
昆虫ペプチドが拓く量子ドットの新しい機能とその評価 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】
量子ドット蛍光標識を用い、生きた単一細胞のイメージン

グに成功 従来の常識を覆し 昆虫由来のペプチド（ASTグに成功。従来の常識を覆し、昆虫由来のペプチド（AST
１）で修飾された量子ドットが細胞質のみならず核内まで容
易に到達することを発見した（図）。

量子ドットは従来の蛍光色素に比べ光退色しにくいので、
蛍光強度の定量的評価が可能なことに着目 AST1修飾量蛍光強度の定量的評価が可能なことに着目、AST1修飾量
子ドットが細胞内へ移行する効率をその蛍光強度から評価
した結果、クラスリンと呼ばれるタンパク質形成を経て細胞
質内に取り込まれる機構の寄与が も高く（～57%）、次い
で ある受容体が関与する機構（～45%） およびペプチドで、ある受容体が関与する機構（～45%）、およびペプチド
が有する正電荷が寄与する機構（～30%）によるという結果
を得た。

【平成２１年度計画との関連】 図 ナノ粒子量子ド トを取り込んだ細胞の蛍光画像

30 μm 10 μm

【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
・ペプチド修飾量子ドットの取込み機構を一細胞蛍光顕微
分光法を用いて解析する

図 ナノ粒子量子ドットを取り込んだ細胞の蛍光画像
（A）ペプチドで被覆しない量子ドットを取り込んだ細胞：
量子ドットは細胞膜近傍に局在し、細胞内部には取り
込まれない（ヒト扁平上皮がん細胞A431）。
（B）ペプチドAST1で被覆した量子ド トを取り込んだ細分光法を用いて解析する。

【開発技術の用途】

・従来よりも長時間観察可能な細胞内可視化ツール。細胞

（B）ペプチドAST1で被覆した量子ドットを取り込んだ細
胞：細胞質内部および核にまで量子ドットが取り込まれ
ている（マウス線維芽細胞3T3）。
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表面の可視化から、細胞内可視化へ機能拡張。



マラリア感染診断用細胞チップを開発 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】
年間感染者数が３億人にもおよぶマラリアの早期診

断＆治療のため、直径100 μm、深さ100 μmのマイクロ

マラリア：赤血球に寄生する原虫

赤血球
＋断＆治療のため、直径100 μm、深さ100 μmのマイク

チャンバーを一万個配列した細胞チップを作成、各チャ
ンバーには赤血球を100個ずつ導入でき、一枚のチップ
で100万個の赤血球を同時に観察することが可能に
なった。赤血球を核特異的な蛍光色素で染色すること

＋
CYTO59

(核染色）

蛍光陽性のマイクロチャンバー

明視野像 ギムザ染色像

細胞チップ

なった。赤血球を核特異的な蛍光色素で染色すること
で、検出感度0.0001%（世界 高レベル）、操作時間15
分の、迅速・超高感度マラリア感染診断用チップを構築
した。

アレイスキャナー

明視野像 ギムザ染色像

【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

ラリ 感染赤血球 高度検出系に好適な細胞チ

赤血球中のマラリア原虫の存在確認

・マラリアの感染赤血球の高度検出系に好適な細胞チ
ップを応用し、感染種の特定も可能な診断チップの構築
する。

血液

チップ上へ展開

洗浄

染色

10 min

【開発技術の用途】

・マラリア原虫の超高感度検出により、自覚症状の認め
られる以前の超早期のマラリア診断が可能。
・空港など水際での封じ込めによる感染拡大の防止。

5 min検出

感染率（0.0001％以下、世界 高レベル） 特願2008 225193
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・他の感染病の迅速・高感度診断への応用。
感染率（0.0001％以下、世界 高レ ル）
所要時間15分の迅速・超高感度検出法

特願2008－225193
PCT/JP2009/65370



マルチ抗原検出チップ用ピコインジェクターの商品化 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】
健康情報関連マーカー時系列情報の蓄積と利用を実

現するため、極微量のサンプルで、多数種のマーカー
物質濃度が 迅速かつ簡便に測定できる装置が不可

インクジェット技術：抗体固定

カメラ

チップ用フィルム：流路形成

経済性、量産性も考慮したプロセス

開発用途で実用化

物質濃度が、迅速かつ簡便に測定できる装置が不可
欠。このため、インクジェット法による高感度なマルチ抗
原検出チップを開発し、①独自のインジェクターによる、
幅300マイクロメートル、深さ100マイクロメートルの流路
内への抗体固定化 ②駆動用レ ザ加熱による抗原

インジェクター
取付部

表面処理

溝加工

試作サンプル提供中

内への抗体固定化、②駆動用レーザ加熱による抗原
検出感度低下を15%以下に抑えることに成功。今後の
同インジェクターとチップ型電気泳動との一体化に向け
て、インジェクターと同じ流路幅・間隔を有する同時10
流路電気泳動チップの試作と泳動実験が可能であるこ

自動ステージ

流路電気泳動チップの試作と泳動実験が可能であるこ
とを実証した。

【平成２１年度計画との関連】

マルチマーカー
測定チップ

特願2008 165059
300μmL1

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
・マルチ抗原検出チップ用のインジェクターの開発と実
証

特願2008-165059
特願2008-334179

L2

抗原抗体反応によるマーカー検出

【開発技術の用途】
・医療機関での「患者の傍での診断」への応用と予知診
断への応用。

抗原抗体 応 分

抗原濃度
150ng/ml

600ng/ml

原 体 検出
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・将来的には家庭レベルでの使用を行うことで、個人で
の健康維持デバイスとしての応用。

抗原抗体反応30分
必要サンプル量1 μl
単一流路マルチ測定 生活習慣病関連バイオマーカー測定への展開



硝酸イオンを選択的かつ高速に除去する緊急時用浄水化装置 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】
大地震等非常時においは、硝酸イオン等で汚染された

地下水等の飲料水化が重要である 機能低下を抑制す
20
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20地下水等の飲料水化が重要である。機能低下を抑制す
ることに成功した硝酸イオン分離用繊維状成形体を充
填したカラムを搭載した小型浄水システムを試作、硝酸
イオンで汚染された地下水の通水試験をにより高速で
飲料水が製造できることを実証した カラム1L当たり １
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画分濃度飲料水が製造できることを実証した。カラム1L当たり、１

時間で180Lの水道水質基準(10 mg-N/L以下）をクリア
した飲料水が製造できること、また、通水抵抗が極めて
小さいことから、超小型かつ無動力の緊急用浄水装置と
して好適であることを実証した また 亜硝酸イオンに対
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して好適であることを実証した。また、亜硝酸イオンに対
しても同等の性能であることを実証した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目 Ⅰ 5 (4) ② 生活環境管理技術の開発

図1 地下水のカラム処理実験

通水量 (Bed Vol.)

小項目：Ⅰ-5-(4)-② 生活環境管理技術の開発
・硝酸イオン分離用繊維成形体の実用性の評価を行う。

【開発技術の用途】

・緊急時のサバイバル用の飲料水の製造に応用可能。
・平常時の地下水等の飲料水の製造。
・分離機能材料の拡張による、多様な原水の飲料水化。

図2 緊急時用浄水
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図2 緊急時用浄水
装置の試作機



天然物ライブラリーを用いた医薬品リード化合物探索 バイオメディシナル情報研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・われわれが開発した世界 大の天然物ライブラリーをさらに構

築・拡充した(計319,345サンプル)。とくに海洋微生物を得るため

の新規分離法を開発し 多くの新種微生物を見出すとともに 蛍光補完法（二つのタンパク質が結合すると、蛍光タンパク質が形成

蛍光

の新規分離法を開発し、多くの新種微生物を見出すとともに、

多くの新規化合物を単離した。

・蛍光補完法などハイスループットのin vitroタンパク質相互作用

スクリーニングや細胞レベルでのスクリーニングを10件実施し、

50個以上の新規化合物を見出した。

蛍光補完法（ のタン ク質が結合すると、蛍光タン ク質が形成
される）

PAC3
PAC3

ハイスループットス
クリーニングが適用
可能な蛍光補完法
の特徴を生かし、

プ
50個以上の新規化合物を見出した。

・その結果、中皮腫に対する抗腫瘍活性をもつ化合物や、タン

パク質の相互作用阻害物質(具体的にはプロテアソーム形成阻

害物質）など有用な新規化合物を発見・開発した。

プロテアソーム形成
に必要なPAC3ホモ

２量体の会合を阻
害する物質を発見。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅰ-1-(1)-② 生体機能の網羅的な解析によるバイオ

マーカーの探索と同定

・20万サンプルを目安にタンパク質相互作用に関する10個以上

図１蛍光補完法によるタンパク質相互作用阻害剤の開発

(g
)アスベスト

のin vito蛍光補完法スクリーニングを行う。それと共に化合物リ

ソースも充実させ、これまであまり行われていなかった海洋由来

の菌株を用いて、大規模な新規化合物の取得を進め、スクリー

ニングライブラリーとしては10万サンプル以上、単離化合物とし

ブ

JBIR-23

腫
瘍

重
量

中皮腫

＋

て500化合物以上を目標にライブラリーの拡充を進める。

【開発技術の用途】
・医薬品開発を目的する各種スクリーニングへの応用

生命現象解明のための制御物質取得 の応用

DMSO
(対照群)

JBIR 23

ヌードマウスに移
植した中皮腫の
増殖を強く抑制
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図２ 抗中皮腫薬リード化合物の発見

・生命現象解明のための制御物質取得への応用

・iPS細胞作製・維持への応用

JBIR-23 増殖を強く抑制。



RNA-タンパク質複合体解析から核酸医薬へ バイオメディシナル情報研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

・超高感度・高精度な質量分析技術により、特異的なmRNAと直

接結合し、その安定性を制御するタンパク質を同定することに成

功した。

RNA結合タンパク質を標的としたアンチセンスによりこの相互

産業ロボット技術 超高感度質量分析システム

ヒトの手作業
では不可能な
精密な高精度
な作業の繰り

クリーンルー
ムにより、夾
雑ノイズ源の
排除・mRNA結合タンパク質を標的としたアンチセンスによりこの相互

作用を阻害すると、不安定なmRNAが安定化され、その結果

mRNAがコードするタンパク質の量が増える事を明らかにした。こ

れにより、悪玉コレステロールを取り込むLDLRの発現量を上昇さ

せることに成功した。

高分子材料 ナノテク
超微量サン
プルを測定

核酸・タンパ
着な

な作業の繰り
返し

排除

せる とに成功した。

・細胞内のタンパク質はmRNA翻訳により合成される。またその発

現量は主にmRNAの量に規定されている。これまで、mRNAの量

は転写因子による転写量によって調整されている考えられてきた。

しかしmRNAの量は、その安定性・不安定性の違いによっても調

整されていることが明らかにな た
図１ 本開発を可能にした独自の要素技術

プルを測定
器に導入す
るためのマイ
クロ流路

ク質非吸着な
ポリマー

整されていることが明らかになった。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(1)-② 生体機能の網羅的な解析によるバイオ

マ カ の探索と同定

図 本開発を可能にした独自の要素技術

マーカーの探索と同定

・タンパク質－RNA複合体は極めて多数のタンパク質で構成され
、共通因子も多く、特定のRNAに結合する「特異的」な因子の同
定は不可能とされていた。しかし平成20年度の研究開発により質
量分析システムが完全に次世代化し、効率的に特異的RNA結合
因子を同定できるようになった。そこでタンパク質－RNA複合体、
特に臨床的意義の大きいmRNAに結合する特異的な因子の同定
を重点的に行う。

【開発技術の用途】

高脂血症では悪玉コ

が不足している

高脂血症では悪玉コ
レステロールを血中
から除去するLDLR

が不足している

15
図２ 応用例：高脂血症を治療する核酸医薬品の開発

【開発技術の用途】

・全く新しい分子機構による核酸医薬の創製。

・新規創薬標的の探索。

特願2008-155003



新規iPS細胞誘導因子の発見 バイオメディシナル情報研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
ヒト完全長ｃDNAから構築した網羅的なヒト・タンパク質発

現リソース（HuPEX)の中から、本発現リソースのデータベー
スHGPDを利用して遺伝子機能カテゴリーやドメイン解析に
よりiPS細胞誘導因子の候補遺伝子を抽出した（図1）。京
大・山中教授と共同で、これらの候補遺伝子の中から新規
iPS細胞誘導因子を探索した。その結果、数種類の新規iPS
細胞誘導因子を発見し、米国仮出願１件、PCT出願１件を
行い、知財確保を行った(図２）。本発現リソースを探索する
ことにより様々な細胞システム制御因子を発見できる可能
性を示した。

図１タンパク質発現リソ スからの遺伝子の絞込み

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(2)-① ヒト遺伝子産物の機能に基づいた創

薬支援技術の開発

図１タンパク質発現リソースからの遺伝子の絞込み

薬支援技術の開発

・ヒトタンパク質発現リソースから遺伝子産物の機能等によ

り候補遺伝子を絞り込み、新規iPS細胞誘導遺伝子を探索

するする。

【開発技術の用途】

・安全で効率的なiPS細胞誘導法の開発に利用する。
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安 効率 細 誘導法 開発 用す 。
・再生医療、創薬開発の基礎となる技術である。
・分化誘導、細胞システム制御因子の発見への基礎となる。

図２ 新規iPS細胞誘導因子の発見



ヒトゲノムから新規機能性RNAの候補を1600個抽出/ミトコンドリア外膜プロテオームに新説
生命情報工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】

独自の予測パイプラインで予測した新規機能性RNAに

対する発現解析を実施し 1600個の有力な候補を抽出し

ゲノム情報

予測パイプライン1対する発現解析を実施し、1600個の有力な候補を抽出し

た。今まで不明になっていたミトコンドリア外膜プロテーム

のβバレル型膜タンパク質の数を精度良く予測し、バクテ

リアとの違いを鮮明にした。

予測パイプライン1
予測パイプライン2

予測パイプライン3

カスタム
マイクロアレイ

10,143領域
43,351プローブ

リアとの違いを鮮明にした。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(2)-② バイオインフォマティクス技術を利

用した創薬支援技術の開発

1,305個

300個

21個の細胞・組織

Exosome核内ノックダウン

1 600個用した創薬支援技術の開発

1) 予測機能性RNAについてウェット実験による検証を実
施する。
2) Ｈ２１年度に予測したミトコンドリア外膜組込みシグナル
を実験で確認する

図１：ヒトゲノムから新規機能性RNAの候補を1600個抽出

1,600個

真核生物、全蛋白質のアミノ酸配列

を実験で確認する。
【開発技術の用途】

・独自に発見した新規の機能性RNA候補は、遺伝子ネット
ワーク解明のための基盤研究を推進するキーファクターと
なる。

βシグナルを考慮した、
ミトコンドリア外膜
βバレル型蛋白質の網羅的予測

βシグナルを考慮した、
ミトコンドリア外膜
βバレル型蛋白質の網羅的予測なる。

・創薬標的やバイオマーカーなど産業応用の対象となる可
能性がある。
・ミトコンドリアの基礎的な理解を深めたほか、癌化を抑え
るapoptosisの理解にもつながり、創薬標的探索に役立つ

βバレル型蛋白質の網羅的予測βバレル型蛋白質の網羅的予測

グラム陰性バクテリアの100種類以上
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るapoptosisの理解にもつながり、創薬標的探索に役立つ
可能性がある。

図２：ミトコンドリア外膜プロテオームに新説

グラム陰性バクテリアの100種類以上
と違って、約６種類しか存在しない。



創薬支援に向けた分子シミュレーションによるタンパク質凝集・複合体メカニズムの解明
生命情報工学研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
アルツハイマー病、狂牛病、パーキンソン病などの脳神経疾患はタンパク

質複合体形成との関連性が指摘されている。原子レベルでの動的メカニズ Unfolding

Translocation
Substrate

ATPase

Protease

cleavage

H lV

HslU

HslU・HslV複合体によるタンパク質分解機構

ムの解明に向け、アルツハイマー病などで知られるタンパク質凝集・アミロイ

ドの分解する機構を、コンピューターシミュレーションを用いて、分子レベルで

解明することに成功した（図１）。またGタンパク質共役型受容体(GPCR）の複

合体形成はパ キンソン病との関連性が指摘されており この複合体を形

Protease HslV 

•タンパク質はHslUで解きほぐされた後に
HslVに送られ分解される

•HslUはATP分解によるエネルギーを用いて
中心部分を開閉させ、タンパク質をHslVに
輸送する

合体形成はパーキンソン病との関連性が指摘されており、この複合体を形

成する際のインターフェイスを同定するため、会合面を予測するプログラムを

構築しＷＥＢ公開した（図２）。
閉じた状態

動きにくい

開いた状態

なめらかに動く

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅰ-1-(2)-② バイオインフォマティクス技術を利用した創薬支援技

術の開発

・分子シュミレーションにより タンパク質凝集・複合体メカニズムの解明を行

図１分解メカニズム

・分子シュミレーションにより、タンパク質凝集・複合体メカニズムの解明を行

う。

【開発技術の用途】
通常 計算不可能な大規模な生体システムの作動機序を ルチスケ ル・通常、計算不可能な大規模な生体システムの作動機序を、マルチスケール

シミュレーションによって解明
・タンパク質凝集・アミロイドが原因となる疾患に対する創薬候補分子（リード
化合物）のスクリーニング
・医薬品・実験試薬が標的とすべき領域の同定
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図２ GPCRインターフェイス予測
http://grip.cbrc.jp/GRIP/index.html

・GPCR多量体形成が関与する疾患メカニズムの理解



抗体に代替することのできる標的認識ペプチド創製技術 脳神経情報研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
3本指型の分子構造を示す生理活性ペプチドの分子骨格を

保持し、指の先端部分にランダム配列を配したペプチドライ
ブ リ から 試験管内分子進化技術により イ タ イキ

天然物より加速進化型生理活性ペプチドを同定
（国際共同研究）

ブラリーから、試験管内分子進化技術により、インターロイキ
ン受容体を特異的に認識するペプチドを作り出すことに成功
した。また結合活性と生理活性を保持したまま、そのペプチド
のサイズをさらに小さくすることにも成功した（約20アミノ酸）。
【平成 年度計画との関連】

新規生理活性ペプチド分子骨格の利用（特許出願）
【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
・創薬や診断に重要な受容体やイオンチャネルについて特異
的リガンドを創出する また脳神経疾患のバイオ カ や

新規生理活性ペプチド分子骨格の利用（特許出願）

的リガンドを創出する。また脳神経疾患のバイオマーカーや
原因因子を特異的に認識するペプチドの創製も進める。その
特異的ペプチドの分子改変によるサイズ縮小化及び低分子
化合物モデルの検討を行う。
【開発技術の用途】【開発技術の用途】
●基盤研究用分子ツールとして利用

・特定分子を可視化するバイオイメージング用ツール
・機能分子の相互作用や構造活性相関解析ツール

●創薬シ ズ 診断デバイスとして利用●創薬シーズ、診断デバイスとして利用
・バイオマーカー検知や診断・検査機器開発
・受容体、イオンチャネルなどを標的とした創薬
・標的細胞への薬剤輸送（ドラッグデリバリー）
次世代抗体医薬
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・次世代抗体医薬
図１ 試験管内分子進化技術を利用した

IL-6受容体を標的とするペプチドの創製


