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Confidential

本日の発表内容

• 核酸医薬品とは？

• 核酸医薬品の創薬研究の流れ
（アンチセンスオリゴヌクレオチドを代表例として）

• 核酸創薬の課題とADDPのソリューション

3サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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核酸医薬品とは（作用点の違いから）

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

DNA mRNA 蛋白質転写 翻訳

遺伝子治療
遺伝子そのものを変更（不可逆）

mRNA医薬（ワクチンなど）

補充

目的の蛋白質を作らせる

抗体医薬低分子医薬

ペプチド医薬

調節

これまでの
標的の主役

OH

O

O

O

・これまで狙う事が困難であった病因の根源に近いmRNAを狙える
・mRNAの分解や調整は可逆的であり、作用の調節が可能である

核酸医薬
分解 or 調節
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核酸医薬品の種類

Pharmaceytical and Medical Device Regulatory Science Vol.46 
No.12 (2015)より一部改変

核酸医薬品は以下に示す5種類に主に分類される。
RNAとハイブリダイゼーションすることにより効果を発揮するアンチセンス及びsiRNAと、
タンパク質と結合することで作用するデコイ、アプタマー、CpGオリゴがある。

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

分類 アンチセンス siRNA デコイ アプタマー CpGオリゴ
構造 一本鎖DNA/RNA 二本鎖RNA 二本鎖DNA 一本鎖DNA/RNA 一本鎖DNA

塩基長 13~30 20程度 20程度 26~45 20程度

標的
mRNA,

pre-mRNA,
miRNA

mRNA タンパク質
（転写因子）

タンパク質
（細胞外 or
細胞表層）

タンパク質（TLR9）

作用部位 細胞内 細胞内 細胞内 細胞外 細胞外
（エンドソーム内）
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承認済みの核酸医薬品(2021年5月時点)

国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部 第二室 「承認された核酸医薬品」 より

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

：アンチセンス
：アプタマー
：siRNA
：CpGオリゴ

一般名 分類 化学修飾等 DDS等 承認国/年 標的 適応

fomivirsen アンチセンス PS（full)  Naked US 1998, EU 1999 CMV IE2 CMV性網膜炎（AIDS 患者）

mipomersen アンチセンス PS (full)
2’MOE Naked US 2013 ApoB-100 ホモ接合型家族性高コレステロール血症

 eteplirsen アンチセンス モルフォリノ核酸 Naked US 2016 Dystrophin デュシェンヌ型筋ジストロフィー

nusinersen アンチセンス PS (full)
2’MOE Naked US 2016, EU 2017

JP 2017 SMN2 脊髄性筋萎縮症

inotersen アンチセンス PS (full)
2’MOE Naked US 2018, EU 2018 TTR 遺伝性ATTRアミロイドーシス

volanesorsen アンチセンス PS (full)
2’MOE Naked EU 2019 ApoCIII 家族性高カイロミクロン血症

golodirsen アンチセンス モルフォリノ核酸 Naked US 2019 Dystrophin デュシェンヌ型筋ジストロフィー

viltolarsen アンチセンス モルフォリノ核酸 Naked JP 2020, US 2020 Dystrophin デュシェンヌ型筋ジストロフィー

casimersen アンチセンス モルフォリノ核酸 Naked US 2021 Dystrophin デュシェンヌ型筋ジストロフィー

pegaptanib アプタマー 2’OMe, 2’ F Naked
(PEG-conjugate)

US 2004, EU 2006,
JP 2008 VEGF165 滲出型加齢黄斑変性症

patisiran siRNA 2’ーOme LNP US 2018, EU 2018,
JP 2019 TTR 遺伝性ATTRアミロイドーシス

givosiran siRNA PS (partial)
2'OMe, 2’ F

Naked
(GalNAc conjugate)

US 2019, EU 2020
JP 2021 ALAS1 急性肝性ホ゜ルフィリン症

lumasiran siRNA PS (partial)
2'OMe, 2’ F

Naked
(GalNAc conjugate)

US 2020,
EU 2020 HAO 原発性

高シュウ酸尿症Ⅰ型

inclisiran siRNA PS (partial)
2'OMe, 2’ F

Naked
(GalNAc conjugate) EU 2020 PCSK9 高コレステロール血症

混合型脂質異常症
ー

(CpG1018) CpGオリゴ PS（full) Naked US 2017 TLR9 B型肝炎（予防）
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本日の内容

• 核酸医薬品とは？

• 核酸医薬品の創薬研究の流れ

（アンチセンスオリゴヌクレオチドを代表例として）

• 核酸創薬の課題とADDPのソリューション

（アンチセンスオリゴヌクレオチドを代表例として）

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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アンチセンスオリゴヌクレオチドの分類
(RNA分解型, スプライシング制御型)

Drug Delivery System 34-2, 2019より抜粋

RNA分解型 (Gapmer) スプライシング制御型 (SSO)

：DNA
：修飾核酸

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

アンチセンスオリゴヌクレオチドは、いずれも標的のmRNA塩基配列に対して塩基対を組むようにデザインされ、
修飾によってギャップマー型/スプライス調節型など、機能を変化できる
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アンチセンス医薬の創薬フロー

非臨床開発In silico
アンチセンス医薬候補の選択 (リード配列決定～リード最適化)

In vitro In vivo 臨床試験
ターゲット
バリデーション

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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リード配列の選択

In silicoデザイン In vitro スクリーニング

Bioinformaticsを活用した配列設計

高活性なASOの取得
• Accessibleサイトの予測
• Tm値計算、 配列チェック (GC）

オフターゲットリスクの低いASOのデザイン
• オフターゲット候補遺伝子検索

（BLAST, GGGenome）

POCの取得、配列のスクリーニング/選択

In vitro 薬効評価
• 培養細胞を用いた薬効評価

（mRNA・タンパク質レベル）

in vitro安全性評価
• 分布組織由来細胞を用いた細胞毒性評価

in vitro安定性
• 分子スクリーニング (ヌクレアーゼ耐性評価)

目的：1000を超える候補品の中から、薬効及び安全性に優れた有望な配列を見つけだし、数10～
100個程度まで絞り込む。

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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リード最適化

薬理評価 安全性評価

正常動物あるいは疾患病態モデル動物を用いた薬物動
態評価 (PK/PD)

疾患病態モデル動物を用いた薬効評価

コンジュゲートやキャリアの検討

核酸医薬品に特徴的なオフターゲット毒性の評価
• 免疫系,血液系の毒性

• 肝臓・腎臓の毒性

• 標的以外の配列へのハイブリダイゼーション依存的な
オフターゲット毒性の評価

目的：in vitro試験で選択した配列から、in vivoでの有効性とin vitro/in vivoの安全性を指標に、
配列の最適化やコンジュゲート等の検討を行う。

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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非臨床開発

• 製剤・製法研究（CMC）
• GXP合成

• 品質及び非臨床試験
品質（理化学的試験）
安全性試験（GLP試験）
薬理学的・薬物動態的試験

• 治験計画届出

医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス Vol. 50 No. 2（2019）

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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本日の内容

• 核酸医薬品とは？

• 核酸医薬品の創薬研究の流れ

（アンチセンスオリゴヌクレオチドを代表例として）

• 核酸創薬の課題とADDPのソリューション

（アンチセンスオリゴヌクレオチドを代表例として）

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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核酸創薬（アンチセンス）における課題

非臨床開発In silico In vitro In vivo

・GXPバルクの品質
(低純度や不純物の混入)

・標的組織・細胞への送達
(薬物動態の特性)

・安全性の懸念
(オフターゲット作用や核酸構造・化学修飾などに起因する毒性)

J Clin Med 2020, 26, 9(6)、
Pharmaceutical and Medical Device Regulatory Science Vol. 51 No. 1（2020)、
Drug Delivery System 34-2, 2019、などを参考に作成

・GLP試験計画立案や
GXPバルクの規格設
定（ガイドラインの未整備）

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

アンチセンス医薬候補の選択 (リード配列決定～リード最適化)
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安全性の懸念

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

ｵﾌﾀｰｹﾞｯﾄ毒性
（広義）

オフターゲット毒性
（狭義）

 ハイブリダイゼーションに起因しない
化学修飾などの核酸成分以外に起因オンターゲット

毒性

 標的配列へのハイブリ
ダイゼーションに起因

 標的配列以外へのハイブリダイゼーションに起因

標的とする塩基配列と類似した他の配列に核酸医薬品がハイブリダイズする懸念もあり、
その結果として想定外の影響をもたらす場合、これを「狭義のオフターゲット作用」と呼び、
その回避に向けた対策が必要となる。
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標的組織・細胞への送達 -組織・細胞レベル-

• 肝臓や腎臓など特定の臓器に集積しやすい薬物動態の特徴がある。

• 標的組織に送達しても、細胞レベルにおいて細胞内移行性が低いなどの理由から、
薬効に繋がらない事がある。

医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス Vol. 52 No. 2 (2021)、
Advanced Drug Delivery Reviews 87 (2015) 46–51
医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス Vol. 52 No. 3 (2021)、より抜粋

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

腎皮質

肝臓
Fig. 3. ASOs administered systemically distribute broadly to various tissues as demonstrated by quantitative whole body autoradiography 
at 48 h after a single subcutaneous injection of a [35S]-labeled 2 ′-MOE modified chimeric antisense oligonucleotide at a target dose of 25 mg/kg 
to a male rat.
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アンチセンス創薬の課題に対するADDPのソリューションの
一例

・ 申請支援・
コンサルテー
ション

in vitro/in vivo
毒性試験

オフターゲット
作用評価

PK/PD評価

・ GLP試験
計画立案

核酸コンジュゲート体合成

非臨床開発In silico In vitro In vivo

安全性

標的組織・細胞への送達

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

アンチセンス医薬候補の選択 (リード配列決定～リード最適化)

・GXPバルクの品質
(低純度や不純物の混入)
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● 免疫系の毒性
・サイトカイン・補体測定

● 血液系の毒性
・血液凝固・血小板凝集能評価

● 肝臓・腎臓の毒性
・血中マーカー測定, 病理評価

●網羅的な遺伝子発現解析によるオフターゲット毒性評価

● 核酸医薬に特徴的な毒性の評価

・Ion AmpliseqTM技術を用いた網羅的な
遺伝子発現解析により、オフターゲット毒性
リスクの低い配列を選択することが可能です。

網羅的な遺伝子発現解析の実施例

・小動物（げっ歯類）・大動物（サル）
を用いた評価が可能です。
免疫系・凝固系の活性化や肝・腎毒性

等を評価することにより、最適な核酸医薬
候補を選択します。

赤点は発現変動遺伝子 (DEGs)。
縦軸の発現変動はMockの発現量に対する比率、横軸はそれぞれの平均発現量。
VEGFA #1はオフターゲット毒性リスクが低いASO, VEGFA #2, #3, #4はオフターゲット毒性リスクが
高いASO。

小動物・大動物における毒性評価核酸医薬によく認められる毒性の評価項目

安全性の懸念に対するADDPのソリューション

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

Ampliseq法は
• 少量のRNAから
• 再現性の高いデータを
• 比較的安価に取得可能

⇒結果は、Bioinformatics解析を加えて
お返しします
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2. 標的組織・細胞への送達● PK/PD評価 細胞内動態評価の実施例

エンドソーム脱出能評価：蛍光標識した核酸や
オルガネラマーカーを用いて、核酸の細胞内の挙動
を評価いたします。

・標的組織・細胞への送達や活性を
薬物動態学的に評価・解析いたします。
活性が不十分な場合、送達のボトルネック
となる工程を見出し、リード最適化のため
の仮説をご提案いたします。

 保有機器（LC/MS）

・ QTRAP5500
(SCIEX)

・ Orbitrap Exploris 120  
(ThermoScientific)

組織動態評価

最新の高感度LC/MS機器を用いて、
標的組織への動態評価を行います。

● ペプチド-核酸コンジュゲートのデザイン・合成

コンジュゲートできる分子• 標的組織・細胞への送達を指向した、
ペプチド-核酸コンジュゲートのデザイン・合成を
行います。
また、ペプチドの特性に合わせた最適なリンカー
の組合せにより、リードの最適化を行います。

細胞膜透過性ペプチド オリゴヌクレオチド
リンカー

ペプチド-核酸コンジュゲートの概念図

● ペプチド
・分子標的ペプチド
・細胞膜透過性ペプチド

標的組織・細胞への送達に対するADDPソリューション

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com

核

オルガネラ
マーカー

標識核酸

Merge

QTRAP5500

 培われたペプチド創薬の “技術・ノウハウ・インフラ” を活用し、
お客様の目的に合わせたペプチド-核酸コンジュゲートのデザイン・合成を行います。
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 核酸医薬品に特化したICHガイドラインが存在していない環境下、GLP試験計画立案や
毒性課題への対応など、IND申請・導出をサポートいたします。

 最適なGLP試験パッケージのご提案
核酸医薬品に関するGLP試験のICHガイドラインは未だ未整備であり、ケースバイケースで特定の試験の簡略化や
省略が可能です。一方で、規制当局が懸念している事項については追加で事前に評価する必要があります。

弊社では、薬理・物性・薬物動態・安全性に関する既存データを基に書面評価を実施し、核酸モダリティ及び
お客様の目的（IND申請や導出等）に応じた毒性試験パッケージをご提案いたします。
GLP試験は一括受託し、提携CROと協業しながら実施も可能です。

GLP試験計画立案・マネジメント

毒性課題への対応
IND申請・導出サポート

最短・最速で
臨床試験開始・導出達成へ

GLP試験計画立案に対するADDPのソリューション

サービスについてのお問い合わせ
contact@axcelead.com
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contact@axcelead.com

ADDPの核酸創薬支援サービス

こんなところでお役に立てます！

 ADDPは核酸創薬の3つの課題である、
「安全性の懸念」、
「標的細胞・組織への送達」、
「ICHガイドラインの未整備」
でお困りの方に、最適なソリューションをご提供します。

核酸創薬に取り組む皆様へ
弊社の評価系・ノウハウを活用して頂きたく存じます

是非ご相談など頂けますと幸いです
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