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神経難病の現状と本研究の目的 

高齢化に伴い増大するアルツハイマー病（AD)
患者 
 年間発症率（Wikipedia）： 2.0%（75 ～79歳）、3.3%

（80 ～84歳）、8.4%（85歳 ～） 
 患者数（全世界）：2600万人 

最も悲惨といわれる疾患の筋萎縮性側索硬化
症（ALS)患者  
 患者数（全世界）：35万人 

100年(AD)、140年(ALS)の研究にもかかわらず、
原因と確たる治療法が不明 

⇒研究の目的：このような現状に突破口を開く 
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脳神経系疾患が難病である理由 

１．患者が生存中には患部の試料（神経細
胞）を採取できない。（iPS細胞技術により将
来解決される可能性あり。） 
 

２．薬効テストのハイスループットスクリーニン
グ装置が未開発。 
 

３．空間的に均一な 神経細胞ネットワーク形
成技術が未開発。 
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本技術の内容 

 多チャンネル化を実現した高集積マイクロ流路技術 
 疾患モデルでの自然発火イオンﾁｬﾈﾙ電流計測技術 
 疾患モデル構築を目的とした細胞播種技術 
 神経細胞ネットワークを制御する技術 

均一な神経細胞ネットワーク 20チャンネルマイクロ流路のイオンチャンネル電流計
測素子を実現 

マイクロ流路 
バルブ 

4 



本技術の特長 

１．プレーナーパッチクランプ方式であるため、
多点計測が可能。（ハイスループット化容易） 

 

２．安定電極による低ノイズ化により、 イオン
チャンネル電流計測が可能。（世界初） 

 
３．空間的均一性の良い、 神経細胞ネットワー

ク形成に成功。（世界初） 
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培養型ﾌﾟﾚｰﾅｰﾊﾟｯﾁｸﾗﾝﾌﾟの構成 

微細 
貫通穴 

シナプス 

シナプス電流 

NMDAR 
AMPAR 
GABAR etc 

Na チャンネル 
K チャンネル 
Ca チャンネルなど 

レーザー: 480 nm, or カプサイシン 

神経細胞 HEK293, PC12, C2C12 etc 

細胞外マ
トリックス 

ナイスタチン ナイスタチン 

T.Urisu et al., Analytic. Bioanalytic. Chem. 391 (2008) 2703. 

ChR or 
TRPV1 
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計測上の課題 

培養型プレーナーパッチクランプの弱点： 低いシール抵抗 

AgCl/AG electrodes 

シール
抵抗 

Seal resistance   Rj [MΩ]  
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Channel current 

IP fluctuation 

IP fluctuation Noise current 
ΔI =ΔV/Rj 

シール抵抗が低いため、AgCl/Ag電極の

わずかな電位変動が大きなベースライ
ン変動となる。 7 



塩橋構造電極によるノイズ低減 

塩橋構造のAgCl/Ag電極でノイズを大幅に低減できることを確認 

Urisu et. Al.,：Patent、2011-278445, Patent, 2012-181786, PCT/JP2012/81556, Taiwan, 
101148766 

H. Uno et al., Sensors & Actuators,  B: Chemical, 193 (2014) 660-668. 8 



計測されたｲｵﾝﾁｬﾈﾙ電流 

世界初 

(a) 

H. Uno et al., Sensors & Actuators B: 
Chemical, 193 (2014) 660-668 

(b) 
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セルケージ方式基板の開発 

長期間培養に成功 

Grove type culture substrate 

Cell cage pattern 

with micropore 

SEM image of 

PMMA substrate 

Cell cage  type culture substrate 

Urisu et al Patent Japan2012-205561, International 
PCT/JP2013/57976 10 



Only bath solution (BS) BS + Glu (20 μM) 

BS + Glu (20 μM)  
+  D-APS (200 μM) + CNQX (200 
μM)        +20mV 

   -20mV 

培養神経細胞を用いたグルタミン
酸毒性と薬理効果の確認 
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  50µM  D-AP5 (NMDA receptor antagonist) 
  50µM  CNQX (AMPA receptor antagonist) 

1mM (S)-MCPG (mGluR antagonist) 

(10 µM) 

(10 µM) 

Ca2+ イメージングによる薬理効果
の確認 
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NMDAR 

NMDAR 

AMPAR 

AMPAR 

mGluR 

mGluR 

CaPUMP 

CaPUMP 

IP3R 

Ca channel 

K channel 

Na channel 

K channel Na channel 

K channel 

K channel 
Na channel 

Na channel 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

PIP2 

IP3 

PLC 

RyR 
CICR 

PS1 

nAchR 

Ca2+ 

Ca2+ 

Ca2+ 

Ca2+ 
Ca2+ 

Ca2+ 

実験結果からの知見 
イオンチャンネル電流の計測とCa2+イメージングの併用により、

シナプスで生じる現象のメカニズムを詳細に解明。 
 イオンチャンネル電流計測 

 AMPA受容体とNMDA受容体が開となりCaイオンが流入。  
 ただし、NMDA受容体は、脱分極によりMg2+がはずれないと開と

ならないため、さらに別機構の関与が必要。  

 Ca2+イメージング 
 カルシウム振動を示し、mGluR,IP3,RyR,CICR機構の関与を示す。 

13 



従来技術との比較 

技術 内容概略 早期発見 原因解明 治療診断 
創薬スク

リーニング 

分子部品
の 

情報採取 

本技術 
イオンチャンネル
電流と細胞内Ca2+

濃度を観測 
？ ◎ ？ ◎ ◎ 

MEA 
in vitro networkで 
細胞外電位を観
測 

☓ ☓ ☓ ☓ 
 

☓ 

血液検査 
Aβ検出 

血液中のAβ 
を高感度検出 

◎ ☓ ○ ☓ 
 

☓ 

MRI, PET 
脳中のAβ 
を画像解析 

△ ☓ ○ ☓ 
 

☓ 

in vitro NW 
Aβｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

ネットワークでの 
Aβの分布を観測 

 
☓ 

 
☓ 

 
☓ 

 
△ 

☓ 

in vitro NW 
Ca2+ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ 

細胞内のCa2+濃度
を観測 

？ △             ？ ○ ○ 

＊ 

＊仮定した原因のインプットと結果としての分子部品の故障など 
  因果関係を明瞭に解析が出来るため。 
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想定される用途（１） 

神経難病の原因解明創薬市場 

 神経系の変性疾患：未知の原因によって神経細胞や
周囲の組織が徐々に破壊されていく病気 

 

＊大脳皮質の変性⇒アルツハイマー病 

＊黒質線条体系（錐体外路系）の変性⇒パーキンソン病 

＊小脳・脳幹・脊髄の変性⇒脊髄小脳変性症 

＊運動ニューロンの変性⇒筋萎縮性側索硬化症（ALS） 

出典：山口赤十字病院ホームページ 
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想定される用途（２） 

神経科学研究分野市場    

 多数の神経細胞の集団（ネットワーク）からな
る系での統計的現象についてこれまでは、研究
手法としてイメージングしかなかった。 

 イオンチャンネル電流を計測を加えると情報が
一気に豊富になり、かつ精度が格段に向上。 

  
  ＊遺伝子導入に伴う現象の研究 
  ＊細胞核内反応の研究、 
  ＊細胞内各種反応の研究 
  ＊ドラッグデリバリー研究など  
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本技術に関する知的財産権（１） 

発明の名称：プレーナーパッチクランプ装置、該装置用電極部
及び細胞イオンチャンネル電流計測方法 
 

    出願番号：2011-278445 
    公開番号：特開2013-146261 
    発明者：宇理須恒雄 他5名  
    出願人：独立行政法人科学技術振興機構  
 

発明の名称：プレーナーパッチクランプ装置及びプレーナー
パッチクランプシステム 
 

    出願番号：2013－180684 （出願日；2013/8/30）   
    発明者：宇理須恒雄、他3名    
    出願人：独立行政法人科学技術振興機構 
 

発明の名称：マイクロバルブを有するマイクロ流路デバイス 
 

    出願番号：2013－228299 （2013/11/1）   
    発明者：佐藤嗣紀、宇理須恒雄、他1名   
    出願人：株式会社不二越、国立大学法人名古屋大学 17 



本技術に関する知的財産権（２） 

発明の名称：神経細胞ネットワークの形成及びその利用 
  

    出願番号：2012-205561 （出願日；2012/9/19）  
    発明者：宇理須恒雄 他3名    
    出願人：独立行政法人科学技術振興機構 
 

発明の名称：細胞播種培養装置 
 

    出願番号：2014-011640 （出願日；2014/1/24）  
    発明者：宇理須恒雄、他3名   
    出願人：独立行政法人科学技術振興機構 
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１．基板の量産技術が未開発。    
  （現在開発中） 
 
２．そのため、電流計測の成功確率が低い。 
 
3．iPS細胞の分化誘導技術は開発途上。 

実用化に向けた課題 
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１．高い装置製造能力を生かした、 
 
２．プロトタイプ機の製作から実用機の製作。 

 
３．私たちとの共同開発による性能アップ。 

企業への期待 
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技術： 宇理須恒雄 
 

名古屋大学革新ナノバイオデバイス研究センター、
特任教授 
 

e-mail: t.urisu@nanobio.nagoya-u.ac.jp 
 

ライセンス： 下岡 正志 
 

（独）科学技術振興機構、主任調査員 
 

ＴＥＬ ０３－５２１４ － ８４８６ 
ＦＡＸ ０３－５２１４ － ８４１７ 
e-mail： tadashi.shimooka@jst.go.jp 
 
 

本技術に関する問合せ先 
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多数のイオンチャンネル、イオンポンプ、受容体などの
部品により実現される 

神経細胞ネットワークの機能 

 
 
     

    

 

 

    
  

Mutated nuclear protein:  
  ADAR2, TDP43,FUS --- 

astrocyte 

microglia 

mDAO D-serine serine rasemase(SRR) 

Na channel 

K channel 

K channel 

mitochondria endoplasmic reticulum 

Ca2+ 

Synapse vesicle 

                        
Ca2+ buffer proteins 
and organelles 

glutamate 

AMPAR 

NMDAR 

シナプス前細胞 

シナプス後細胞 

分子信号 電気信号 

小胞体やミトコンドリアなど細胞内小器官も
Ca2+イオンを出し入れし、神経細胞の機能

維持に重要な働きをしている。その働きを理
解するうえで、Ca２＋イメージングは有用な情
報を提供。 

部品の詳細情報を得るには多点でのイオンチャンネル電流記録がベスト 
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遺伝性ALSの原因たんぱく質 

   SOD1, TDP43, FUS,  

   vamp-associated protein 

        alsin, senataxin, -------- 

弧発性ALSの原因たんぱく質 

   DAO, ADAR2, TDP43 

mutated 

DAO 

D-amino acid oxidase 

 

D-serine  

Concentration 

increase 
NMDA受容体の異常活性化 

運動ニューロン死 

mutated 

ADAR2 

(adenosine deaminase 

acting on RNA2) 

Q/R site 

unedited

GluＡ2  AMPA受容体でのCa2+流入量 

の異常増大 

運動ニューロン死 

原因は多様であるが、 

共通してCa2+恒常性に 

異常が多い 

極めて多く確認されている 

ALSを発症する変異たんぱく質 
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神経難病創薬の新戦略 
遺伝子導入、ゲノム編集による疾患モデル創成 

発症 

発症 

iPS細胞 

神経細胞に 
分化誘導 

疾患遺伝子導入 
Or ゲノム編集 

家族性疾患 

孤発性疾患 

疾患遺伝子導入 
Or ゲノム編集 

ハイスループット 
スクリーニング 

変異遺伝子の同定 
技術は現在開発途上 

変異遺伝子はすでに 
確定している 

分子部品の改変導入 
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