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研究成果の概要（和文）：細菌が感染して炎症が全身に及ぶと敗血症となり、死に至ることも多い。敗血症では
一酸化窒素が過剰に合成されて血管を拡張させ、血圧低下（ショック）が起こる。本研究では、ラット肝細胞を
用いて一酸化窒素合成酵素のメッセンジャーRNAを減少させるオリゴヌクレオチドを見つけた。これを敗血症モ
デルラットに投与すると、生存率が有意に改善されたことから、新たなヒト敗血症の治療薬となりうる新しい核
酸医薬と期待される。

研究成果の概要（英文）：Bacterial infection causes inflammation. When systemic inflammation occurs, 
it causes sepsis, resulting often in death. Nitric oxide that is excessively produced during sepsis 
causes vasodilation, which leads to septic shock. In this study, we found that a sense 
oligonucleotide that reduced the mRNA levels of inducible nitric oxide synthase in rat hepatocytes. 
When the oligonucleotide was administered with to the sepsis model rats, their survival rate 
significantly increased, suggesting that the oligonucleotide may be used to treat human sepsis.

研究分野： 生化学、分子生物学、病態生化学
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１．研究開始当初の背景 
 
 細菌が感染すると、誘導型一酸化窒素合成
酵素（iNOS）によって炎症メディエーター
である一酸化窒素（NO）が作られるのみな
らず、腫瘍壊死因子（TNF）が合成される。
とくに手術後や肝硬変を合併している場合
には感染が全身に及んで重篤な敗血症にな
ることがあり、血圧低下（ショック）や多臓
器不全を起こして死に至ることが多い。 
 私たちは、iNOS と TNF の遺伝子からメッ
センジャーRNA（mRNA）の相補鎖と同じ配
列をもつアンチセンス転写物（asRNA）が作
られ、この asRNA が mRNA の安定性を調節
していることを発見した[Matsui ら. 2008]。
asRNA はタンパク質をコードするセンス鎖
ではなく、アンチセンス鎖と同じ配列を持ち、
タンパク質に翻訳されない RNA である。
asRNA を介する遺伝子発現制御はまったく
新しいメカニズムであり、asRNA は敗血症
を起こしたラットやヒト組織においても発
現している[Yoshigai ら. 2014; Yoshigai ら. 
2013]。TNF やインターフェロンαを含む多
くのサイトカイン・ケモカイン遺伝子でも
asRNA が発見され、機能解析されるにいた
って[Yoshigai ら. 2014; Kimura ら. 2013]、
asRNA を介する遺伝子発現調節機構の重要
性 は 広 く 認 知 さ れ る よ う に な っ た
[Nishizawa ら. 2012]。 
 つぎに、iNOS の mRNA と同じ塩基配列の
一本鎖オリゴヌクレオチド（以下、センスオ
リゴと略す）を細胞内に入れたところ、iNOS 
mRNA 量と NO 量が顕著に減少した
[Yoshigai ら. 2013]。これは、センスオリゴ
が asRNA と結合して、asRNA と mRNA の
結合を阻害し、mRNA の分解が促進されたた
めである。iNOS センスオリゴの効果は、
siRNA の RNA 干渉効果とほぼ同程度であっ
た[Yoshigai ら. 2013]。 
 
２．研究の目的 
 
 敗血症では必ずしも抗生物質が効かず、敗
血症に著効を示す薬物はほとんどない。した
がって、敗血症に対する治療薬を作ることが
できれば多くの命を救うことができる。 
 そこで本研究では、培養細胞において
iNOS および TNF の mRNA を減少させるセ
ンスオリゴを探し、センスオリゴの最適化を
行い、つぎに敗血症モデルラットに投与して
生存率を改善するセンスオリゴを探索する
ことを目的とした。そして、センスオリゴを
ヒトの治療薬として実用化するための分子
的基盤を作ることを目指した。 
 
３．研究の方法 
 
(1) センスオリゴの設計 
iNOS および TNF の mRNA の 3'非翻訳領域
の二次構造を予測し、種間で保存されている

配列に対するセンスオリゴを各種デザイン
し、合成した[Yoshigai ら. 2013; Yoshigai ら. 
2014]。 
 
(2) 培養細胞へのセンスオリゴ導入実験 
ラット肝細胞へのセンスオリゴ導入は、
Matsui らの方法 [Matsui ら. 2008]にしたが
い、MATra-A 試薬（IBA 社）を用いて行っ
た。また、ヒト DLD-1 株細胞への導入も同
様に、Yoshigai らの方法 [Yoshigai ら. 2013] 
にしたがった。 
 
(3)敗血症モデルラットの遺伝子発現パター
ンの解析 
敗血症モデルにはガラクトサミンと LPS を
同時投与したラットを用い、投与後に肝臓を
摘出して全 RNA を取り、マイクロアレイ解
析（Agilent 社）を行った。 
 
(4)敗血症モデルラットへのセンスオリゴ投
与 
敗血症モデルにはガラクトサミンと LPS を
同時投与したラットを用い、ラットの生存率
を確認した。センスオリゴ投与後の肝臓組織
と mRNA 量は、組織染色および RT-PCR 法
により確認した。また、センスオリゴを投与
した際の肝臓での mRNA 発現は、マイクロ
アレイ解析によっても確認した。 
 なお動物実験計画は立命館大学 BKC 実験
動物委員会および関西医科大学動物実験委
員会にて承認され、法令およびガイドライン
等に従って実施した。 
 
４．研究成果 
 
 敗血症治療薬としてセンスオリゴの実用
化の基盤を作るために、以下の項目について
検討した。 
 
(1) 培養細胞を用いたセンスオリゴの最適化 
 ラット iNOS mRNA に対するセンスオリ
ゴについては、初代培養ラット肝細胞を用い
た。センスオリゴ S3C [Yoshigai ら. 2013]の
配列を基にして、センスオリゴの配列、長さ、
修飾などの微調整を行った。その結果、効率
よく iNOS mRNA を減少させた S3C-LD1-D
（以下、iNOS センスオリゴ 1 と呼ぶ）を、
動物への投与実験に用いることとした。 
 
 ヒト iNOS については、肝細胞由来のヒト
培養細胞では iNOS の発現が非常に低く解析
が難しかったため、iNOS の誘導的発現が認
められている DLD-1 株を用いて実験を行っ
た。ヒト iNOS mRNA に対するセンスオリ
ゴの配列を設計してセンスオリゴを細胞に
導入し、iNOS mRNA を定量してセンスオリ
ゴの効果を判定した。その結果、iNOS mRNA
量を有意に減少させる配列を決めることが
できた。 
 



 ラット TNF mRNA に対するセンスオリゴ
については、初代培養ラット肝細胞を用いた。
既報の配列[Yoshigai ら. 2014]を基にして数
種のセンスオリゴを設計した。これらのセン
スオリゴを細胞に導入し、TNF mRNA を定
量した結果、TNF mRNA 量を有意に減少さ
せる配列を決めることができた。 
 
(2) 敗血症モデル動物の遺伝子発現パターン
の解析 
 敗血症モデルには、ガラクトサミンと LPS
を投与したラットおよび部分肝切除後に
LPS 投与したラットの２つを選んだ。投与後
に肝臓を摘出して RNA を抽出し、陰性対照
ラットの RNA とともにマイクロアレイ解析
を行い、それぞれの mRNA 発現を、２つの
モデルで比較した。iNOS mRNA については
後者のモデルでの発現が、前者に比べて約 3
倍高かった。代表的な炎症性サイトカインや
ケモカインなどについては、それぞれの遺伝
子により発現の強さが異なっていた。 
 センスオリゴを投与する敗血症モデルに
は、ガラクトサミンと LPS を投与したラッ
トを用いることとした。 
 
(3) 敗血症モデル動物でのセンスオリゴの効
果の検討およびセンスオリゴ投与法の最適
化 
 まず、iNOS センスオリゴ 1 を敗血症モデ
ルラットに投与する実験を行ったところ、
LPS 投与後 72 h の生存率が高い傾向があっ
た。一方、TNF センスオリゴについては結果
がはっきりしなかっため、iNOS センスオリ
ゴを中心に調べた。 
 iNOS センスオリゴ 1 の投与の方法（投与
量、投与のタイミングなど）を変えて、投与
条件の至適化を行った。iNOS センスオリゴ
1 を敗血症モデルラットに同時投与すると、
生存率が有意に改善され、LPS 投与後 72 h
において約 60％が生存していた（図１）。 
 

 
図１. 敗血症モデルラットに iNOS センスオ
リゴ 1を投与したときのKaplan-Meier曲線. 
● ガラクトサミン(GalN)/LPSと iNOSセン
スオリゴを同時投与, ○ GalN/LPS のみ投
与したラット. * P < 0.05 versus GalN/LPS
のみ. 

 肝臓を採取して組織をTUNEL法で解析す
ると、センスオリゴを投与したラットでは、
肝細胞のアポトーシスが有意に減少した（図
２）。 
 

 
図２. 肝臓切片における TUNEL 法陽性の細
胞数. GalN/LPS と iNOS センスオリゴを同
時投与と GalN/LPS のみ投与したラットの
肝臓の切片を用いた. ** P < 0.01 versus 
GalN/LPS のみ. 
 
 また、特異的エステラーゼ染色を行ったと
ころ、肝臓における好中球の浸潤が減少する
傾向が見られた（図３）。すなわち、この iNOS
センスオリゴは、敗血症による肝障害を軽減
したと考えられた。 
 

 
図３. 肝臓切片における浸潤した好中球細胞
数. 特異的エステラーゼ染色陽性の細胞を好
中球とみなした. GalN/LPS と iNOS センス
オリゴを同時投与と GalN/LPS のみ投与し
たラットの肝臓の切片を用いた. HPF, high 
power field. 
 
 
 センスオリゴとガラクトサミン/LPS を投
与して 72 h 生存していたラット、およびガ
ラクトサミン/LPS のみを投与したラット（陽
性対照）について、iNOS mRNA と TNF 
mRNA の量を測定した。生理的食塩水のみを
投与したラット（陰性対照）と比較すると、
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陽性対照では iNOS および TNF mRNA 量が
増加した。一方、センスオリゴ投与すると
iNOS および TNF mRNA 量が顕著に減少し
た。 
 
 以上の結果より、iNOS センスオリゴ 1 は、
ガラクトサミン/LPS 投与した敗血症モデル
ラットの肝障害を軽減し、生存率を改善させ
た。したがって、iNOS センスオリゴは、ヒ
トの敗血症（とくに血管拡張の著明な早期の
敗血症ショック）の治療薬としての可能性が
期待できる。 
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