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私は、ウイルス研究に長年携わってまいりました。ウイルスの研究開発実

験では、超高速回転の遠心機をはじめ様々な遠心機を実験内容によって

使い分けています。また、ウイルスベクターの精製の最終段階では超遠

心分離が一般的に用いられています。

私が日本でこの研究を始めたころ、遠心分離技術を利用したベー

シックなManiatisらのDNAの回収方法（Molecular Cloning: A 

Laboratory Manual, Cold Spring Harbor, NY）に改良を加えた変

法を、東京大学医科学研究所・遺伝子解析施設の斎藤教授より教わりま

した。このとき、ウイルスベクター精製の最終段階では、ベックマン・コー

ルターの超遠心機とスウィングロータSW 28やSW 41 Tiをよく使ってい

ました。しかし、超遠心機以外の実験操作では他社メーカーの遠心機を

使用していました。

1997年に私はアメリカのソーク研究所（サンディエゴ）に留学しました。

そこの研究室では、ベックマン・コールターの高速冷却遠心機Avantiと

スウィングロータJS-7.5があり、このJS-7.5を使用してアデノウイルス

ベクター作製用のプラスミドDNAを調製しようと試みました。JS-7.5は

通常の50 mLチューブを用いた高速遠心が可能で、5,000 rpmで10

分遠心しただけで大腸菌の回収が可能であり、非常に効率がよい方法だ

と思いました。超遠心機以外の遠心操作でベックマン・コールターの遠

心機を使用したのは初めてでしたが、その便利さに感動しました。

高速冷却遠心機Avanti HP-30 Iは、4℃で最高回転数30,000 rpmま
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高速冷却遠心機を用いた
アデノウイルスベクターの
効率的で再現性の良い調製方法

ウイルスベクターは、動物細胞への効率のよい遺伝子導入法として、遺伝子治療や再生医療の研究分野で使用されています。このため、
近年、ウイルスベクターの性能（遺伝子の導入効率）と安全性向上のための基礎的な研究開発が進められています。
ウイルスベクター開発研究において、ウイルスベクター作製用のプラスミドDNA調製はルーティンな作業ですが、例えばアデノウイルスベ
クター作製用プラスミドは分子量が大きくコピー数も少ないため、回収量にバラツキがあり、高い回収率でかつ再現性が高い調製方法を確
立することが必要です。研究者はウイルスベクター作製用プラスミドDNA回収操作の簡便性を求めて、遺伝子抽出キットを使った調製方法
をよく利用します。
しかし、遺伝子抽出キットは微妙なロット間の差により、プラスミドDNAを再現性良く高回収率で調製できないリスクをはらんでいます。そこで、
今回、東京慈恵会医科大学　総合医科学研究センター　基盤研究施設（分子遺伝学）准教授　鐘ヶ江裕美先生にアデノウイルスベクターの遠
心法を利用した調製方法についてうかがいました。

ベックマン・コールターの遠心機との出会い

帰国後すぐに、私は、幅広い遠心実験用途を1台でカバーできる
ベックマン・コールターの高速冷却遠心機Avantiを購入しました。

私達の研究のテーマは、アデノウイルスベクターを用いた遺伝子治療等

に使用されるウイルスベクターシステムの開発と、作製したウイルスベ

クターを使用用途に応じて発現制御系と組み合わせてより安全でかつ有

効性が高いウイルスベクターシステムを構築することです。特に、B型肝

炎ウイルスによる肝炎を治療するベクターシステムの開発を手がけてい

ます。さらに、アデノウイルスベクター自体は、遺伝子治療の分野だけで

なく、様々な研究分野でもよく使用されており、分化誘導系にも利用で

きることから、iPS細胞の研究を手がけられている先生とも共同研究をし

ています。

研究背景
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Fig. 1. Avanti用ロータ

スウィングロータ JS-7.5 とバケット 固定角ロータ JA-12 スウィングロータ JS-5.9　 
(96穴プレート用）

A B C

で遠心可能で、またロータのラインアップも多く低速遠心（大腸菌や細

胞の回収、プレートの溶液交換）から高速遠心（ウイルスの粗精製）まで

幅広い用途をカバーできるため、Avantiが1台あれば幅広い遠心実験

が可能になります。例えば、培養液からの大腸菌や培養細胞の回収、

DNAの抽出・回収作業用にはスウィングロータJS-7.5(Fig.1A）、ウイ

ルス粗精製用（回転数10,000 rpmでの細胞のデブリス除去）には、固定

角ロータJA-12(Fig.1B）を使用します。さらに、96穴タイタープレートを

用いたウイルスの力価測定には、スウィングロータJS-5.9(Fig.1C）が使

用可能です。帰国後に所属した研究室では、ベックマン・コールターの高

速冷却遠心機Avanti ではなく、他社メーカーの高速冷却遠心機があり

ました。そこで、私は、ソーク研究所で行っていた効率のよい大腸菌の集

菌方法を再現したかったので、他社メーカーに高速冷却遠心機の仕様

（培養液の入った50 mLコニカルチューブを5,000 rpmで処理できな

いか）について問い合わせました。他社メーカーからの回答は「ロータを

支えている軸の強度が5,000 rpmに耐えられないため、3,000 rpmで

運転してください」というものでしたので、そのメーカーの遠心機による

5,000 rpmでの運転は断念しました。

米国では普通の研究室でごく普通に行っていた遠心実験の条件でしたが、

当時の日本メーカーの遠心機では、求める遠心条件での運転が不可能

であったことをこのとき初めて知りました。そこで、帰国後すぐにベック

マン・コールターの高速冷却遠心機Avantiの購入を検討しました。

研究室の遠心機を購入することを考えた場合、ベックマン・コールターの

高速冷却遠心機Avantiと超遠心機Optimaの2台でウイルスベクター

調製時の遠心実験を網羅することがきますが、一方、他社メーカーの仕

様で遠心機を揃える場合、細胞や大腸菌の回収操作ならびに96穴プ

レート用の低速遠心機が1台、細胞などのデブリス除去処理用の高速冷

却遠心機が1台、ウイルスベクター高純度化用の超遠心機の計3台が

必要になりますので、研究室の運営上、効率がよくありません。

現在でも、私は高速冷却遠心機Avantiを大腸菌や細胞の回収操作、大

腸菌からのプラスミド抽出ならびに、ウイルスベクター精製の際の細胞

等のデブリスの除去処理操作など、幅広い実験用途で使用しています。

次の章では、高速冷却遠心機Avantiを用いたアデノウイルスベクター

の調製方法をご紹介します。

アデノウイルスベクターの遠心法を利用した調製方法

Fig.2に、私達の研究室で行っているアデノウイルスベクターの調製方法の概要を示しました。特に高速冷却遠心機Avantiを用いる重要なポイントに

ついて解説します。

① 中容量培養
高速遠心 Avanti

高速遠心Avanti

超遠心Optima

高速遠心Avanti

高速遠心Avanti
② DNA回収

③ ウイルスベクター
作製・精製

④ ウイルスベクター
高純度化

⑤ 力価測定

中容量での大腸菌の培養

大腸菌からのウイルスベクターDNAの抽出

大腸菌(①)並びにDNA（②）を
沈殿として回収

ウイルスベクターの精製（デブリス除去）

超遠心によるウイルスベクターの高純度化

96穴タイタープレートのバッファー交換

JS-7.5

JA-12

SW 32 Ti

高純度ウイルスベクター

JS-5.9

デブリス除去済みのウイルスベクター
含有遠心上清の超遠心

96穴タイタープレートでの測定

ウイルスベクターDNAの培養細胞への導入と培養

大腸菌

ウイルスベクターDNA
（コスミド）

遠心力

遠心力

Fig. 2. アデノウイルスベクターの調製方法



Avanti & JS-7.5を
用いた方法

従来の方法

作業の工数・時間を大幅に削減可能
（110分の時間削減）

遠心準備
ボトル滅菌作業等
（60分）

ボトル
洗浄作業
（20分）

遠心処理
（20分×2回）

遠心
処理
10分

Fig.3. 従来の方法ならびにJS-7.5を用いた方法との
作業工程・時間比較

① 大腸菌の中容量前処理での培養・集菌操作

大腸菌からのウイルスベクター作製用プラスミド抽出工程において、まず

最初の面倒な作業が最初に大腸菌を集菌する作業だと思います。

DNA抽出キットの一般的な方法としては、滅菌したボトルに大腸菌培養

液を移し、回転数3,000 rpmで20～30分間遠心し、さらに沈殿の洗

浄と再度遠心を繰り返しますので、作業時間は40分間程度かかります。

さらに、500 mLなどの中容量を処理する場合、500 mL容量のボトルを

そのつど洗浄・滅菌・乾燥するといった準備作業が発生します。

中容量前処理での大腸菌の培養ならびに集菌操作を行っている研究者

には、ベックマン・コールターのスウィングロータJS-7.5と高速冷却遠

心機Avantiとの組み合わせはお勧めです。一般的な方法と比べて、作

業時間の短縮ならびに作業工程の削減ができます(Fig. 3）。JS-7.5を用

いれば、回転数5,000 rpmでたった10分間の条件で、大腸菌の破壊も

無く、短時間で効率のよい集菌ができます。しかも50 mL容量のコニカ

ルチューブによる遠心処理ができる点もメリットの一つです。つまり、大腸

菌を100 mLや500 mL容量で培養する場合、従来の方法なら、容量に応

じた遠心ボトルを滅菌・乾燥する準備作業が必要となりますが、JS-7.5

を用いて遠心をする場合には、50 mLの滅菌済みディスポーザブルのコ

ニカルチューブを用いるだけです。最大12本の50 mLコニカルチュー

ブを遠心できるので、容量に応じて本数を変えるだけで済みます。また

容量が少ない場合は、バケットを変えるだけで15 mLコニカルチューブ

にも対応できます。このように、遠心ボトルをあらかじめ滅菌したり、使

用後に洗浄したりといった実験の準備の手間が一切省けますので、効率

的で何より楽です。この滅菌・洗浄操作を忘れてしまい、実験が1日ス

トップしてしまうリスクも回避できます。

また、500 mLの中容量の培養液からの大腸菌の集菌時には、よく固定角

ロータが用いられますが、大腸菌のチューブ壁面への接触が原因となり集

菌のロスにつながることがあります。一方、スウィングロータでは大腸菌の

チューブ壁面への接触が軽減できるため、集菌のロスも軽減されます。

滅菌済み50 mLコニカルチューブを利用した中容量前処理
（最大容量600 mL）での大腸菌の集菌操作は、スウィング
ロータJS-7.5による高速遠心分離を利用することで、作業
の手間と時間の効率化がはかれます。

② ウイルスベクターDNAの抽出・回収

私たちの研究では、アデノウイルスベクター作製用プラスミドとして、約

50 kbpの分子量の大きなコスミド（Cosmid）を使用します。

このウイルスベクター作製用プラスミドを大腸菌から抽出・回収する際

に、DNA抽出キットを使用する人も多いのですが、キットにはロット間差

があり、再現性よく高品質なDNAを高収率で取ることができないこと

があります。じつは、このDNAの品質は、このあとのウイルスベクター

精製効率に大きく影響を及ぼします。

キットで再現性よく高品質なDNAが回収できない理由について、メー

カーに問合せをしましたが、メーカー側からはキットの内容物の開示をし

てもらえず、原因究明に至ることができませんでした。もう一度実験を実

施するとしても、ベクターのコピー数が高い大腸菌の場合であれば培養

工程が1日程度で済み、コストの無駄も少ないのですが、コスミドの場合

には、再度パッケージングを行うなどコストや時間の大幅な損失となります。

このため、再現性よく高品質なコスミドDNAを回収するためにも、DNA

抽出キットを使わずに遠心機を用いた手法を使用します。

遠心機を用いた手法では、どういう過程を経てコスミドDNAを回収して

きたかが確認できますし、DNAも高品質で、さらに作業の再現性も高い

です。また遠心機を用いた手法は一見煩雑なように見えますが、一旦習

得しますと、簡単にできるようになります。実際、研究室の技官さんは何

の苦労もなく行っています。私達のプロトコールをFig.4に示します。

50 mL容量のコニカルチューブを用いたコスミドDNAの抽出作業で

は、固定角ロータを用いて高速遠心をかけた場合、DNAの沈殿が硬く

なり回収しづらかったり、上澄みの除去（デカンテーション）によって沈殿

がはがれてしまったりして、DNAの回収がうまくいかないことがありま

す。一方、スウィングロータを用いた場合、回転数5,000 rpmで10分

間の遠心処理で、DNAの沈殿はチューブの底面に硬くなりすぎずにしっ

かりと吸着してくれるので、沈殿が流れることなく安心してデカンテー

ションでき、ロスすることなく効率よくDNAを回収できます。Avantiと

JS-7.5の組み合わせは、DNAの抽出作業でも有用に活用できます。

高分子量のウイルスベクターDNAの調製ではDNA抽出
キットを使用せず、確立された伝統的な手法のほうがDNAを
再現よく取得できます。

③ ウイルスベクターの高純度化の前処理 ウイルスベクター作製用コスミドDNAから作製したウイルスベクター

の精製過程では、高速遠心機を使って確実に細胞や死滅したデブリス

（細胞片）を落とす前処理工程は非常に重要です。この高速遠心分離に

よる前処理でいかにきれいにデブリスが除去できているかによって、次

高速冷却遠心機Avantiは、いつも細胞やデブリスを十分に除去
できるため、品質の高いウイルスベクターの取得が可能です。

User’s Interview

User’s Interview4
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大腸菌沈殿

アルカリ法処理
（SolⅠ、SolⅡ、SolⅢ※を順番に添加）

高速冷却遠心
（5,000 rpm、10 min）

フェノール/クロロホルム処理
（遠心上清に等量のフェノール/クロロホルム溶液を添加）

高速冷却遠心
（5,000 rpm、10 min）

高速冷却遠心
（5,000 rpm、10 min）

エタノール沈殿
（水層に対して0.7倍容量のイソプロパノールを添加）

上澄みの除去（デカンテーション）

DNAの回収
（滅菌水もしくはバッファーに沈殿したDNAを溶解）

遠心力

遠心力

ウイルスベクターDNAを含む
上清を回収

沈殿したDNA

ウイルスベクターDNAを
含む水層を回収

Fig.4. 高速冷却遠心機を利用したDNA抽出法
※ SolⅠ、SolⅡ、SolⅢ：大腸菌を可溶化し、ウイルスベクターDNAを抽出するための溶液。

「A社のキットでうまくいかないから、次に違うキットで実験する」という

繰り返しをしている研究者もいらっしゃると思いますが、私は、伝統的に

実施されている基本的な方法に戻って実験をするということも非常に大

切だと思っています。

私は、自分の学生に学外へ出ても不自由なく研究ができるようになって

もらうことを研究者育成の前提としており、最初はベーシックなきちんと

したプロトコールを教えるようにしています。世界中のどこの研究室に

行っても、キット以外の方法の理解と技術習得ができていれば、研究でう

まくいかない時でも、適切な対応ができると思っています。

例えば、DNA調製法のベーシックなプロトコールとしては、Maniatisら

の方法（Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring 

Harbor, NY）があります。私が東京大学医科学研究所に所属していた

時の斎藤教授は、Maniatisの方法を自分で改変しながら工夫していた

研究者で、私もこの研究室でこの技術を教わり、留学したときでもこの

技術を知っていたおかげでとても助かりました。

研究者にとって大切なこと

世界中のどこの研究室でもやっていける基礎的な技術を、
次世代の研究者に身につけてもらうことは非常に大切です。

私がウイルスベクター開発でこれまで様々な遠心機を使用してきた印象

なのですが、Avantiは他社の遠心機と比較してみると、細胞の落ち方が違

いますね。短時間できれいに細胞やデブリスが沈降していると思います。

ベックマン・コールターの遠心機は、軸の強度も強く、またロータの加減

速のかかり方がしっかりしているので、スウィングでも揺れが少なく、そ

のおかげで、きれいに細胞を沈降できるのだと思います。

ウイルスベクターの研究者は、AvantiとJS-7.5ロータを保有していれ

ば、実験の幅を広げられるので、非常に有用と感じていただけると思い

ます。私も高速冷却遠心機Avantiの良さを理解している一人として、こ

れからも使い続けていきたいと思います。

ベックマン・コールターの遠心機の魅力

ウイルスのベクター開発をやっている研究者は、一度、高速冷却
遠心機Avantiの良さがわかると、絶対使い続けてしまいますね。

の超遠心分離によるウイルスベクターの高純度化（Fig.2 作業工程④）

で取得したウイルスベクターの品質が低下します。

つまり、高速遠心分離による前処理は、ウイルスベクターを含む培養液

を出発材料として、回転数10,000 rpmの高速冷却遠心分離を10分行

います。このとき、回収した上清にデブリスの持ち込みが多いと、次の超

遠心分離によるウイルスベクターの精製純度が低くなります。超遠心分

離の代わりにカラムで精製する場合でも、デブリスをどこまで除去でき

るかで、ウイルスベクターの純度が決まります。すなわち、高速冷却遠心

分離による前処理工程は、ウイルスベクター精製純度に非常に影響しま

すので、高速冷却遠心機の性能はシビアに効いてきます。

高速冷却遠心機Avantiは、いつもきれいに細胞やデブリスが沈降し、

十分に除去できるので、高い有用性を感じています。



CytoFLEX LX

CytoFLEXファミリーに
6レーザー 21カラーモデル登場

Flow Cytometry

CytoFLEX LX

ハイパフォーマンスでコンパクトなCytoFLEXファミリーに、「もっとマルチカラー解析を行いた

い」というお客様の声に応えて、6レーザー21カラーモデルのCytoFLEX LXが登場しました。

現在、細胞解析のために様々な蛍光タンパク質や蛍光色素が開発されており、フローサイト

メーターの細胞解析においても、より多様な蛍光色素に対応できることが求められています。

また同時に、少量のサンプルから多くの情報が得られることも求められています。

CytoFLEX LXは、これらの研究者のニーズに対応するため、近赤外から近紫外までの6レー

ザーをすべて異軸レーザーシステムとして搭載し、最大6レーザー 21カラーのハイエンドフ

ローサイトメーターを実現しました。また、CytoFLEX LXは、ハイエンドな性能とともに、設

置スペースの最小化も両立します。

ハイ

い」

現

メー

また

Cy

ザ

CytoFLEXファミリーに6レーザー 21カラーモデル登場

561nmレーザー励起によるｍCherryの例 17カラー同時測定例

マルチカラー解析時の問題点の一つに、各蛍光色素の波長の重なりによ

る蛍光の漏れ込み（スピルオーバー）から生じるアーティファクトがありま

す。CytoFLEX LXでは異軸マルチレーザーシステムにより、蛍光色素の

選択の幅が広がり、アーティファクトの少ない蛍光色素の組み合わせで

マルチカラー解析ができます。例えば、死細胞除去を近赤外のIRレーザー

（808nm）で励起される蛍光色素（PF840）行うことにより、PIや７-AAD

を使用した死細胞除去の場合よりも、ほかの蛍光色素への影響を最小化

することができます。さらにNUVでは、DAPI、HoechstなどUV励起

の蛍光色素が使用可能で、表面抗原とセルサイクルの同時測定も容易

になります。

CytoFLEX LXによるマルチカラー解析の世界

CytoFLEX LX

375nmレーザー励起による
セルサイクル測定の例
蛍光色素 DAPIを使用

808nmレーザー励起による死細胞測定の例
蛍光色素 PF840を使用
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CytoFLEX LX搭載レーザーと測定可能な蛍光色素例

蛍光色素例
Number of Detectors レーザー 検出器 5 レーザーモデル

19 カラー
6 レーザーモデル
21 カラー

DAPI, Hoechst Blue

375nm

450/45 BP ● ●

BUV496, Fura-2 525/45 BP ● ●

Hoechst Red, BUV661 675/30 BP ● ●

Pacific Blue dye, V450, eFluor 450, BV421

405nm

450/45 BP ● ●

Krome Orange, AmCyan, V500, BV510 525/40 BP ● ●

BV605, Qdot  605 610/20 BP ● ●

BV650, Qdot  655 660/20 BP ● ●

BV785 763/43 BP ● ●

FITC, Alexa Fluor 488, CFSE, Fluo-3

488nm

525/40 BP ● ●

ECD, PE-Texas Red , PE-CF594, PI 610/20 BP ● ●

PC5.5, PC5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI 690/50 BP ● ●

PE, PI, DsRed

561nm

585/42 BP ● ●

ECD, PE-Texas Red , PE-CF594, PI, mCherry 610/20 BP ● ●

PC5.5, PC5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI 675/30 BP ● ●

PE-AF680 710/50 BP ● ●

PC7 763/43 BP ● ●

APC, Alexa Fluor 647, eFluor 660

638nm

660/10 BP ● ●

APC-A700, Alexa Fluor 700 712/25 BP ● ●

APC-A750, APC Cy7, APC-H7, APC eFluor 780 763/43 BP ● ●

AF-790
808nm

840/20 BP ●

PF840 885/40 BP ●

お 客 様 先にCytoFLEXファミリーをお 持 ちし、実 機 体 験 展
示 会/デ モを行います。お問合せ・お申し込みは、https://
ls.beckmancoulter.co.jp/lp/cytofl ex/ から

ロードショー（実機体験展示会）/デモ 実施中！

CytoFLEX LXは、初心者からエキスパートまで、どなたで

も簡単にかつ直観的に操作できるGUIツールにより、ヒス

トグラム上で目的の細胞集団をGrab＆Dropするだけで

す。また、マルチカラー解析をサポートする自動蛍光補正

機能や蛍光色素ごとの蛍光漏れ込み補正値を登録できる

ライブラリー機能、複数の施設間、機器間のデータをスタ

ンダード化する機能、21 CFR Part11に準拠する機能も

搭載しています。

さらに、Biomek i-Series自動分注ワークステーションとイ

ンテグレーションすることで、細胞解析の自動化も可能です。

簡単にマルチカラー解析が可能

QRコードから
簡単アクセス！

Biomek i-SeriesとCytoFLEXファミリーの
インテグレーション例



もともとは、化学工学系の出身で粒子間の相互作用について研究をす

すめていました。セラミックなどほとんどの材料は、微粒子の集合体で

す。これら材料の善し悪しは、材料の基となる粒子懸濁液（スラリー）中

の粒子の分散・凝集状態に大きく影響されます。この状態を決めるのが、

根本となる粒子１つ１つの間に働く力（粒子間相互作用力）です。その結

果、最終製品の品質・信頼性にも影響を与えることから、粒子間相互作

用力に注目して研究してきました。

研究の中で、「粒子の相手側を細胞にしたらどうだろうか」ということか

ら、材料と生物の接着力に興味を持っていきました。この細胞への接着

性はバイオマテリアルに結びつきます。接着というのは、非常に重要で、

人工物を体内に入れることを考えた場合、人工の歯のように接着力を上

げた方が良い場合と、逆に人工血管のように接着力を上げない方が良

い場合があります。このメカニズムを解明するために、細胞と材料との

接着に興味を持つことになりました。

福岡大学 工学部 化学システム工学科
教授　新戸 浩幸 先生

CASE 10

粒子間の相互作用研究から、
細胞と粒子の相互作用研究へ

User’s Interview

研究のきっかけは、生物と材料の接着性への興味

User’s Interview

粒子間相互作用の研究を出発点に細胞と粒子の相互作用に興味を広げられ、材料の表面状態が細胞に及ぼす影響の研究についてお話しを
伺いました。

写真提供：福岡大学
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理論出身の人が実験を行おうとすると、たいがい理論に当てはまるよう

な実験をしてしまいます。私も理論出身なので、同じようなことがあり、

当時のボスから「お前のやっていることは小さい」と言われていました。

また、理論は一人でもできますが、理論を実現する実験を行うには、一人

ではできません。人を引き込むためには、ちょっと先を見据えないといけ

ないんです。

今後は、粒子をコントロールし、その粒子と接触させた細胞の分化を研

究することも考えています。その中で、粒子合成のできる方など、様々な

スタッフの輪を広げて研究していきたいと考えています。

もともと、微粒子のゼータ電位や粒子間の相互作用力を測定していたの

で、1個1個を測定できるのは当たり前だと思っており、さらに最初に

CytoFLEXを見たので、微粒子１つ１つをフローサイトメーターで測定で

きるのは、当然だと考えていました。しかし、購入にあたり、ほかのフロー

サイトメーターを検討する中で、実際に微粒子を測定できない装置が多

く、改めてCytoFLEXのカタログに書いてある意味がわかりました。

電子顕微鏡や共焦点顕微鏡では、「木をみて森を見ず」になってしまいま

すが、フローサイトメーターは、1個1個の細胞や粒子を計測すると同時

に、統計学的に全体像をつかむことができるので、微粒子と細胞の相互

作用の研究に有用です。

また、CytoFLEXはダイナミックレンジが広いので、微粒子から細胞まで

を捉えることができるため、微粒子と細胞を混ぜて、それぞれの微粒子

と細胞、微粒子・細胞複合体などの評価に使うことができます。

例えば、体の中にナノ粒子が取り込まれた場合、細胞と接触するまでに、

粒子は体液（様々なタンパク等を含む）に接触し、その後、細胞に入るこ

とで毒性を示すことがあるので、毒性試験を行う際に血清を入れたり、

あえて入れなかったりしていました。この中で、粒子側をコントロールす

ることで、ナノ粒子の取り込みを見ていました。

粒子側のコーティング条件（BSA、フィブロネクチンなど）を変化させた

場合の評価はゼータ電位で測定できますが、この粒子を細胞がどれだ

け取り込んだかを評価するときには、フローサイトメーターが大活躍し

ました。

現在は、粒子表面のコーティングを変えマクロファージと接触させること

で、マクロファージの取り込みを見ています。

理論を実現し、領域を超える

フローサイトメーターで広がる研究

微粒子の測定は、バックグラウンドをいかに低くするかがポイントとなります。粒子にタ

ンパク吸着を行う場合、溶液中の未吸着タンパクもノイズ源となってしまうので、タンパクと
粒子の吸着後は、3～5回遠心洗浄を行なうことがポイントとなります。また、タンパク

吸着層がボルテックス処理で壊れてしまうこともあるので、ボルテックスを使わず撹拌と
ピペッティングもポイントとなります。また、蛍光粒子によっては、超音波照射により蛍光物質が

粒子から抜けてしまうこともあり、気を付けた方が良いポイントとなります。

微粒子・蛍光粒子の測定
ポ イ ン ト



動脈硬化の免疫学的な機序について研究を始めたきっかけは、東京医科歯科
大学 歯学部 細胞機能制御学教室の森田育男先生（当時 准教授、現 お茶の水
女子大学 理事・副学長）のところへご縁があって留学し、血管の動脈硬化の
研究を始めたことです。当時は、血管平滑筋細胞や血管内皮細胞の研究をして
いました。その後、Mayo ClinicのDr. Weyand教授の「急性冠症候群の免疫
学的な機序を解明する循環器医を求む」という「Cell」か「Nature Medicine」に
掲載された募集広告を見て、メールで応募しました。同時にTufts大学へも
応募して、運よく両方からofferをいただきました。当時、東京女子医科大学で
心移植を始めていたことや、恩師である東京女子医科大学 名誉教授、元副
学長・第一生理学教授 橋本葉子先生にご相談し、世界的に臨床・研究で評
価の高いMayo Clinicに決めました。ミネソタは「アメリカの冷蔵庫」と言わ
れるほど寒く何もない田舎なので、「遊ばなくて研究に専念できるかな」とも思
いました。

Mayo Clinicは心移植も多く行われ、循環器でも非常に有名な病院ですが、そ
このRheumatology Immunologyの循環器研究チームでT細胞の急性冠症
候群にかかわる研究を行いました。ボスのDr. Weyand教授は、リウマチ科の
免疫学者ですが、また臨床では、全米で診断のつかない患者が最後に行きつく
ような大血管炎の大家でもあります。当時、大血管炎のメカニズムがCD4 T
細胞に関係していて、リウマチ患者は心疾患でなくなることが多く、そのメカニ
ズムが急性冠症候群と非常に似ていること、例えば、CD4+CD28－の

SenescenceなフェノタイプのT細胞がどちらの疾患にも多いということがわ
かってきていました。
Mayo Clinicで研究している中で、TRAIL+CD4+T細胞は、細胞障害性が強く、
この細胞のターゲットとなる血管平滑筋細胞がアポトーシスを起こすと、冠動脈
の粥腫（プラーク）が非常に不安定になり急性冠症候群になるという論文をJEM
に掲載され、Nature Immunologyにもハイライトされました。帰国してからも、
この延長の臨床につながる仕事をしています。

現在、大学病院での臨床、研究、後進の指導、学生教育、そして循環器系学会
の評議員や理事、公的仕事など非常に忙しくしています。その中で、大学院生、
研究員、他科の臨床の先生、また他施設と共同研究を行っています。しかし、臨
床医としての外来もあるので、なかなか実験の時間が取れない中、CytoFLEX
は同時に多くのマーカーを測定でき、操作も簡単なので非常に助かっています。
ヒトの検体は非常に貴重で、全血で10mL程度より単離できる細胞数には限り
があり、マルチカラーで染色しないと細胞数が不足してしまいます。以前は、
ほかの3カラーの機器で実験していましたが、それでは解析に限界がありまし

東京女子医科大学 循環器内科
講師　佐藤 加代子 先生

CASE 11

動脈硬化の免疫的な機序から
心血管疾患の治療と予後を研究
― マルチカラーフローサイトメーターで研究を加速 ―

User’s Interview

研究員募集広告からMayo Clinicに研究留学

臨床研究の始まり

マルチカラーフローサイトメトリーの有用性

User’s Interview

動脈硬化の免疫学的な機序から心疾患と免疫細胞との関係を解明し、その臨床と免疫学をつなげる研究についてお話しを伺いました。
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現在は、大きく5つのテーマを研究しています。

循環器疾患として最も重要である心筋梗塞、不安定狭心症、心臓突然死を含む
急性冠症候群患者の急性期CD4+T細胞のTRAIL発現は亢進しており、血管平
滑筋や血管内皮細胞にアポトーシスを誘導し、冠動脈プラークを不安定にして
います。しかし、慢性期になるとTRAIL発現が低下し細胞障害性も改善します。
このメカニズムと臨床状態を研究しています。通常、不安定狭心症は心筋梗塞
を発症する前段階のため、心電図と問診で診断するのですが、免疫学的な診断
を加味することで、動脈硬化のプラークが不安定になっているかどうかを見分
ける一助になればと思っています。例えば、不安定なプラークを持っている患
者さん －英語では、vulnerable patient とか unstable patientと言うので
すが－ そのような患者さんをstableな状態にすることで、入院が不要になり、
予後を良くし、さらには医療費も抑えることが可能となります。

２つ目として、急性冠症候群などのメカニズムとしての動脈硬化について研究し
ています。動脈硬化は慢性炎症なので、獲得免疫の要であるT細胞が大きく関
与しています。動脈硬化では血管が硬くなり、血管内膜にプラークができます。
このプラークにT細胞（Th17、Th1 など）やマクロファージ、好中球が多く浸潤
し、その後、プラーク破綻や糜爛が起こり、血管内に血栓が詰まって不安定狭
心症や心筋梗塞になります。また、プラークに浸潤しているTreg細胞の抑制が
効かなくなっていることも知られています。

３つ目としては、女子医大ということもあり、更年期と動脈硬化の関係を研究し
ています。女性は、閉経するまで女性ホルモンであるエストロゲンが多く、動脈
硬化進展はあまり認められないのですが、閉経すると、１５年ほどで急激に動脈
硬化が進みます。そのメカニズムにT細胞の性周期に応じた接着分子の発現変

化や、細胞障害性の変化が関与しており研究しています。
1つ目から3つ目のテーマでは遺伝子改変マウスによる動物実験によって、循環
器疾患に関与するT細胞活性化を抑えることが可能か、降圧剤の一種であるレニ
ン－アンジオテンシン系にかかわる薬、糖尿病に関連するDPP4阻害薬、脂質
低下薬などをマウスに投与し、T細胞の活性化やリン酸化の状態、血管、心臓、
腎臓などを評価し有効性の高い治療の研究をしています。

４つ目は心不全に関する研究です。高齢化に伴い死因として心不全は非常に重
要ですが、心不全の原因として虚血性心疾患や心筋症が多く認められていま
す。心不全の予後を決める要因として、T細胞から産生されるサイトカインや細
胞障害性の強いT細胞の関与が考えられ、これらのT細胞がどのようなメカニ
ズムでセントラルメモリーからエフェクターメモリー、さらにエフェクター T細
胞に分化していくのかを研究しています。
これらの研究におけるT細胞解析にも、フローサイトメーターが非常に役立っ
ています。

5つ目として、今、臨床的に力をいれて行っているのは、難病である家族性高コ
レステロール血症（FH：Familial hypercholesterolemia）です。FHは、LDL
コレステロールレセプター、PSCK-9、APOB、ARH遺伝子異常により起こり、
動脈硬化進展が非常に早く、若年発症の心血管疾患のために余命が短い疾患
です。現在は遺伝子診断は保険診療は認可されておらず、限られた施設でのみ
になります。当院でも遺伝子検査により確定診断した例も多く、昨年10月に認
可された循環器領域初の抗体薬であるPCSK-9阻害剤が非常に有効です。通
常の脂質治療薬では改善しないFHも早期診断による治療介入が可能となり、
子供の段階で治療を始めることも可能となりました。これからFH患者の動脈硬
化進展の免疫機序について研究を進めていきたいと思っています。

今はまだ、循環器領域では免疫学を本格的に行っている先生方が少ない状況で
す。これから循環器領域と免疫学がタッグを組んで循環器疾患の克服につなが
ることを願っています。そして、循環器の臨床的な視点から、免疫研究を行って
いきたい若手の研究者が、もっと研究室に来てくれたらと期待しています。

研究の5つの柱

循環器と免疫学

た。マルチカラーの良い点は、検体量、測定本数が少なくなるだけではなく、同
じ細胞で、どのように重要なモレキュラーが発現しているか、いないのか、といっ
た細胞のフェノタイプ解析に非常に有用です。例えば、Th1細胞の性質解析と
してCD4、INFγにさらにいくつかのマーカーを加えて、エフェクターメモリー、

セントラルメモリー、活性化、接着分子などを同時に測定できます。この点、
CytoFLEXのマルチカラーの機能は実験の助けになっています。操作も簡便
である点や、とりあえず計測し、後から条件を整えて解析できる点も助かって
います。



アナライザー One Day スクール
http://goo.gl/b3kLZu

Cytomics FC 500 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞ 2017年 9月8日（金）、10月12日（木）、11月１６日（木）
Gallios 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞ 2017年 9月5日（火）、10月25日（水）、 11月27日（月）
Navios基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞ 2017年 9月14日（木）、10月17日（火）、11月17日（金）、12月19日（火）
＜大阪ビジョンセンター＞ 2017年 9月28日（木）、10月18日（水）、11月15日（水）、12月20日（水）

アナライザー Half Day スクール
http://goo.gl/GnCbxT

フローサイトアプリケーションセミナー
http://goo.gl/C5Uz6u

Galliosプロトコル作成パーソナルトレーニング　http://goo.gl/wewqTu

CytoFLEX 基礎コース
＜東京ビジョンセンター＞ 2017年 9月5日（火）、21日（木）、10月13日（金）、25日（水）、11月7日（火）、27日（月）
＜大阪ビジョンセンター＞ 2017年 9月5日（火）、10月13日（金）、11月7日（火）

粉体工業展 大阪 2017（POWTEX OSAKA 2017）
2017年10月11日（水）～ 13日（金）　会場 ： インテックス大阪（南港） 4・5号館

ConBio 2017（2017年度 生命科学系学会合同年次大会）
2017年12月6日（水）～9日（土）　会場 ： 神戸ポートアイランド

展示

第94回  リンパ球サブセットとCD34陽性造血幹細胞測定　2017年 9月12日（火）
第95回  FCMの基礎　2017年 9月13日（水）
第96回  細胞周期解析の基礎と応用　2017年 10月19日（木）
第97回  FCMの基礎　2017年 10月24日（火）
第98回  白血病解析の基礎　2017年 11月21日（火）
第99回  FCMの基礎　2017年 11月22日（水）

お客様のサンプルを用いてサンプルプロトコル作成のサポートを行います。
＜東京ビジョンセンター＞ 2017年 9月5日（火）、10月25日（水）、11月27日（月）

※ベックマン・コールター 社内セミナー/トレーニングは、Webサイトからお申し込みください。
※URLは大文字と小文字を区別しますのでご注意ください。

暑い夏からようやく秋へ。夏のお疲れは出ていませんか?
今号は、東京慈恵会医科大学 鐘ヶ江裕美 先生の高速冷却遠心機を用いたアデノウイ
ルスベクターの調整方法の他、福岡大学 新戸 浩幸 先生と東京女子医科大学 佐藤先
生のインタビュー記事や新製品「CytoFLEX LX」など、研究の一助となる多彩な情報を
お届けいたします！

編集後記

展示会

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

2017.9-12500（L）




