えば、限定はさ
れないがサリチル酸、αヒドロキシ酸、または尿素を含み、これらは角質層を通る浸透を
増強させる。
【０３１４】
　様々な態様では、本開示の組成物および方法において使用するために企図されるビヒク
ルとしては、、Ａｑｕａｐｈｏｒ（登録商標）治癒軟膏、Ａ＋Ｄ、ポリエチレングリコー
ル（ＰＥＧ）、グリセロール、鉱物油、Ｖａｓｅｌｉｎｅ集中治療クリーム（鉱物油およ
びグリセリンを含む）、黄色ワセリン、ＤＭＬ（ワセリン、グリセリンおよびＰＥＧ２０
を含む）、ＤＭＬ（ワセリン、グリセリンおよびＰＥＧ１００を含む）、Ｅｕｃｅｒｉｎ
保湿クリーム、Ｃｅｔａｐｈｉｌ（ワセリン、グリセロールおよびＰＥＧ３０を含む）、
Ｃｅｔａｐｈｉｌ、ＣｅｒａＶｅ（ワセリンおよびグリセリンを含む）、ＣｅｒａＶｅ（
グリセリン、ＥＤＴＡおよびコレステロールを含む）、Ｊｅｒｇｅｎｓ（ワセリン、グリ
セリンおよび鉱物油を含む）、ならびにＮｉｖｅａ（ワセリン、グリセリンおよび鉱物油
を含む）が挙げられるが、それらに限定されない。当業者は上記リストから、追加のビヒ
クルが本開示の組成物および方法において有用であることを理解するであろう。
【０３１５】
　本明細書では、軟膏は、油中水の製剤である。本明細書では、クリームは水中油の製剤
である。一般に、ローションは、クリームまたは軟膏よりも多くの水を有し；ジェルはア
ルコールを含み、フォームは、液体中に気泡をトラップさせることにより形成された物質
である。これらの用語は当業者により理解される。
【０３１６】
塞栓剤
　本開示の組成物との併用での塞栓剤の投与もまた、企図される。塞栓剤は、意図的に塞
栓を導入することによる血管の選択的閉塞を介して標的部位で局在化される薬物濃度を増
加させ、一方、動脈流入を減少させることにより薬物洗い流しを減少させるように作用す
る。よって、ポリヌクレオチドが結合部位を介してコントラスト剤に結合される、ポリヌ
クレオチドを含むナノ粒子を含む組成物は、塞栓剤をなしで、組成物が標的部位にとどま
る期間に比べ、標的部位により長い期間、塞栓剤と共にとどまるであろう。したがって、
いくつかの実施形態では、本開示は本明細書で記載される組成物を、塞栓剤と併用するこ
とを企図する。
【０３１７】
　本開示の組成物および方法の様々な態様では、使用される塞栓剤は、脂質エマルジョン
（例えば、限定はされないが、ヨード化ケシ油エチルエステルまたはリピオドール）、ゼ
ラチンスポンジ、トリスアセチルゼラチンミクロスフェア、塞栓形成コイル、エタノール
、小分子薬物、生分解性ミクロスフェア、非生分解性ミクロスフェアまたはポリマー、お
よび自己組織化塞栓材料からなる群より選択される。
【０３１８】
　本明細書で開示される組成物は、望まれる組織または細胞のイメージング、および／ま
たは疾患または病状の治療を可能にする任意の経路により投与される。１つの態様では、
投与経路は、動脈内投与である。さらに、ナノ複合体を含む組成物は、任意の標準投与経
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路、例えば、限定はされないが、経口、非経口、例えば静脈内、腹腔内、肺内、心臓内、
骨内注入（「ＩＯ」）、皮下または筋肉内、くも膜下腔内、経皮、皮内、直腸、経口、経
鼻または吸入もしくは経粘膜送達を用いて患者に送達される。本明細書で提供される組成
物の直接注射もまた、企図され、いくつかの態様では、皮下針を介して送達される。徐放
製剤もまた、体液と接触する本明細書で記載される組成物の１つ以上の成分の放出制御を
達成するために、血液血漿中で組成物の１つ以上の成分の実質的に一定で有効なレベルを
提供するために、本明細書で記載される組成物から調製され得る。
【０３１９】
標的部位同定および組成物送達
　細胞を本開示の組成物と、コントラスト剤を細胞に送達するのに十分な条件下で接触さ
せることを含むコントラスト剤を細胞に送達させる方法が、本明細書で提供される。組成
物の送達後、いくつかの態様では、方法はさらに、コントラスト剤を検出する工程を含む
。コントラスト剤の検出は、本明細書で記載されるものを含む、当技術分野で知られてい
る方法のいずれかにより実施される。
【０３２０】
　特定の実施形態では、コントラスト剤は、イメージング手順により検出され、および様
々な態様では、イメージング手順はＭＲＩ、ＣＴ、および蛍光からなる群より選択される
。
【０３２１】
　提供される方法はまた、本開示の組成物が標的部位に局所的に送達されるものを含む。
標的部位が同定された時点で、本開示の組成物が、１つの態様では、動脈内に送達される
。別の態様では、本開示の組成物が静脈内に送達される。本開示の組成物の送達のための
標的細胞は、様々な態様では、癌細胞、幹細胞、Ｔ細胞、およびβ－島細胞からなる群よ
り選択される。
【０３２２】
　様々な態様では、標的部位は病変形成部位である。
【０３２３】
　いくつかの態様では、病変形成部位は癌である。様々な態様では、癌は、肝臓、膵臓、
胃、結腸直腸、前立腺、精巣、腎細胞、乳房、膀胱、尿管、脳、肺、結合組織、血液、心
血管、リンパ、皮膚、骨、目、鼻咽頭、喉頭、食道、口膜、舌、甲状腺、耳下腺、縦隔、
卵巣、子宮、付属器、小腸、虫垂、カルチノイド、胆嚢、下垂体、転移拡散から生じる癌
、および内胚葉、中胚葉または外胚葉に由来する組織から生じる癌からなる群より選択さ
れる。
【０３２４】
　いくつかの実施形態では、病変形成部位は実質臓器疾患である。様々な態様では、実質
臓器は、心臓、肝臓、膵臓、前立腺、脳、目、甲状腺、下垂体、耳下腺、皮膚、脾臓、胃
、食道、胆嚢、小腸、胆管、虫垂、結腸、直腸、乳房、膀胱、腎臓、尿管、肺、および内
胚葉、外胚葉または中胚葉に由来する組織からなる群より選択される。
【０３２５】
化学療法薬の活性化
　本開示によれば、本明細書で記載されるナノ複合体に付着される化学療法薬は、細胞に
侵入すると活性化されることが企図される。いくつかの態様では、活性化された化学療法
薬は、ポリヌクレオチドに付着されていない化学療法薬に比べ細胞毒性を増加させ、ここ
でポリヌクレオチドはナノ複合体の一部であり、細胞毒性の増加は、インビトロ細胞培養
アッセイを用いて測定される。インビトロ細胞培養アッセイは、例えば、限定はされない
が、（３－（４，５－ジメチルチアゾール－２－イル）－２，５－ジフェニルテトラゾリ
ウムブロミド）（ＭＴＴ）アッセイである。したがって、上記で記載される細胞毒性の増
加は、細胞への侵入前に、ナノ複合体の一部であるポリヌクレオチドに付着された化学療
法薬の毒性の減少と関連する。
【０３２６】
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標的分子
　本明細書で記載される組成物のいずれも、標的分子を検出するために使用することがで
きることが、本開示により企図される。様々な態様では、標的分子はポリヌクレオチドで
あり、ポリヌクレオチドは、真核生物、原核生物、またはウイルスのいずれかのものであ
る。
【０３２７】
　いくつかの態様では、標的分子はポリヌクレオチドである。
【０３２８】
　ポリヌクレオチドが少量存在する場合、当技術分野で知られている方法により増幅させ
ることができる。例えば、Sambrook　et　al.,　Molecular　Cloning:　A　Laboratory　
Manual　(2nd　ed.　1989)　and　B.　D.　Hames　and　S.　J.　Higgins,　Eds.,　Gene
　Probes　1　(IRL　Press,　New　York,　1995)を参照されたい。一般に、限定はされな
いが、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅は、標的核酸の濃度を、より容易に検出する
ことができる程度まで増加させるために実施することができる。
【０３２９】
　様々な実施形態では、提供される方法は、標的ポリヌクレオチドが遺伝子産物をコード
するｍＲＮＡであり、遺伝子産物の翻訳が阻止され、または標的ポリヌクレオチドが遺伝
子産物をコードする遺伝子中のＤＮＡであり、遺伝子産物の転写が阻止されるものを含む
。標的ポリヌクレオチドがＤＮＡである方法では、ポリヌクレオチドは、ある態様では阻
止される遺伝子産物をコードするＤＮＡである。他の方法では、ＤＮＡは、遺伝子産物に
対するコード領域に相補的である。さらに他の態様では、ＤＮＡは遺伝子産物の発現に必
要とされる調節エレメントをコードする。「調節エレメント」としては、エンハンサー、
プロモーター、サイレンサー、ポリアデニル化シグナル、制御タンパク質結合エレメント
、制御イントロン、リボソーム侵入部位、などが挙げられるが、それらに限定されない。
さらに別の態様では、標的ポリヌクレオチドは、内因性複製に必要とされる配列である。
さらなる実施形態では、標的分子はマイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）である。
【０３３０】
抗原核生物標的ポリヌクレオチド
　原核生物標的ポリヌクレオチドでは、様々な態様では、ポリヌクレオチドはゲノムＤＮ
ＡまたはゲノムＤＮＡから転写されたＲＮＡである。真核生物標的ポリヌクレオチドでは
、ポリヌクレオチドは動物ポリヌクレオチド、植物ポリヌクレオチド、真菌ポリヌクレオ
チド、例えば酵母ポリヌクレオチドである。上記のように、標的ポリヌクレオチドはゲノ
ムＤＮＡまたはゲノムＤＮＡ配列から転写されたＲＮＡのいずれかである。ある態様では
、標的ポリヌクレオチドはミトコンドリアポリヌクレオチドである。ウイルス標的ポリヌ
クレオチドでは、ポリヌクレオチドはウイルスゲノムＲＮＡ、ウイルスゲノムＤＮＡ、ま
たはウイルスゲノムＤＮＡから転写されたＲＮＡである。
【０３３１】
　１つの実施形態では、本発明のポリヌクレオチドは生理的条件下で標的原核生物配列に
ハイブリダイズするように設計される。
【０３３２】
　当業者は容易に、ポリヌクレオチドを含むナノ複合体のための適切な標的を決定し、当
技術分野で知られている技術を使用してポリヌクレオチドを設計し、合成することができ
ることが理解されるであろう。標的は、例えば、対象の標的核酸の配列を（例えば、Ｇｅ
ｎＢａｎｋから）入手し、これを他の核酸配列と、例えば、ＭａｃＶｅｃｔｏｒ　６．０
プログラム、ＣｌｕｓｔａｌＷアルゴリズム、ＢＬＯＳＵＭ　３０マトリクス、およびデ
フォルトパラメータを用いて整列させることにより同定することができ、核酸整列のため
の、１０のギャップ開始ペナルティおよび５．０のギャップ伸張ペナルティが含まれる。
【０３３３】
　任意の必須原核生物遺伝子が本開示の方法を用いる標的遺伝子として企図される。上記
のように、任意の原核生物種に対する必須原核生物遺伝子は、様々な方法、例えば大腸菌
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に対するＧｅｒｄｅｓにより記載されるもの[Gerdes　et　al.,　J　Bacteriol.　185(19
):　5673－84,　2003]を用いて決定することができる。多くの必須遺伝子が、細菌界全体
で保存され、よって、標的選択における追加のガイダンスが提供される。標的遺伝子配列
は、容易に入手可能な生物情報学源、例えば、国立バイオテクノロジー情報センター（Ｎ
ＣＢＩ）により維持されているものを用いて同定することができる。
【０３３４】
　最適活性を示すポリヌクレオチドを含むナノ複合体は、その後、ヒト感染症を治療する
ために使用する前に、動物モデル、または獣医動物において試験される。
【０３３５】
細胞分裂および細胞周期標的タンパク質のための標的配列
　本開示のポリヌクレオチドは、必須原核生物遺伝子をコードする原核生物核酸の配列に
ハイブリダイズするように設計される。例示的な遺伝子としては、細胞分裂、細胞周期タ
ンパク質のために必要とされるもの、または脂質生合成もしくは核酸複製のために必要と
される遺伝子が挙げられるが、それらに限定されない。
【０３３６】
　これらの３つのタンパク質の各々に対し、米国特許出願第２００８０１９４４６３号（
参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）の表１は多くの重要な病原菌の各々に対
する標的配列を含む例示的な細菌配列を提供する。これらの遺伝子配列は、各細菌株に対
するＧｅｎＢａｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ全ゲノム配列に由来する。
【０３３７】
原核生物１６ＳリボソームＲＮＡに対する標的配列
　１つの実施形態では、本発明のポリヌクレオチドは、細菌１６Ｓ　ｒＲＮＡ核酸配列を
コードする配列に、生理的条件下、３７℃よりも実質的に大きなＴｍで、例えば、少なく
とも４５℃、好ましくは６０℃－８０℃でハイブリダイズするように設計される。
【０３３８】
　１６Ｓ　ｒＲＮＡ配列に対する例示的な細菌および関連するＧｅｎＢａｎｋ受入番号が
米国特許第６，６７７，１５３号（参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）の表
１において提供される。
【０３３９】
追加の標的分子
　標的分子は細胞、組織試料、または生体液に存在することができ、これもまた当技術分
野で知られている。
【０３４０】
　様々な実施形態では、本開示は１を超える標的ポリヌクレオチドが標的細胞において検
出されることを企図する。
【０３４１】
　さらなる実施形態では標的分子はイオンである。本開示は、１つの態様では、イオンが
亜硝酸イオン（ＮＯ２－）であることを企図する。いくつかの態様では、イオンは水銀（
Ｈｇ２＋）、Ｃｕ２＋およびＵＯ２＋からなる群より選択される金属イオンである。
【０３４２】
キット
　本開示の組成物を含むキットもまた提供される。１つの実施形態では、キットは、少な
くとも１つの容器を含み、容器は、本明細書で記載される１つ以上のポリヌクレオチドを
含む本明細書で記載される少なくとも１つの型のナノ複合体を保持する。第１の型のナノ
複合体の一部であるポリヌクレオチドは、標的ポリヌクレオチドの第１の部分の１つ以上
の配列に相補的（または本明細書で開示されるように十分相補的）である１つ以上の配列
を有する。容器は任意で、標的ポリヌクレオチドの第２の部分の１つ以上の配列に相補的
な配列を有するポリヌクレオチドを含む１つ以上の追加の型のナノ複合体を含む。
【０３４３】
　別の実施形態では、キットは少なくとも２つの容器を含む。第１の容器は、標的生体分
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子および／または非生体分子の１つ以上の部分に結合することができる本明細書で記載さ
れる１つ以上の生体分子および／または非生体分子を含む本明細書で開示される１つ以上
のナノ複合体を保持する。第２の容器は、標的生体分子および／または非生体分子の同じ
または異なる部分の１つ以上の配列と結合することができる１つ以上の生体分子および／
または非生体分子を含む１つ以上のナノ複合体を保持する。
【０３４４】
　別の実施形態では、キットは生体分子および／または非生体分子ならびにナノ粒子を別
々の容器中に有し、ナノ複合体は、本明細書で記載される方法のために使用される前に生
成される。１つの態様では、生体分子および／または非生体分子および／またはナノ粒子
は、ナノ複合体が生成できるように機能化される。また、生体分子および／または非生体
分子および／またはナノ粒子は、キットにおいて官能基なしで提供され、この場合、それ
らはアッセイを実施する前に機能化されなければならない。追加の態様では、生体分子お
よび／または非生体分子の架橋を促進するために、化学薬品が提供される。
【０３４５】
　提供されるキットの様々な態様では、生体分子および／または非生体分子は標識を含み
、またはキットは、生体分子および／または非生体分子に付着され得る標識を含む。また
、キットは標識されたナノ粒子またはナノ粒子に付着され得る標識を含む。各実施形態で
は、キットは任意で説明書を含み、各容器は標識を含み、キット自体は標識を含み、キッ
トは任意で１つ以上の非特異的生体分子（対照として用いるため）を含む。
【実施例】
【０３４６】
実施例１
材料
　材料は全て、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈから購入し、別記しない限り、さらに精製せ
ずに使用した。ＴＥＭキャラクタリゼーションをＨｉｔａｃｈｉ　Ｈ８１００電子顕微鏡
で実施した。ＮＭＲ実験を、ＤＣＨ　Ｃｒｙｏプローブと結合させたＢｒｕｋｅｒ　Ａｖ
ａｎｃｅ　ＩＩＩ　５００ＭＨｚを用いて実施した。ＤＬＳデータをＭＡＬＶＥＲＮ　Ｚ
ｅｔａｓｉｚｅｒ、Ｎａｎｏ－ＺＳから獲得した。ＩＲ結果をＢｒｕｋｅｒ　ＴＥＮＳＯ
Ｒ３７から入手し、ＯＰＵＳソフトウエアを用いて分析した。ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ測定を
Ｂｒｕｋｅｒ　Ａｕｔｏｆｌｅｘ　ＩＩＩ　ＳｍａｒｔＢｅａｍ質量分析計で実施した。
【０３４７】
ポリ（Ｎ－（２－（３－（プロプ－２－イニルオキシ）プロパンアミド）エチル）アクリ
ルアミド）１の合成
　ポリアクリルアミドエチルアミン１２０（ＰＡＥＡ１２０）を文献で報告された方法に
従い調製した[Zhang　et　al.,　Biomaterials　31:　1805　(2010);　Zhang　et　al.,
　Biomaterials　30:　968　(2009)]。ＰＡＥＡ１２０（６７．５ｍｇ、４．９μｍｏｌ
）を無水ＤＭＳＯ（２ｍＬ）に溶解し、３時間撹拌し、その後、プロパルギル－ｄＰＥＧ
１－ＮＨＳエステル（１５０ｍｇ、６６０μｍｏｌ、Ｑｕａｎｔａ　Ｂｉｏｄｅｓｉｇｎ
）およびジイソプロピルエチルアミン（ＤＩＰＥＡ、２０４μＬ　１．１７ｍｍｏｌ）を
含む１ｍＬＤＭＳＯ溶液を添加した。反応混合物を一晩中撹拌させ、ＤＭＳＯ（１０ｍＬ
）の添加により希釈し、予め浸漬させた透析チューブ（ＭＷＣＯ＝３．５ｋＤａ）に移し
、ナノピュア水（＞１８．０ＭΩ・ｃｍ）に対し３日間透析した。その後、溶液を凍結乾
燥し、水（１５ｍＬ）に再懸濁させた。少量の濁りを観察したが、これを、０．２μｍシ
リンジフィルタを通して濾過することにより除去した。残留アミン基は、ニンヒドリン試
験により検出されなかった。１のＩＲおよび１Ｈ－１３Ｃ　ＨＳＱＣ　ＮＭＲスペクトル
を図１２に示す。
【０３４８】
メチル末端ポリ（エチレングリコール）－プロパルギルエーテル複合体５の合成
　単分散ｍＰＥＧ２４－アミン（３９．０ｍｇ、３４．６μｍｏｌ、Ｑｕａｎｔａ　Ｂｉ
ｏｄｅｓｉｇｎ）を、１．０ｍＬのｐＨ＝８．０リン酸緩衝液に溶解し、これにプロパル
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ギル－ｄＰＥＧ１－ＮＨＳエステル（１２．１ｍｇ、５３．７μｍｏｌ）を添加した。混
合物を１２時間、４℃で振盪させた。所望の複合体を反応混合物から逆相ＨＰＬＣ（水／
アセトニトリル、Ｖａｒｉａｎ　ＤＹＮＡＭＡＸ　Ｃ１８カラム（２５０×１０．０ｍｍ
））により単離した。ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ：１２２０．５５３［Ｍ＋Ｎａ］＋。１Ｈ－１
３Ｃ　ＨＳＱＣ　ＮＭＲ：図１１。
【０３４９】
１３ｎｍ　ＡｕＮＰの合成
　ＨＡｕＣｌ４の水溶液（１ｍＭ、５００ｍＬ）を撹拌しながら還流させ、その後、クエ
ン酸三ナトリウム溶液（５０ｍＬ、７７．６ｍＭ）を、沸騰混合物に迅速に添加した。溶
液をさらに１５分間還流させ、室温まで冷却させた。金ナノ粒子の平均直径をＴＥＭによ
り決定した（１２．８±１．２ｎｍ）。この研究で使用される他のサイズのＡｕＮＰをＴ
ｅｄ　Ｐｅｌｌａから購入した。
【０３５０】
ナノ複合体の調製のための一般的方法
　１０ｍＬのＡｕＮＰ溶液（１０ｎＭ）に、１０μＬの１０％ドデシル硫酸ナトリウム溶
液を添加した。その後、１を含む水溶液を添加し、２０ｎＭの最終濃度を得た。溶液を２
日間撹拌し、その後、Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ５４２４遠心分離機を用いて１５，０００ｒｐ
ｍで３０分間遠心分離に供した。上清を注意深いピペット操作により除去し、ＡｕＮＰを
ナノピュア水に再懸濁させた。プロセスを３回繰り返し、確実に、過剰のポリマーを完全
に除去した。最終遠心分離後、ポリマーコートＡｕＮＰを１ｍＬまで濃縮し、５０μＬの
１．０Ｍ　ＫＣＮ水溶液を添加し、金コアを除去した。得られた溶液をその後ナノピュア
水（＞１８．０ＭΩ・ｃｍ）に対し、予め浸漬させた透析チューブ（ＭＷＣＯ＝６－８ｋ
Ｄａ）を用い３日間透析した。最終ナノ複合体溶液は透明で、わずかに黄色がかって見え
た。ＮＭＲおよびＩＲ分析のために十分な量のナノ複合体を調製するために多量の金ナノ
粒子鋳型（＞５００ｍＬ）が必要とされた。
【０３５１】
実施例２
　金表面上でＤＮＡの高密度単層を共に架橋することができる適切な直交化学を探求して
、ポリアルキンを含むＤＮＡ鎖は、金ナノ粒子表面上で、追加の触媒なしで自動架橋する
ことが観察された。最初の実験では、所望の化学部分で修飾することができる合成により
修飾された塩基を使用するＤＮＡ鎖を合成した。ホスホラミダイト化学のモジュール性質
のために、これらの塩基はポリヌクレオチド配列に、任意の位置で組み入れられる。この
系のために選択された修飾塩基は、アミン修飾チミジン残基であり、これは、アルキン－
ＮＨＳエステルと反応させて、その配列内でアルキン修飾チミジンを生成させることがで
きる（図１）。しかしながら、アルキンに変換することができる任意の部分を使用するこ
とができる。その後、付着のためのチオール部分、１０アミン修飾Ｔモノマーの架橋領域
（ＣＲ）、５Ｔ残基のスペーサ、およびプログラム可能なＤＮＡまたはＲＮＡ結合領域（
ＢＲ）を組み込んだ鎖を合成した。ＣＲをその後、アルキンＮＨＳエステルで修飾し、こ
れにより、ＢＲ中に１０アルキンユニットを有する鎖が得られた。使用した２つの例示的
な配列は５’ＴＣＡ－ＣＴＡ－ＴＴＡ－ＴＴＴＴＴ－（アルキン－修飾Ｔ）１０－ＳＨ３
’（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）　および５’ＴＡＡ－ＴＡＧ－ＴＧＡ－ＴＴＴＴＴ－（ア
ルキン修飾Ｔ）１０－ＳＨ３’（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２）であった。
【０３５２】
　典型的な実験では、１Ｏ．Ｄ．のＤＴＴ処理アルキンＤＮＡを、１ｍＬの１３ｎｍ金ナ
ノ粒子に、約１０ｎＭの濃度で添加した。ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０）およ
びリン酸緩衝液（ｐＨ７．４）をその後、ナノ粒子に、０．０１％　Ｔｗｅｅｎ－２０お
よび５０ｍＭリン酸緩衝液の最終濃度で添加した。ポリヌクレオチドは、架橋のためにで
きるだけ近接していなければならないので、ナノ粒子を１．０Ｍの高塩化ナトリウム濃度
に到達させ、添加を最大にした。その後、粒子を３回、遠心分離し（１３．２ｋｒｐｍ）
、ＰＢＳ／ＳＤＳに再懸濁させ、過剰のＤＮＡを除去した。
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【０３５３】
　ＡｕＮＰコアの溶解は、酸素の存在下、ＫＣＮを用いて達成した。ＫＣＮをクエン酸安
定化ＡｕＮＰに添加すると、ＡｕＮＰの不安定化および凝集の結果、溶液の色は、赤色か
ら紫色にすぐに変化した（図２Ａ）。同様の効果が、チオール化ポリヌクレオチドで密に
機能化されたＡｕＮＰに対して観察されるが、プロセスはより遅い（図２Ａ）。しかしな
がら、アルキンＤＮＡ　ＡｕＮＰでは、色は溶解プロセス中、溶液が透明になるまで、わ
ずかに赤みがかった橙色に徐々に変化した（図２Ｂ）。この観察から、アルキン修飾ＤＮ
Ａが、高密度架橋シェルを形成し、これが酸化的に溶解されるＡｕＮＰに特有である典型
的な凝集を防止することが示唆された。さらに、ＵＶ－Ｖｉｓスペクトルは、５２４ｎｍ
から５１８ｎｍへのプラズモン共鳴の段階的な減少を示し（図２Ｂ）、これはＡｕＮＰサ
イズの減少から予測された（図２Ｃ）[Link　et　al.,　J.　Phys.　Chem.　B　103(21):
　4212－4217　(1999)]。
【０３５４】
　透析後、構造をＴＥＭにより、溶解プロセスの異なる段階で、酢酸ウラニル染色を用い
て分析した（図３）。溶解反応を急速スピンフィルタリングによりクエンチさせ、これは
ＫＣＮの全てを除去し、粒子をフィルタ上に保持する。粒子が溶解すると、高密度リガン
ドシェルがＫＣＮ中での粒子の顕著な安定性に関与することは明らかであった。中間時間
点で、染色により、粒子のサイズが縮むと、粒子表面の周りで高密度シェルが明らかにな
った。溶解プロセスが完了した後、ＤＮＡの球状粒子が明らかに観察できた。
【０３５５】
実施例３
　これらの構造はほとんど完全にＤＮＡから作られたので、ゲル電気泳動が架橋反応の完
全性および得られた構造の品質を分析するための強力な方法であった。透析後、未反応ア
ルキンＤＮＡ鎖を、鋳型方法で形成させた粒子と比較した。中空粒子は、遊離鎖よりずっ
と遅く、未溶解ＤＮＡ－ＡｕＮＰ複合体と同様に移動した。次に、ＤＮＡの密度が、これ
らの中空ＤＮＡナノ複合体の形成において果たす役割を分析した（図４）。ナノ粒子表面
上のＤＮＡの密度は機能化中、ＤＮＡ／金ナノ粒子溶液中のナトリウムイオン濃度により
、容易に制御することができた。低いＤＮＡ表面密度では、架橋生成物のある分布が得ら
れ、表面密度の増加に伴い、架橋生成物のサイズの劇的な増加が明白となることが明らか
であった。０．５Ｍ　ＮａＣｌに塩老化させた粒子から得られた臨界密度では、高分子量
数で、鋭いバンドが現れた。このバンドは、１．０Ｍ　ＮａＣｌに塩老化させた粒子由来
の生成物の大部分となり（デンシトメトリーにより約９９％）、最大表面密度を有する。
【０３５６】
実施例４
　次に、ある範囲のサイズの金ナノ粒子から中空ＤＮＡナノ複合体を得る能力を試験した
。実際、ジェルを通る中空粒子の移動は、得られた中空構造のサイズに直接関連し、より
大きな中空粒子は、小さなものより遅く移動する（図５Ａ）。ＣＲ中のアルキンの数をそ
の後、総残基の数を一定に維持しながら変化させ、このプロセスの最小アルキン密度を決
定した（例として、３アルキンを有する鎖は、７の未修飾Ｔ残基をＣＲ中に有する）。Ｃ
Ｒ中約５アルキンの閾値で、前の実験からのものと同様のサイズの粒子が得られる（図５
ｂ）。しかしながら、アルキンユニットの数が５からより大きな数に増加するにつれ、粒
子はわずかに速く移動し、これは、より高密度に架橋されたナノ複合体を示す。
【０３５７】
実施例５
　この方法が全て架橋ＤＮＡからなるナノ複合体を生成することができることを確立した
後、それらの機能特性を研究した。ポリヌクレオチドがＡｕＮＰの表面に高密度に配列さ
れると、多くの新しい挙動が現れ、例えば、融解転移の上昇および狭まり、標的への結合
の増強、可逆定方向構築、トランスフェクト剤なしでの高い細胞取り込み、劇的なヌクレ
アーゼ抵抗性および強固なアンチセンス／ＲＮＡｉ結合が挙げられるがそれらに限定され
ない。これらの特性は、金ナノ粒子の表面上でのＤＮＡの高密度多価配列によって現れる
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。そのため、中空ナノ複合体中のＤＮＡがその結合能力を維持した場合、多価ＤＮＡに特
徴的な結合特性が観察可能である。
【０３５８】
　そのため、ナノ粒子上の鎖が、１つの配列内で自己相補性がなく、そのため、その鎖の
１つで機能化された粒子は溶液中で安定であるように設計された２つのナノ粒子系が設計
された。しかしながら、２つの粒子が共に混合される場合、鎖の相補性は、共にナノ粒子
を巨視的ポリマー構築に至らせる。非常に強い可視光学特性を有するＡｕＮＰとは対照的
に、中空ナノ複合体は、可視スペクトルに吸光度を有さないので、系は、蛍光共鳴エネル
ギー移動（ＦＲＥＴ）活性フルオロフォア（フルオレセイン（Ｆｌ）およびＣｙ３）を配
列端で含むように設計された。よって、粒子がハイブリダイズする場合、Ｆｌはエネルギ
ーをＣｙ３に移動し、Ｃｙ３の橙色蛍光が観察される。中空ＤＮＡナノ複合体は、これら
の新しい鎖を用いてうまく合成され、アガロースゲルを介して同様の移動を示した。フル
オレセインは、ＵＶ光源を用いて励起することができるが、Ｃｙ３はできない。Ｆｌ修飾
粒子の溶液は、明るい緑色を示し、Ｃｙ３粒子は典型的な橙色蛍光を示さなかった。しか
しながら、これらの粒子が共に混合されると、Ｃｙ３の橙色蛍光がＵＶランプ下で容易に
目に見えた。その後、これらの粒子は巨視的凝集物を形成し、これらは時間と共に溶液か
ら沈殿した（図６）。興味深いことに、これらの粒子を加熱すると、フルオレセインの明
るい緑色蛍光が目に見え、このプロセスが可逆であることが示された。この操作された緑
色から橙色への変化は、ＤＮＡ－ＡｕＮＰが同様にハイブリダイズされた時に見られる赤
色から紫色へのシフトに類似する。
【０３５９】
　これらの粒子が時間と共に巨視的凝集物を形成したことは、これらがＤＮＡ－ＡｕＮＰ
凝集物と類似する協同的様式で結合することを示した。ＵＶ－Ｖｉｓ融解アッセイを実施
し、粒子間の協同性の程度を分析した。ナノ粒子の表面上のＤＮＡの密度は、得られた凝
集物の融解転移の幅および温度に直接関連することがよく知られている[Jin　et　al.,　
J.　Am.　Chem.　Soc.　125(6):　1643－1654　(2003)]。
【０３６０】
　遊離鎖、ＤＮＡ－ＡｕＮＰ凝集物および中空ＤＮＡ凝集物の吸光度を、２６０ｎｍの光
で温度の関数としてモニタした（図７）。この系の遊離鎖は、約２３℃で融解転移を有し
た。ＡｕＮＰはこれらの鎖で機能化され、共に混合された場合、典型的な赤色から紫色の
プラズモンシフトが起こり、凝集物が形成した[Mirkin　et　al.,　Nature　382(6592):
　607－609　(1996)]。これらの凝集物は、予測されるように約４３℃で鋭く融解した（
融解転移の誘導体の半値全幅（ＦＷＨＭ）は約２℃であった）。中空ナノ複合体から形成
された凝集物は、約４０℃で同様に鋭い融解転移を示し、融解転移の誘導体のＦＷＨＭは
約２℃に及んだ。この非常に類似する融解挙動は、ＤＮＡ－ＡｕＮＰ複合体と関連する多
価融解挙動が、リガンドシェルの架橋および金コアの溶解後に保存されたことを直接示し
た。
【０３６１】
実施例６
　中空ＤＮＡナノ複合体は、そのＤＮＡ－ＡｕＮＰ対応物のサイズ、形状、および機能を
維持することを証明してきたが、それらの遺伝子制御剤としての有効性を次に研究した。
ＲＮＡ中空粒子を、ＤＮＡ中空粒子と同じ様式で合成したが、この場合、ＤＮＡ／ＲＮＡ
キメラを使用し、この場合、鎖のＣＲは、依然として１０アルキン－Ｔユニットを含み、
合成から得られたＣＰＧは、ＲＮＡ合成に移動され、合成が完了した。さらに、アンチセ
ンスＲＮＡ鎖を、Ｃｙ５で標識し、そのため、中空粒子は細胞中で、蛍光顕微鏡観察によ
り可視化されるであろう。中空粒子の透析後、架橋鎖のアンチセンス相補体を、中空粒子
に１００倍過剰で添加し、粒子の表面上で二本鎖を形成させた。ＨｅＬａ細胞を、これら
の粒子で２４時間トランスフェクトし、共焦点顕微鏡観察によりイメージングした。トラ
ンスフェクション後収穫した粒子は、未処理細胞に比べ明白に青色であり、これは、細胞
内の非常に多数の粒子を示した。
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【０３６２】
　ＥＧＦＲを標的とするＲＮＡ配列をその後合成した。ＥＧＦＲは癌と関連する重要な標
的である。ＳＣＣ１２（ヒト扁平上皮癌）細胞を、様々な期間（４８、７２、９６時間）
トランスフェクトし、それらのタンパク質およびｍＲＮＡ量に対し収穫した。最初の実験
は、参照遺伝子、ＧＡＰＤＨに正規化されたＥＧＦＲの強固なノックダウンを示した（図
８Ａ）。さらに、ウエスタンブロットは、未処置細胞に比べた場合のＥＧＦＲの著しいノ
ックダウンを示した（図８Ｂ）。
【０３６３】
実施例７
　上記実施例は、中空ナノ複合体を作製することができることを示し；次に、このプロセ
スにおける化学の性質を調査した。そのために、複数のモデル系を作製し、これらの構造
の形成のメカニズムを調査した。これらのモデル系は全て、アルキンを架橋のためにリガ
ンドシェル組み込んだ。ポリマー系、単一アルキンＤＮＡ系、および単一アルキンＰＥＧ
系を設計した。
【０３６４】
　アルキン部分を有するポリマー１は、１．１０の狭い多分散性指数で、ポリアクリルア
ミドエチルアミン１２０の後重合修飾により容易に調製された。[Zhang　et　al.,　Biom
aterials　30　(5),　968－977　(2009)]。荷電基を含まないと、１は、室温で、水中で
中程度の溶解度を示した。溶解度は温度が低いほど増加した。複数のサイドアームプロパ
ルギルエーテル基を有すると、１は、Ｔｕｒｋｅｖｉｃｈ－Ｆｒｅｎｓ方法により水溶液
中で調製されたクエン酸安定化１３ｎｍ　ＡｕＮＰ上に容易に吸着された（スキーム１を
参照されたい）。過剰のポリマーを複数の遠心分離－再懸濁工程により除去した。得られ
たポリマーコートＡｕＮＰは、５２４ｎｍでプラズモン共鳴を保持し、数ヶ月安定であっ
たが、対照的に、未修飾ポリ－アミンポリマーは同じ条件下で即座に、粒子に衝突する。
【０３６５】
　ＡｕＮＰコアの溶解は、１ｍＭ　ＫＣＮを酸素の存在下で用いることにより達成した。
ＫＣＮをクエン酸安定化ＡｕＮＰに添加すると、ＡｕＮＰの不安定化および凝集の結果、
溶液の色は、赤色から紫色にすぐに変化した。しかしながら、ポリマーコートＡｕＮＰで
は、色は溶解プロセス中、溶液が透明になるまで、わずかに赤みがかった橙色に徐々に変
化した（図９Ａ）。この観察から、１が、高密度架橋シェルを形成し、これが酸化的に溶
解されるＡｕＮＰに特有である典型的な凝集を防止することが示唆された。さらに、ＵＶ
－Ｖｉｓスペクトルは、ＡｕＮＰサイズの減少から予測されるように、５２４ｎｍから５
１７ｎｍへのプラズモン共鳴の段階的な減少を示した（図９Ｂ）。
【０３６６】
　溶解プロセスは、透過型電子顕微鏡観察（ＴＥＭ）により可視化された（図９Ｃ）。Ａ
ｕＮＰの外層が部分的に溶解されるにつれ、上記保護シェルが、ＴＥＭグリッドの酢酸ウ
ラニル染色により観察された。鋳型を完全に除去すると、それらの鋳型のサイズおよび形
状を高い忠実度で保持する中空ナノ複合体が得られた。ある範囲のサイズにわたるＡｕＮ
Ｐ鋳型を使用した場合（１０、２０、３０および４０ｎｍ）、得られたポリマーナノ複合
体（ＰＮＳ）のサイズは、動的光散乱（ＤＬＳ）およびＴＥＭにより測定されるように、
元の鋳型のサイズと直接関連した（図１０）。これらの結果から、ＡｕＮＰは鋳型として
だけでなく、アルキン部分を介するＰＮＳの形成のための触媒としても機能することがで
きることが示された。しかしながら、１から結果として得られるＰＮＳへの変換において
、どの種類の化学経路がアクセスされたのかについての疑問が提起された。
【０３６７】
実施例８
　１３ｎｍ　ＡｕＮＰの表面上での架橋前後の１のＩＲ分光法は、アセチレンＣ≡Ｃ伸縮
（２１１４ｃｍ－１）、Ｃ－Ｈ伸縮（３８０５ｃｍ－１）および屈曲（１２７４、６４６
ｃｍ－１）振動の完全損失を示し、プロパルギルエーテル基が反応に関与したことが示さ
れた。１３ｎｍ　ＡｕＮＰから製造されたＰＮＳのＮＭＲ分光法は可能でなかったが、こ
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れは比較的大きな構造に対する溶媒露出度が減少したためであろう（図１１Ｄ）。
【０３６８】
　しかしながら、５ｎｍ　ＡｕＮＰは、分析に好適なＰＮＳを生成した。１Ｈおよび１３
Ｃ　ＮＭＲ分光法は、プロパルギル基からの共鳴の損失を示し、これはアクリルアルデヒ
ドの脱離によりヒドロキシル基を残す可能性がある（図１１Ｂ）[Fukuda　et　al.,　Bul
l.　Chem.　Soc.　Jpn.　64:　2013－2015　(1991)]。得られたヒドロキシル基はその後
、残りのアルキン－Ａｕ複合物のための新規求核試薬として機能することができ、アセタ
ール結合を生成させる[Fukuda　et　al.,　J.　Org.　Chem.　56(11):　3729－3731　(19
91)]。実際、１Ｈ－１３Ｃ　ＨＳＱＣスペクトルは、第一級アルコール（δ３．８１ｐｐ
ｍ、１Ｈ）、アルキルエーテル（δ３．７４ｐｐｍ、１Ｈ）およびアセタール（δ４．３
２ｐｐｍ、１Ｈ）基のα－Ｈ由来の共鳴の出現を示した。そのような変換は、イオン性金
触媒を用いた場合にのみ可能であることが前に知られている。理論に縛られないが、妥当
な経路が提案され得る（図１７）。
【０３６９】
　求アルキン性ＡｕＮＰの１への配位後、水の求核付加が起こり、中間体２が得られ、脱
離により３を形成する。ＡｕＮＰの表面での局所濃度が高いので、ヒドロキシル基とＡｕ
－アルキン複合物との間の反応は高温でなくても可能であり、アセタールおよびエーテル
架橋４が得られ、触媒ＡｕＮＰ表面部位が再生した。しかしながら、ＡｕＮＰはさらに反
応を触媒することができず、というのは、形成した高密度シェルが遊離ポリマーのアクセ
スを防止するはずであるからである。実際、溶液中に残ったポリマーは、専ら開始材料１
のみであることが見いだされた。さらに、この経路はまた、単一のアルキン部分が３アー
ム架橋を形成することができることを示す。
【０３７０】
　提案したメカニズムをサポートするために、単分散ポリ（エチレングリコール）２４－
プロパルギルエーテル複合体５を合成し、便利な質量およびＮＭＲ分析（図１１Ｂ）を可
能にした。ＡｕＮＰとのインキュベーションで、５はマトリクス支援レーザ脱離／イオン
化飛行時間型質量分析（ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ　ＭＳ）およびＮＭＲ分光法により証明され
るように、定量的に第一級アルコールに変換された（図１２）。化学が様々な官能基を含
む複合物分子と適合することを証明するために、ＤＮＡ誘導体化アルキン６を合成し、Ａ
ｕＮＰとインキュベートした。また、６は３８質量単位を失い、第一級アルコールを与え
ることが見いだされた。より興味深いことには、アガロースゲル電気泳動およびＭＡＬＤ
Ｉ－ＴＯＦ　ＭＳから、二量体および三量体が観察された（図１３）。
【０３７１】
実施例９
　次に、合成されたポリマーを機能モデル系で使用した。機能タンパク質は、ＡｕＮＰ鋳
型上で多価プロパルギルエーテル１と共にシェルを共形成することにより、ポリマーナノ
複合体の外側シェルに組み入れることができる（図１４Ａ）。そのようなコンストラクト
は、プロテオナノ複合体と呼ばれる。証拠として、ストレプトアビジンおよび西洋ワサビ
ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）を、モデルタンパク質として使用した。ストレプトアビジン
はテザービオチン部分を用いて表面に結合することができ、よって、プロテオナノ複合体
を固定する。存在する場合、ＨＲＰはその後、テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）と過酸
化水素の間の発色反応を触媒することにより読み取り手段を提供することができる。原理
上は、両方のタンパク質がプロテオナノ複合体中に存在する場合にのみ、両方のタンパク
質がＡｕＮＰ溶解プロセス後に活性なままである場合、シグナルが観察されるであろう（
図１４Ｂ）。実際、シグナルは、ストレプトアビジン、ＨＲＰおよびポリマー１がプロテ
オナノ複合体シェルの作製において使用された場合のみ観察された（図１５）。ＨＲＰま
たはポリマー１のいずれかが存在しないと、系は非機能性となった。
【０３７２】
実施例１０
　本開示は、様々な態様では、ナノ複合体上でポリヌクレオチドを架橋するための方法を
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提供する。この実施例は、架橋を実施するための追加の方法を提供する。上記のように、
追加の方法はＤＳＣおよびＳＡＣを含む。
【０３７３】
　典型的な実験では、１Ｏ．Ｄ．のＤＮＡを、１ｍＬの１３ｎｍ金ナノ粒子に、約１０ｎ
Ｍの濃度で添加する。ポリソルベート２０（Ｔｗｅｅｎ－２０）およびリン酸緩衝液（ｐ
Ｈ７．４）をその後、ナノ粒子に、それぞれ、０．０１％および５０ｍＭの最終濃度のた
めに添加する。ポリヌクレオチドは、架橋のためにできるだけ近接していなければならな
いので、ナノ粒子を１．０Ｍの高塩化ナトリウム濃度に到達させ、添加を最大にする。そ
の後、粒子を３回、遠心分離し（１３．２ｋｒｐｍ）、ＰＢＳ／ＳＤＳに再懸濁させ、過
剰のＤＮＡを除去する。
【０３７４】
　架橋工程は、スルホ－ＥＧＳを１μＭの最終濃度まで徐々に添加することにより実施す
る。徐々に付加することは粒子間架橋を防止するのに、また、架橋なしになってしまうＤ
ＮＡ鎖の架橋剤による飽和を防止するのに必要である。溶液はその明るい赤色を保持し、
凝集は観察されない。その後、粒子を遠心分離（１３．２ｋｒｐｍで３回）により精製し
、溶解する状態となる。
【０３７５】
　金コアを溶解させるために、シアン化カリウムをナノ粒子溶液に添加する。粒子が溶解
するにつれ、溶液の明るい赤色が完全に薄れ、透明な溶液となる。興味深いことに、アミ
ン修飾鎖により機能化されたが、架橋されていない粒子に比べ、架橋粒子は、溶解するの
に著しく長い時間かかる。非架橋粒子は１分以内に溶解するが、架橋粒子は、幾分光加熱
しても、完全に溶解するまで最大１０分かかる場合がある。この同じ効果は、他の所でも
観察され(Langmuir,　2008,　24　(19),　pp　11169－11174)、これは架橋構造の証拠で
ある。
【０３７６】
　中空構造の特性をさらに試験するために、表面に存在する全クーロン電荷を、ゼータ電
位測定を用いて分析した。金ナノ粒子－ＤＮＡ複合体は、表面上の負に荷電されたＤＮＡ
鎖の密接な配列により、非常に負に荷電される。中空構造は、架橋が有効であれば、この
特性を維持するはずである。３つの試料を分析した：ＤＮＡ－ナノ粒子複合体、溶解させ
た、架橋させていないＤＮＡ－ナノ粒子複合体、および溶解させた、架橋ＤＮＡ－ナノ粒
子－中空構造。予測されるように、溶解させた粒子は、下記表４で表されるように、純粋
金ナノ粒子－ＤＮＡ複合体に対する測定値とほぼ同一であり、その誤差の範囲内にあるゼ
ータ電位測定値を示した。
【表４】

【０３７７】
　最後に、中空構造の構造特性をゲル電気泳動により試験した。電気泳動分析では、分子
またはナノ複合体のサイズおよび電荷の両方に関する情報を収集することができる。２％
アガロースゲル、臭化エチジウム染色、１２０Ｖを使用して、溶解させた非架橋および架
橋（中空）粒子からのＤＮＡの移動を比較した。架橋構造からのＤＮＡは、非架橋粒子か
ら遊離された遊離鎖よりも速く移動した。これは、中空粒子のような球状形状をとること
ができるスーパーコイルＤＮＡは、より小さなサイズの遊離鎖ＤＮＡよりも速く、ジェル
を通って移動するという事実により説明することができる。
【０３７８】
　追加のアプローチでは、２つの別個のポリヌクレオチドナノ複合体を含むポリヌクレオ
チドが合成される。第１は、標的に特異的なヌクレオチド配列である。他の領域は、多く
のペンダントアルキルアミンを有するスペーサ領域である。これらのアミンは、スキーム
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２（下記）に示されるように、ポリヌクレオチドをアミン反応性ホモ二官能性リンカーを
用いて架橋するための合成ハンドルとして使用される。また、これらのアミンは、それら
の基を有するＮＨＳエステルを介してアジドおよびアルキンに変換することができる。そ
の場合、「クリック」ケミストリーを使用して、ポリヌクレオチドを架橋することができ
る。高密度ポリヌクレオチドナノ複合体を金ナノ粒子なしで合成することへの追加のアプ
ローチは、ポリヌクレオチドをポリ（アミドアミン）（ＰＡＭＡＭ）デンドリマーの表面
に結合するものである。末端デカン酸部分で機能化させたポリヌクレオチドを、ＥＤＣお
よびＮＨＳで活性化し、ＰＡＭＡＭデンドリマーと混合する。また、カルボキシレート基
末端とされたＰＡＭＡＭデンドリマーを、ＥＤＣおよびＮＨＳで活性化し、アミン末端ポ
リヌクレオチドと反応させる。
【化２】

【０３７９】
　ポリヌクレオチドナノ複合体は、その質量および多分散性を測定するゲル電気泳動によ
り特徴づけられる。次に、ポリヌクレオチドナノ複合体の協同特性は、融解実験、酵素ア
ッセイ、および細胞研究により調査する。融解研究では、２種類のポリヌクレオチドナノ
複合体を、相補的配列を用いて合成する。アニーリング後、ポリヌクレオチドナノ複合体
を融解させ、融点プロファイルを同じ遊離ポリヌクレオチド配列のものと比較する。ポリ
ヌクレオチドナノ複合体は遊離ポリヌクレオチドに対し、鋭く、上昇した融解転移を有す
る。ポリヌクレオチドナノ複合体の協同特性は、ヌクレアーゼアッセイを用いて調査する
。これらの実験では、ナノ複合体および遊離ポリヌクレオチドに対して鎖分解速度が測定
され、比較される。
【０３８０】
　このように設計される全ての鋳型系が遊離ポリヌクレオチドと比べた場合、酵素分解に
抵抗する。細胞取り込み研究を実施し、これらの構造に対するエンドサイトーシスの増強
を調べる。さらに、遺伝子ノックダウン研究を実施し、構造のタンパク質　発現を制御す
る能力を測定する。
【０３８１】
　本実施例は、１つの態様では、ナノ粒子表面上での鋳型構築、架橋、およびホモ二官能
性架橋剤の使用により、中空およびコアレスポリヌクレオチドナノ複合体を得るための、
追加の方法を提供する。これらの事柄は、ＤＮＡおよびｓｉＲＮＡ戦略の両方の使用によ
る、細胞内標的に向けられる遺伝子制御方法において有用である。
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