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  論文題目 
多足型DNAナノ構造体を利用した核酸医薬の標的指向化および体内動態制御

に関する研究 
 
近年、低分子薬、抗体医薬に次ぐ創薬モダリティとして、核酸医薬に対する注目が高ま

っている。核酸の臨床応用は古くから期待されていたが、多くが非臨床もしくは臨床試験

において期待される有効性を見出せずに開発中止となってきた。この主たる要因は、核酸

が druggableな薬物動態特性を有していないためであり、この課題克服が必要不可欠である。

核酸に druggable な性質を付与する方法は大きく分けて二通りある。一つは核酸自体に化学

修飾を施すことで、核酸分子の安定性、標的細胞への指向性、生物活性などの向上を目的

とするものである。もう一つは、リポソームなどに代表される DDS キャリアの利用であり、

標的細胞内への効率よい核酸送達を目的とするものである。後者のアプローチの一つとし

て多足型 DNA ナノ構造体の利用が挙げられる。本 DDS 手法は、化学合成可能な DNA のみ

を用いるため、リポソーム等のキャリアと比較して規格の均一化が容易であること、生分

解性であるため安全性面における懸念が低いこと、目的に応じて構造を計算科学的に自在

に設計可能であることなどの DDS キャリアとしての利点を有する。そこで本研究では、免

疫調節性核酸あるいはアンチセンス核酸をモデル核酸医薬として選択し、多足型 DNA ナノ

構造体を利用した核酸医薬の標的指向化および体内動態制御について検討した。 

 

第一章  多足型 DNA ナノ構造体を利用した CpG DNA の自然免疫活性増強に関する in 

vitro/in vivo 相関の解明 

多足型 DNA ナノ構造体は、一本鎖 DNA と比較して免疫細胞に取り込まれやすいことか

ら、CpG モチーフを含むオリゴヌクレオチドを多足型 DNA ナノ構造体に組み込むことで、

免疫細胞からのサイトカイン産生が飛躍的に向上することが報告されている。こうした結

果は数多くの in vitro 実験により実証されたものではあるものの、様々な種類の CpG モチー

フを有する DNA が用いられているため、多足型 DNA ナノ構造体の構造活性相関は厳密に

は検討されていない。また、in vivo 実験の結果は限定的であり、in vitro/in vivo 相関には不

明な点が多い。申請者は、CpG モチーフを一つだけ有する 20 mer の一本鎖 DNA（CpG-SS）

を設計し、この CpG-SS を tripod-like structured DNA（tripodna）及び hexapod-like structured 

DNA（hexapodna）に組み込むことで CpG-tripodna 及び CpG-hexapodna を形成し、多足型

DNA ナノ構造体の構造活性相関を検討した。その結果、RAW264.7 細胞を用いた in vitro 試

験において、CpG-SS と比較して CpG-tripodna 及び CpG-hexapodna は tumor necrosis factor-

（TNF-）産生をそれぞれ約 10 倍、約 30 倍に上昇させた。またマウスにこれら CpG DNA

を静脈内投与し、Toll-like receptor 9 刺激に基づき血漿中に放出される IL-12p40 の area under 

the plasma concentration-time curve（AUC）により、in vivo における TLR9 刺激能を評価した。

その結果、CpG-tripodna 及び CpG-hexapodna は CpG-SS と比較して IL-12p40 の AUC をそれ

ぞれ 5-10 倍、約 20 倍に上昇させた。以上より、多足型 DNA ナノ構造体は in vivo において

も CpG-SS の活性を上昇させる有用なキャリアとして機能すること、その有用性は in vitro

試験で予測可能であることを明らかにした。 

 

第二章  多足型 DNA ナノ構造体を利用した免疫抑制性オリゴヌクレオチドの免疫細胞へ

のデリバリー 

 近年、CpG DNA による自然免疫の活性化を抑制する、抑制性オリゴヌクレオチドが報告

され、自然免疫の過剰な活性化が問題とされる自己免疫疾患等に対する治療薬としての応

用が期待されている。そこで申請者は、多足型 DNA ナノ構造体を利用した抑制性オリゴヌ

クレオチドの免疫細胞への効率的なデリバリーを試みた。抑制性オリゴヌクレオチドとし

てテロメア配列に類似した A151を選択し、これを 6分子搭載する hexapodna（supHexapodna）

を設計した。蛍光標識 A151 を RAW264.7 細胞に添加することで細胞取り込みを評価したと

ころ、supHexapodna は A151 よりも効率良く細胞に取り込まれた。また、CpG DNA 添加に



 

より RAW264.7 細胞から産生される TNF-は、supHexapodna の同時添加でより効率的に抑

制可能であった。以上より、多足型 DNA ナノ構造体は抑制性オリゴヌクレオチド A151 の

免疫細胞へのデリバリーにも有用であることが示された。 

 

第三章  多足型 DNA ナノ構造体を利用したモルフォリノ核酸の体内動態制御 

 モルフォリノ核酸（phosphorodiamidate morpholino oligonucleotide: PMO）は、アンチセ

ンス核酸に利用される化学修飾核酸の一種であり、標的のmRNAやpre-mRNAと配列特異的

に結合し、翻訳抑制やスプライシングの制御などの機能を有することから様々な疾患治療

への利用が期待されている。しかしながら、PMOは細胞膜透過性をはじめとした薬物動態

特性に課題があるため、適用可能な疾患は筋ジストロフィーなどに限られており、PMOを

標的細胞内にデリバリー可能なキャリアの開発が待ち望まれている。申請者は、PMOの体

内動態制御に対する多足型DNAナノ構造体の有用性を検証した。放射標識PMOをtripodna

に組み込んだPMO/tripodnaをマウスに静脈内投与したところ、PMOを単独で投与した場合

と比較して、PMO/tripodnaを投与した場合の血漿中PMO濃度は高く、AUCは約5倍に増加し

た。また、投与24時間後における組織中濃度は、心臓や筋肉などでは血漿中AUCの増加と

同程度上昇し、肝臓及び脾臓においてはそれぞれ約32倍及び約51倍と著しい組織中濃度の

上昇が認められた。以上より、多足型DNAナノ構造体は、PMOの体内動態制御に有用であ

り、脾臓や肝臓などの免疫細胞を多く含む臓器への効率的なPMOのデリバリーに利用でき

る可能性が示された。 

 

 以上、本研究では、多足型DNAナノ構造体が免疫調節性核酸の免疫細胞への標的指向化

ならびに活性増強に有用であることを示すとともに、CpG DNA及びアンチセンス核酸の体

内動態制御に利用可能なDDSキャリアであることを見出した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（続紙 ２ ）                            

 
（論文審査の結果の要旨） 

近年、低分子薬、抗体医薬に次ぐ創薬モダリティとして、核酸医薬に対する注目が高まっ

ている。核酸の臨床応用は古くから期待されていたが、多くが非臨床もしくは臨床試験にお

いて期待される有効性を見出せずに開発中止となってきた。この主たる要因は、核酸が

druggable な薬物動態特性を有していないためであり、この課題克服が必要不可欠である。

核酸に druggable な性質を付与する方法は大きく分けて二通りある。一つは核酸自体に化学

修飾を施すことで、核酸分子の安定性、標的細胞への指向性、生物活性などの向上を目的と

するものである。もう一つは、リポソームなどに代表される DDS キャリアの利用であり、

標的細胞内への効率よい核酸送達を目的とするものである。後者のアプローチの一つとして

多足型 DNA ナノ構造体の利用が挙げられる。本 DDS 手法は、化学合成可能な DNA のみを

用いるため、リポソーム等のキャリアと比較して規格の均一化が容易であること、生分解性

であるため安全性面における懸念が低いこと、目的に応じて構造を計算科学的に自在に設計

可能であることなどの DDS キャリアとしての利点を有する。そこで本研究では、免疫調節

性核酸あるいはアンチセンス核酸をモデル核酸医薬として選択し、多足型 DNA ナノ構造体

を利用した核酸医薬の標的指向化および体内動態制御について検討し、以下の新知見を得

た。  

まず、CpG モチーフを一つだけ有する 20 mer の一本鎖 DNA（CpG-SS）を設計し、この

CpG-SS を tripod-like structured DNA（tripodna）及び hexapod-like structured DNA（hexapodna）

に組み込むことで CpG-tripodna 及び CpG-hexapodna を形成し、多足型 DNA ナノ構造体の構

造活性相関を in vitro 及び in vivo で検討した結果、多足型 DNA ナノ構造体は in vivo におい

ても CpG-SS の活性を上昇させる有用なキャリアとして機能すること、その有用性は in vitro

試験で予測可能であることを明らかにした。また、抑制性オリゴヌクレオチド A151 を 6 分

子搭載する hexapodna（supHexapodna）を設計し、細胞取り込み及び TNF-産生抑制効果を

評価した結果、supHexapodna は A151 よりも効率良く細胞に取り込まれること、より強力な

抑制効果を示すことを明らかにした。さらに、モルフォリノ核酸（phosphorodiamidate 

morpholino oligonucleotide: PMO）の体内動態制御に対する多足型 DNA ナノ構造体の有用性

を検証した結果、tripodna が体内動態制御に有用であり、脾臓や肝臓などの免疫細胞を多く

含む臓器への効率的な PMO のデリバリーに利用できる可能性が示された。以上、本研究で

は、多足型 DNA ナノ構造体が免疫調節性核酸の免疫細胞への標的指向化ならびに活性増強

に有用であることを示すとともに、CpG DNA 及びアンチセンス核酸の体内動態制御に利用

可能な DDS キャリアであることを見出した。 

よって、本論文は博士（薬学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成 30

年 2 月 20 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 

 

 

 
 

 

 

 
 




