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論文内容の要旨 

 生物は遺伝情報を DNA から RNA、そしてタンパク質の順に伝達するセントラルドグマに従って生命活動

を維持している。核酸オリゴマーを基本構造に有する核酸医薬はセントラルドグマに直接作用して薬理

効果を示すことから、次世代医薬品として注目されており、世界中で開発が進められている。siRNA をは

じめとする短鎖二本鎖 RNA は RNA 干渉 (RNA interference, RNAi) によって配列特異的に標的の mRNA に

直接作用し、遺伝子の発現を抑制することから、がんなどの難治性疾患の治療への応用が期待されてい

る。siRNA による RNAi の機構を Figure 1 に示す。細胞に取り込まれた長鎖二本鎖 RNA は Dicer によって

切断されて siRNA となる。siRNA は RNA 誘導型サイレンシング複合体 (RISC) を構成する Argonaute2 

(Ago2) タンパク質に取り込まれ、一本鎖化し、成熟化 RISC を形成する。その後、成熟化 RISC は標的 mRNA

と二本鎖を形成し、標的 mRNA を切断することで遺伝子の発現を抑制する。siRNA には、i) 生体内核酸分

解酵素により分解を受ける、ii) 標的細胞への輸送システムが確立されていない、iii) 標的と異なる遺

伝子の発現を抑制する、などの問題点があり、臨床応用にはこれらの課題を克服する必要がある。 

 著者の所属する研究室では、siRNAの構造的特徴である 3′末端 2塩基突出部位 (ダングリングエンド) 

に着目し、当該部位の化学修飾が RNAi に及ぼす効果について検証を行ってきた。その中で核酸塩基をも

たない化合物を導入しても RNAi 活性が低下しないことが明らかとなった。著者は、当該部位ヌクレオシ

ド中の核酸塩基は必ずしも必要ではないと予想した。そこで、ダングリングエンドの糖部の役割を明ら

かにすることを目指し、塩基部欠損ヌクレオシドを3′末端に有するsiRNAの性質を評価することにした。

塩基部欠損ヌクレオシドの合成法はこれまでにいくつか報告されている。しかし、従来法は過酷な反応

条件を必要とする、再現性がない、といった問題があることから、本研究で塩基部欠損ヌクレオシドの

簡便かつ実用的な合成法を確立した。一般に、核酸医薬の開発にあたり、分解酵素耐性の向上を目的と

して修飾核酸の導入が検討されている。そこで、塩基部欠損ヌクレオシドの 2 位水酸基への置換基導入

による更なる分解酵素耐性の向上を期待し、2位水酸基を修飾した塩基部欠損ヌクレオシドをダングリン

グエンドに有する siRNA の合成、性質評価を行った。 
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 出発原料にチミジン (dT) 誘導体を用いたグリカール形成反応を利用した塩基部欠損デオキシリボヌ

クレオシド (dRH) の実用的合成法を開発した。得られた dRH を定法に従って核酸自動合成機用誘導体に

変換し、3′末端に dRHを有するオリゴヌクレオチドを合成した。3′→5′エキソヌクレアーゼの一つで

あるヘビ毒ホスホジエステラーゼを用いて核酸分解酵素耐性評価を行った結果、汎用されている 3′末端

に dT を有するオリゴヌクレオチドと比較して優れた耐性を示した。対応する相補鎖を用いて siRNA を構

築後、HeLa 細胞を用いて遺伝子発現抑制能を評価したところ、dT 修飾体とほぼ同等であり、塩基部欠損

核酸誘導体の導入は RNAi 活性に影響を及ぼさないことが判明した。 

 塩基部欠損リボヌクレオシド (RH) を出発原料として 2 位水酸基修飾体を合成し、dRHと同様に 3′末

端修飾オリゴヌクレオチドを合成した。核酸分解酵素に対する耐性評価を行ったところ、2位ベンジル修

飾体 (RHOBn) の導入によって分解酵素耐性が大幅に向上した。50%ウシ血清を用いて RHOBnをダングリング

エンドに有する siRNA の血清中安定性を評価した結果、優れた安定性を示した。また、RNAi 活性を評価

したところ、dT 修飾 siRNA とほぼ同等の活性を示したことから、RHOBn修飾が siRNA の遺伝子発現抑制能

に影響を及ぼさないことが示唆された。さらに、ダングリングエンドに塩基部欠損ヌクレオシドを導入

した siRNA の Ago2 タンパク質との親和性を評価するため、ヒト Ago2 の PAZ ドメインタンパク質 (Ago2–

PAZ) の遺伝子をコードするベクターを大腸菌に導入、形質転換し、Ago2–PAZ タンパク質を得た。修飾

siRNA と Ago2–PAZ タンパク質との親和性評価を行った結果、dT 修飾体と RHOBn修飾体間で親和性に大きな

差異はみられなかった。 

 本研究で、著者は塩基部欠損ヌクレオシド誘導体の実用的合成法を確立した。また、3′末端に塩基部

欠損ヌクレオシドを有する siRNA の性質評価を行い、塩基部欠損ヌクレオシドの導入が遺伝子発現抑制

能に影響を及ぼすことなく核酸分解酵素に対する耐性の向上につながること、特に RHOBn を有する siRNA

は顕著な血清中安定性を示すことを見出した。したがって、本手法は核酸医薬創製のための有用なツー

ルになると期待される。 

 

論文審査結果の要旨 

 生物は遺伝情報を DNA から RNA、そしてタンパク質の順に伝達するセントラルドグマに従って生命

活動を維持している。核酸オリゴマーを基本構造に有する核酸医薬はセントラルドグマに直接作用し

て薬理効果を示すことから、次世代医薬品として注目されており、世界中で開発が進められている。

siRNA をはじめとする短鎖二本鎖 RNA は RNA 干渉 (RNA interference, RNAi) によって配列特異的に

標的の mRNA に直接作用し、遺伝子の発現を抑制することから、がんなどの難治性疾患の治療への応

用が期待されている。細胞に取り込まれた長鎖二本鎖 RNAは Dicer によって切断されて siRNA となる。

siRNA は RNA 誘導型サイレンシング複合体 (RISC) を構成する Argonaute2 (Ago2) タンパク質に取り

込まれ、一本鎖化し、成熟化 RISC を形成する。その後、成熟化 RISC は標的 mRNA と二本鎖を形成し、

標的 mRNA を切断することで遺伝子の発現を抑制する。siRNA には、i) 生体内核酸分解酵素により分

解を受ける、ii) 標的細胞への輸送システムが確立されていない、iii) 標的と異なる遺伝子の発現

を抑制する、などの問題点があり、臨床応用にはこれらの課題を克服する必要がある。 

 本研究で、著者は塩基部欠損ヌクレオシド誘導体の実用的合成法を確立した。また、3′末端に塩

基部欠損ヌクレオシドを有する siRNA の性質評価を行い、塩基部欠損ヌクレオシドの導入が遺伝子発

現抑制能に影響を及ぼすことなく核酸分解酵素に対する耐性の向上につながること、特に RH
OBnを有す



る siRNA は顕著な血清中安定性を示すことを見出した。 

 従って本研究は，核酸医薬創製のための有用なツールになる可能性を示唆するものであり、学位論

文に値すると判断した。 

 

最終試験結果の要旨 

長屋氏の学位論文の主要部分は審査付き学術雑誌に公表済みの２編の論文に基づくものであり、本

論文が学位論文として完成された内容を有することを確認した。 

また、公聴会において、学術論文の内容に関する事項、すなわち、核酸医薬開発の基盤的原理、R

NA干渉のメカニズムやその医薬品への展開、核酸医薬開発における様々な課題、短鎖二本鎖RNAであ

るsiRNAなどの分子設計・合成法、核酸医薬の標的細胞への輸送システムなど、核酸医薬の開発を実

現するための方法や問題点などに関する諮問を行った。申請者からは十分な内容の回答が得られたの

で、最終試験に合格したと判定した。 
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