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 ２） ヌクレアーゼ耐性が高い 

 １） 一工程で化学修飾が可能 

 ３） ノックダウン効果が高い 

 ４） 安価な製造コスト 

（１） 研究背景 

新規な核酸修飾用CPG樹脂の特徴 

核酸オリゴマーの3’-末端を一工程で化
学修飾可能なCPG樹脂を開発した． 

ウレア結合及びチオウレア結合を有す
る修飾末端なので化学的にも生物学的
にも安定である． 

従来は不安定なアミダイト試薬とCPG
試薬を用いてダングリング末端を化学
修飾したが，新開発のCPG樹脂のみで
核酸の高機能化が可能になった． 

コストの削減が期待される． 

● 核酸オリゴマー修飾用新CPG樹脂を開発 ● 3’-末端修飾RNAを合成 

3) 人工miRNA / RISC複合体 

 触媒中心部位および，siRNAやmRNAとの結合部位
が徐々に明らかになってきた．Agoには保存された
PAZドメインとPIWIドメインがある．PAZドメインに
は，His，Tyr，Phe，Lysからなる疎水性ポケットが
存在する．PIWIドメインにはMidとPIWIが存在し，
Midはガイド鎖の5’-末端リン酸基を認識する． 

 RISCの中核因子であるAgo蛋白質PAZドメインの3’-
末端突出塩基が入る位置に疎水性ポケットが存在す
ることが分かっている．そこで，3’-末端に疎水性残
基を持つ短鎖の2本鎖RNAがこの疎水性ポケットと何
らかの相互作用を及ぼすのではないかと考えた． 

5) 化学修飾microRNAの構造 

6) 大腸癌抑制効果（in vivo） 

 ヌードマウスを用いたin vivo実験を行った．静脈
注射でも，化学修飾miR-143は有意な抗癌活性を示
した．興味深いことに，静脈注射してから２週間経
過しても，修飾miRNAの存在を確認でき生物学的半
減期が増大することが明らかになった． 

 核内でmRNA geneからRNAポリメラーゼⅡによっ
て転写され，数十～数千塩基のステム＆ループ構造
を持つpri-miRNAとなる．次に，Droshaによってpri-
miRNAはステム＆ループ構造を保持したまま，70塩
基前後のpre-miRNAとなる．ついで，細胞質へと
Exportin-5によって移行され，Dicerによって切断され
mature miRNAとなる．二本鎖miRNAはRISCに取り込
まれ，一本鎖に解離し，特定のmRNAの3’-非翻訳領
域に相補的に結合することで，遺伝子の発現を調節
していると考えられている． 

2) microRNAとは 

4) 癌において異常のみられる主なmiRNA 
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1) RNA干渉（RNAi）の概要 

 細胞内に導入されたdsRNAは，Dicerに
よって切断され，約21～23bpのsiRNAを生
成する．この二本鎖siRNAは，RISC-loading 
complex(RLC)と呼ばれる複合体を形成する．
次にsiRNAはRISCというタンパク質複合体
に 組 み 込 ま れ ， RISC 構 成 因 子 の
Ago(Argonaute)との相互作用によって一本
鎖に解離する．生成した一本鎖RNA-RISC複
合体は相補的な配列をもつ標的mRNAを認
識し切断する． 

miRNA 癌組織 発現 ターゲット遺伝子 

let-7 肺癌 低下 Ras etc. 

miR-9 乳癌 高メチル化 Granuphilin 

miR-15a 慢性リンパ性白血病 欠失or低下 BCL2 etc. 

miR-16 慢性リンパ性白血病 欠失or低下 BCL2 etc. 

miR-21 多種のがん 上昇 PTEN etc. 

miR-29 B細胞リンパ種、肺癌 低下 TCL1 etc. 

miR-34a 肺癌、大腸癌など 低下 CDK4 etc. 

miR-122 肝細胞癌 低下 CCNG1 etc. 

miR-126 乳癌 低下 VCAM-1 

miR-143,145 大腸癌 低下 ERK5（143の場合） 

miR-146 甲状腺癌 上昇 IRAK1 etc. 

miR-155 多種のがん 上昇 AGTR1 etc. 

miR-195 慢性リンパ性白血病 上昇 NGN3 

miR-221,222 グリア芽腫など 上昇 c-Kit, p27 

miR-223 膀胱癌など 上昇 不明 

miR-335 乳癌など 低下 SOX4 etc. 

miR-106-363 cluster 多種の固形癌 上昇 AML1 etc. 

miR-17-92 cluster B細胞リンパ種、肺癌 上昇 AIB1 etc. 

Schickel R, Boyerinas B, Park SM, Peter ME, Oncogene, 27, 5959–5974 (2008). 

《従来型》 2種の試薬で化学修飾する必要があった 
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miR-143

Control   Low-dose  High-dose

miR-143

Intravenous injection (liposome entrapped): 

Weekly 5 times  ( high-dose : 50 g/mouse, low-dose : 25 g/mouse )

(at 7 weeks after implantation) 

Akao Y, Nakagawa Y, Hirata I, Iio A, Ito T, Kojima K, Nakashima R, Kitade Y, Naoe T. Role of anti-oncomirs

miR-143 and -145 in human colorectal tumors Cancer Gene Ther; 398-408.(2010).
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CPG樹脂を用いて3’-末端に人工ダン
グリングエンドを有するsiRNA 及び
miRNA を合成した． 
 

天然型と同程度以上の抗がん活性
（T-24ヒト膀胱がん細胞の増殖抑制）
を示した． 
 

天然型よりも優れたヌクレアーゼ耐性
を示した． 

5'-r(guaggaguagugaaaggccXX)-3' 

3'-r(XXcauccucaucacuuuccgg)-5' 

Renilla antisense 

Renilla sense 

タンパク発現抑制評価 3’-末端化学修飾ＲＮＡ 

Y = O or S 

Akao Y, Nakagawa Y, Hirata I, Iio A, Ito T, Kojima K, Nakashima R, Kitade Y, Naoe T. Cancer Gene Ther., 17, 398–408 (2010). 

 

（２） 結果 

RISC 

（３） 従来技術との比較 
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