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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者：北條浩彦
我々は、血液中の Cell-free 核酸の解析から従来知られている miRNA よりも強い筋分化誘導能を
もった新規 miRNA を発見・同定した。この有望な miRNA を実用化するために、本研究開発はその基
礎基盤を構築することを目的とする。2016 年 11 月 1 日よりスタートした初年度においては、主に来
年度本格稼働に向けての準備に時間を充てた。その準備段階の中で、疾患モデルマウスの繁殖・維
持や当該 miRNA の最適化のために設計した miRNA 二量体のスクリーニングは着実に進行している。
We have found a microRNA (miRNA) that has the potential for promoting muscle development
by comparison analyses of cell-free nucleotides between young and aged mouse serum. The aim
of our research project is the establishment of foundations for practical applications of the
miRNA. In the first year from Nov. 1, 2016, we have devoted our time to preparing experiments
for full-researches next year. Under such a preparation, reproduction of disease-model mice and
the screening of designed miRNA mimics for optimization were steadily advanced.
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