
肝疾患における線維化マーカーの開発：血液検査でがんに向かう肝炎の進行度を判断
糖鎖医工学研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】

疾患の診断・治療の指標となる糖鎖構造の変化を系統的に見出す
新システムを開発し 複数の疾患糖鎖マーカーを見出すことに成功し

肝硬変、肝細胞がんへと進展する慢性肝炎を
検出できる低侵襲の検査技術を開発

新システムを開発し、複数の疾患糖鎖マ カ を見出すことに成功し
た。そのために当該センターが有する先進技術、レクチンマイクロアレ
イ、IGOTプロテオミクス法などを駆使した。見いだされた候補糖タンパ
ク質群の中から、肝臓で生じる線維化の程度を評価できる優れた糖タ
ンパク質マーカーを発見した。それぞれ100〜130万人、150〜200万人
と推定されるB型およびC型肝炎ウィルス感染者は 感染から20 25

線維化の進展

線維化の目安とな
る「異常糖鎖」を検
出するプローブ

線維化（fibrosis）が進行する
前のAGP分子

サンドイ チ法によると推定されるB型およびC型肝炎ウィルス感染者は、感染から20～25
年の後に肝硬変に進展し、肝細胞がんへと至るが、線維化が進行す
る程、がん化のリスクは高くなる。線維化の進行を、従来は肝臓組織
を採取するため検査入院が必要な生検検査で評価していたところ、血
液検査によって検出することが可能となった。

AGPに対する抗体

~サンドイッチ法による
マーカー分子の検出~

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの解明によるバイオ

マーカーの探索と同定
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マーカー候補分子である「α１酸性糖タンパク質」（AGP）の糖鎖構造変化
が「肝線維化の進展を を非侵襲的に検査しうるマ カ となるかを検証

探索 同定

・肝炎ウイルス感染関連の肝臓の線維化と肝細胞がんの危険度を評

価できる測定検査システムを確立し、その実用化をすすめる。

【開発技術の用途】

が「肝線維化の進展を」を非侵襲的に検査しうるマーカーとなるかを検証
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【開発技術の用途】

・ウイルス性肝炎に起因する肝線維化の進行度を血液検査によって
簡便に評価することが可能になるため、 市中病院などで臨床検査と
しての実用化が期待される。
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iPS細胞などの幹細胞を糖鎖構造の違いによって識別する技術開発に成功
糖鎖医工学研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

糖鎖医工学研究センター

【研究成果の概要】
糖鎖は細胞の顔であることから細胞の種類や分化状態が

異なれば細胞表層の糖鎖構造（プロファイル）は鋭敏に変化

ES細胞とそれを分化させたEB細胞を識別するレクチン3
種による「分化判別式」を構築
（国立成育医療センターとの共同研究）

異なれば細胞表層の糖鎖構造（プロファイル）は鋭敏に変化
する。そこで、複数の分化した細胞から、信頼性の高いiPS
細胞を樹立し（国立成育医療センター担当）、これらを遺伝
子・タンパク質・糖鎖３軸で評価解析する研究を実施した。遺
伝子発現（器官発生ラボ担当） 糖鎖プロファイリング（当セ

分化判別式

伝子発現（器官発生ラボ担当）、糖鎖プロファイリング（当セ
ンター担当）を実施、それらの解析結果を用いたインフォマ
ティクス解析（CBRC担当）を行なった。レクチンマイクロアレ
イの有効性を確認し、間葉系幹細胞やマウスES/EC細胞の
糖鎖による分化判別を達成した

分化した細胞群

糖鎖による分化判別を達成した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの解明に

よるバイオマーカーの探索と同定
マウスES細胞と胎児性がん細胞（F9）を分化させた場合、
糖鎖プロファイルが変化することを示す主成分解析結果

未分化な細胞群

よる イオ カ の探索と同定

・細胞評価技術を高度化し、ESおよびiPS細胞の特徴抽出と

分化方向の決定に絡むマーカーの選別を行うとともに、本評

価技術を関連分野研究機関への普及を図る。

糖鎖プロファイルが変化することを示す主成分解析結果

レチノイン酸（RA）
で分化誘導

【開発技術の用途】

・「Cellular glycomics」の原理に基づき、レクチンマイクロアレ
イはiPS細胞に限らず、各種幹細胞の品質管理、規格化、標
準化に不可欠なツールとなる。

2

準化に不可欠なツ ルとなる。

主成分解析結果階層的クラスター解析結果



糖鎖統合データベースのさらなる発展：糖鎖構造による検索が可能に
糖鎖医工学研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

糖鎖医工学研究センター

１．構造検索
(構造エディター)

【研究成果の概要】
産総研・糖鎖医工学研究センター（RCMG）は我が国における糖

鎖関連データベース（JCGGDB）の統合化の窓口として 産総研 ( )

２．完全一致検索
部分構造検索

鎖関連データベース（JCGGDB）の統合化の窓口として、産総研
のRIOデータベースで公開している、先進データを含む、独自性
の高い糖鎖関連データベース（GGDB、LfDB、GMDB、
GlycoProtDB等）に加えて、大学や企業など他機関が作成し公開
しているGlycoEpitope LipidBank 多次元HPLCDB GlycoforumしているGlycoEpitope、LipidBank、多次元HPLCDB、 Glycoforum
などについて、糖鎖構造の統合検索とキーワードによる横断検索
を構築し公開した。

【平成２１年度計画との関連】

① 生体 応 分 カ ズ 解 る
３．各構造に関する情報
（分子量・解析データなど）

小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの解明による

バイオマーカーの探索と同定

・糖転移酵素、レクチン、質量分析計による糖鎖構造解析、糖タン

パク質などの研究用に作成してきた糖鎖関連デ タベ スをパク質などの研究用に作成してきた糖鎖関連データベースを一

般に公開するとともに、ユーザーに使いやすいインターフェースを

開発し、さらに、複数のデータベースを一度に検索できる統合デ

タベ スの開発を開始する

国内１０研究機

JCGGDBアライアンス（RCMG+外部）のWebサイトへリンク

糖鎖遺伝子DB
（RCMG）

ータベースの開発を開始する。

【開発技術の用途】

・糖鎖についてあまり知らない人でも１つのキーワードを入力する
ことで簡単に様々なデータベースを検索できる統合検索システム
が完成し 国内外の癌を含む疾患 プ テオミク のデ タベ
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病原体と感染症のDB
（RCMG）

国内１０研究機
関のデータベー
スと連結

（RCMG）
糖タンパク質DB
（RCMG）

スペクトルDB
（RCMG）
レクチンDB
（RCMG）

が完成し、国内外の癌を含む疾患、プロテオミクスのデータベー
スと連携可能になる。



動脈硬化診断マーカー候補の発見 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

動脈硬化診断マ カ 候補の発見 健康工学研究センタ

【研究成果の概要】

グロボ系糖脂質の合成を行うGb3合成酵素遺伝子の発現制グロボ系糖脂質の合成を行うGb3合成酵素遺伝子の発現制

御を明らかにする過程で、グロボ系糖脂質のうちGb4が炎症性

サイトカインの刺激により血管内皮で経時的に上昇することを

見出した この上昇は他の炎症マーカーとは異なり 炎症初期
炎症

見出した。この上昇は他の炎症マーカーとは異なり、炎症初期

には上昇しないことから(図2)血管内皮の慢性炎症マーカーと

して有効であることを見出した。
図１血管内皮でのGb4上昇の模式図

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの解明によ

るバイオマーカーの探索と同定
100

si
on
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Gb4
るバイオマ カ の探索と同定

・Gb3の発現制御の解明と病変に対する効果の検討。

【開発技術の用途】
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・これまで急性炎症と区別ができなかった血管内皮の慢性炎
症を測定できるようになれば、動脈硬化の早期診断が可能と
なり、これに起因する脳梗塞や心筋症の予防が可能となる。
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図２炎症時に上昇するマーカーの経
時的変化の比較

Hours



パーキンソン病早期診断マーカーの計測法を開発 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
ストレスバイオマーカーの科学的根拠を提示する

ために 疾病患者 健常者の血液 組織を用いた酸

：赤血球由来の酸化DJ-1oxDJ-1
HRPHRP

ために、疾病患者、健常者の血液、組織を用いた酸
化DJ1等のストレスバイオマーカーの検証試験を継
続して実施した。これにより、酸化DJ1のパーキンソ
ン病早期診断マーカーとしての信頼性向上を図るこ
とができた

oxDJ-1 ：HRP標識酸化DJ-1タンパク質oxDJ-1

oxDJ-1 患者背景
健常者（n=25)
PD 未治療PD（Yahr 1-2)とができた。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの

酸化DJ-1抗体

PD   未治療PD（Yahr 1-2)
治療PD (Yahr 1.5-4.5)

サンプル：赤血球

*p<0 01(ANOVA Tukey)小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの
解明によるバイオマーカーの探索と同定

・人間のストレスを分子生理学的に評価するため、
マーカーとなるストレス応答タンパク質や脂質由来
のストレス応答化合物を探索し同定する

p<0.01(ANOVA, Tukey)

のストレス応答化合物を探索し同定する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】
・酸化DJ1をバイオマーカーとした、パーキンソン病
早期診断としての利用
・酸化DJ1および関連因子をバイオマーカーとした、
神経疾患早期診断技術への波及

酸 修飾 抗体を た

5

神経疾患早期診断技術 の波及
図 酸化修飾DJ-1抗体を用いた
ELISAシステムの開発と有効性検証



精神的ストレスバイオマーカーの探索とその適用性の検討 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
動物の脳内および血中で発現変化するストレスマーカー候

補群を43種同定し得た（特許6報申請済み） これらマーカー補群を43種同定し得た（特許6報申請済み）。これらマ カ
は、勤務体制が異なる労働条件のストレス度評価への適応
を検討した。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズムの解明に
よるバイオマーカーの探索と同定
・人間の精神的ストレスを分子生理学的に評価するため・人間の精神的ストレスを分子生理学的に評価するため、
マーカーとなるストレス応答タンパク質や発現遺伝子を探索
し同定する。

【開発技術の用途】
・健康診断や人間ドックへの適用
・在宅での精神状態の把握を実現
・ストレスマ カ ・レベルに関するデ タベ ス構築・ストレスマーカー・レベルに関するデータベース構築
・メンタルヘルスを指向した食品の開発
・ストレス抑制に向けたサービス産業

6

図 動物実験による精神的ストレスバイオマーカー
の探索とヒト夜勤ストレス評価への適用



電子体温型唾液マーカー計測用FETセンサのプロトタイプの開発 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
超小型のFETバイオセンサを開発し、電子体温

型の唾液NO代謝物計測チェッカのプロトタイプ y = 0.9273x + 27.910

1000

型の唾液NO代謝物計測チェッカのプロトタイプ
を開発。

【平成２１年度計画との関連】
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【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-1-(1)-① 生体反応の分子メカニズ
ムの解明によるバイオマーカーの探索と同定
・人間のストレスを分子生理学的に評価するた
め 体液に含まれるこれらのストレスマーカーを 0

200

400

FE
Tチ

ェ
ッ

セ
ン

サ

唾液中のNO3-濃度

市販の電極型チェッカセ
ン

サ

唾液中のNO3-濃度

市販の電極型チェッカ

め、体液に含まれるこれらのストレスマーカーを
検出するチップを開発してストレスの診断に利用
する。

0
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図1 唾液計測FETチェッカのセンサ特性と全唾液予備検証
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【開発技術の用途】
・マルチ化によるユビキタス健幸チェッカ
・心の病や自殺を予防する健幸社会の実現
・健康食品や健康機器開発の客観的指標化 マルチ集積化マルチ集積化・健康食品や健康機器開発の客観的指標化
・癒し効果や快適性を持つ商品開発の指標化

積

携帯電話型ウェアラブルドクタ
（構想中 図はイメージ）

携帯型唾液マーカーFETチェッカ
（原理プロトチェッカ試作と実証）

積

携帯電話型ウェアラブルドクタ
（構想中 図はイメージ）

携帯型唾液マーカーFETチェッカ
（原理プロトチェッカ試作と実証）

7

図2 ユビキタスマーカー計測ウェアラブルセンサ開発へ

（構想中。図はイメ ジ）（原理プロトチェッカ試作と実証） （構想中。図はイメ ジ）（原理プロトチェッカ試作と実証）



微弱な分子振動光信号を増強する機構解明に成功 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
非蛍光標識かつ1分子感度で対象分子を検出する可

能性を持つ表面増強ラマン散乱（ＳＥＲＳ）に着目、モデ能性を持つ表面増強ラマン散乱（ＳＥＲＳ）に着目、モデ
ル分子を用いて、主要な増強機構としてよく知られてい
る2段階電磁場増強理論を実証することに成功した。

2段階電磁場増強モデルに基づき、走査電子顕微鏡
（SEM）観察で実測した銀ナノ粒子凝集体構造を境界条（SEM）観察で実測した銀ナノ粒子凝集体構造を境界条
件として、有限要素法を用いて表面増強ラマン散乱、お
よびレーリー散乱の強度およびスペクトルを計算で求め、
これらの空間分布と励起波長依存性の計算結果が実
測の結果と一致することを初めて明らかにした。測の結果と 致することを初めて明らかにした。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-2-(1)-① 患者の負担を軽減する高精度診
断技術の開発

図1 2段階電磁場増強モデルの検証過程
(a)モデル分子に高いSERS活性を与える銀ナノ
粒子凝集体をSEM観察して形態を評価。
(b)この形態を用いて銀ナノ凝集体のレーリー散

断技術の開発
・SEM観察で実測された銀ナノ粒子凝集体構造に、2段
階電磁場増強モデルを適用して、このモデルを検証す
る。

(b)この形態を用いて銀ナノ凝集体のレ リ 散
乱スペクトルを計算して実測と比較。レーリー散
乱スペクトルの計算結果とモデル分子のラマン
散乱スペクトルの積をとって計算SERSスペクト
ルとする。

【開発技術の用途】

・SERS活性の 大化する金属ナノ構造の設計指針。
・SERS活性金属ナノ構造の探針を用いる、高感度一分
子検出技術の開発

8

ルとする。
(c)計算結果と実測のSERSスペクトルを比較、一
致を確認。

子検出技術の開発



チップ型光圧マルチ細胞ソータの実用試作機の開発 健康工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
従来法の電場を用いた方式とは原理が異なり、光圧力を

用いて 本体がフィンガー・ホールドサイズのチップ型セル用いて、本体がフィンガー・ホールドサイズのチップ型セル
ソータを発案した。従来法では困難な5種類以上（マルチ）
の細胞を弁別できるだけでなく、マイルドに回収し再利用
可能という特長を持つ。

今年度 マルチ細胞ソータの自動制御システム および今年度、マルチ細胞ソータの自動制御システム、および
実用的な試作機を開発するために企業との共同研究を開
始した。特に細胞を弁別するための光源部分の設計では、
第1段階としてコストの削減を優先させて、低出力レーザを
選定し 選別できる細胞を2種類に絞り開発を行った

図１．チップ型光圧セルーソータの構成
選定し、選別できる細胞を2種類に絞り開発を行った。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-2-(1)-① 患者の負担を軽減する高精度診断
技術の開発技術の開発
・マルチ細胞ソータの自動制御技術システムを実用レベル
まで改良する。動物細胞を含む細胞等を用いて、複数種
類の細胞識別・回収の性能を検証する。

【開発技術の用途】

・弁別回収した細胞を再利用するアプリケーション、例えば
iPS細胞の評価。
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・細胞に対する薬剤効果の評価。
図２．チップの全体(上)と

レーザ照射部の拡大図(下)


