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大気圧プラズマが切り拓く
新たなタンパク質導入方法

～ウィルスベクターを必要としない
細胞膜内への高効率なタンパク質導入～
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研究背景

遺伝子導入技術
遺伝子（DNA）を細胞に導入し、その発現を制御する技術。

疾患関連遺伝子・たんぱく質の機能解析
次世代ワクチンの開発
遺伝子治療薬等の開発
癌・アルツハイマー病の治療
iPS細胞作成による再生医療への貢献

創薬基盤技術
難治性疾患治療
の基盤研究
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研究背景

様々な遺伝子導入手法

ウィルスベクター法（iPS細胞の作成）
エレクトロポレーション法
マイクロインジェクション法
細胞融合法
パーティクル・ガン法
アグロバクテリウム法など

DNA mRNA タンパク質

機能する

遺伝子（DNA)が導入されてから機能するまでの流れ

いずれも、
タンパク質発現を経て、
生体内で機能する

いずれも、
タンパク質発現を経て、
生体内で機能する



4

研究背景

遺伝子導入法の問題点

目的遺伝子(Yamanaka Factor DNA)を含む
レトロウィルス

宿主細胞

ウィルス感染

iPS化した宿主細胞
その上

• 専用の設備が必要
• 複雑な手法
• コスト高

高

宿主細胞の染色体DNAへの
レトロウィルス遺伝子の挿入

癌化の可能性

遺伝子導入

＋



5

研究背景

タンパク質を直接導入する(タンパク質導入法)
膜透過性ペプチドを付加することにより、タンパク質、ペプチド、
低分子化合物などを細胞内に導入し機能させる技術。

大腸菌で
タンパク質を発現

タンパク質導入
iPS細胞

低

タンパク質導入の効果は
一時的なため、細胞への
悪影響は少ない

癌化の可能性

融合タンパク質
(Yamanaka factor)

加えて
• 通常の設備で可能
• 簡便な手法
• コスト低

＋

細胞
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研究背景

タンパク質導入法の問題点

サイズが大きいため
細胞内へ入り難い

タンパク質サイズ：DNAの100倍以上

導入効率が低い

実用化困難

解決点

導入タンパク質の種類によらない
安定した導入効率
および高効率化

＋
α

種類によって
導入効率が異なる
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新技術の基となる研究成果・技術

参照：Surface & Coatings Technology 200 (2005) 827-830

大気圧非熱平衡プラズマ

プラズマ（電離気体）
正イオンと電子から構成され、
全体として電気的に中性。

大気圧非熱平衡プラズマ
気体の温度は室温程度
プラズマを生体に照射しても感電しない

参照：京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻

核エネルギー物理工学研究グループ

プラズマ境界面
で生成される粒子種：

ラジカル種
イオン種
原子
電子
紫外線

細胞膜と反応し、タンパク質導入を促進する？
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新技術の基となる研究成果・技術

プラズマ

細胞

タンパク質蛍光
（細胞内導入の確認）

細胞核染色
（細胞の位置確認）

通常の
タンパク質導入法

プラズマ印加
＋

通常の
タンパク質導入法

タンパク質導入量
の増加

プラズマを印加すると

問題点の解決①

タンパク質導入法
の高効率化
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新技術の基となる研究成果・技術

プラズマの形状を制御すると

直径

50μm～10mm

局所への物質導入が制御可能

プラズマの細線化(直径50μm～、長さ～50mm)
顕微鏡下でのリアルタイム制御

問題点の解決②
＋αの実現
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従来技術とその問題点

既に実用化されているものには、アフターグ
ロープラズマによる遺伝子導入法等があるが、

@プレート上の細胞に非選択的に照射する
@装置が巨大で高価

等の問題があり、広く利用されるまでには至っ
ていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• PTD（Protein Transduction Domain）を目的タ
ンパク質に融合させることで、タンパク質の種類
によらない安定した導入効率が期待される。

• 従来技術の問題点であった、局所への物質導入
に成功した。

• 従来は平面で広範囲の細胞への使用に限られ
ていたが、プラズマの形状制御を実現しため、立
体構造の生体表面及び生体内への応用が可能
となった。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 本技術の適用により、プラズマ発生装置の
簡易化・小型化ができるため、装置製造コス
トが1/10～1/100程度まで削減されることが
期待される。
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、
@タンパク質以外の生体高分子物質の細胞
への導入

@細胞に限らず、組織・生体へ適用する
ことで応用範囲が広がると考えられる。

• 上記以外に、カテーテルとの併用により生体内
へリアルタイムで物質を導入できることが期待
される。
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想定される用途

• また、達成された高効率なタンパク質導入に
着目すると、

@iPS細胞の作成
@異常細胞(癌細胞やアルツハイマー細胞)
への目的タンパク質導入による細胞の

正常化

といった臨床治療分野に展開することも可能と
思われる。
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想定される業界
• 利用者・対象

バイオ機器メーカー

大学医学部・薬学部・理学部・農学部・工学部

医薬・農林水産基盤研究所

遺伝子・細胞工学研究所等

製薬・食品関連研究所

• 市場規模

抗体医薬市場・・・約3400億円（2017年予測）
（㈱富士経済「2008バイオビジネス市場」より出典）
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産学連携の経歴

研究代表者：

• 2010年-2011年 民間会社と共同研究実施（×2件）
• 2008年-2009年 NEDO「エコイノベーション推進事業

委託調査研究」に採択

研究分担者：

• 2009-2012年 JST「育成研究」に採択
• 2005年-2008年 NEDO「産業技術研究助成」に採択
• 2008年-2009年 民間会社と共同研究実施
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実用化に向けた課題

• 現在、直径50μmの線状プラズマを生成し数個の
細胞へ同時に印加することが可能なところまで開
発済み。しかし、顕微鏡下における照射位置の微
調整やリアルタイム観測の点が未解決である。

• 最も導入効率の高いPTDの探索・選別を行う。
• 今後、プラズマを用いた細胞へのタンパク質導入
の定量評価について実験データを取得し、より高
い導入効率達成の条件設定を行っていくと共に、
導入可能物質の断定および組織・生体への適用
を行っていく。
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実用化に向けた課題

• 実用化に向けて、
@顕微鏡下におけるプラズマ制御の精度を

μm単位まで向上
@導入物質の検討及びiPS細胞作成への適用
など実験データを蓄積

することで実績を増やす必要もあり。
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企業への期待

• 未解決の顕微鏡下におけるプラズマ制御の
精度については、精密機器加工技術を取り
入れることで克服できると考えている。

• 遺伝子導入、iPS細胞作成の技術を持つ、
企業との共同研究を希望。

• 本技術は植物細胞への応用も有効と考えら
れるため、農業分野への展開を考えている
企業にも、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：プラズマ照射装置及び細胞内
へのタンパク質の導入方法

• 出願番号 ：特願2010-119524
• 出願人 ：熊本大学

• 発明者 ：王斗艶、関大亮、浪平隆男、

齊藤壽仁、秋山秀典
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お問い合わせ先

熊本大学 産学連携ユニット

知的財産マネージャー 長谷川 周平

ＴＥＬ096－342 －3246

ＦＡＸ096－342 －3239

e-mail hasegawa＠kumamoto-u.ac.jp


