
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 

 

平成 24 年 5 月 15 日現在 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：本研究では、クローン病患者の QOL を著しく損なう原因である腸管

狭窄症に対する新規治療法として、究極の分子標的治療と呼ばれる RNA 干渉技術を用いた

siRNA の腸管粘膜下注入療法を、動物実験モデルに対する実験により開発した。研究成果と

して、消化管狭窄症の原因遺伝子に対する特異的 RNA 干渉薬「STNM01」によるクローン病狭

窄症新規治療法をステリック再生医科学研究所と共同で確立し、平成 24 年 1 月より第Ｉ相臨

床試験を開始するための基礎データを得ることができた。 

 
研究成果の概要（英文）：We have developed a new siRNA medicine, STNM-01 with Stelic 
Institute. In this project, we studied the therapeutic effects and the mechanism of 
endoscopic submucosal injection of the STNM-01 for the treatment of intestinal fibrosis 
using animal models. We have successfully developed a novel endoscopic injection therapy 
of STNM-01 for the treatment of intestinal fibrosis of Crohn’s disease. Using this technique, 
we have started a phase I clinical trial for patients with Crohn’s disease in Japan since 
January, 2012.  
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１．研究開始当初の背景 

クローン病と潰瘍性大腸炎からなる炎症
性腸疾患は原因不明の難治性慢性腸管障害
をもたらす疾患である。患者数は従来欧米に
多く、日本では少ないとされてきたが、食餌
の欧米化などに伴い近年我が国でも患者数
は増加し続けている。現在およそクローン病
で 3 万人、潰瘍性大腸炎で 10 万人超の患者

が厚労省の特定疾患患者として登録されて
いる。炎症性腸疾患特異性のある薬剤として
サラゾスルファピリジンが 1930 年頃に初め
て使用されてから、抗生剤、副腎皮質ステロ
イド、そして 1960 年台にアザチオプリンや
６-メルカプトプリンなどの免疫調節剤が使
用されるようになり、炎症性腸疾患に対する
治療法はいったん確立した。しかし、その後
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は治療薬開発の停滞期が 30 年間続いた。特
にクローン病においては、このような従来型
の治療を行う限り、個々の患者は発症から
30 年以内に最終的に手術を受けざるを得な
い状況であった。1990 年後半になり抗 TNF
α抗体製剤レミケードに代表される生物学
的製剤の出現によりクローン病治療成績が
格段に向上した。 

しかし、レミケード登場後もクローン病の
最大の合併症である消化管狭窄に関しては
外科的切除などの侵襲的な治療法しかなく、
患者は入退院を繰り返している。 
 このように、クローン病の患者の生活の質 
(ＱＯＬ)向上には、クローン病の線維性消化
管狭窄に対する従来の治療法とは異なった
画期的新規治療法の開発が急務である。 
 一方で、炎症性腸疾患に対する特異的治療
薬の歴史について先にふれたが、各々の開発
にはその当時の最新のノーベル賞の技術が
応用されているのが特徴である。即ち、フレ
ミングのペニシリンの発見による抗生剤の
開発、ヘンチらによる副腎皮質ステロイドの
発見・人工合成と臨床応用、エリオンらの代
謝拮抗薬アザチオプリン/イムランの合成・臨
床応用である。また、レミケードなどの生物
学的製剤が開発されるためには多くのノー
ベル受賞者が貢献した遺伝子工学の発展、特
にケーラー・ミルスタインのモノクローナル
抗体の発明が必要であった。 
このような学問・技術の発展と医薬開発の歴
史を見た際に、新薬開発に決定的に重要な革
新的技術として現在注目されているものが 
ファイアとメローにより発見された RNA 干
渉である。In vitro 実験や動物実験では目覚
しい疾患治療効果が期待されたが、2006 年
の彼らのノーベル賞受賞から現在まで、この
技術を用いた新薬が生み出されるにはいた
っていない。この siRNA 医薬が臨床応用さ
れない最大の要因はドラッグデリバリー技
術と標的遺伝子の選択にあると考えられる。 
 
２．研究の目的 

本研究では、クローン病患者の QOL を著し
く損なう原因である腸管狭窄症に対する新
規治療法開発のために、究極の分子標的治療
と呼ばれる RNA 干渉技術を用いる。 
 
我々はこれまで、ステリック再生医科学研

究所と共同で、クローン病の消化管線維化狭
窄の原因として、線維化狭窄病変部位におけ
る腸管肥満細胞の発現する消化管線維化狭
窄の責任糖鎖関連遺伝子（G#1）を明らかに
した。さらに G#1 に選択的な RNA 干渉を発現
する siRNA 医薬「STNM-01」を作成し、マウ
ス急性デキストラン硫酸(DSS)腸炎モデルに
おける治療効果を確認した。これらの研究成
果を臨床に還元し、これまで著しく損なわれ

てきたクローン病消化管線維性狭窄患者
QOL 改善を目指すために、本研究では
STNM-01の抗線維化効果を慢性線維化DSS腸
炎モデルで検証する。次に理想的 Drug 
Delivery System と考えられる STNM-01 の内
視鏡的粘膜下注入療法を実験腸炎モデルラ
ットで検討することで、クローン病狭窄症に
対する新規治療法としての STNM-01 の内視
鏡的粘膜下注入療法を開発することが本研
究の目的である。 
 
 
３．研究の方法 
(1)平成 21~22 年度は、慢性線維化腸炎ラッ
トをマウスおよびラットで独自に作成し、
Atellocollagen-STNM01 腹腔内投与実験を行
い治療効果判定を行った。 
 まず、クローン病の線維化狭窄病変に類似
した病変を生じ、新薬の治療実験を行うのに
適切な動物実験モデルが存在しなかったた
め、独自に慢性線維化腸炎モデルを作成する
ことにした。 
 具体的には、マウス(C57BL/6)およびラッ
トにデキストラン硫酸(DSS;分子量５万)の
3~5%水溶液を 1週間自由飲水させ、その後は
水道水に変更継続飼育することで慢性線維
化腸炎を作成した。体重減少率、下痢、下血
状態などをスコア化した臨床活動度指数を
経時的に計測し臨床的な治療効果を判定し
た。経時的に実験動物を安楽死させ腸管を摘
出し、大腸の線維化病変の形成状態を病理組
織学的に解析した。また、免疫組織学的解析
により腸管病変形成細胞の種類や線維成分
であるコラーゲンなども解析した。摘出腸管
組織より mRNA を抽出し、定量 RTPCR 法によ
り発現サイトカイン、ECM、などの発現状態
も解析した。 
 
 上記慢性線維化 DSS腸炎マウス(ラット)に
対し、Atellocollagen-STNM01 を DSS 投与後
8日後に腹腔内投与し、経時的に、上記内容
の解析により薬剤治療効果判定を行った。 
 
(2) 平成 23 年度は慢性線維化腸炎をマウス
でないしラットで作成し、STNM01 を内視鏡
的粘膜下注入投与実験を行い治療効果判定
を行った。 
 上記方法で作成したマウスおよびラット
にケタミンとキシラジンの腹腔内投与によ
り全身麻酔を加え、その後ヒト医療用の極細
径内視鏡を経肛門的に挿入し、注射用チュー
ブより STNM01 を大腸粘膜下に注入した。そ
の後、経時的に実験動物を安楽死させ、大腸
を摘出し、上述の各種解析を加えることで治
療効果判定を行った。 
 
 



 

 

４．研究成果 

(1)平成21~22年度の研究実績の一つとして、

クローン病の線維化腸炎マウスを独自に開

発し確立したことである。即ち、慢性線維化

DSS腸炎モデルは単純な炎症惹起方法で再現

性良く大腸線維化腸炎を発症させうること

を明らかにした。さらに、この腸管線維化発

症機序に関しては、ヒトのクローン病消化管

線維化病変局所で報告されているのと同様

に、慢性線維化腸炎モデルの大腸においても

活性型線維芽細胞と筋線維芽細胞が増加し、

これらが腸管組織の線維化に重要な働きを

していることを明らかにした（K Suzuki et 

al. Pathol Int 2011:61;228-238.） 

 さらに上記慢性線維化DSS腸炎モデルに対

するAtellocollagen-STNM01腹腔内投与によ

り臨床スコアおよび慢性線維化病変が改善、

各種のサイトカインや線維化関連分子の発

現も低下することが明らかとなった。 

 

(2)平成23年度には慢性線維化DSS腸炎マウ

スないしラットにSTNM-01の大腸内視鏡下粘

膜下注入を行い、臨床スコアおよび慢性線維

化病変が改善、各種のサイトカインや線維化

関連分子の発現も低下することが明らかと

なった。特に注目すべきこととして、STNM01

の粘膜下注入療法は、大腸局所において線維

化形成の責任細胞と考えられる線維化促進

間葉系細胞が減少させることで慢性線維化

腸炎を改善したことを明らかとした。 

また、大腸内へのSTNM01局注箇所はマウス

で最大2箇所、ラットで4箇所程度と限局的で

あるにも関らず、腸炎および線維化治療効果

はほぼ大腸全域におよぶという意外な効果

が見られたことである。その機序に関しては

不明な点が多いが、臨床応用を考える場合、

局所注射箇所より離れた部位の病変に対す

る治療効果も期待できる点で注目すべき所

見が得られた。 

これらの実績をもとにSTNM01の非臨床試

験結果をまとめ、クローン病消化管線維化病

変に対するSTNM01の内視鏡的粘膜下注入臨

床応用試験をPMDAに申請し、認可を受けるこ

とができた。平成24年からステリック再生医

科学研究所との共同研究でSTNM01のヒトで

の臨床試験が開始されることになった。 
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