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II. 成果の概要

・複数のがん細胞株において、低分子量 G タンパク質 Arl4c が高発現していることを確認した。

・複数のがん細胞株に対して、Arl4c の発現を抑制するようにデザインしたアンチセンス核酸(ASO)が確か

に Arl4c の発現を減少させ、がん細胞の in vitro での細胞増殖を抑制した。

・Arl4c に対して発現抑制効果の高い 2 種類のASO の構成塩基数を増加させることにより、発現抑制効果

の改善を図り、in vitro において低濃度条件下で発現抑制効果の高い最適化ASOを新たに取得した。

・Arl4c に対するASO 4 種類とネガティブコントロール用ASO1 種類の合計5 種類について、in vivo で使

用できるグレードで合成した。

・Several kinds of cancer cell lines were identified as cancer cells highly expressing small GTP
binding proteins Arl4c.

・Antisense oligonucleotide (ASO)-targeting Arl4c, which suppressed Arl4c expression,
inhibited cell proliferation of cancer cells in vitro.
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・ Antisense oligonucleotide (ASO)-targeting Arl4c, which suppressed Arl4c expression,

inhibited cell proliferation of cancer cells in vitro. 

・Two kinds of optimized ASO targeting Arl4c were produced by increasing base numbers.

Even a low concentration optimized of Arl4c ASO was able to reduce Arl4c expression in vitro. 

・Four kinds of Arl4c ASO and one negative control ASO (NEG) were synthesized enough to

examine their in vivo effects. 
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