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(57)【要約】
【課題】本発明は、細胞増殖を予防、阻害、停止、遅延
および／または退縮する新規物質を提供することを目的
とする。
【解決手段】本発明は、本明細書に詳述するｍｉＲＮＡ
−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１、ｍｉＲＮＡ−１９７と命
名した小ＲＮＡ分子群（マイクロＲＮＡ）を提供する。
さらに本発明は、この３種のマイクロＲＮＡを同時的に
細胞に接触させることにより、当該細胞のがん化を予防
し、あるいは当該細胞の過剰な増殖を抑制、停止、遅延
および／または退縮する方法を提供する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１〜３の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子。
【請求項２】
配列番号１〜３の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子。
【請求項３】
配列番号４〜９の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子。
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【請求項４】
配列番号４〜９の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子。
【請求項５】
配列番号４〜９の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列を含む２本鎖単離核酸分子。
【請求項６】
配列番号４〜９の何れかで示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子。
【請求項７】
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(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付
加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、(b)配列番号
２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそ
れら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配列番号３で示され
る塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配
列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または
予防のための医薬組成物。
【請求項８】
(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、(b)
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配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは
付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配
列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付
加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を含む、増殖性
疾患の処置および／または予防のための医薬組成物。
【請求項９】
(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失も
しくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子、(b) 配
列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付
加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子および(c) 配列番
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号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付加配
列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子を含む、増殖性疾患の
処置および／または予防のための医薬組成物。
【請求項１０】
増殖性疾患が黒色腫または膠芽腫である、請求項７〜９の何れかの医薬組成物。
【請求項１１】
さらに薬学的に許容される担体を含む、請求項７〜１０の何れかの医薬組成物。
【請求項１２】
対象から取得された細胞に(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３
塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単
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離核酸分子、(b)配列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失
もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子およ
び(c) 配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付
加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を導入すること
を特徴とする、細胞のがん化を予防し、あるいは当該細胞の過剰な増殖を抑制、停止、遅
延および／または退縮するための細胞製剤の製造方法。
【請求項１３】
細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑制、停止、遅延および／または
退縮する方法であって、(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基
置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核
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酸分子、(b)配列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もし
くは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c
) 配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基置換、欠失もしくは付加配
列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子と前記細胞を同時的
に接触させることを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、細胞増殖を予防、阻害、停止、遅延および／または退縮する新規物質を提供
する。特に本発明は、がんに関連する遺伝子ＲＧＭ２４９の発現を調節することができる
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単離核酸分子、特に以下に詳述するｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１、ｍｉＲＮＡ
−１９７と命名した小ＲＮＡ分子群（マイクロＲＮＡ）およびそれらから合成したｓｉＲ
ＮＡ群を提供する。さらに本発明は、これら３種の単離核酸分子を同時的に細胞に接触さ
せることにより、当該細胞のがん化を予防し、あるいは当該細胞の過剰な増殖を抑制、停
止、遅延および／または退縮する方法を提供する。
【背景技術】
【０００２】
がん細胞ではヒトテロメア逆転写酵素（ｈＴＥＲＴ）が再活性化され、細胞が著しく増
殖することから、ｈＴＥＲＴの発現を抑制する因子を発見し、これを利用することにより
がんの治療を行おうとする研究が行われている。既に本発明者は、ｈＴＥＲＴ発現関連遺
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伝子の探索を行い、ヒト染色体にマッピングする方法により、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子
としてＲＧＭ２４９を同定した。この遺伝子はＲＮＡ遺伝子であり、この遺伝子または転
写産物をがん細胞に導入するとがん抑制効果を示す結果を得ている（特許文献１および非
特許文献１、これらの内容を、参照により本明細書に引用する）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ

２００６／１１２２３９号公報

【非特許文献】
【０００４】
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【非特許文献１】Miura N, et al., BMC Mol Biol. 2009 Feb 2;10:5.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、これらの文献はｈＴＥＲＴ発現調節ＲＮＡの一部に相当する１５〜３０塩基か
ら成るｓｉＲＮＡやマイクロＲＮＡについて一般的に示唆しているに過ぎず、具体的にど
のような塩基配列を有するｓｉＲＮＡやマイクロＲＮＡががん細胞増殖を抑制することが
できるのかについての記載がない。したがって、より具体的かつ効果的にがん細胞増殖を
抑制し得る方法がなおも必要とされている。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
本発明において、ＲＧＭ２４９の転写産物であるｍＲＮＡをＤｉｃｅｒで消化して得ら
れるｍｉＲＮＡの塩基配列を決定し、これらｍｉＲＮＡがｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ
−１０１、ｍｉＲＮＡ−１９７（それぞれ配列番号１〜３で示されるＲＮＡ分子）である
ことを同定した。これらｍｉＲＮＡは実際、多形性膠芽腫細胞株Ｔ９８Ｇ、悪性黒色種細
胞株ＨＭＶ−Ｉ、線維肉腫細胞株ＨＴ１０８０、膵癌細胞株ＰＫ−４５ｐで発現している
ことを確認した。このことにより、ＲＧＭ２４９の遺伝子産物にｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉ
ＲＮＡ−１０１、ｍｉＲＮＡ−１９７が含まれることを示した。さらに、これら３分子か
ら合成したｓｉＲＮＡを同時にがん細胞（悪性黒色種細胞株ＨＭＶ−Ｉ）に導入したとき
、多能性マーカー（Ｏｃｔ３／４、Ｓｏｘ２）および癌抑制遺伝子（ｐ５３）の発現が増
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強され、発癌関連遺伝子（Ｋｌｆ４、ｃ−Ｍｙｃ）の発現抑制がみられた。癌幹細胞マー
カー（ＰＲＯＭ１）は変化しなかった。さらにまた、腫瘍を移植した免疫不全マウスにｍ
ｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７に対するｓｉＲＮＡを投
与すると、腫瘍の転移が抑制された。以上より、これらの単離核酸分子ががん抑制効果を
有することを見出した。
【０００７】
したがって本発明は、第一の態様において、配列番号１で示される塩基配列、当該塩基
配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列ま
たはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩
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基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基
配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩
基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基
配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
【０００８】
さらなる態様において、本発明は、配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１
〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれ
ら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩
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基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基
配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩
基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基
配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
【０００９】
また別の態様において、本発明は、配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基
配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列ま
たはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の
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１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそ
れら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の
１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそ
れら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を提供する。
【００１０】
さらに別の態様において、本発明は、配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩
基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列
またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の
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１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそ
れら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の
１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそ
れら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子を提供する。
【００１１】
また別の態様において、本発明は、配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基
配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と
、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の
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１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それ
らの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の
１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それ
らの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子を提供する。
【００１２】
さらに別の態様において、本発明は、配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩
基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列
と、それらの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の
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１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それ
らの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子を提供する。
別の本発明の態様において、配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の
１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それ
らの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子を提供する。
【００１３】
また、本発明は、(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例
えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の
何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、(b)配列番号２で示される塩基配列、当該塩
基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列
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またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配列番号３
で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基
置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核
酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防のための医薬組成物を提供する。
【００１４】
また、本発明は、(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例
えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の
何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子、(b)配列番号２で示される塩基配列、当該
塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配
列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子および(c) 配列番
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号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１
塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る
単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防のための医薬組成物を提供す
る。
【００１５】
また、本発明は、(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３
塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩
基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、(b) 配列番号６または７で示される
塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失
もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子およ
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び(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜
２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと
相補的な配列を含む単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防のための
医薬組成物を提供する。
【００１６】
また、本発明は、(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３
塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩
基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子、(b) 配列番号６または７で示され
る塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠
失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子
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および(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば
１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れ
かと相補的な配列から成る単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防の
ための医薬組成物を提供する。
【００１７】
また、本発明は、(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３
塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何
れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子、(b) 配列番号６または７で示される塩
基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失も
しくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子および(c

20

) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩
基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列と
を含む２本鎖単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防のための医薬組
成物を提供する。
【００１８】
また、本発明は、(a) 配列番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３
塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何
れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子、(b) 配列番号６または７で示される塩
基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失も
しくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子および(c

30

) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩
基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列か
ら成る２本鎖単離核酸分子を含む、増殖性疾患の処置および／または予防のための医薬組
成物を提供する。
【００１９】
別の態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑
制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号１で示される塩基配
列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしく
は付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、(b) 配列
番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には
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１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む
単離核酸分子および(c) 配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例
えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の
何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子と前記細胞を同時的に接触させることを含む方
法を提供する。
【００２０】
別の態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑
制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号１で示される塩基配
列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしく
は付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子、(b) 配
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列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的に
は１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から
成る単離核酸分子および(c) 配列番号３で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基
、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配
列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子と前記細胞を同時的に接触させることを
含む方法を提供する。
【００２１】
別の態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑
制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号４または５で示され
る塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠
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失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子、
(b) 配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２
塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相
補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該
塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配
列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子と前記細胞を同時的
に接触させることを含む方法を提供する。
【００２２】
別の態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑
制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号４または５で示され
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る塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠
失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子
、(b) 配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜
２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと
相補的な配列から成る単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、
当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付
加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列から成る単離核酸分子と前記細胞を
同時的に接触させることを含む方法を提供する。
【００２３】
別の態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑
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制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号４または５で示され
る塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠
失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子、(b
) 配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩
基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列と
を含む２本鎖単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該塩基
配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と
、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子と前記細胞を同時的に接触
させることを含む方法を提供する。
【００２４】
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さらなる態様において、本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖
を抑制、停止、遅延および／または退縮する方法であって、(a) 配列番号４または５で示
される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換
、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子
、(b) 配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜
２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配
列から成る２本鎖単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で示される塩基配列、当該
塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配
列と、それらの何れかと相補的な配列から成る２本鎖単離核酸分子と前記細胞を同時的に
接触させることを含む方法を提供する。
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【発明の効果】
【００２５】
本発明のｍｉＲＮＡおよびｓｉＲＮＡは、腫瘍細胞の分化状態を劇的に変動させ得るこ
とから、未分化または低分化で、治療抵抗性の悪性腫瘍を抑制することができると考えら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】ＲＧＭ２４９の転写産物の塩基配列、その二次構造およびそれをＤｉｃｅｒで消
化して得られた産物のＰＡＧＥ電気泳動の結果を示す。
【図２】多形性膠芽腫細胞株Ｔ９８ＧにおけるｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１お
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よびｍｉＲＮＡ−１９７の発現量を示す。
【図３】Ｔ９８Ｇから抽出したｍｉＲＮＡを鋳型として、ｍｉＲＮＡ特異的塩基配列を用
いてｍｉＲＮＡ定量検出を行った結果を示す。
【図４】悪性黒色腫細胞株ＨＭＶ−Ｉに対するｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１お
よびｍｉＲＮＡ−１９７個々および組み合わせの増殖抑制機能を、ｓｉＲＮＡ法を用いて
検討した結果を示す。
【図５】悪性黒色腫細胞株ＨＭＶ−Ｉに対するｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１お
よびｍｉＲＮＡ−１９７に対するｓｉＲＮＡの組合せ剤投与によるＲＮＡ発現の調節を示
す。
【図６】腫瘍を移植した免疫不全マウスにおける、３種のｍｉＲＮＡのインビボでの増殖
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抑制機能を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
本明細書において使用されている用語は、医学、薬学、分子生物学、微生物学等の分野
で一般に使用されているとおりの意味を有するが、特に次に記載する意味を有する。
【００２８】
「マイクロＲＮＡ」、「ｍｉＲＮＡ」または「ｍｉＲ」は相互に交換可能なように使用
され、ＲＮＡの翻訳をサイレンシングすることによって遺伝子発現を制御し得る、長さ約
１５〜３０塩基の一本鎖ＲＮＡを意味する。
「ｍｉＲＮＡ−４７」は配列番号１で示される配列5'‑CUCAC CCGGU GAUGA GAGUU UGAUU
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(25mer)を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９由来のマイクロＲ
ＮＡ分子である。
「ｍｉＲＮＡ−１０１」は配列番号２で示される配列5'‑AACAU GACCA AAGCC AUGUG (20
mer)を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９由来のマイクロＲＮＡ
分子である。
「ｍｉＲＮＡ−１９７」は配列番号３で示される配列5'‑GUACU UCACG AGGAU GUG (18me
r)を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９由来のマイクロＲＮＡ分
子である。
【００２９】
「ｓｉＲＮＡ」は、配列特異的に遺伝子の発現を抑制することができる、長さ約１５〜
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３０塩基の低分子２本鎖ＲＮＡを意味する。上記マイクロＲＮＡからそれぞれ、ｓｉＲＮ
Ａを当業者に周知の方法、例えば実施例に記載の方法によって製造することができる。
ｍｉＲＮＡ−４７由来のｓｉＲＮＡは、配列番号４で示される配列5'‑CUCACCCGGUGAUGA
GAGUUUGA（センス）と配列番号５で示される配列5'‑AAUCAAACUCUCAUCACCGGGUG（アンチセ
ンス）を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９の発現を調節し得る
。
ｍｉＲＮＡ−１０１由来のｓｉＲＮＡは、配列番号６で示される配列5'‑AACAUGACCAAAG
CCAUGUGUU（センス）と配列番号７で示される配列5'‑CACAUGGCUUUGGUCAUGUU（アンチセン
ス）を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９の発現を調節し得る。
ｍｉＲＮＡ−１９７由来のｓｉＲＮＡは、配列番号８で示される配列5'‑GUACUUCACGAGG
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AUGUGUU（センス）と配列番号９で示される配列5'‑CACAUCCUCGUGAAGUAC（アンチセンス）
を有し、ｈＴＥＲＴ発現関連遺伝子の１つであるＲＧＭ２４９の発現を調節し得る。
【００３０】
ＲＧＭ２４９の転写産物であるＲＮＡは、
5

‑GGAAAACUAAAAUGAGAGAAUGGGUGUCCAAGAGGACAAGUUCAUGCUCACCCGGUGAUGAGAGUUUGAUUGCAGA

AUAAGGCUAGACAAAGGGAAGCUGAACAUGACCAAAGCCAUGUGACAUCGUAUGAUCCUCGAAUCUCACAGUAUCUAUGU
AUCUAUAAUCAGAUACAUCCCUAGACUUUCCAGGAAUUCUGGUACUUCACGAGGAUGUGAGAAGACUCUGAACAAAAUAA
UACACUGCUCGUG‑3
の塩基配列（配列番号１０）を有する。
【００３１】

10

塩基の「置換、欠失または付加」は、元の塩基配列から記載の数の塩基が任意の位置で
、天然塩基および化学修飾塩基を含む他の塩基と入れ換わっている（置換）、脱落してい
る（欠失）、あるいは挿入されている（付加）ことを意味する。当該置換、欠失または付
加された配列を有する核酸分子は元の配列を有する核酸分子と実質的に同等の性質を有し
、例えば元の配列と相補的な配列を有する核酸分子とストリンジェントな条件下でハイブ
リダイズする。ここでストリンジェントな条件は、ある核酸分子が標的配列に結合するが
、他の配列にはほとんど結合しない条件を意味する。ストリンジェントな条件は配列に依
存し、例えばより長い配列はより高温でその適切な相補鎖に特異的にハイブリダイズする
。一般に、ストリンジェントな条件は、所定のイオン強度およびｐＨで、特定の配列の熱
融点（Ｔｍ）よりも約５℃低く選択する。Ｔｍは、所定のイオン強度、ｐＨおよび核酸濃
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度下で標的配列に相補的な塩基配列の５０％が標的配列と平衡状態でハイブリダイズする
温度である。標的配列は一般に過剰に存在するため、Ｔｍで５０％の塩基配列が、平衡状
態でその相補鎖にハイブリダイズする。典型的に、ストリンジェントな条件は、塩濃度が
ナトリウムイオン約１．０Ｍ未満、典型的にはナトリウムイオンまたは他の塩約０．０１
〜１．０Ｍ、ｐＨ７．０〜８．３であり、温度が、短い塩基配列、例えば１０〜５０塩基
の配列について少なくとも約３０℃、長い塩基配列について少なくとも約６０℃であるも
のである。ストリンジェントな条件はまた、ホルムアミドのような脱安定化剤を加えて得
ることもできる。
【００３２】
「化学修飾」塩基は、メチル化、リン酸化、脱アミノ化等の塩基において一般に生じ得
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ると当業者に理解されている修飾が施された塩基を意味する。
【００３３】
「単離」された核酸分子とは、核酸分子がそれらの天然に生じる環境とは別の環境に存
在していることを意味するが、一旦核酸分子を単離した後、再度元の環境に戻した場合で
あっても、それらの核酸分子は単離されている。核酸分子を単離する方法は当業者に周知
である。単離された核酸分子は、一般に、実質的に精製されている。ここで、実質的に精
製とは、天然環境から採取された化合物（例えばポリヌクレオチドまたはポリペプチドま
たは抗体）を意味し、本来の天然環境には存在している他の成分を少なくとも６０％、少
なくとも７５％、少なくとも９０％含まない。
【００３４】
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「接触」は、本発明の単離核酸分子が細胞に、直接または間接的に近づくことを意味し
、典型的には細胞中に本発明の単離核酸分子が存在することを意味する。接触は生体内の
細胞、生体から単離した細胞、体液、バッファー、塩、溶液等の何れかの中に存在してい
る細胞に対して行ってもよい。「接触」は、例えば単離した細胞を含むビーカー、マイク
ロタイタープレート、細胞培養フラスコまたはマイクロアレイ等に本発明の単離核酸分子
を入れることを含む。接触は、インビボ、エクスビボまたはインビトロで実施してよい。
【００３５】
「同時的」は、本発明の３種の単離核酸分子が同時に細胞に接触している状態を意味し
、本発明の単離核酸分子それぞれが全く同時に、同一の経路で、例えば一体とした組成物
として標的細胞を含む環境中に導入されることを必要としない。したがって、３種の単離
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核酸分子が同時に標的細胞に接触しさえすれば、本発明の単離核酸分子を１種ずつ、ある
いは２種と１種を、それぞれ別個に標的細胞を含む環境中に導入しても差し支えない。
【００３６】
本発明の範囲は理論および仕組みに縛られることはないが、標的細胞と接触させた本発
明のｓｉＲＮＡは当該細胞内、例えば核内でＲＧＭ２４９ｍＲＮＡとハイブリダイズして
その翻訳を抑制することによって、ＲＧＭ２４９の発現を阻害することができる。あるい
は、本発明のｍｉＲＮＡは当該細胞内でＲＧＭ２４９のセンス鎖として機能して、強制的
にＲＧＭ２４９を発現状態にすることができる。ＲＧＭ２４９はｈＴＥＲＴの関連遺伝子
であり、当該遺伝子の発現を（オン、オフいずれであれ）制御することによって細胞のが
ん化または過増殖を抑制、停止、遅延または退縮することができる。

10

【００３７】
驚くべきことに、実施例に示すとおり、本発明の３種の単離核酸分子を同時的に悪性黒
色腫細胞株に接触させたときにのみ、腫瘍細胞の増殖が抑制乃至退縮されたが、いずれか
１種または２種のこれらの単離核酸分子では、腫瘍細胞の増殖は抑制されなかった。した
がって本発明は、細胞のがん化を予防し、あるいは細胞の過剰な増殖を抑制、停止、遅延
および／または退縮する方法であって、本発明の３種の単離核酸分子を同時的に前記細胞
に接触させることを含む方法を提供する。
【００３８】
さらに本発明は、本発明の３種の単離核酸分子を含む、組成物を提供する。当該組成物
は例えば増殖性疾患の処置および／または予防のための医薬組成物であってよい。また、
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本発明の３種の単離核酸分子が１個の組成物に含まれる固定された組成物であっても、あ
るいは１種ずつまたは２種と１種とが別々に含まれる複数の組成物であって、これらの組
成物が一体的に使用されるためのものである、組合せ組成物であってもよい。
【００３９】
本発明の単離核酸分子は、コレステロールなどの脂質や細胞内への取り込み促進（誘導
）物質と結合していてもよい。かかる複合化核酸分子は、細胞内で長時間持続的にＲＧＭ
２４９の発現を調節し得る。
【００４０】
本発明の組成物は、本発明の３種の単離核酸分子と、薬学的に許容される担体を含んで
いてもよい。「薬学的に許容される担体」は、核酸分子および他の治療剤のような治療剤
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を投与するための担体を意味する。該用語は、それ自体が組成物を投与された個体に有害
な抗体の生産を誘導することなく、過度の毒性なく投与することができる何れかの医薬担
体を意味する。好適な担体は、大きく、ゆっくりと代謝される巨大分子、例えばタンパク
質、多糖、ポリ乳糖、ポリグリコール酸、ポリマー状アミノ酸、アミノ酸コポリマー、脂
質凝集体、ハイドロジェルおよび不活性ウイルス粒子、特にアテロコラーゲンであり得る
。かかる担体は当業者に周知である。治療用組成物の薬学的に許容される担体は、水、食
塩水、グリセロールおよびエタノールのような液体を含んでいてもよい。湿潤剤または乳
化剤、ｐＨ緩衝化物質等の補助物質も、かかる担体中に存在していてよい。
【００４１】
本発明の核酸は、例えば１種以上の選択された宿主細胞中で該核酸の複製を行うことが
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できる組換えベクター中で提供されてもよい。１個の組換えベクター中に本発明の３種の
核酸を発現する遺伝子が含まれていても、あるいは２個または３個の組換えベクター中に
本発明の２種または１種の核酸を発現する遺伝子が含まれていてもよい。たとえば、様々
なウイルス性種（ＳＶ４０、ポリオーマ、アデノウイルス、ＶＳＶまたはＢＰＶ）が、哺
乳類細胞におけるクローニングベクターとして有用である。該ベクターはたとえば、プラ
スミド、コスミド、ウイルス粒子、ファージ、あるいは細胞によって取り込まれ、本発明
の核酸配列あるいは他の遺伝子を発現するために使用される、任意の他の好適なベクター
または構築物の形態であり得る。ベクターに本発明の核酸を発現する遺伝子を導入する方
法は、当該技術分野において周知である。
【００４２】

50

(11)

JP 2011‑142833 A 2011.7.28

本発明の単離核酸分子によって処置または予防され得る増殖性疾患は、例えば良性もし
くはとりわけ悪性腫瘍、特に分化度の低い腫瘍、例えば腎臓、脳、肝臓、副腎、膀胱、胸
部、胃、卵巣、結腸、直腸、前立腺、膵臓、肺、膣または甲状腺の癌腫、肉腫、黒色腫、
膠芽腫、例えば多形性膠芽腫、多発性骨髄腫ならびに頭頸部がん、ならびに白血病、特に
結腸癌腫または結直腸腺腫、または上皮過増殖、とりわけ乾癬、前立腺過形成、とりわけ
上皮形質の新生物、特に乳房癌腫、または白血病、中でもとりわけ黒色腫または膠芽腫、
特に他の治療に抵抗性の悪性腫瘍、特に黒色腫または多形性膠芽腫を意味するが、これら
に限定されない。「細胞のがん化」とは、細胞がこれらの疾患において見出されるような
過増殖性状態となることを意味する。「細胞の過剰な増殖」も同様に、これらの疾患にお
いて見出されるような細胞の過増殖性状態を意味する。

10

【００４３】
細胞は生体内の細胞であっても生体から単離した細胞であってもよい。細胞は、あらゆ
る生物起源の細胞であり得るが、典型的には動物、特にヒトを含む哺乳類、例えばウマ、
ウシ、ヒツジ、ネコ、イヌ、サル、マウス、ラット、マウス等に由来する。細胞は特に、
過増殖状態の細胞であるか、またはそのような状態になり得る可能性があると判断される
細胞であり得る。したがって本発明は、上記動物から選択される対象の増殖性疾患を処置
または予防する方法であって、かかる処置または予防を必要とする前記対象に治療上有効
量の本発明の単離核酸分子またはそれを含む医薬組成物を投与することを含む方法を提供
する。
【００４４】
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「治療上有効量」は、治療上有効量の医薬を対象に投与したとき、該対象の１種以上の
がん細胞の増殖および／または生存またはがん細胞の転移の減少または逆転として観察さ
れる薬効が生じる本発明の単離核酸分子の量を意味する。治療上有効量は、典型的には、
有効成分を含まない組成物を同じ状況の対象に投与したとき観察される効果と比較した効
果によって決定される。ある対象についての正確な有効量は、対象のサイズ、健康、状態
の性質および程度、ならびに投与に選択した治療剤または治療剤の組合せに依存し、医師
、臨床医または獣医が通常の実験によって決定することができる。
【００４５】
本発明の医薬組成物は、例えば吸入もしくは座薬によって、または粘膜組織に、例えば
膣、直腸、尿道、頬側および舌下組織に、経口的に、局所的に、鼻腔内に、腹腔内に、非
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経腸的に、静脈内に、リンパ管内に、腫瘍内に、筋肉内に、傷口内に、動脈内に、皮下に
、眼内に、滑液内に、経上皮的に、および経皮的に投与する。他の好適な導入方法には、
再充填可能または生分解性デバイス、および遅延もしくは徐放ポリマーデバイスも含まれ
得る。本発明の医薬組成物はまた、他の既知の抗がん剤または他の既知のがん処置レジメ
ン、例えば外科手術または放射線療法との組合せ治療の一部として投与することができる
。
【００４６】
本発明の核酸は、細胞中に直接導入してもよい。限定するものではないが一般的に（と
りわけインビトロ導入について）形質転換と呼ばれ得る導入のために、あらゆる利用可能
な技術を使用することができる。真核細胞への導入のための好適な技術には、カルシウム
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リン酸トランスフェクション、ＤＥＡＥ−デキストラン、エレクトロポレーション、リポ
ソーム介在トランスフェクション、およびレトロウイルスまたは当業者に既知の他のウイ
ルス、たとえば痘疹を使用した形質導入が含まれ得る。
【００４７】
したがってさらなる態様において本発明は、対象から取得された細胞、例えば腫瘍細胞
に(a)配列番号１で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、
典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な
配列を含む単離核酸分子、(b)配列番号２で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩
基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基
配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配列番号３で示される塩基配
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列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしく
は付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子を導入する
ことを特徴とする、細胞のがん化を予防し、あるいは当該細胞の過剰な増殖を抑制、停止
、遅延および／または退縮するための細胞製剤の製造方法を提供する。
【００４８】
さらなる態様において本発明は、対象から取得された細胞、例えば腫瘍細胞に(a)配列
番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典
型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配
列を含む単離核酸分子、(b)配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１
〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列またはそれ
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ら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で
示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置
換、欠失もしくは付加配列またはそれら塩基配列の何れかと相補的な配列を含む単離核酸
分子を導入することを特徴とする、細胞のがん化を予防し、あるいは当該細胞の過剰な増
殖を抑制、停止、遅延および／または退縮するための細胞製剤の製造方法を提供する。
【００４９】
さらなる態様において本発明は、対象から取得された細胞、例えば腫瘍細胞に(a) 配列
番号４または５で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典
型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む
２本鎖単離核酸分子、(b) 配列番号６または７で示される塩基配列、当該塩基配列の１〜
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３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、欠失もしくは付加配列と、それらの
何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子および(c) 配列番号８または９で示さ
れる塩基配列、当該塩基配列の１〜３塩基、例えば１〜２塩基、典型的には１塩基置換、
欠失もしくは付加配列と、それらの何れかと相補的な配列とを含む２本鎖単離核酸分子を
導入することを特徴とする、細胞のがん化を予防し、あるいは当該細胞の過剰な増殖を抑
制、停止、遅延および／または退縮するための細胞製剤の製造方法を提供する。
【００５０】
本明細書に記載の特許、特許出願、受託番号および公報の各々は、その全体について、
ここに参照により本明細書に引用する。
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【００５１】
本明細書に記載のものに加えて、上記記載の点から本発明の多様な修飾が当業者に明ら
かであろう。かかる修飾も本発明の技術的範囲に含まれることが意図される。本発明はさ
らに、下記実施例において詳述されるが、これは説明の目的のためであり、本発明の範囲
を限定することを意図しない。
【実施例１】
【００５２】
ｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１、ｍｉＲＮＡ−１９７の製造
ＲＧＭ２４９をＲＮＡ発現ベクター（Ｕ６
ングし、Ｔ７

ｐｒｏｍｏｔｅｒによる）にサブクローニ

ＲＮＡポリメラーゼでＲＧＭ２４９の全長ＲＮＡ（１）を発現させた。こ

れをｍｉＲＮＡプロセッシング酵素

Ｄｉｃｅｒで消化し、消化された産物（２）をＡｍ

ｂｉｏｎ社のＦｌａｓｈＰＡＧＥで精製した。（１）と（２）を電気泳動法（ＰＡＧＥ）
により２５ｍＡで約１時間泳動した（結果を図１に示す）。泳動の結果、３種類の区別可
能な消化産物を認めたため、３種類のｍｉＲＮＡが存在すると予想し、Takara社のｍｉＲ
ＮＡ定量キットにより詳細に検討した。キットに附属しているシークエンス用プライマー
で定量ＰＣＲをかけ、更に電気泳動して、産物を切りだして精製・抽出した後、附属のシ
ークエンスプライマーでキットの指示書に従って塩基配列の解析を行ったところ、ＲＧＭ
２４９の３か所の塩基配列、４７、１０および１９７であることが明らかとなった。そこ
で、今度はそのｍｉＲＮＡの塩基配列で、
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【表１】

上記表に記載のセンスプライマー以外で同じキットを用い、ＲＧＭ２４９ＲＮＡをＤｉｃ
ｅｒで消化し、抽出したものを用い、ＰＣＲをかけ、同手法でシークエンスし、その３つ
のｍｉＲＮＡであることが再確認した。

10

さらに（２）を、上記プライマーを用いたＰＣＲによって増幅して、ｍｉＲＮＡ−４７
、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７をそれぞれ得た。
【００５３】
多形性膠芽腫細胞株Ｔ９８ＧにおけるｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉ
ＲＮＡ−１９７の発現量の測定
多形性膠芽腫細胞株Ｔ９８Ｇ（東北大学加齢医学研究所から譲渡）におけるｍｉＲＮＡ
−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７のコピー数を、Takara社のｍｉＲ
ＮＡ定量キットにより、添付の指示書のとおりに検討した。結果を図２に示す。３種のｍ
ｉＲＮＡはいずれも腫瘍細胞において実際に発現しているＲＮＡ分子であることが明らか
となった。

20

【００５４】
Ｔ９８Ｇから抽出したｍｉＲＮＡを、Takara社のｍｉＲＮＡ定量キットにより検討した
。上記ｍｉＲＮＡ特異的塩基配列センス鎖をforwardプライマーとして定量ＰＣＲをかけ
たところ、図３のように反応し、単一増幅物であることが確認できた。
【００５５】
悪性黒色種細胞株ＨＭＶ−Ｉ（東北大学加齢医学研究所から譲渡）におけるｍｉＲＮＡ−
４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７個々及び組み合わせの増殖抑制機能
ｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７個々及び組み合わせ
の増殖抑制機能に関して、ｓｉＲＮＡ法を用いて悪性黒色種細胞株ＨＭＶ−Ｉで検討した
30

。
ｍｉＲＮＡ−４７、１０１および１９７の塩基配列から北海道システムサイエンス社の
ｓｉＲＮＡ合成キットを用い、キットに添付のマニュアルに準じてｓｉＲＮＡを合成した
。遺伝子導入担体ＦｕＧｅｎｅ（Roche社）を用いて、マニュアルに準じてｓｉＲＮＡを
ＨＭＶ−Ｉに導入した。導入４８時間後にＭＴＴ細胞数側的キット（nakarai社）で、増
殖している細胞数の評価を行った。
結果を図４に示す。ｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７
の３種をｓｉＲＮＡの形で共導入したときの増殖抑制効果が最も優れている。Ｔ９８Ｇに
おいても３種混合での効果が最も抑制効果が高かった（データは示さず）。
【００５６】
悪性黒色種細胞株ＨＭＶ−Ｉ（東北大学加齢医学研究所から譲渡）におけるｍｉＲＮＡ−

40

４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７組み合わせの増殖抑制機能
ｍｉＲＮＡ−４７ならびにｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１とｍｉＲＮＡ−１９
７の３種のｓｉＲＮＡを上記と同様に、同時に悪性黒色種細胞株ＨＭＶ−Ｉにそれぞれ導
入した。導入４８時間後にｍｉＲＮＡと全ＲＮＡをmiRVANA miRNA isolation kit（Ambio
n社）で抽出した。そのＲＮＡを注目する遺伝子のプライマーを用いて我々が開発したRea
ltime OneStep ＲＴ−ＰＣＲ法（Miura N et al. Clinical Cancer Research, 1; 11(9):
3205‑3209, 2005）で定量測定した。βアクチンの発現を１として、各ＲＮＡの発現を図
５として示す。ｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７の３種
のｓｉＲＮＡ多能性や正常細胞に関連する遺伝子、分化に関わる遺伝子発現を変動させた
。
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【００５７】
インビボ試験
免疫不全マウス（ＫＳＮ／ＳＬＣ：チャールスリバー社）１０匹に腫瘍細胞（ＨＭＶ−
Ｉ）５ｘ１０７個を各マウスの背部に移植した。該マウスをアテロコラーゲン（Atello C
ollagen）（高研社）のみを投与するコントロール群（５匹）と、ｍｉＲＮＡ−４７、ｍ
ｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７に対するｓiＲＮＡの組合せ剤（各１００μ
Ｍ）投与群（ＤＤＳ製剤としてアテロコラーゲンを用いる）（５匹）に分け、製造業者の
マニュアルに準じて１週間おきに投与し、投与前には腫瘍のサイズを測定した。これを２
８日間継続した。結果を図６に示す。ｍｉＲＮＡ−４７、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉ
ＲＮＡ−１９７に対するｓiＲＮＡの組合せはインビボでも増殖抑制機能を発揮する。

10

２８日目にマウスを解剖して、転移の有無を検索した。結果は次の表のとおりである。
【表２】

20

組合せ剤投与群では、一部に肺転移があったものの、コントロール群と比較して有意に
腫瘍の転移が抑制されていることを確認した。
【００５８】
免疫不全マウス（ＫＳＮ／ＳＬＣ：チャールスリバー社）１０匹に腫瘍細胞（ＨＭＶ−
Ｉ）５ｘ１０７個を各マウスの尾静脈から注射した。該マウスをアテロコラーゲン（Atel
lo Collagen）（高研社）のみを投与するコントロール群（５匹）と、ｍｉＲＮＡ−４７
、ｍｉＲＮＡ−１０１およびｍｉＲＮＡ−１９７に対するｓiＲＮＡの組合せ剤（各４０
０μＭ）投与群（ＤＤＳ製剤としてアテロコラーゲンを用いる）（５匹）に分け、それぞ

30

れに薬剤を腫瘍細胞注射の１週間後から１カ月間、１週おきに静脈内投与した。投与サイ
クルの終了後にマウスを解剖して、転移の有無を検索した。結果は次の表のとおりである
。
【表３】

40

コントロール群では肺転移、肝転移、腹腔内転移が多数認められたのに対し、組合せ剤
投与群は腹腔内転移巣を１つ認めたのみであった。これは組合せ剤の投与によって悪性腫
瘍細胞が転移能を失ったことすなわち、良性腫瘍様に分化をスイッチオフできることを示
唆している。
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