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研究背景 ２
ライフイノベーションによる健康大国戦略Ⅱー３
「新たな医療技術の研究開発・実用化促進」（2009年政府閣議決定）
●2020年までの成果目標
「革新的医療機器，再生医療の開発・実用化促進」

「バイオベンチャー支援拠点の枠組み形成」，「基盤技術開発」，「再生医療の
実用化ハイウェイ構想」

①細胞の診断／回収に必要な106個程度の細胞数をマイクロアレイ配列細胞
によって低減

②ナノパルスレーザー照射による細胞膜穿孔と基板表面の機能性高分子固
定化による細胞融合効率の向上

③個細胞化による精密診断と目的細胞の効率的な獲得
④各種操作のロボティクスによる半～全自動化，及び自動化による操作時間

の短縮と研究者・技術者の作業の軽減

細胞操作（診断，回収，融合）遺伝子，各種生理活性物質の非侵襲的かつ効
率的な導入と機械（ロボティクス）化による汎用性と再現性の高める技術開発
によって創薬支援／再生医療／先端医療・バイオの研究開発を促進

【達成目標】



研究目的
細胞内へのDNA, RNA, siRNA, タンパク質等の導入と研究支援機器の開発

①植物オルガネラのRNA編集に働くpentatricopeptide repeatタンパク質

②RNA分解酵素MazFを用いたエイズ遺伝子治療法

µAy及びレーザー光照射技術を用いた遺伝子等導入技術の開発

T. Nakayama et al., RNA Biology, 10(9), (2013), 1419.

H. Chono et al., PLOS ONE, 6(8), (2011), e23585. 
③ヒトiPS細胞由来肝細胞パネルの作製，およびヒトiPS細胞由来肝細胞を

用いてヒト肝細胞における薬物代謝能・薬物応答能の評価
H.  Mizuguchi et al., PNAS, 111(47),  (2014), 16772. 

３

④HACベクターを用いたiPS細胞の作製，遺伝子治療，ヒト型モデル動物作製
M. OShimura et al., PLOS ONE, 6(10), (2011), e25961.



従来技術とその問題点

開発した装置は，レーザー光照射機，細胞応答を制御する機能性バイオマ
テリアル（機能性高分子）を表面固定化したマイクロアレイ（チップ）を用いて，
下記①～④の細胞操作を可能とすることで，先端医療・バイオ及び細胞評
価による創薬の研究開発を高度な熟練技術を必要とせずに可能とする．

①非接触光ピンセットによる細胞の移動操作

②細胞診断，回収，さらに融合（細胞なへの遺伝子，生理活性物質導入）

③細胞培養，細胞診断，目的細胞の位置決めとタイムラプス観察可能

（数10ms～数days)
④既存販売顕微鏡等の改良から，必要機能を自由かつ低コストでユーザー

カスタマイズ化

▲細胞培養自動化装置は数億円に近い高価な装置で，ユーザーの必要な機能を選
別して提供することは難しい．

▲細胞の診断，回収，さらに融合（遺伝子，生理活性物質導入等）はしばしば
細胞種固有のノウハウや技術が必要で，一般化された技術となっていない．
また，導入時の導入試薬や手法により細胞にダメージを与える
等，広く利用されるまでには至っていない．
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光応答性ポリマー素材による細胞回収

・コンパクト化
・低コスト化
・操作の簡便化
・多機能化
（細胞融合，遺伝子導入）
・細胞へのダメージ軽減
・少数細胞による分離

残存する課題

接着状態

５

蛍光励起細胞分離装置（FACS）磁気分離

浮遊状態

細胞分離・回収機器（従来品）



μAyを用いる細胞分離・回収装置システム

不用細胞

有用細胞

×

×
× ×

×

µAyによる細胞診断

●細胞診断と同時回収
●必要細胞数の大幅な削減
●培養や処理時の細胞位置の特定

細胞の個細胞単位での分離
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６

不用細胞のレーザー除去と温度刺激はく離・回収

有用細胞のレーザー局所加温によるはく離・回収



研究開発装置の概要①

集積

融合

診断

除去

回収

CWレーザー照射

細胞(HAC等)，生体物質（DNA等）

パルスレーザー照射

死滅用レーザー照射

CWレーザー照射

蛍光診断

CWレーザー放射圧によ
る目的細胞の移動・集積

受容細胞の膜表面のパ
ルスレーザー穿孔による
細胞融合

微弱蛍光の強度及び画
素化蛍光パタン検出に
よる有用細胞の診断

不用細胞のレーザー照射
除去と回収による細胞
純化

温度応答性ポリマー固定
化スポットへのCWレー
ザー加熱による選択回収

装置の開発 機能性ポリマーの開発 評価方法の開発

細胞マイクロアレイ（μAy）

Au等

1～
2μ
m

スポット径
10～50μm

100μm

7752スポット
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研究開発装置の概要②

Ⅰ号機
(基本構成+ 部選択）

Ⅱ号機
（全構成 部）

Ⅲ号機
(基本構成+ 部選択）

８



新技術の特徴・従来技術との比較①

 

＜従来技術の課題＞ ＜本提案技術の特徴＞ 
[1]融合効率が極めて低く(1～10ppm)、融合できな

い細胞もある。 

[2]煩雑操作で、時間がかかり、技術者の熟練が必

要。 

[3]試薬、電場、圧力等によって細胞に与えるダメー

ジが大きい。 

[1]融合効率が極めて高く（0.1～1%）、従来技術

の最大 10 万倍を達成する。 

[2]簡易操作で、熟練した技術者を必要としない。 

[3]細胞膜の極狭域を標的としたナノ（10-9）秒以

下の瞬間的なレーザー穿孔で、細胞にダメー

ジを殆ど与えない。 

９



新技術の特徴・従来技術との比較②

 

＜従来技術の課題＞ ＜本技術の特徴＞ 
[1]高価な大型装置、しばしば前処理の時間がかか

り、煩雑操作で、技術者の熟練が必要である。 

[2]診断、回収に多数（最低 106 個程度）の細胞が必 

要でしばしば時間がかかる。 

[3]試薬、電場、フロー圧によるせん断力等による細

胞へのダメージが大きい。 

[4]診断と回収は別装置、コスト、時間がかかる。 

[1]卓上顕微鏡の改良型であり、省スペース、 

簡易操作で、技術者の熟練を必要としない。 

[2]多数の細胞を短時間に一度に診断できる。細

胞マイクロアレイに固定化すれば、少数の細胞

でも、診断及び回収が可能。 

[3]エバネッセント光を照射して短時間に選択的に回

収でき、細胞へのダメージは少ない。 

[4]同一装置で診断と回収が可能。 

※新技術[1]：CWレーザー照射によるはく離：細胞種の限定や詳細条件検討が必要
※新技術[2]：不用細胞のみをCW及びパルスレーザーにて除去可能
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ヒト人工染色体(HAC)ベクター

ヒト21番染色体

0.28Mb

33.5Mb

人工テロメア

人工テロメア

セントロメア

クローニングサイト

染色体ベクター
(約3.2Mb)

0.2Mb

2.3Mb

0.68Mb
遺伝子領域の削除
クローニングサイトの付加

DNAを単離しトランスフェクション法で
受容細胞に導入することはできない
⇒細胞融合による導入

（受容細胞×微小核細胞）

HAC(Human Artificial Chromosome)

・宿主遺伝子を破壊しない．
・過剰発現/発現消失が起きない．
・発現調節領域を含む遺伝子や，複数遺伝子/アイソフォームの導入が可能．
・宿主細胞の染色体とは独立して存在できる．

利点

11



HACの受容細胞への融合（PEG法：従来法）

PEG法 PEG/VP+法

Hタンパク質
(Hemagglutinin
Protein)

Fタンパク質
(Fusion Protein)

麻疹ウイルスエンベ
ロープタンパク質

受容体
CD46

遠心

30~50% 
PEG溶液

最大0.0001%
融合効率

U937細胞

Green Fluoresent Protein
(GFP)

ブラストサイジン(BS)
薬剤耐性遺伝子

＜HACベクター導入遺伝子＞

細胞膜

HACベクター導入
微小核細胞(MC)

最大0.001%
融合効率

M. Katoh et al., BCM Biotechnology, 10, (2010), 37. 
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MC/VP－

＜問題点＞
・ヒト型細胞に限定．
・ウイルスタンパク質を用い

るため細胞に影響がない
とはいえない．

MC/VP－ MC/VP+

3 分間
処理



U937細胞

融合効率の向上！

PEG固定化µAy

HACベクター
導入U937細胞

13

µAyスポット(拡大)

ガラス表面(拡大)

MC/VP-

HACの受容細胞への融合（PEG固定化μAy法）

MC/VP-
U937細胞



µAyガラススポット固定化ポリマー構造

Poly[poly(ethylene glycol) methyl ether metacrylate] [P(macPEG)]

生体適合性・細胞融合性

タンパク質固定化能

nCH2

CH3

OC

O ( CH2 CH2 O)mCH3

=

C[ ]

CH2

CH3

OC

O ( CH2 CH2 O)mCH3

=

H 

CH2

COO

O

O

N

C C[ [ ]]n ℓ

Poly[poly(ethylene glycol) methyl ether metacrylate-co-N-succinimidyl
acrylate] [P(macPEG-co-NAS]

生体適合性・細胞融合性
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細胞播種

U937細胞(2.0×105 cells/well)

37℃, 1 h 37℃, 1 h

細胞：微小核細胞(MC)：

(1.0×106  cells/well)

g-µAyを用いたU937細胞とMC/VP-融合

＜融合実験スキーム＞ MC播種

PEG鎖修飾面

3 days

回収 選択培養

11~18 days

GFP陽性
U937細胞の獲得

ブラストサ
イジン(BS)
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MC/VP-

GFP及びBS耐性遺伝子導入



P(macPEG)-g-µAyを用いたU937細胞の細胞融合

P(macPEG)-g-µAy 

MC量
1.8×106 /well

*浸漬法のMC量は1.0×106 /well
U937細胞濃度

2.0×105 cells/mL

＜実験条件＞

蛍光細胞率
0.04％

100 µm

11 days

蒸着法

蛍光細胞率
0.1％

14 days

100 µm

浸漬法

蛍光細胞率
0.13％

100 µm

11 days 蛍光細胞率
0.5％

100 µm

14 days

16



MC/VP-

U937細胞

融合効率の向上！

PEG固定化µAy

HACベクター
導入U937細胞

高精度位置決め
レーザー光照射

17

µAyスポット(拡大)

HACの受容細胞への融合
（PEG固定化μAy/パルスレーザー照射法）

レーザー

U937細胞 MC/VP-



g-μAy/パルスレーザー光照射細胞融合

未照射（Cont)

パルスレーザー照射（1.5A) パルスレーザー照射（1.8A)

100 µm

100 µm

蛍光細胞率
0％

蛍光細胞率
1.2％

100 µm

蛍光細胞率
2.1％

MC量：1.5x106 /well

U937濃度：4.0x105 cells/mL

＜実験条件＞

＜レーザー条件＞

出力：1.5 A, 1.8 A
Pulse: 5 pulse
周波数(Hz): 500 Hz

18 days

18

*細胞播種後
1時間後に照射



PEG固定化µAy/パルスレーザー光照射による細胞融合

・µAyによる受容細胞とMCの集積効果
(細胞とMCの接触効率の増大)

・PEG鎖の細胞融合の促進
(PEGによる細胞膜間相互作用の緩和)

・パルスレーザー光照射による細胞とMC
の細胞膜の穿孔・緩和
(細胞膜揺動による融合促進)

・g-µAyによる受容細胞とMCの集積効果
(細胞とMCの接触効率の増大)

・PEG鎖による細胞融合の促進
(PEGによる細胞膜間相互作用の緩和)

ガラス基板

g-µAy基板

g-µAy g-µAy/レーザー光照射

19



パルスレーザーとg-µAyを用いるU937細胞へのsiRNA導入実験

siRNA濃度：100 nM

U937濃度：5.0x105 cells/mL

＜実験条件＞ ＜レーザー条件＞

出力：1.5 A
Pulse: 5 pulse
周波数(Hz): 500 Hz
*全スポット照射

P(macPEG)-g-µAy

Lip有，siRNA有，
レーザー照射有

Lip無，siRNA有，
レーザー照射有

Lip有，siRNA有，
レーザー未照射

蛍光

可視

Lipofectamine 2000(Lip)添加

蛍光細胞率
4.1％

100 µm

100 µm

100 µm100 µm

100 µm100 µm

蛍光細胞率
6.1％

蛍光細胞率
6.9％

注：g-µAy,未処理μAyでは導入率⇒0%
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想定される用途

• 本技術のマイクロアレイ基板を開発済みの誘電電気
泳動法による細胞集積や、PC画面上での操作による
細胞のパターニング等への適用、さらには装置をコン
パクト化とディスプレイ技術をアレイ蛍光検出への応
用により、臨床現場での即時細胞診断技術への転用
が可能

• 血液の凝固診断や機能診断への応用が可能

• 上記以外に、先端医療・バイオ分野のみならず、化粧
品、食品、化合物の生体（細胞毒性）評価分野への利
用が期待される。

• また、達成された細胞融合に着目すると、動物細胞の
みならず植物細胞を用いた農林水産分野の用途に展
開することも可能と思われる。
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実用化に向けた課題

• 現在、検討した細胞が限定されており、各種
細胞への汎用性が未解決である。

• 今後、共同研究（開発）によって、基板の表面
処理状態の変更や装置（レーザー照射の条
件）、ソフトウエアの改良等の必要がある。

• 実用化に向けて、ユーザーカスタマイズ化し
た自動化等の工程に関する周辺技術を確立
する必要もあり。
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企業への期待

• 細胞（微生物）等を利用して実用化を進めるな
か技術課題を持つ、企業との共同研究を希望。

• 創薬、化粧品、食品等の化学物質の細胞毒
性や細胞影響を検討中の企業には、本技術
の導入が有効と思われる。

• 細胞操作（診断、回収、融合、移動、観察等）
の自動化や無人化を検討中で、機能のカスタ
マイズ化を希望する企業は、導入による効果
が大きいと考える。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：細胞自動分取装置及び
細胞自動分取方法

• 出願番号 ：特願2011-029826
• 出願人 ：近畿大学、トーヨーエイテック㈱ 、

エステック㈱
• 発明者 ：白石浩平、杉山一男、山田康枝，河済博文

24



産学連携の経歴

• 2009年 （公財）ちゅうごく産業創造センター

産学官連携新産業創出研究会で共同研

究開始

• 2010年-2011年 経済産業省地域イノベーション創出

研究開発事業に採択

• 2012年-2014年 経済産業省戦略的基盤技術高度化

支援事業に採択
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お問い合わせ先

近畿大学リエゾンセンター

コーディネーター 武田和也・伊藤博之

ＴＥＬ 06－4307－ 3099

ＦＡＸ 06－6721－ 2356

e-mail ｋｌｃ＠ｋｉｎｄａｉ.ａｃ.ｊｐ
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