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研究成果の概要（和文）：近年、加齢黄斑変性や糖尿病網膜症などの眼内増殖性疾患の治療に抗血管内皮増殖因
子(VEGF)療法が導入され、眼科臨床で一定の成果をあげている。 しかし、抗VEGF抗体の硝子体注射を頻回に行
っても、その薬効は限定的である場合が多い。我々は、眼内増殖性疾患の疾患責任分子としてマトリセルラー蛋
白であるペリオスチンの同定に成功した。一方、組織到達性に優れ、安全性が高い次世代型ギャプマー型アンチ
センスが開発された。本研究では、ペリオスチン標的次世代型アンチセンスを合成した。ペリオスチン標的ギャ
プマー型アンチセンスはin vitro, in vivo眼内増殖モデルで有意な抑制効果を示した。

研究成果の概要（英文）：Recently, a number of studies have demonstrated the effects of anti-vascular
 endothelial growth factor (VEGF) treatment on intraocular proliferation in eyes with age-related 
macular degeneration and diabetic retinopathy. However, despite the frequent intravitreal injection 
of the anti-VEGF drugs, its effect is often limited. As a disease responsible molecule for 
intraocular ploriferative diseases, we have successfully identified periostin, a matricellular 
protein. On the other hand, a next-generation gapmer antisense oligonucleotides that is stable with 
high safety has been recently developed. In this study, the next generation antisense 
oligonucleotides targeting periostin was synthesized. Periostin-targeting gapmer antisense 
oligonucleotides significantly inhibited fibrovascular proliferation both in vitro and in vivo 
models of intraocular proliferation .

研究分野： 眼科学
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１．研究開始当初の背景 

我が国の後天視覚障害原因の 4 割近くは、糖

尿病網膜症(DR)、加齢黄斑変性(AMD)や高度

近視等の眼内増殖性疾患である。高齢化社会

の進展や食生活の欧米化により、今後も患者

数は増加すると考えられ、よりよい治療法の

確立が社会的急務である。 

これらの眼内増殖性疾患においては、網膜の

上下に生じる線維(血管)増殖組織(以下増殖

組織)が主要病態である。これは一種の創傷治

癒反応であるが、眼内で過剰におこると難治

で、視機能を低下させる。 近年、AMD や

DR の治療に抗血管内皮増殖因子(VEGF)療

法が導入され、眼科臨床で一定の成果をあげ

ている。 しかし、抗 VEGF 抗体は数週間毎

の反復投与が必要で有り、耐性例や無効例も

存在する。また、抗 VEGF 薬投与後の線維化

が視力予後不良の原因となることも知られ

ている。したがって、増殖組織の発生進展病

理に基づいた新しい分子標的薬の創製が期

待される。 

我々は増殖組織の成因に基づいた分子標

的療法を開発する目的で、2002 年より、患

者増殖組織のゲノムワイド遺伝子発現解析

を世界で初めて開始した(BJO 2010;PLoS 

One 2013;IOVS 2015)。PDR あるいは PVR

に伴う増殖組織と網膜由来の RNA を用いて

4 万遺伝子のマイクロアレイ解析を行い、網

膜での発現がほとんどなく、増殖組織で有意

に高発現である増殖組織特徴的遺伝子が約

100 存在することを見いだした(IOVS 2015)。

この増殖組織特徴的遺伝子にペリオスチン

やテナシン C などのマトリセルラー蛋白が

含まれていた。従来細胞と細胞の間隙を埋め

る細胞外マトリクス(ECM)として考えられ

てきた蛋白のうち、マトリセルラー蛋白は、

古典的 ECM とは明確に区別すべき難治性炎

症性疾患の病態に深くかかわる分子群とし

て近年注目されつつある。 

ペリオスチンとテナシン C は PDR および

PVR 患者硝子体で高値を示し、病期と正の相

関を示した(IOVS 2011)。また、正常網膜に

は発現せず、PDR・PVR 増殖組織のα

-smooth muscle actin 陽性細胞に特異的に発

現していた。In Vitro でペリオスチンあるい

は蛋白投与により、増殖組織の構成細胞であ

るヒト網膜色素上皮細胞(RPE)の増殖、遊走、

接着、コラーゲン合成が亢進した(FASEB J 

2014;Lab Invest 2016)。さらに、ペリオスチ

ンあるいは阻害により実験的脈絡膜線維血

管増殖組織形成が抑制された。以上よりペリ

オスチン・は眼内増殖性疾患治療の分子標的

になると考えられた(FASEB J 2014;Gene 

Ther 2015)。この成果を踏まえて、臨床応用

に向けて産学官共同でペリオスチン標的

RNA 干渉（siRNA）医薬の前臨床試験を行

っている。 

 一方、近年、従来の RNA 干渉（siRNA）

やアンチセンス核酸と分子構造の異なる次

世代型の核酸医薬であるギャプマー型アン

チセンスが開発された。ギャプマー型アンチ

センスは従来型より疾患標的性が高く、血中

安定性に優れ、安全性が高い次世代核酸医薬

である。 

 

２．研究の目的 

そこで本研究では、マトリセルラー蛋白(ペリ

オスチン)標的ギャプマー型アンチセンスを

最適化し、点眼や内服により眼内増殖抑制療

法を実現する事を目的とする。安価でコンプ

ライアンスの高い分子標的療法の確立によ

り治療成績を向上し、患者の身体的、金銭的

負担を軽減できれば、その社会貢献ははかり

知れない。 

 

３．研究の方法 

①マトリセルラー蛋白(ペリオスチン)標的ア

ンチセンスの候補配列決定 



ヒト全長ペリオスチン mRNA から作成可

能な 20mer のアンチセンス標的配列を各々

全パターン作成し、データベース化する。こ

のデータベースから、in Silico スクリーニン

グにより実際に用いるアンチセンス配列を

選択する。まず、非ヒト霊長類マカクザル 2

種とマウス間で種間交差性のある配列を選

別する。次に、他の遺伝子とのホモロジーが

あるもの、Toll-like receptor のリガンドとな

り免疫系を賦活化するCpG配列を含むもの、

アンチセンス分子自身が高次構造をとる配

列を除外し、候補となるギャップマー型アン

チセンスの候補配列決定を決定し、合成する。 

 

②マトリセルラー蛋白(ペリオスチン)アンチ

センスの in Vitro 機能評価 

①で合成したペリオスチンアンチセンスの

生物学的抑制効果を明らかにする。培養ヒト

RPE を用いて、TGFβ2 刺激による増殖能、

接着能、遊走能、収縮活性の亢進に対するペ

リオスチンアンチセンスの抑制効果を指標

に、最適な濃度を選定する。この際、従来の

ペリオスチン/の一本鎖 RNA 干渉（siRNA）

や中和抗体投与群との比較検討も併せて行

う。次に、培養ヒト網膜血管内皮細胞(HREC)

を用いて、VEGF 刺激による増殖能、遊走能、

管腔形成能の亢進に対する、 アンチセンス

の抑制効果について検討を行う。管腔形成に

関してはマトリゲル上に HREC を培養し、 

アンチセンスとコントロールのスクランブ

ルで処理後、VEGF で刺激し、管腔形成の面

積を画像処理、両群で比較し、スクランブル

配列の管腔形成抑制効果を定量化する。 有

意な抑制効果を示したアンチセンスは適宜

特許申請を行う。 

 

③網膜血管新生モデルや脈絡膜血管新生モ

デルにおけるペリオスチンアンチセンスの

動態と増殖抑制効果、安全性の検証 

 初年度最適化を行ったペリオスチン/アン

チセンスの薬効を、既に確立しているマウス

網膜血管新生モデル(OIR)・脈絡膜血管新生

モデル(CNV)にて評価する。 

マウス網膜血管新生モデルとして、頻用して

いる再現性の高いマウス酸素負荷網膜血管

新生モデルを用いる。高酸素負荷直後に最適

化ペリオスチンアンチセンスを経口投与す

る。至適濃度は臨床現場で使用されているア

ンチセンス医薬の添加量を参考に決定する。

血管新生誘導後 5日にフラットマウントを作

成して血管新生抑制効果を定量化する。対照

としてスクランブル配列核酸のみの投与も

行い、その影響を検証する。その後眼球摘出

し､ペリオスチンアンチセンスの残存量を定

量すると同時に組織学的、電気生理学的にも

安全性を評価する。 

 次に、マウスにレーザーを照射し、脈絡膜

新生血管を誘導する。同時に、ペリオスチン

あるいはアンチセンスを硝子体注射する。注

射後7、24日目にフラットマウントを作成し、

血管新生および線維化抑制度を評価し､治療

効果を判定する。同時に前房水を採取し､ペ

リオスチンアンチセンスの眼内での濃度を

測定する。術後 7、24 日目に上記マウスモデ

ルと同様に安全性を評価する。 

 

４．研究成果 

①マトリセルラー蛋白(ペリオスチン)標的

アンチセンスの候補配列決定 

ヒト全長ペリオスチン mRNA から作成可能

な20merのアンチセンス標的配列を各々全パ

ターン作成し、データベース化した。このデ

ー タベースから、In Silico スクリーニング

により実際に用いるアンチセンス配列を選

択した。まず、非ヒト霊長類マカクザル 2種

とマウ ス間で種間交差性のある配列を選別

した。次に、他の遺伝子とのホモロジーがあ

るもの、Toll-like receptor のリガンドと

なり免疫 系を賦活化する CpG 配列を含むも



の、アンチセンス分子自身が高次構造をとる

配列を除外し、候補となるギャップマー型ア

ンチセンス の候補配列決定を決定し、合成

した。  

 

②マトリセルラー蛋白(ペリオスチン)アン

チセンスの In Vitro 機能評価 

次に、培養ヒト RPE を用いて、TGFβ2刺激

による増殖能、接着能、遊走能、収縮活性の

亢進に対して、ペリオスチンアンチセンスは

有意に抑制効果を示した（P<0.05）。次に、

培養ヒト網膜血管内皮細胞(HREC)を用いて、

VEGF 刺激による増殖能、遊走能、管腔形成

能の亢進に対する、 アンチセンスの抑制効

果について検討を行った。管腔形成に関して

はマトリゲル上に HREC を培養し、アンチセ

ンスとコントロールの スクランブルで処理

後、VEGF で刺激し、管腔形成の面積を画像処

理、両群で比較した。ヒト網膜血管内皮細胞

ではアンチセンス投与で抑制傾向を示した。 

 

②上記で最適化を行ったペリオスチンアン

チセンスの薬効を、既に確立しているマウス

網膜血管新生モデル(OIR)・脈絡膜血管新生

モデル(CNV)にて評価した。高酸素負荷直後

に最適化ペリオスチンアンチセンスを経口

投与した。血管新生誘導後 5日にフラットマ

ウントを作成して血管新生抑制効果を定量

化した。ペリオ スチンアンチセンスは対照

コントロールに比べて虚血領域と病的血管

新生をいずれも約 50%程度抑制した（P<0.05）。

その後眼球摘出し､ペリオスチンアンチセン

スの組織学的、電気生理学的な安全性を評価

した。組織学的、電気生理学的いずれにおい

てもコントロールに比べて有意な変化はな

かった。 

マウスにレーザーを照射し、脈絡膜新生血

管を誘導した。同時に、ペリオスチンアンチ

センスを硝子体注射した。注射後 7、24日目

にフラットマウントを作成 し、血管新生お

よび線維化抑制度を評価した。脈絡膜血管新

生はネガコンに対して有意な抑制効果が認

められた（P<0.05）。 線維化は 抑制傾向を

認めた。その後眼球摘出し､ペリオスチンア

ンチセンスの組織学的、電気生理学的な安全

性を評価では、組織学的、電気生理学的いず

れにおいてもコントロールに比べて有意な

変化はなかなかった。 
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