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血管内皮障害による &29,' 重症化の早期診断技術開発の基盤形成



研究責任者 順天堂大学 大学院医学研究科
ゲノム・再生医療センター
特任先任准教授  服部 浩一
  


１． はじめに

内皮性状データを集積し、疾患モデルのデータ

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の重

との照合、また国外の感染者の情報も参考にし

症化に伴い、多臓器炎症症候群とも呼ばれるサ

ながら、COVID-19 の重症化、多臓器炎症症候

イトカインストームを基礎とした疾患群、血栓

群発症の予見、早期診断に有用な因子を絞り込

傾向、川崎病類似血管炎、マクロファージ活性

んでいくことを目指した。

化症候群(MAS)の発生が次々と報告されている。

２． 内容

本研究計画では、期間前半、可及的速やかに、
研究責任者らが、これまでの研究で確立し、現

 責任者らは、これまでの文科省・学振科研費

在も使用中のウィルスベクターや薬剤投与、細

での研究を通じて、血液凝固・線維素溶解系(線

胞輸注によって血栓性微小血管内皮障害、川崎

溶系)因子を含む血管内皮由来の生理活性物質

病類似(型)血管炎、MAS 等、多臓器炎症疾患症

—アンジオクライン因子分泌に伴う炎症性細胞

候群の疾患動物モデルを使用し、疾患誘導後、

動員と虚血性壊死組織の再生修復機構を解明し

経時的に末梢血を含む各種臓器・組織を採取す

た。また責任者らは、厚労科研での活動を通じ、

る。次に血中の炎症性サイトカイン、アンジオ

アンジオクライン因子による生体恒常性維持機

クライン因子濃度、活性を測定し、臓器につい

構の存在を示唆し、その破綻によるサイトカイ

ては病理切片を作製、アンジオクライン因子に

ンストームを伴った MAS、川崎病類似血管炎、

よる免疫特殊染色、in situ hybridization による

移植片対宿主病(GVHD)を含む炎症性疾患の病

血管内皮を中心とした微小環境の細胞・組織構

態制御機構を解明してきた 1) 2)。

成を精査する。またソーティングによって採取

 こうした研究成果を基礎として、責任者らは、

した血管内皮細胞の包括的遺伝子発現を含む性

血管内皮ストレス・障害の発生が、COVID-19

状解析等を施行し、多臓器炎症症候群における

の重症化、あるいは多臓器炎症症候群発生の機

血管内皮障害とサイトカインストームの発生や

序を担っているとの仮説(図 1.)に基づき、責任者

病勢との関係を明らかにすることを目標とした。

らが使用中のサイトカインストーム関連疾患群

期間後半、早急に準備が出来た段階で、研究協

の動物モデルと COVID-19 患者の検体を使用し、

力者らを通じ、COVID-19 罹患患者情報として

本研究では、COVID-19 重症化病態における血

重症度や合併症、さらに各種薬剤投与を含む治

管内皮ストレス・障害の発生検出の意義、すな

療歴等、そして血中の凝固・線溶系因子等を含

わち COVID-19 感染確認時、あるいは軽症時の

む内皮由来因子の検査、病理組織等を利用した

検査でも、重症化の予見、早期診断が可能であ

-1-

ることを明らかにすることまでを長期目標に据

チドが、MMP 相互により限定分解除去されること(相

えた。

互活性化システム)で、活性型、特に膜型 MMP のプ

 PCR や抗原検査等、COVID-19 の診断法は確

ロトタイプとされる MMP-14 は、アンジオクライン因子

立されつつある一方で、重症化の予見は依然困

として血管内皮細胞から産生供給されることが判明し

難であり、臨床上の最重要課題の一つとなって

ており、へと変換され、機能するのに対し、膜型は、

いる。COVID-19 の重症化は、サイトカインス

活性型として細胞表層に発現し、機能する。MMP-2

トームや血栓傾向、MAS 様疾患の発生を招来し、

を初めとする複数の MMP の活性化と細胞内外のシ

欧米では、小児を中心に川崎病類似疾患の病態

グナル伝達を通じ、炎症性サイトカインの産生と分泌

が問題化している。本研究の独創的な点は、こ

のみならず、炎症性細胞群の動態を制御し、炎症性

れら COVID-19 の重症化病態の多くに、血管内

病変を構成する微小環境(ニッチ)の形成上、必須の

皮障害が関与していることに注目した点であり、

因子であることが判明している。

血管内皮障害の検出を通じた COVID-19 の重症

 責任者らは、サイトカインストームを伴う敗血症性シ

化の早期診断法の確立、また血管内皮障害を端

ョック、そして急性 GVHD の疾患モデルの解析を通

緒とした COVID-19 の重症化機構の包括的理解

じて、MMP の活性阻害剤が、TNF-αや Fas ligand を

を国際的視野で目指した点が本研究の特色と言

含む炎症性サイトカインの血中濃度を抑制し、生存

える。

率と標的臓器の病理所見とを有意に改善することを
報告した。 また MMP の相互活性化システムにおい

３． 成果

ては、セリンプロテアーゼに属する主要な線溶系因
子、プラスミンが、MMP-13 や MMP-9 の活性化を上

炎症性サイトカインの代表である TNF-αを
含 む TNF フ ァ ミ リ ー の 構 成 因 子 の 多 く は 、 A

方から制御していることが知られている。プラスミンは、

disintegrin and metalloproteinase を含むメタロプロ

主に肝臓で産生される、その前駆酵素であるプラスミ

テアーゼによる細胞外ドメイン分泌を経て、血中に

ノーゲンが、やはりアンジオクライン因子である組織

放出されている。マトリックスメタロプロテアーゼ

型プラスミノーゲンアクチベータ(tPA)により活性化さ

(MMP)ファミリーは、膜型と可溶型(分泌型)とに大

れて生成する。筆者らは、デンマークのコペンハーゲ

別されており、可溶型の多くは、前駆酵素

ン大学との共同研究で、主に血管内皮より産生供給

(ProMMP)として放出され、これらが有するプロペプ

される組織型 PA(tPA)のマウス生体への投与が、

図 .
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MMP-9 の活性化と内皮由来の造血因子分泌を通じ、

図 

造血幹細胞の炎症性細胞群への分化、そして動員



を促進することを見出した。MMP の活性中心金属を



キレートするタイプの MMP 阻害剤の多くに、欧米の



固形癌に対する治験で深刻な副作用が認められたこ



とから、これらの臨床応用は進んでいない。しかし、



責任者らは、これらの実験結果から、抗線溶剤、つま



り、プラスミンの生成阻害により、MMP の相互活性化



システムを、かなり上方から制御出来ること、そしてこ



れに伴う炎症性サイトカインによる細胞外ドメイン分

β濃度を有意に抑制し（図 2.）、さらに生存率を改善

泌を有意に抑制出来ることを見出した。そこで、責任

することに成功した（図 3.）。

者のグループは、サイトカインストーム、またこの基礎

また、これら炎症性疾患モデルで、サイトカイ
3)-5)

疾患となる複数の炎症性疾患に対する抗線溶療法と

ンストームが惹起されることを確認した

いう新しい治療法開発の基盤形成に取り組んだので

た、この時、急性 GVHD 患者の炎症性サイトカ

ある。まず、敗血症性ショック、急性 GVHD に加え、

インとアンジオクライン因子の血中濃度を測定

MAS 等の各種炎症性疾患モデルを、MMP-9、ある

したところ、次に来院時、有症状の中東・アジア、

いはプラスミノーゲン遺伝子欠損マウスとその野生型

イスラエル・パレスチナに属するアンナジャフ大

で作製したところ、興味深いことに、これらの遺伝子

学で COVID-19 患者 20 人から採取した血液を採

欠損マウスの生存率は、野生型と比較して有意に高

取し、精査したところ、マウス炎症性疾患モデル

いことが判明した。このため、責任者らは、神戸学院

でも認められた血中の炎症性サイトカイン系の

大学薬学部との共同研究で、プラスミンの活性中心

濃度増加に伴って、線溶系の賦活化因子でもある

に作用する新しいプラスミン阻害剤をドラッグリポジシ

tPA、そしてプラスミン生成を示すプラスミン α2

ョニングの形で転用し、これらの疾患モデルとその対

アンチプラスミン複合体(PAP)濃度の増加が認め

照群に投与したところ、疾患モデル群において、血

られており、アンジオクライン因子系の活性増加

中あるいは組織中のアンジオクライン因子である tPA

が示唆されたことから炎症性疾患動物モデルで

活性、プラスミン生成、そして MMP-2、MMP-9 の活

成立する仮説を裏付ける結果が得られた（図 4.）。

性、発現と血中 TNF-α及び IL-6、 Fas ligand、 IL-1


図  未発表データ 

図 
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 そこで責任者らは、各種炎症性疾患モデルで一

(TMPRSS2)が、線溶系因子群と同様のセリンプ

定の成果を挙げたアンジオクライン因子系を何

ロテアーゼ群に属していることから、抗線溶剤

らかの薬剤により抑制することにより、炎症性サ

YO-2 が感染初期段階より機能していればウィル

イトカインの産生・分泌を制御することを試みた。

スの侵入を阻害するなどの効果も期待されるた

国内施設では、SARS-Co-V2 の感染実験は BSL3

め、SARS-Co-V2 の感染暴露よりも早いタイミン

の施設数が少ないこともあって短期間で予備実

グで投与する群を作製したところ予後の改善が

験を十分進めることが出来ないとの判断から、こ

認められたとの一報のあり、当方でも in vitro の

の分野で、近年目覚ましい研究成果を挙げている、

状況で YO-2 の TMPRSS2 に対する活性制御状況

ワシントン大学セントルイス校の Diamond S

を確認しているところである。

Michael 教授に、これまでの基礎研究データをご
提示し、共同研究を申し出たところ、快諾して頂

４．まとめ

いた。

 疾患モデルと臨床検体の両面から COVID-19

 そこで、前述の抗線溶剤を SARS-Co-V2 の感染

の重症化を予見する因子として、血管内皮障害を

モデルに使用したところ、初回データとしては、

示唆する一部のアンジオクライン因子 tPA、

対照群と比較して有意な予後の改善は認められ

PAI-1、MMP などの血液中でのプロテアーゼ活性

なかった（図 5.）。

の増加、濃度増加が、サイトカインストームや血
栓傾向等の COVID-19 の重症化病態の発生の前

図  未発表データ 

段階で認められることから、重症化の早期診断法
開発において極めて有望であることが示唆され
た。臨床検体については、さらに現在進行中の本
邦での集積を進め、早期診断上の有用性を確認し、
確固たる基盤形成へと進めていきたい。

謝辞
本研究の遂行にあたり、海外研究者との連携を
初め、終始献身的に動物実験、解析を責任者と共
に進めた本学免疫診断学 Heissig Beate 特任准教
こうした実験結果の考察として、ワシントン大

授、また研究の初期から当方らの研究にご賛同、

学の研究者とも話し合ったところ、臨床病態でも

ご協力の上、共同研究として抗線溶剤 YO-2 をご

指摘されている通り、COVID-19 は、凝固系亢進、

提供頂いた、神戸学院大学津田裕子先生、岡田芳

血栓形成の傾向が著しく、抗線溶剤による線溶系

男先生にこの場を借りて感謝の意を表したく存

の阻害はむしろ凝固系亢進の傾向を助長する可

じます。 また、本研究は、中谷医工計測技術振

能性があるため、このため、予後の改善が認めら

興財団助成金緊急支援新型コロナウィルス感染

れなかった可能性があることが推測された。実際、

症対策助成プログラムから一方ならぬご支援を

責任者らの所属施設を含めた国内の COVID-19

賜りました。改めて、ここに深謝致します。

の治療においても、現在、ヘパリン、低分子ヘパ



リンなどの抗凝固剤の併用が、臨床的に普及し始
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3&5 検査陰性症例の中で「偽陰性」の疑いが高い症例を
放射線画像検査と臨床情報を用いて検出する人工知能の実装および開発
採択課題名：&29,' に対する放射線画像検査の有用性を予測


研究責任者 横浜市立大学附属市民総合医療センター
放射線部
研究推進員  鳥本 いづみ
 


１． はじめに

て人工知能の実装を試みた。

2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市

２． 内容

において新型コロナウイルス関連肺炎の発生が

：画像所見に基づき肺炎所見を点数化

報告されて以降、世界各国・地域において新型コ
ロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振る

＜材料・方法＞済生会横浜市南部病院におい

っている。2021 年 7 月現在、新型コロナウイル

て COVID-19 感染症の確定診断がなされた（入

ス感染症の重症度や死亡の関連要因など様々な

院前 PCR 陽性症例）93 例、横浜市立大学附属

研究報告が世界各国から報告されており、感染

病院にて COVID-19 陽性確定診断（重症患者）

のリスクを踏まえながら病理解剖に臨んだ医師

44 例、横浜市立大学附属市民総合医療センター
において COVID-19 陽性確定診断（重症患者）

 による診断報告もなされている。1）
しかし、COVID-19 に対する放射線画像検査

66 症例につき CO―RADS 分類 5)を改変し、画

の有用性は肺炎の有無・程度、その他臓器のスク

像所見の点数化を試みた。GGO を認める胸部単

リーニングに有用であるとの報告に留まり、

純 CT 画像において COVID-19 性肺炎に認めら

COVID-19 に特異的な画像所見を得たとの報告

れる以下の 4 つの所見を点数化（両側性である

はない。
（心膜炎の診断に関する報告 、肝炎に

場合 1 点、多発性である場合 1 点、
（5 個以上の

3）、腎炎に関する報告につき 4）、な

GGO）、下葉背側優位である場合 1 点、境界明

2）

関する報告

瞭であれば 1 点、胸膜下の所見は異常ありなし

ど。）
一方、COVID-19 パンデミックにおける医療

を評価対象としない。）すべて指摘できる所見は

現場の社会的問題に着目すると、医療施設内に

総計 4 点＝Score5、一つも指摘できない所見は

おけるクラスター発生が病院機能の縮小および

0 点= Score1 として点数を計算した。

停止を余儀なくされ、その回復には 1-2 か月を
要するといった重大な社会的損失を招いている。
そこで、クラスター防止策に刮目し、画像検査の
結果とその他検査（PCR 検査など）および患者
情報をもとになされる主治医の診断（知能）を人
工知能に実装させることによって、パンデミッ
ク時における遠隔医療の推進の一助となるので
はないかと考え、画像検査の有用性の一環とし

-7-

入院 3 日での転棟保留は、172 例、20.9％に見
られ CT score3、が 60.5％と優位に他の score よ
り多かった。

：$, に実装した学習内容 
上記診断結果を以下のアルゴリズムにて AI
に実装し、PCR 検査陰性症例の中で「偽陰性」
の疑いが高い症例の検出を試みた。
 材料
学習総数 885 例において偽陽性の疑いが高い
症例を目的変数["false_negative"]として設定し
た。偽陽性の総数は 158 例である。

)LJ 採点例（ 代男性）：両側性 **2 を認める
（ 点）、多発性 **2 である（ 点）
、下葉背
側優位である（ 点）、下葉背側優位である
（ 点）。合計  点として 6FRUH の症例で
ある。


：人工知能に実装した学習内容

次に、上記採点法による画像診断の点数評価

済生会横浜市南部病院にて来院した 885 症例

の結果を「4 点以上を分類 1」，
「3 点以下を分類

について上記採点法と臨床所見情報を点数化し

0」とする二値分類化し、>“CT over4”@に格納

て COVID-19 チームによって採点し、①、合計

した。ʹǦʹ において実際に主治医等が用いた診断

基準を二値の説明変数として格納した結果、ͳͶ

点数が５点以上を偽陽性患者として治療方針を
定め、②、入院 3 日目において総合評価点が基

個の説明変数を得た。

準値に満たさず PCR 陰性が確認されたのち隔
離解除、基準値以上の症例は転科保留、さらに、
③、入院 6 日以降に再度の総合評価を実施し
PCR 陰性確認し隔離解除とした。COVID-19 非
感染の最終診断はこれら PCR 検査がいずれも
陰性である事と定義した。
入院時、PCR 陽性は平均年齢 58.1 歳、93 例
（11.8%） に観察され、CT score は 1 が 5 例
（5.2％）、 score2 が 9 例（9.3％）、 score3 が
15 例（15.5％）、 score4 が 17 例（17.5％）、
score5 が 51 例（52.5％）であった。PCR 陰性
の症例は 792 例（89.2％）、CT score が score 1
が 132 例（18.2%）, score 2 が 345 例（47.5%）
score 3 が 202 例（27.8%），Score 4 が 44 例
（6.0％）、 score5 が 3 例（0.7％）であった。
また、上記画像診断点数化に関しては、肺 CT

次に、説明変数間における多重共線性を回避

が score 4 以上を Covid−19 陽性と判定、感度

するため説明変数同士の相関係数を計算し、強

70.1％、特異度 93.5%,正診率 90.8％となった。

い相関関係（0.8 以上）があるものを取り除いた。

-8-

（主成分解析による次元削減）。説明変数を 14

以下、データをセットし、ホールドアウト法に
て学習データと訓練データを 7：3 に分割し、学

個→11 個とした。

習を実行した。

活性化関数は入力層・隠れ層に relu 関数、出力
に Sigmoid 関数を設定。

 機械学習モデルのアルゴリズム
学習モデルは「パーセプトロン」を使用した。

https://axa.biopapyrus.jp/deep-learning/perceptron.html

パーセプトロンは、複数のシグナルを受け取
以下の学習結果を得られた。

り、 つのシグナルを出力する。上記図のよう
に入力データ x = (x1, x2, ..., xm) を受け取り、
受け取った各特徴量に対してウェイト w = (w1,
w2, ..., wm) をかけて合計を計算する。そして、
その合計値に定数項 w0 を加えて（z = w0 + Σ
wixi）、活性化関数に代入する。活性化関数は z
を受け取り、z > θ ならば 1 を出力し、そうで
なければ 0 を出力する。学習データのセットの
すべてのデータを使ってこの更新を行い、すべ
てのデータに対して正しい判断がなされるよう

３． 成果

になるまで自動で繰り返される。よって、出力の
正誤による重みの値（まとめて wi と表す）につ

テストデータによる評価とテストデータによ

いても機械学習を通して自動的に変化させるこ

る汎化性能を評価し、精度 80％（Accuracy と

とが可能である。

f1-score の交点：0.80）、感度 87％（recall-

-9-

True：0.87）の人工知能を実装した。



肝機能障害発症を報告した論文
$VVRFLDWLRQRIFRDJXORSDWK\ZLWK
OLYHUG\VIXQFWLRQLQSDWLHQWVZLWK
&29,'：+HSDWRO5HV：7DNH\D
7VXWVXPLHWDO



5HQDO0DQLIHVWDWLRQVRI&RYLG
3K\VLRORJ\DQG3DWKRSK\VLRORJ\ =DKHU
$UPDO\HWDO；5HYLHZ-&OLQ0HG
0DU  



４．まとめ

0DWKLDV3URNRSHWDO&25$'6$
&DWHJRULFDO&7$VVHVVPHQW6FKHPHIRU

COVID-19 における放射線画像診断において
は、炎症を起因とする全身状態の把握に留まり、

3DWLHQWV6XVSHFWHGRI+DYLQJ
)HE  

画像診断のみをもって COVID-19 の診断をする
ことは不可能であった。今回の研究において
COVID-19 に対して高い特異性はない画像検査
と、同じく精度が 70％程度と報告されている
今回の研究では、画像診断と PCR 検査と患者情
報に基づき偽陰性を抽出する精度が 80％の人工
知能が完成したが、このような主治医の知能を
実装した人工知能は遠隔医療、DX（下剤）デジ
タルトランスフォーメーション）の実現の一助
となり得ると考えられた。

謝辞
研究協力者としてデータを提供して頂いた横
浜市立大学附属病院、済生会横浜市南部病院、横
浜市立大学附属市民総合医療センター各
COVID-19 チームの皆さまに、心より御礼申し
上げます。


参考文献および発表論文


0XOWLRUJDQDQG5HQDO7URSLVPRI6$56
&R9：1(QJO-0HG$XJ
  



2XWFRPHVRI&DUGLRYDVFXODU0DJQHWLF
5HVRQDQFH,PDJLQJLQ3DWLHQWV
5HFHQWO\5HFRYHUHG)URP&RURQDYLUXV
'LVHDVH &29,' 9DOHQWLQD2
3XQWPDQQ0'3K'HWDO
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モビリティデータおよび気象データに基づく &29,' 発症数予測モデルの構築



研究責任者 東京大学大学院医学系研究科
公衆衛生学分野
特任研究員  岡本 将輝
  


１． はじめに

発症者数を予測する機械学習モデルを構築する

2019 年末に世界で初めて報告された新型コ

ことを研究の目的とした。

ナウイルス感染症は深刻な拡大を続け、翌 2020
年の 3 月には世界保健機関（WHO）が「パンデ

２． 内容

ミック」を宣言した。歴史上にも稀有な公衆衛生

本研究では、モビリティデータとして Google

学上の危機となった本感染症は、同年 6 月段階

社が提供する「COVID-19 Community Mobility

で世界 188 カ国において 1000 万人の新規発症、

Reports」7)を活用した。これは同社の位置情報

50 万人の死亡を認め、その後も事態は増悪を続

プラットフォームである Google MAP によって

けた 1)。

収集された匿名化・集約データで、感染症対策へ

この未曾有の感染症への対策は世界各国喫緊

の一助として無償公開されている。データは各

の課題となり、新薬開発とドラッグリポジショ

カ テ ゴ リ （ Retail & recreation 、 Grocery &

2)-4)成果は限定

pharmacy 、 Parks 、 Transit stations 、

的であり、2021 年現在で未だ有効な治療薬は得

Workplaces、Residential）で定義付けられた場

られていない。現在は新規ワクチンによる発症

所への訪問者数が曜日別基準値と比べてどう変

予防効果に大きな注目が集まり、予防戦略にお

化したか（増減率）を示す。なお、各曜日別基準

ける柱の一つとして各国政府主導により大規模

値は 2020 年 1 月 3 日〜2 月 6 日の 5 週間に渡

な接種勧奨が進められている。

る曜日別中央値が採用されている。本研究にお

ニングは多面的に進められたが

そういったなか、ロックダウンを含めた移動

いては 2020 年 2 月 15 日〜2021 年 6 月 30 日ま

制限による感染拡大予防策を各国は感染拡大初

での東京におけるモビリティデータを利用した。

期から実施し、一定の予防効果が報告されてい

また、日毎の新規発症者数については、東京都

る 5),6)。しかし我が国において、新型コロナウイ

が提供する「新型コロナウイルス感染症発症日

ルス感染症の感染拡大予防の観点からは、どの

別による陽性者数の推移」8)を用いた。また、感

種の移動制限をどれだけの期間継続する必要が

染拡大を規定するもう一つの仮説的因子として

あるかについて、科学的根拠に基づき仔細に分

の気象条件は、日毎の平均気温(℃)、降水量の合

析した報告は限られている。したがって今回

計(mm)、日照時間(時間)、平均気圧(hPa)、平均

我々は、人の動きに関するデータベース（モビリ

湿度(％)、平均風速(m/s)について、気象庁が提供

ティデータ）と気象データベース、感染症データ

する公開データから収集を行った 9)。

ベースを利用し、新型コロナウイルス感染症の
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これらの時系列情報としてのモビリティデー

タおよび気象データから、日毎の新規発症者数

者数における 7 日間単純移動平均値の推移を示

を予測する複数の数理モデル（最小二乗法によ

す。感染拡大の第 1 波〜第 4 波が視覚的に明示

る線形回帰モデル、Recurrent Neural Network

されている。

および Multilayer Long Short-Term Memory）

新規発症者数を予測する独立変数のうち、ア

を構築した。2 種のニューラルネットワークは

ウトカムに対して最も高い説明力を示したのは

汎化性能向上と過学習防止のため、ハイパーパ

公共交通機関におけるモビリティ増減率で、東

ラメータチューニングを行った。データセット

京都における新規発症者数変化の 47.03%を説

は 3 種類に分割しており、モデルの精度評価の

明した。気象データは全項目で 4.20%であった。

ためのテストデータは直近 20%を、残り 80%の

全ての独立変数を用い、最も優れた予測精度を

うち 60%をトレーニングデータに、20%をバリ

示 し た の は Multilayer Long Short-Term

デーションデータに割り当てた。ハイパーパラ

Memory で、
7 日後の新規発症者数に対して 67%

メータの検証にはランダムサーチを用いた。

となった。
モビリティデータと気象データの深層学習に

３． 成果

よって、新規発症者数を妥当に予測し得ること

図 1 は、公共交通機関における日毎のモビリ

を示した。一方、精度の限界については、テスト

ティ増減率の 7 日間単純移動平均値の推移を示

データの対象期間に変異株の出現とワクチン接

す。

種の開始が含まれていることが影響していると
考えられ、追跡期間の延長と状況の定常化によ

対象期間中、一貫して曜日別基準値を下回り、
複数回に渡る緊急事態宣言等の移動自粛要請に

ってより安定した予測を実現する可能性がある。

応じた変動を認める。また、図 2 は日毎の発症

なお、本研究成果は論文投稿中であり、解析お
よび結果の仔細についての記述は省略している。

４．まとめ
モビリティデータおよび気象データに基づく
COVID-19 発症数予測モデルの構築を行った。
今後、モデル精度向上のための入力情報拡充と
ともに、他地域および他国への適用を通し、地域
特異的でより現実的な感染症予防への施策立案
に資するエビデンス提供を続けていきたい。
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単一分子感度蛍光測定法を用いた新型コロナウイルス感染阻害剤スクリーニング法の確立 



研究責任者 北海道大学 先端生命科学研究院
細胞機能科学分野
講 師  北村 朗
 

１． はじめに

が報告されている 4)．
S タンパク質は大きく二つのドメインから成り

新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) は，中国・
武漢で 2019 年末に報告された重症急性呼吸器症
候群 (SARS) の原因ウイルスであり，この感染症
は COVID-19 と呼ばれる．2020 年初頭から中国の
みならず全世界に感染が拡大し，経済活動のみな
らず，流通，教育，研究活動など多くの社会活動
が制限される事態となっている．
SARS は元々，2002 年に中国南部の広東省で非

図１ 新型コロナウイルスの感染機構

定型性肺炎の患者が報告されたものに端を発し
ているが 1)，この時の原因ウイルスはコロナウイ

立っており，S1，S2 とそれぞれ呼ばれている．S1

ルスの一種であり，SARS-CoV と命名された．2019

は S タンパク質の先端部分のドメインであり，

年の SARS-CoV-2 は，ゲノム配列の相同性解析か

ACE2 と結合するレセプター結合ドメイン (RBD)

らその近縁ウイルスとされている 2)．実際，様々

を含む．S2 は S タンパク質の支柱のような構造を

な類似性を有することが知られており，感染機構

する部分である．このようなウイルス感染時に起

として，ウイルスが結合するヒト細胞表面の受容

こる反応であるレセプターとウイルスの結合を

体として，SARS-CoV と同じ 2 型アンジオテンシ

阻害することができれば，感染阻止または感染予

ン変換酵素 (ACE2)が速やかに同定された．ACE2

防薬としての利用価値が高い．また，COVID-19 で

は主要な SARS-CoV および SARS-CoV-2 の細胞表

は，肺や呼吸器に感染し増殖したウイルスが同じ

面受容体であると考えられており，ウイルスの表

個体内の血管内皮細胞への感染を経て，その他の

面にあるスパイクタンパク質 (S タンパク質) と

臓器などへ広がり，多臓器障害を起こして重症化

呼ばれる突起状タンパク質の一部の領域が ACE2

をもたらす可能性も指摘されていることから 5)，

と結合することで，ウイルスの細胞表面結合時間

そのような感染の広がりを防ぐこともできる可

が長くなる．次に，同じく細胞膜に存在するプロ

能性がある．ワクチンにより免疫がつくられたと

テアーゼ TMPRSS2 により，S タンパク質が切断

しても，その予防効果は 100%ではなく，発症後に

され活性型となり，感染が成立する（図１）3)．

治療できる薬剤の探索は依然，極めて重要な課題

また，SARS-CoV の S1 と比べて，SARS-CoV-2 の

である．重症化した患者への治療として，中和抗

S1 (S1-2) は，ACE2 との相互作用が強くなること

体や一部の副作用が強いと言われる薬剤の投与
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が行われているが，前者は生産や保管に一定の制

タンパク質に有機蛍光色素等を反応させること

約があり，また後者の例を含めても，重症者への

から，結合領域を阻害してしまう可能性を考えた．

投与に限定されており，処方箋などにより家庭で

そこで，蛍光タンパク質でタグ付けしたタンパク

簡便に COVID-19 を予防または治療できる薬剤の

質を哺乳類細胞で発現させ，そこから抽出したタ

同定は緊急的課題である．

ンパク質を準備し，FCCS を用いて相互作用解析

現状，COVID-19 予防または治療薬の選定・開

を行うことにした．

発は全世界的に急務な課題ではあるが，新規化合
物を探索している時間的余裕はないことから，転

３． 成果

用可能な既存薬や化合物を探索するのが現実的

最初に，単量体改変型緑色蛍光タンパク質

と考えられており，ACE2 と S1 の相互作用を阻害

(meGFP)で標識した ACE2（G-ACE2; 膜貫通領域

できる薬剤を簡便にスクリーニングできる技術

は欠損させたもの）および，単量体型赤色蛍光タ

の確立は急務である．そこで本課題では，二色の

ンパク質 mCherry で標識した，SARS-CoV 由来の

蛍光分子間の相互作用を単一分子感度で検出で

S1 タンパク質 (S1) または SARS-CoV-2 由来の S1

きる蛍光相互相関分光法 (FCCS) 6] を用いて，

タンパク質 (S1-2) を小胞体 (ER) に発現させる

ACE2 と S1 タンパク質の相互作用を検出できる

プラスミドベクターを構築した．これらのプラス

計測法を確立することを目的とした（図２）．

ミド DNA をマウス神経芽細胞種 Neuro2a 細胞に
一過的に発現させ蛍光顕微鏡観察を行ったとこ
ろ，小胞体に発現が確認できた．しかしながら，
細胞破砕液を得てその中の存在量を確かめたと
ころ，濃度が極めて薄く，そのままでの濃度では
継続的な相互作用解析には適さないことが分か
った．そこで，アフィニティ精製により，目的タ
ンパク質の濃度を上げることを試みた．Neuro2a

図  蛍光相互相関分光法 )&&6 による
$&(スパイクタンパク質間相互作
用計測系の概要
FCCS は，二種の蛍光分子が共焦点光学系で作り
出した検出領域（共焦点領域とも呼ばれる）を通
過する際に生じる蛍光強度ゆらぎの同時性を，相
互相関関数解析することにより，相互作用強度を
求めることができる手法である．

２． 内容
図３ 抗 *)3 抗体または抗 P&KHUU\ 抗体を用い

蛍光標識された ACE2 および S1 タンパク質を

たウェスタンブロット $ 及び銀染色

実験室で準備する上で，いくつかの方法を検討し

% による精製タンパク質の確認．

た．まず，市販されたリコンビナントタンパク質
を購入する方法を考えたが，これは販売価格が高

の培養細胞数を増やすために，15 cm ディッシュ

価であることから継続的利用に向かないと判断

10 枚での培養を試み，さらに遺伝子導入試薬のラ

した．また，FCCS 測定を行うためにはそれらの

ンニングコストを下げるため，ポリエチレンイミ
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ン (PEI)を導入試薬として用いた．細胞破砕液か

と mCherry 単量体では，正の振幅を持つ相互相関

ら His タグを用いて Ni-NTA アガロースビーズで

関数は得られなかったのに対し，S1 または S1-2

アフィニティ精製を行ったところ，高純度の精製

と G-ACE2 を混合すると，正の振幅を持つ相互相

標品は得られなかったが，全長タンパク質は得ら

関関数が得られた（図４A）．また，S1-2 と G-ACE2

れておりまた分解産物などは確認できなかった

を混ぜたときの相互相関関数の振幅は，S1 を用い

（図３）．また，継続的な相互作用解析は行える程

た時よりも高かった（図４A）．次に，より定量的

度の濃度のタンパク質溶液を濃縮させて得るこ

に相互作用強度を求めるために，相関関数に対し

とができた．そこで，このようにして用意したタ

非線形カーブフィッティングを行うことで，相互

ンパク質溶液を混合し，FCCS にて相互作用解析

相関関数または自己相関関数の振幅から，分子数

を行った．

を求め，相互作用している分子数を緑色の分子数

その結果，まずコントロールとして，G -ACE2

で 割 っ た 値 (Relative cross-correlation amplitude:

図４ )&&6 を用いた *$&( と 6 タンパク質の解析結果． $ 規格化相互相関関数
FURVVFRUUHODWLRQDPSOLWXGH 5&$  & *)3 の一分子輝度
Bars = mean ± SE (n = 5);

' P&KHUU\ の一分子輝度．

S16QRWVLJQLILFDQW
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% 5HODWLYH

RCA と呼ばれる)を用いて，相互作用強度を比較

られる．本助成金で行われた本成果は，現在原著

した．コントロールでは正の RCA 値は得られな

論文として投稿準備中である．

かったのに対し，G-ACE2 と S1 または G-ACE2 と
S1-2 を混合した時に，正の RCA 値が得られ，か

謝辞

つ S1-2 の時に，S1 よりも高い値を示した（図５

タンパク質発現系の初期検討を行ってくれた

B）．これまでも報告があるように，受容体である

北海道大学生命科学院修士課程学生の呂さん，そ

ACE2 と S タンパク質の相互作用は，SARS-CoV-

してタンパク質精製と FCCS 測定に協力してくれ

2 で強いことを FCCS でも確かめることができた．

た同修士課程学生の藤本さん，そして，研究・実

さらに，FCS では計測された平均蛍光強度を計測

験環境を与えて頂きました北海道大学 先端生

分子数で割った値（Counts per molecule; CPM）を

命科学研究院 金城政孝教授，以上三名の共同研

求めることができる．これは一分子当たりの蛍光

究者の方々には，この場を借りて感謝申し上げま

強度または輝度として表現されることから，分子

す．

のホモ多量体化の有無を解析できる．その結果，
ACE2, S1, S1-2 すべて，単量体の蛍光タンパク質
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7) Jang, W.D., et al., Drugs repurposed for COVID19 by virtual screening of 6,218 drugs and cellbased assay. Proc Natl Acad Sci U S A, 2021.
118(30).
8) Khoury, D.S., et al., Neutralizing antibody levels
are highly predictive of immune protection from
symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat. Med.,
2021. 27(7): p. 1205-1211.




- 19 -






新型コロナウイルスに高い抗ウイルス活性を有する粉体素材の開発



研究責任者 鳥取大学 工学部
機械物理系学科材料工学研究分野
教 授  陳  中春
共同研究者 鳥取大学 工学部
機械物理系学科材料工学研究分野
准教授  音田 哲彦
共同研究者 鳥取大学 医学部
感染制御学講座ウイルス学分野
教 授  景山 誠二
  

１． はじめに

抗ウイルスマスクが製品化されている。しかし

2019 年 12 月以降、中国武漢市で発生した新

ながら、焼成・水和したドロマイトは、大気や呼

型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界中で

気に含まれる二酸化炭素(CO2)と反応し、炭酸カ

猛威を振るい、甚大な人的・社会的・経済的被害

ルシウム(CaCO3)へと容易に変化するため、抗ウ

をもたらしている。2021 年 7 月 16 日時点で、日

イルス効果が持続できない欠点がある。著者ら

本では合計 831,193 人の感染者、15,014 人の死

は、酸化カルシウム(CaO)に数%酸化アルミニウ

亡者が確認され、世界においては世界保健機関

ム(Al2O3)を添加し、高温焼成・水和処理した粉

(WHO) に 報 告 さ れ た 感 染 者 の 累 計 数 は

末は、鳥インフルエンザウイルスに対して強力

188,655,968 人、うち死亡者は 4,067,517 人に及

な抗ウイルス効果を示すだけでなく、抗ウイル

ぶ。ウイルスの蔓延を防止する対策として、

ス性が長く持続できることを見出した 4)。また、

COVID-19 に対するワクチンの接種や治療薬の

CaO と Al2O3 粉末にメカニカルアロイング処理

開発に加えて、日常生活空間でのウイルス感染

を施すことによって抗ウイルス活性の耐久性が

のリスク低減が重要であり、抗ウイルス素材と

改善されることを発見した 5)。

それを活かしたマスクや防護服等防護具の開発

本研究では、優れた即効性と持続性を有する

も必要不可欠である。

新たな抗コロナウイルス素材の開発を目指し、

近年、炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムの

CaO に少量の Al2O3 ナノ粒子を添加し、メカニ

複塩であるドロマイト(CaMg(CO3)2)を加工した

カルミリングにより CaO-Al2O3 複合粉体を合成

焼成ドロマイトについて菌やウイルスに対して

し、新型コロナウイルスに対する抗ウイルス活

効果的な性能をもつことが報告されている

性に及ぼす Al2O3 の添加やミリング処理の影響

1-3)

。

ドロマイト加工材料の抗菌、抗ウイルス効果の

を調べることを研究の目的とした。

特徴として高い即効性があり、また、他の無機系
抗菌剤と比較しても、より高い抗ウイルス性能

２． 試料合成・評価方法

を有する。現在、焼成ドロマイトを特殊加工した
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出発原料として市販の CaO 粉末と Al2O3 粉末

を用いた。CaO と Al2O3 の混合粉末に対して遊

は検出されなかった。添加試料は無添加試料と

星型ボールミルによるメカニカルミリング処理

比べて Ca(OH)2 のピークが少々強かった。これ

を施し、粉末の微細化・複合化を行った。得られ

は Al2O3 との混合作業があるため混合中に大気

た粉末に抗ウイルス活性をもたらすために、水

中の水分と反応したためと考えられる。Al2O3 添

和処理を行い、強アルカリ性の水酸化カルシウ

加試料は(a)と同様に、ミリング処理により各回

ム（Ca(OH)2)に変化させた。

折ピークはブロード化していた。プロファイル

得られた試料の耐久性を評価するために、人
間の呼気を模した加速劣化試験を行った。37℃

変化は無添加試料と比べて大きな違いはなかっ
た。

の CO2 と水蒸気の過飽和雰囲気に 24 時間暴露
し、試料の劣化度を調べた。これは、得られた
Ca(OH)2 と CO2 との反応により CaCO3 が生成し、
抗ウイルス活性を失うことになる。
このようにして得られた試料について、X 線
回折(XRD)により相同定、結晶子サイズ、導入ひ
ずみ、格子定数を測定した。試料の抗ウイルス効
果の目安として pH 測定を行った。抗ウイルス試
験は、生理食塩水に試料粉末 100mg/mL を溶解
させ、遠心分離後の上清を採取し実験に供した。
ウイルスは SARS-CoV-2 (NIID 株)を使用しウイ
ルスと被験検体を反応後、反応を停止させた。
Vero-E6/TMPRSS2 細胞に混合物を加え１時間細
胞に暴露し、
その後、5% FBS/D-MEM と置換し、
続いて 48 時間した。48 時間後に生存した細胞
を WST 法により染色、感染価を TCID50 法で決
定した。

図  ミリング処理 ～K による ;5' プロ
ファイルの変化． D &D2， E &D2–
$O2

３． 成果
CaO に対して 0～8h ミリング処理された試料
の XRD プロファイルを図１(a)に示す。非常に強

CaO に 5% Al2O3 添加した試料の水和処理後の

い CaO のピークとわずかな Ca(OH)2 のピークが

XRD プロファイルを図 2 に示す。水和処理によ

観察された。Ca(OH)2 は X 線測定時に大気中の

り CaO は Ca(OH)2 へと変化しており、CaO のピ

水分と反応したものと考えられる。0h 試料のプ

ークは観察されなかった。しかし、非常に弱い

ロファイルにはシャープなピークが見られるが、

CaCO3 のピークが見られた。これは大気中の

ミリング処理により試料粉末が粉砕され、微粉

CO2 により Ca(OH)2 が炭酸化されたと考えられ

末化されるためピークがブロードになることが

る。水和処理試料に観察されたピークは図 1 と

わかる。ミリング処理試料のピークはミリング

は異なり、ミリングの有無にかかわらずすべて

時間とともにわずかにピーク高さが低くなりブ

シャープなものであった。そのため、X 線プロ

ロード化するように見られた。図 1(b)に CaO に

ファイルを見る限りはミリングにより導入され

5% Al2O3 添加試料の XRD プロファイルを示す。

たひずみや微粉末化の効果の大部分は解消され

Al2O3 添加量が少ないため、Al2O3 の回折ピーク

たように思われる。また、Al2O3 添加の有無や添
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加量による違いは特に観察されなかった。

した。

図  ミリング処理された &D2–$O2 粉末の
結晶子径とミリング時間の関係

図  ～K ミリング処理された &D2–$O2
試料の水和処理後の ;5' プロファイル

同様に X 線プロファイルから得られた、ミリ
CO2 雰囲気下で劣化処理された試料の XRD プ

ング処理によって導入されたひずみを図 5 に示

ロファイルを図 3 に示す。これから水和試料の

す。ミリング処理によりひずみが導入されるが、

Ca(OH)2 は CaCO3 に変化したことがわかる。し

ミリング時間を長くするとそのひずみが減少す

かし試料の一部には Ca(OH)2 の残存ピークがあ

る傾向がみられた。これはいずれの試料でも同

ることがわかる。そのピーク高さはミリング時

様の傾向を示した。Al2O3 無添加試料ではひずみ

間とともに大きくなっているように見られた。

の導入に時間が要する傾向を示し、またそのひ
ずみ量も添加試料に比べると小さい。一方 Al2O3
添加試料では 0.5 から 1h 程度で最大のひずみ量
となり、その後ミリング時間とともにひずみが
小さくなった。

図  ～K ミリング処理された &D2– $O2
試料の水和・劣化処理後の ;5' プロファ
イル

これらの XRD プロファイルから、ミリング処
た結果を図 4 に示す。これらからわかるように、

図  ミリング処理された &D2–$O2 粉末に
導入されたひずみとミリング時間の
関係

原料粉末としての CaO の結晶子径は 10nm 程度

CaO のミリング処理時間に対する格子定数の

であるが、それがミリング処理により 0.5h です

変化を XRD 測定より求めた結果を図 6 に示す。

ぐに 5nm 程度に微細化され、その後はミリング

これより、Al2O3 添加試料と無添加試料で異なる

時間によらずほぼ一定となっている。これは

変化を示した。Al2O3 無添加試料については短い

Al2O3 添加の有無にかかわらず同様の傾向を示

ミリング時間では変化がほとんどなくその後変

理により粉砕された試料の結晶子径を見積もっ
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化が見られた。一方、Al2O3 添加試料はミリング
処理時間に対する格子定数の値は添加量に依存
せずほぼ同様の傾向を示し、2 時間まで格子定数
が急激に大きくなり、その後はほぼ一定の値と
なった。Al2O3 の添加量に対しては格子定数の違
いはほとんど見られず、格子定数を見る限りは
添加量が格子定数に影響を与えていないように
見えた。一般に高エネルギーボールミルにより
合金化（メカニカルアロイング)されると考えら
れるが、格子定数測定からはその傾向は見られ
図  劣化処理後の各粉末試料の S+ 値の変化

なかった。以上のことから、格子定数に対しては
Al2O3 添加の有無の影響が顕著にみられ、添加試
料についてはミリング時間に大きく依存性が見

抗ウイルス試験については、今回は時間の制

られ、添加量に依存しないということがわかっ

限もあり 5% Al2O3 添加のミリング処理時間 1h、

た。

4h 試料と、比較のために Ca(OH)2 試薬について
のみ新型コロナウイルス（SARS-CoV-2)による
評価を行った。培養 48h 後の感染価が、ミリン
グ処理 1h 試料では対照 105.5 に対して濃度が
1mg/mL、10mg/mL ではともに 105.7 と変化がな
かった。一方、ミリング処理 4h 試料では、1mg/mL
の上清にウイルスを失活する効果がみられた。
さらに、高い濃度（10mg/mL)でウイルスを失活
させる効果が増強した。このように、Al2O3 の添
加とミリング処理の結果、新型コロナウイルス
SARS-CoV-2 を失活させる効果があることが確

図  ミリング処理された &D2–$O2 粉末の格
子定数とミリング時間の関係

認されたが、今後、複合粉末の作製プロセスの最
適化により抗ウイルス活性のさらなる向上が必

CaO を水和処理された試料は Ca(OH)2 により

要である。

12 を越える高い pH 値が測定された。図 7 に、
本試料の CO2 雰囲気による劣化試験後の pH 測

４．まとめ

定結果を示す。これらからわかるようにミリン

CaO に遊星型ボールミルを用いたメカニカル

グ処理なしの試料(0h)では pH 値がばらつき、

ミリング処理により、5nm 程度の結晶子径を有

Al2O3 無添加試料では 9 以下の低い値となって

する微細粉末の作製に成功した。これは 0.5h 程

いる。それに対してミリング処理試料ではいず

度で得られ、それ以上ミリング処理をしても細

れの試料でも 12 を越える値を示した。特に、

かくはならなかった。ミリング処理によるひず

Al2O3 添加試料ではミリング処理なしであって

みは 1h 程度まで増加するが、それ以上のミリン

も比較的高い pH 値を示した。一方 Al2O3 無添加

グ処理ではわずかに減少した。また、ミリング処

試料ではミリング処理時間とともに pH 値が高

理された粉末の格子定数は Al2O3 添加試料では

くなる傾向がわかり、ミリング処理が耐久性向

わずかに大きくなるが Al2O3 の添加量にはよら

上に有効であることがわかる。

なかった。
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CaO にミリング処理を施すことで CO2 による

antiviral

activities

of

calcium

oxide,”

劣化が抑制された。特に、Al2O3 を添加すると短

Proceedings of 2012 Powder Metallurgy World

時間のミリング処理で劣化が抑制でき、抗ウイ

Congress, (2012), pp. 1-6.

ルス活性の持続性の向上に寄与する。

5）T. Onda, Y. Yoneda, T. Akao, K. Motoike, H. Ito,

本実験の範囲では、新型コロナウイルス

T. Ito and Z. Chen, “Preparation of a novel

SARS-CoV-2 に対する抗ウイルス効果について

antiviral material by mechanical milling,”

は、ウイルスを失活させる効果があることを示

Journal of the Japan Society of Powder and

した。今後、Al2O3 の添加量やミリング時間など

Powder Metallurgy, 63 (2016), 668-674.

プロセスの最適化を行うとともに、抗ウイルス

6）大西健翔，衣立夫，音田哲彦，陳中春，抗

活性の向上のメカニズムを解明していきたい。

ウイルス性セラミックス粉体材料の合成

また、抗ウイルス試験の条件をさらに見直しを

および耐久性向上，日本金属学会中国四国

して進めていきたいと考えている。

支部第 61 回講演大会(オンライン会議)，
2021 年 8 月

謝辞
本研究の一部は、公益財団法人中谷医工計測
技術振興財団の研究助成を受けて実施されたも
のであり、ここに記して深甚な謝意を表します。
また、研究の遂行にあたり実験で多大な協力を
頂いた鳥取大学医学部の金井亨輔先生、鳥取県
産業技術センター機械素材研究所の田中俊行研
究員、当研究室の大学院生の大西健翔さんに感
謝いたします。

参考文献および発表論文
1）H. Yamana, K. Otsuki, H. Ito, T. Ito, T. Murase,
K. Wakabayashi, and N. Miyoshi, “Strong
antibacterial activity of resins with additions of
hydrated dolomite,” J. Vet. Med. Assoc., 58
(2005), 201-204.
2）H. Yamana, H. Ito, T. Ito, T. Murase, K. Motoike,
K. Wakabayashi, and K. Otsuki, “Strong antiviral
activity of heated and hydrated dolomite preliminary investigation,” J. Vet. Med. Sci., 69
(2007), 217-219.
3）K. Motoike, S. Hirano, H. Yamana, T. Onda, T.
Maeda, T. Ito, and M. Hayakawa, “Antiviral
activities

of

heated

dolomite

powder,”

Biocontrol Sci., 13 (2008), 131-138.
4）Z. Chen, Y. Miyauchi, K. Motoike, T. Onda, T.
Akao and M. Nagashima, “Effect of alumina on

- 25 -



心拍変動解析に基づく &29,' 重症化予測機械学習アルゴリズムの開発研究


研究責任者 名古屋大学 工学研究科
物質プロセス工学専攻
准教授  藤原 幸一


１． はじめに

る AI の開発のためには，多くの呼吸不全・肺炎

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）では，

重症化前後の臨床データが必要である．そこで

重症化する割合は従来株でも 20%程度だが，自覚

関西の新型コロナ患者専用病棟を有する病院に

症状と検査所見に甚だしい乖離を認めることが

おいて，患者の入院時に蓄積されたデータの観

あり（"happy hypoxia"等），不意にかつ急速に呼

察研究として臨床データを収集した．このとき

吸不全に至る事例が報告されている．こうした急

ベッドサイドモニタより，心電図や SpO2 などの

速な状態変化は，入院中はもちろん、自宅経過観

データを抽出する必要があったため，ベンダで

察時にも報告されており，救命率向上のためには

協力して図 1 に示すシステムを開発しデータを

院外における重症化検知が必要である．

抽出しデータベース化を試みた．

COVID-19 では呼吸器症状に加えて様々な神経

臨床データはネットワーク経由では取得できない

学的所見も報告されている 1, 2）．
過去の SARS-CoV・

ため，3 月末に一時期緊急事態宣言が解除された際

MERS-CoV では気道のみならず神経系感染も知ら

に，当該病院を訪問して，少数のテストデータを

れ、重度の脳幹感染例が報告されている

3）．今回の

HDD にコピーし，ローカル PC にて解析を試みた．

SARS-CoV-2 でも同様に嗅神経等を経由した神経
系への感染が示唆されている 4）．脳幹部感染は，呼

３． 成果

吸中枢とともに解剖学的に近傍の迷走神経中枢，即
ち自律神経系にも影響を与えると考えられる 5）．

データ収集期間は 2021 年 2 月上旬〜4 月上旬
であり，対象となったのは中等症以上の COVID-

自律神経活動の評価方法として心電図に基づ

19 患者 51 名である．
ひとりあたりの測定期間は最短 1 日であったが，

く心拍変動（HRV）解析がある．COVID-19 にお
い て も ， HRV 指 標 の ひ と つ で あ る SDNN が

最長 28 日とかなりばらつきがあった．これはど

COVID-19 を発症すると低下し，その後回復する

の程度，コロナ患者専用病棟に入院しなければな

と SDNN が元に戻るという報告がある（Baumann

らなかったによる．取得したデータは合計 743 時

et al. 2020）．そこで，重症化検知のために HRV 解

間分であった．なお，本データ収集・解析は，デ

析を利用できると考えられる．そこで，既存医療
機器から得られる HRV などの生理指標を入力と
して、COVID-19 による呼吸不全の兆候を早期検
知する AI の開発を着想した．

２． 内容
図 ：臨床データ抽出システム

COVID-19 による呼吸不全の兆候を早期検知す
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図 ：中等症程度患者の心電図・55,
ータ収集施設での倫理審査承認の上，実施してい

謝辞

る．
図 2 に中等症程度患者の心電図と RR 間隔（RRI）

本研究は，公益財団法人中谷医工計測技術振興財

を示す．この測定期間には特に臨床上，重要なイ

団の助成により研究が遂行されたものです．この

ベントは発生していない．この図より，中等症程

場を借りて深く御礼申し上げます．

度であれば，ECG は綺麗に記録できることがわか

参考文献および発表論文

る．
一方，図 3 は重症患者の心電図と RRI であるが，
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４．まとめ
本研究では，患者の臨床データを収集すること
で，COVID-19 と心拍との関係について，確認す
ることができた．今後は収集したデータを解析し

in
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Lung

Inflammation and Fibrosis. Cell. 2020
May 14;181(4):848-864.e18.
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図 ：重症患者の心電図・55,

図 ：重症患者の退院直前の心電図・55,
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ハイスループット微粒子誘電泳動 '1$ 検出法の開発



研究責任者 九州大学 大学院システム情報科学研究院
電気システム工学部門
准教授  中野 道彦
  


１． はじめに
新型コロナウイルス感染症の診断には、主に、
抗原抗体反応を用いた抗原検査や抗体検査と、
核酸増幅検査が用いられている。抗原（抗体）検
査はイムノクロマトグラフィー法によって簡便
で短時間に実施できる一方で、感度や選択性（正
確 性 ） が 核 酸 増 幅 検 査 に 比 べ て 低 い 。 PCR
（polymerase chain reaction）などを用いて検
出対象の遺伝子を増幅して検出する核酸増幅検
査は、高感度で選択性が高いが、抗原検査に比べ
ると検査時間が長く高コストである。検査時間
やコスト高の要因の一つは、増幅 DNA（または
RNA）の検出にある。Real-time PCR は、DNA

図  微粒子誘電泳動 '1$ 検出法の概要  

増幅に伴う蛍光量の増加を増幅反応中に検出す
る仕組みにより反応後のプロセスを省略する。

せることが可能である。そして、捕集に伴う微細

そのため、Real-time PCR は、高感度で迅速な

電極のインピーダンス変化を捕集と同時に計測

核酸増幅検査法としてゴールドスタンダードと

して、増幅 DNA を定量検出する（図 1）。この

なっている。しかし、蛍光検出のための光学系を

手法は、等温 DNA 増幅法と組み合わせること

組み込んだ装置は高価であり、それが一因とな

も可能で、その場合はより安価な装置で実施可

って普及が妨げられている。

能である 3)。

筆者らは、通常の PCR による増幅 DNA を迅
速かつ簡便に検出する手法として、微粒子誘電
泳動 DNA 検出法を開発した 1), 2)。この手法は、

２． 内容
微粒子誘電泳動 DNA 検出法は、Real-time

増幅 DNA を誘電体微粒子に結合した後、DNA

PCR と同等の感度を有しながら、より安価に実

結合微粒子を誘電泳動によって微細電極に捕集

施することが可能である。しかし、多くの Real-

し検出する。
誘電体微粒子の誘電泳動は DNA 結
合によって大きく変化し、検出対象 DNA が結
合した微粒子のみを選択的に微細電極に捕集さ
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time PCR 装置が多検体を同時に処理できるの
に対して、微粒子誘電泳動 DNA 検出法は、増幅
DNA の検出を 1 サンプルごとに実施する必要

があった。そこで本研究では、並列検出可能なシ

微粒子誘電泳動 DNA 検出法と組み合わせる際

ステムを構築することを目的とした。

には、Real-time PCR に用いるプローブ DNA

まず、新型コロナウイルス遺伝子の検出に関

を添加せず、一つのプライマーの 5’末端をビオ

して、Real-time PCR と微粒子誘電泳動 DNA

チン修飾した。微粒子にはストレプトアビジン

検出法を比較した。その後、並列処理可能なシス

修飾微粒子を用いた。

テムの構築に取り組んだ。また、微粒子を用いた
より簡便な増幅 DNA の検出手法を開発した。

図 2 に Real-time PCR の結果を、図 3 に微粒
子誘電泳動 DNA 検出法の結果を示す。いずれ
において、10 コピーの新型コロナウイルス遺伝

３． 成果

子が検出可能であることが示された。また、10


〜100,000 コピーの範囲において、微粒子誘電

新型コロナウイルス遺伝子の検出 
新型コロナウイルス遺伝子として、SARS-

泳動 DNA 検出法の定量性は、Real-time PCR

CoV-2 遺伝子を組み込んだ陽性コントロール

と同程度であることが示された。微粒子誘電泳

DNA

Control,

動 DNA 検出法は、PCR 後の増幅 DNA を検出

Integral DNA Technologies）を用い、国立感染

するため、反応がプラトーに達してしまうと、そ

症研究所が作成したプロトコール（2019-nCoV

の範囲において定量判定することができない 2)。

Ver.2.9.1）に従って Real-time PCR を行った 4)。

ここでは、それを防ぐために、PCR のサイクル

（

2019-nCoV_N_Positive

D コンダクタンス変化
D 増幅曲線

E  コピー数ごとのコンダクタンス曲線の傾
き

E コピー数ごとの &W 値のプロット

図  微粒子誘電泳動 '1$ 検出法による新型

図  5HDOWLPH3&5 による新型コロナウイ

コロナウイルス遺伝子の検出結果  

ルス遺伝子の検出結果  
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数を Real-time PCR よりも 5 サイクル少なくし
た。それによって、同程度の定量性が示された。
並列処理システムの構築
微粒子誘電泳動 DNA 検出法は、ロックイン
アンプを用いて実施する。ロックインアンプ に
よる正弦波出力を誘電泳動捕集およびインピー
ダンス測定のための電源とし、出力正弦波を基
準波形として回路に流れる電流をロックイン検
波し、印加電圧と回路を流れる電流およびその

図 '1$ 結合磁性微粒子の凝集の様子  

位相からインピーダンスを計算する。並列化す
るために、マルチプレクサを用いて入出力を並

NTC は non-template control を示し、検出対象

列化し、また、微細電極を一つの基板上に複数設

DNA がない PCR サンプルを用いたものである。

置した。それによって、4 サンプル同時に処理可

数字は PCR に導入したコピー数を示しており、

能になった。また、より安価な装置を実現するた

10 個以上で微粒子の凝集が見られた。
磁性微粒子の凝集は 1 分以内に完了するため、

めに、小型計測デバイス（Analog Discovery 2,
Digilent）を用いた計測システムを構築した。

従来のゲル電気泳動法に比べて迅速で、Real-

LabView 上でロックイン検波を実装して試験を

time PCR のような蛍光検出に比べて安価に実

したところ、従来と同程度の測定能であること

施可能である。

が示された。従来用いているロックインアンプ
は数十万円以上であるのに対して、小型デバイ

４．まとめ
Real-time PCR に代わる安価で迅速な核酸増

スは数万円であり、大幅なコストダウンが見込

幅検査手法として開発した微粒子誘電泳動

める結果を得た。

DNA 検出法を発展させるための研究を行った。
新型コロナウイルス遺伝子の検出において、

磁性微粒子を用いた増幅 '1$ の目視判手法

Real-time PCR と同等の感度、定量性であるこ



の開発 
微粒子誘電泳動 DNA 検出法では、増幅 DNA

と示した。並列処理可能なシステムの構築を試

を微粒子に結合して検出する。その実験に家庭

み、4 サンプル同時に計測可能であることを示

において、新たな簡易増幅 DNA の検出手法を

した。新たな増幅 DNA の検出法として、磁性微

見出した。

粒子を用いた目視判定手法を開発した。

その手法は、微粒子に磁性微粒子を用いる。ま
ず、増幅 DNA を磁性微粒子に結合する。そし

謝辞

て、その DNA 結合微粒子を親水性基板上に滴

本研究は、公益財団法人 中谷医工計測技術

下する。そして、基板下面に永久磁石を置く。そ

振興財団（新型コロナウィルス感染症対策助成

うすると、DNA が結合した磁性微粒子は、永久

プログラム）の助成を受けて実施した。ここに謝

磁石の中心付近に凝集し、その一方で、未結合磁

意を表します。

性微粒子は底面に均一に付着する。この違いは、

参考文献および発表論文

目視可能である。
図 4 は、PCR 増幅した新型コロナウイルス遺
伝子を磁性微粒子に結合して検出した例を示す。
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新型コロナウイルス感染症診断の自動化システム確立のための基礎研究 



研究責任者 大阪医科薬科大学
研究支援センター
特務助教  永塚 健宏
  


１． はじめに

同様にスペーサーを結合、抗体を固定化する（図

新型コロナウイルスの蔓延から  年以上が経

１真ん中上段）。

過するが、変異株の出現など未だに収束の兆し

③バーコードリーダー：抗原（&29,'）と反応

が見えない。現在、新型コロナウイルスは 3&5 法

して凝集した金ナノ粒子の色調変化がバーコー

による診断が主流となっているが、サンプルか

ド模様を形成するのでそれを読み取り、判定す

らの核酸抽出、測定から結果までに時間が掛か

るプログラムを組む。

る事が課題となっている。現在は新興感染症の

まず始めにバーコードパターンを持った検知

判定に限らず、予防医学の観点からも早期診断

チップを作製した（図１）。検知チップはスライ

のためのバイオマーカーをターゲットにした迅

ドガラスを SLUDQKD 溶液で洗浄後、アミノプロ

速な検知システムの構築は重要性が増している。

ピルメトキシシランによってシラン処理を行っ

申請者はより簡便で迅速な判定方法として抗体

た。そこに金ナノ粒子を固定化（USPUWKU）

とナノマテリアルを組み合わせたセンサーチッ

した。この金ナノ粒子の表面に 1+6 活性基とチ

プにバーコードによる読み取り機能を付加した

オール基をもつアルキルスペーサーを自己組織

新しい検知システムを考案した。本法は様々な

化により固定化（金－チオール結合）した。1+6

抗体を組み合わせてバーコードパターンを形成

活性基は蛋白質のアミノ基と結合するので、抗

させることにより、１枚のチップで多彩な診断

体溶液を掛けて、乾かないように注意しながら

が可能となる。

冷蔵庫で  晩反応させた。その後、抗体溶液を



洗い流し、検知チップの完成とした。実験は感染

２． 内容

性の新型コロナウイルスを用いる前に予備実験

本システムはセンサーチップと反応増強物質、

として脱核したインフルエンザウイルスとイン
フルエンザウイルスの膜に存在するヘマグルチ

バーコード読み取り機から構成される。
①センサーチップの作製：PP× ㎜角のプラ

ニン蛋白質の抗体を用いて行った。その結果、金

スチック基板にアミノシラン処理を行い、そこ

ナノ粒子の色調変化ではバーコード化が不十分

に金ナノ粒子を図のような線状のパターンで固

である事が判明した。そこでバーコードの黒色

定化する。この固定化した金ナノ粒子にスペー

を再現するためにターゲット蛋白質を捕捉した

サー分子を介して抗体を結合させる。

検知チップに酸化鉄粒子を結合させることにし

②エンハンサーとしてのバイオコンジュゲーシ

た（スキーム ）。

ョン金ナノ粒子の作製：フリーの金ナノ粒子に
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３． 成果
学生実習、学生の研究指導、科研費申請の準備
（今年度獲得内定）などで忙しくなり、手が回ら
なくなってしまい、研究が停滞しているため、顕
著な成果が出ていない。


４．今後の検討


研究のストラテージは定まっているが人手不
足のため思うように研究が進まない状況にある。

酸化鉄表面はカテコール基を持つ分子が吸着
する事が知られている。そこでカテコール基とカ

現在、共同研究企業、大学などを探している。も

ルボキシル基を持つアルキルスペーサーを混ぜ

う少しまとまった結果が出たら学会に参加して

て作製した。酸化鉄粒子に結合させた後、カルボ

宣伝する予定です。


キシル基に 1ヒドロキシコハク酸イミドを反応

謝辞

させて 1+6 活性基を合成した。各ステップの反応
混合液は遠心分離（USP℃ 分）によ

今回、私のアイデアを採用して戴き、研究助成

り酸化鉄微粒子を沈降させて、上澄み液を取り除

をして戴ました事に感謝とお礼を申し上げます。

き精製した。その酸化鉄微粒子を 3+ に調節した

この機会を足掛かりに研究を発展させて、安心

3%6 緩衝液に分散させてヘマグルチニン抗体と反

安全な社会の構築に向けて貢献したいと思いま

応させた（USPUWKU）
。遠心分離によって

す。

未反応の抗体を除去し、中性の 3%6  溶液に再



分散させて反応増強物質とした（図 ）
。
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新型コロナウイルスを一重項酸素を用いて不活性化する空気清浄・殺菌装置の開発 



研究責任者 広島大学 大学院統合生命科学研究科
生命環境総合科学プログラム
特任教授  佐久川 弘
  


１． はじめに

である。既存の空気清浄機等で用いられている清

従来の空気清浄化装置は、空気中に浮遊するウ

浄・殺菌方式は、活性炭や +(3$ フィルター等への

イルスの不活性化に関しては残念ながら非力であ

吸着、オゾン、紫外線、7L2 光触媒、そしてプラズ

る。活性酸素の一種である一重項酸素（2）がさま

マクラスターイオン、ナノイーなどの 2+ ラジカル

ざまなタイプのウイルスの不活性化に有効である

を発生させる活性酸素発生方式である。一重項酸

ことは医学的に解明され、現在は光線力学療法

素は、様々なタイプのウイルスの不活性化に特に

（3KRWRG\QDPLFWKHUDS\）として用いられている。

有効であると医学的に確認されている活性酸素で

この療法では、光増感剤を生体内に注入し標的と

ある。なお、一重項酸素は、ウイルスだけに有効で



なるガンや感染症の病巣で光励起させて 2 を発生

はなく、感染症を引き起こす多くの細菌（バクテリ

させる  。2 が、+,9（エイズ）ウイルス、インフ

ア）にも有効であり、グラム陰性菌、グラム陽性菌

ルエンザウイルス、センダイウイルス、デング（テ

の両方の不活性化を引き起こすことが報告されて

ング熱）ウイルス、アデノウイルスなどの不活性化

いる   。

を引き起こすことが確認されている   。&RYLG

本研究では、ローズベンガル（赤色色素）をエア

ウイルスと同属である中東呼吸器症候群（0(56）コ

フィルターにコーティングして光照射して 2 を発

ロナウイルスも不活性化することが最近明らかと

生させ、空気清浄・殺菌に役立てることを目的に、

なっている  。広島大学は、本研究の研究パートナ

一重項酸素発生装置の開発を行ったので報告する。

ーである横田工業商会とともに、空気中に浮遊す
るインフルエンザウイルスなどを一重項酸素を用

２．方法

いて不活性化する清浄方式を考案し、特許を取得

市販の不織布製エアフィルターに一定量のロ

した（特許  空気浄化装置：ウイルス不活

ーズベンガルをフィルター表面にコーティング

性装置及びウイルス不活性方法、 年）
。一重項

し、ローズベンガル塗布エアフィルター（赤色）

酸素は光照射時のみに発生し、また空気中での寿

を作製した。作製したエアフィルターに可視 /('

命は短く、数秒以内で普通の酸素分子（三重項酸

光（白色）を照射した。光照射で発生した 2 は、

素：2）に戻るので安全である。また、可視光 /('

6XQGD\DQG6DNXJDZD 

を光源として用い、有害な紫外線（89）などは用い

すなわち、酸素気流下でフルフラールアルコール

ないので、人体にも安全である。オゾンと異なり、

を溶解した重水（'2）に導入し、フルフラールア

光増感剤として用いるローズベンガルは食紅に使

ルコールと反応させた。反応物は、高速液体クロ

用されることから分かるように安全性が高い物質

マトグラフー紫外吸光光度計を用いて測定し、エ
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の方法で測定した。

アフィルター単位面積当たり単位時間当たりの

大になることが知られている。そこで、照射光



源を可視光（白色）/(' から可視光（緑色）/('

2 発生速度を求めた。

に変更し照射実験を行い、2 発生量を測定し

３．成果

た。その結果、緑色 /(' では光強度で少し

 一重項酸素発生量

（％）低下するにもかかわらず、2 発生量

図  に、ローズベンガル塗布エアフィルター

は大幅に（％）低下した（図 ）。したがっ

からの光増感作用による 2 発生およびウイル

て、かなり強力な緑色 /(' を用いない限り、白

ス不活性化の機構を示す。エアフィルター表面

図１ 光増感剤から発生する一重項酸素による
ウイルス不活性化

図 可視光（白色）/(' および可視光（緑色）
/(' からの一重項酸素発生速度の比較

で発生した 2 がフィルター近傍空間において



ウイルスエンベロープを構成する脂質やタンパ

色 /(' と同程度の発生量を達成できないことが

ク質に損傷を与えることにより、ウイルスの不

明らかとなった。緑色 /(' は白色 /(' よりも高



活性化を生じると期待される。発生した 2 は

コストであり、実用的でない。他の種類の /('

数秒以内に 2 に戻るので安全である。図 

に関しても検討したが、市販の /(' の中では白



色 /(' が一重項酸素発生に最も適した光源であ

視光（白色）/(' の光強度との関係を示す。

ることが示された。

1O2 発生速度
(nmol/s/cm2)

に、光照射により発生した 2 の発生速度と可

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

 フィルターの熱および光安定性
 課題は、照射時の /(' パネルからの放熱および
エアフィルター上での 2 発生量の熱的変動であ
った。この課題に関しては、研究パートナー企業
と協議を行い、解決策を模索した。その結果、可
0

500

1000

1500

2000

LED光強度 (μmole/s/m2)

図  /(' 光強度と光増感剤塗布フィルターから
の一重項酸素発生速度との関係


視光（白色）/(' パネル（× ㎝）の十数カ所
に直径十数㎜の空気孔を設けることにより、放熱
および拡散を速やかに行い、温度上昇を数度以内
に抑えることが可能になった。また、/(' パネル
およびエアフィルターの配置および相互距離を



2 発生速度は光強度と比例関係があり、光量

子束密度として 1800µPROVP で、約 QPRO




VFP 発生した。1800µPROVP の光強度は、

工夫することにより、またファンからの気流の方
向を少し変化させることにより、気流を安定化し、
熱的変動を最小限に抑えることが可能になった。

昼間の太陽光の明るさとほぼ同等である。次


に、 2 は可視光の中でも緑色域で発生量が最

ローズベンガルは長時間の光照射により光分
解を起こし劣化する特性があることが明らかと
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なった。コーティング量、/(' 照射光強度、保湿
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ファンフィルタユニット（))8）を用いた陰圧テントによる新型コロナウイルス
二次感染防止策


研究責任者 済生会横浜市東部病院
こどもセンター 総合小児科
こどもセンター長  岩本 眞理
  


１． はじめに

２． 内容

新型コロナウイルスでは「エアロゾル」を介し
て感染するリスクがあることが注意勧告されて

今回我々は、以下の項目について実験・検討し
た。

いる 1) 2) 3)。重症肺炎では、酸素投与の他、非侵

１．小児の喘息・喘息様気管支炎で使用され

襲的呼吸補助療法として HFNC・NPPV 等の治

るネブライザー・インスピロン、および

療法が侵襲の低い有効な治療法として確率され

非侵襲的呼吸補助療法で小児・成人とも

ている。これらは気管内挿管・人工呼吸器管理が

に気道浄化に有効な HFNC の 3 種類の

必要となる前のタイミングで気道浄化や陽圧化

治療時に発生するエアロゾル動態の可

による気道確保によって呼吸の改善をきたす。

視化。また救急で用手的なマスクバッグ

ところが新型コロナウイルス感染では患者のマ

による換気、および心マッサージ中のエ

スクから漏れ出るエアロゾルによる二次感染が

アロゾル動態についても同様に可視化

危惧され、吸入や非侵襲的呼吸補助療法の使用

した。

について複数の学会（日本アレルギー学会・日本

２．簡便なテント＋ファンフィルタユニッ

小児科学会）から医療従事者への二次感染にた

ト（FFU）を作成し、エアロゾル飛散の

いする注意喚起がなされている。一方感染が蔓

抑制効果の評価。

延すると、重症患者が増えて人工呼吸器が不足
し適切な治療が行えずに多くの命を失うような
医療崩壊を招く可能性が指摘されている。

実験方法
１．気流・エアロゾルの可視化は暗室にて

重症者では気管内挿管・人工呼吸器管理が必

LED/レーザー光源による動画撮影を行

要となる。さらに新型コロナウイルス感染者の

った。
（新日本空調（株）に依頼）。5 分

全身麻酔下での緊急手術の場合においても同様

間の積層画像を作成し、ベクトル解析ソ

で、いずれも挿管時と抜管時の操作中にエアロ

フ ト に よ り 気 流 速 度 分 布 （ Particle

ゾルが発生するため医療従事者の二次感染が危

Image Velocimetry: PIV）を求め、気流

惧されている。

を可視化した。

このように呼吸関連の治療の様々な状況で起

２．テントは縦・横・高さ 50cm の塩化ビニ

きる感染リスクを可能な限り減らすことが急務

ルパイプで枠組みを作成し、厚さ

となっている。

0.1mm のビニルで覆って簡易的なテン
トを作成した。テント内からエアロゾル
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を吸引するための FFT を設置した。
FFT

囲に漏出した。

はクリーンルーム用吸塵器（オーム電機

②ファンフィルタユニットと簡易テント

製ダストキューブ）に HEPA フィルタ

を組み合わせると、ほぼすべてのエアロゾ

を装着し、吸引口を患者からのエアロゾ

ルを回収することが可能であった。

ルが発生する付近に設置した。

ただし、エアロゾルを漏出させない有効な
テントの大きさは、FFT の性能によって規

３． 成果

定された。テントが小さいほど有効であっ

1. ①ネブライザー：初めの 20 秒は頭部後方

たが、テントを大きくすると性能の高い

を主にエアロゾルが拡散した。その後上方

FFT が必要となった。

から周囲四方に拡散する動態が確認され

また、気流の方向はエアロゾル回収に重要

た。

な要因で、吸引口の対側に適度な大きさの

②インスピロンネブライザー：初めの 20

窓を作成することによって、一方向の整流

秒は頭側後方への拡散が主体であるが、そ

が生じ効率的なエアロゾルの回収が可能

の後上方向から周囲四方に拡散し 30 秒で

となった。

は上半身周囲はエアロゾルが蔓延した。
③HFNC: ネブライザーとは異なる気流動
態を呈した。開始直後より鼻から前上方向
に早い気流が生じ、10 秒後にはその気流

図２ +)1& 施行時中のテント))7 ユニッ

から周囲へエアロゾルが拡散し、30 秒の

ト併用 3,9 画像：テント))7 ユニ

短時間で広い範囲に蔓延した。

ットによってエアロゾル拡散防止
が可能となった。

図１ +)1& 気流速度分布（3,9）画像

2. ①簡易テント：簡易テント内でのネブライ

３．これらの結果をふまえて、コロナ禍で

ザー・インスピロン・HFNC の施行は、エ

制限されていたネブライザー治療を、

アロゾルの拡散をある程度抑制すること

テントと FFT ユニットによる感染対策

が、確認された。しかし、テント内にエア

を併用しながら、小児科外来で必要時

ロゾルが蔓延するとテントの隙間から周

に施行することが可能となった。
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４．実験の内容と結果については、第 95 回

3）Meselson M. Droplets and Aerosols in the

日本感染症学会（2021 年 5 月）にて３

transmission of SARS-CoV-2. N Engl J

題（ネブライザー・インスピロン・HFNC）

Med. 2020;21:2063

の発表を行った。
① ネブライザー使用に伴うエアロゾ

★第 95 回日本感染症学会で発表した 3 研究につ
いては論文化の準備中である。

ル感染の予防策について：山本嵩
② インスピロンネブライザー使用時
の感染予防策：中山彰
③ テントとファンフィルタユニット
を組み合わせた装置による HFNC
使用時のエアロゾル拡散の抑制効
果についての検討：今野裕章

４．まとめ
ネブライザー・インスピロン・HFNC 等の非
侵襲的呼吸療法は、いずれもエアロゾルを発生
し短時間で周囲四方に拡散する動態が確認され
た。簡易テントと FFT を組み合わせることによ
って、エアロゾル拡散を防止し、二次感染予防が
可能であることが確認された。
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循環血小板の大規模シングルセルイメージングによる &29,' 関連微小血管血栓症研究



研究責任者 東京大学 大学院理学系化学専攻
教 授  合田 圭介
  


１． はじめに

を LQYLYR で統計的に調べるツールがないためで

&29,' の世界的大流行以来、症例数の増加に

ある。例えば、光学顕微鏡は、高い空間分解能で

伴って、&29,' に関連した微小血管血栓症が

血 小 板 凝 集を 直 接 調 べる こ と が でき 、 実 際 、

&29,' の重症度と死亡率に関連する主要な要

&29,' において、マクロトロンボサイトを含む

因の一つであることが明らかになってきている。

血小板凝集体の存在を確認することで、血小板の

実際に、&29,' で死亡した患者の初期の剖検報

活性亢進が可視化されている。しかし、光学顕微

告では、肺、心臓、その他の臓器の末梢毛細血管

鏡による目視検査では、血小板凝集体を大規模か

や細動脈内に存在する広範な弥漫性の微小血栓

つ統計的に有意な方法で解析するには時間と労

を特徴とする血栓性微小血管症（70$）が認められ、

力が必要となる。一方、フローサイトメトリーは、

多臓器不全に陥っていたことが確認されている。

フロー中のインピーダンス測定、散乱測定、蛍光

これは、&29,' の主な死因が重度の弥漫性の肺

測定などにより細胞の物理的・化学的特性を測定

胞損傷による呼吸不全であったことに合致する。

することで、大規模な細胞集団を統計的に解析す

さらに、6$56&R9 の宿主細胞への侵入が、アン

ることが可能であり、&29,' では蛍光プローブ

ジオテンシン変換酵素 （$&(）受容体を介する

を用いて白血球の亢進を確認している。しかし、

ことで、レニン・アンジオテンシン・アルドステ

フローサイトメトリーでは十分な空間分解能を

ロン系を刺激し、血管内皮の損傷に続いて血管炎

得ることが難しく、単一の血小板と血小板凝集体

（血管の炎症）を引き起こし、微小血栓を形成す

を正確に区別することができず、したがって血小

るという、&29,' の病態生理の理解とも一致し

板の活性を正確に評価することは困難とされて

ている。また、&29,' 患者において、ヘパリン

きた。また、光透過凝集計は、臨床検査で広く使

を用いた抗凝固療法が予後の改善につながると

用されているが、この方法は、LQYLWUR で多数の

の報告が相次いだことを受けて、国内外の機関か

血小板の平均的なアゴニスト誘発凝集特性をア

ら、明確な血栓性合併症の症状がなくても、入院

ンサンブル測定により評価するものであり、血小

中の &29,' 患者全員にヘパリン投与血栓予防

板のサイズ分布や単一／凝集体の比率など、血小

を行うことを推奨する臨床診療ガイドラインが

板凝集の詳細を知ることはできない。さらに、血

発行され、その有効性が理解されている。

栓症の診断法として広く用いられている 'ダイ

残念ながら、&29,' に関連した微小血管血栓

マー検査は、従来、血栓が線溶により分解される

症の発生の根本的なプロセスはまだ解明されて

際に生じる架橋されたフィブリンモノマー（'ダ

いない。これは、血小板の活性、具体的には血栓

イマーと呼ばれる）を測定することにより、血栓

形成の開始時に起きる血小板凝集の詳細な特徴

の存在を推定するために用いられている。'ダイ
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図  循環血小板および血小板凝集体の単一細胞分解能での大規模画像ベースのプロファイリング 
D採血、サンプル調製、ハイスループット画像処理、デジタル画像解析からなる実験ワークフロー
E東京大学医学部附属病院臨床検査部に設置されたマイクロ流体チップ上の )'0 顕微鏡の写真。F
ハイスループットでブレのない明視野画像を得るための )'0 顕微鏡の概略図。G)'0 顕微鏡で得ら
れた単一血小板および血小板凝集体の典型的な明視野画像。
マー検査によって、入院時の 'ダイマー濃度の上

高まることから、&29,' の重症度評価に有用で

昇（1μg/mL 以上）が確認されると、人工肺の必

あると報告されている。しかし、'ダイマー検査

要性および合併症による死亡のリスクがともに

は生体内の血小板活性を調べるものではなく、重
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症化しない限りは、70$ などの微小血管の血栓

（&7）、磁気共鳴画像（05,）、超音波検査などの

症に対しては感度が低い。コンピュータ断層撮影

医用イメージングは、体内の血栓を直接識別する

図  &29,' 患者の血液中の血小板凝集体
Dサンプル調製プロトコル。採血、サンプル調製、光学的アライメント、流体力学的集束条件など
の実験的な差異に起因する画像データの潜在的なバイアスを軽減するために、同じ日に同じサンプ
ル調製および画像取得条件でコントロールデータを得た。E&29,' の軽症、中等症、重症患者の
血液中の単一血小板および血小板凝集体のサイズ分布ヒストグラムと典型的な画像。各患者の臨床
情報および 'ダイマー値も挿入図に示した。参考資料としてコントロールデータも示した。
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ことができるが、循環している血小板凝集体や微

板凝集体を区別することが可能である。重要なの

小血栓を認識するのに十分な空間分解能を持っ

は、この血小板凝集体の大規模な画像データベー

ていない。死後の検査では、微小血栓を直接識別

スによって、これまで不可能だった高度な計算ツ

することができるが、死んだ患者にしか適用でき

ールの適用が可能になり、ここで示したように、

ない。実際には、血小板凝集を詳細に調べる方法

ユニークで洞察に満ちた分析結果が得られるこ

として、多くの情報を得られる光学顕微鏡が主に

とである。我々の知る限り、&29,' に限らず、

用いられてきたが、先に述べた通り大規模な解析

あらゆる疾患において、このような統計的に大規

には向かないため、血小板凝集の形態に関する統

模な循環血小板凝集体の画像ベースのプロファ

計的な理解は進んでおらず、その重要性が看過さ

イリングと分析を行ったのは、これが初めての報

れてきた。

告である。

本研究では、&29,' における微小血栓形成の
一過性のプロセスをよりよく理解するために、

２． 結果

&29,' 患者の血液サンプルを大量の単一細胞

画像取得とサイズ分布

画像ベースでプロファイリングし、時間的にモニ

我々は、逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（573&5）

タリングすることで、循環血小板凝集体に関する

検査の結果に基づいて &29,' と臨床診断され

知見を得ることに成功した。図 D に示すように、

た入院患者（Q ）の血液中の単一血小板およ

我々のデータ駆動型の解析方法は、 L &29,'

び血小板凝集体の明視野画像を各サンプルにつ

患者からの採血（P/）
、 LL 血液から血小板およ

き  枚取得した（図 D）。また、ネガティブ

び血小板凝集体を分離するサンプル調製、 LLL）

コントロール画像データは、健康な被験者から同

血液サンプル中の単一血小板および血小板凝集

じ日に同じサンプル調製および画像取得条件で

体（血小板血小板凝集体および血小板白血球凝

取得した。これは、採血、サンプル調製、光学的

集体を含む）の大規模な集団（Q  ）を、

アライメント、流体力学的集束条件などの実験的

流体力学的集束マイクロ流体チップ上で光学的

変動に起因する画像データの潜在的なバイアス

周波数分割多重化（)'0）顕微鏡による高スループ

を軽減するためであり、したがって、LQYLWUR で

ットでブレのない明視野イメージング、
（LY）デジ

の凝集の影響を最小限に抑えつつ、LQ YLYR での

タル画像処理、および統計的血小板凝集分析のた

血小板凝集の状態を維持するためである。画像取

めの様々な技術の適用、によって構成される。入

得は、HYHQWVSHUVHFRQG HSV の高

院患者の血液中に含まれる血小板凝集体の集団

スループットで行われた。ここで、イベントとは、

およびそのサイズ分布の経時変化を観察するた

単一血小板または血小板凝集体と定義される。赤

めに、入院患者  人あたり週 ～ 回の頻度で画

血球、白血球（ただし、血小板白血球の凝集体に

像取得を行った。図 G は、53.6μm×53.6μm の

含まれるものを除く）、細胞破片などの残留成分

視野、0.8μm の空間分解能で取得した、PV の高

はイベントとして検出されなかった。スループッ

速で流れる単一血小板および血小板凝集体の典

トは、マイクロ流体チップのマイクロ流路が詰ま

型的な明視野画像（67×67 ピクセル画像）であ

らないように選択されたが、)'0 顕微鏡の理論上

る。図に示すように、我々の手法では、単一血小

のスループットは HSV 以上であった。

板、血小板血小板凝集体、血小板白血球凝集体、

図 E に示すのは、&29,' 患者の血液中に同

およびその他の成分（残留赤血球、白血球、細胞

定された単一血小板および血小板凝集体のサイ

破片など）を直接画像化して識別することができ

ズ分布ヒストグラムと典型的な画像である。各患

るため、従来のフローサイトメトリーよりもはる

者の臨床情報および 'ダイマー濃度を挿入図に

かに高い精度で、特に、単一血小板と微小な血小

示した。また、ネガティブコントロールのデータ
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図 &29,' の重症度・死亡率との比較
QV：S＞、 ：p≦0.05、

：p≦0.01、

：p≦0.001、

：p≦0.0001。D&29,' の軽症

患者（Q＝）、中等症患者（Q＝）
、重症患者（Q＝）の血小板凝集体濃度の比較（各入院患者の
最高濃度で比較）。血小板凝集体を含む画像の定義については、詳細は「結果」の「統計分析」を参
照。 E 各入院患者の最初の測定日における、&29,' を使用した軽症（Q  ）、中等症（Q 
）、および重症（Q ）の血小板凝集体濃度の比較。F&29,' の生存者（Q ）と非生存
者（Q  ）の血小板凝集体濃度の比較（各入院患者の最高濃度で比較）。 G H I それぞれ図
D図 E図 F に示したデータの 52& 曲線。
も参考として図中に示した。横軸の対象エリアは、

されていることが確認された。また、これらは微

各画像内で検出された単一血小板または単一の

小血栓が形成され分解されることで確認される、

血小板凝集体の面積を指す。&29,' の患者は、

臨床的に明らかな血栓症以前のものであること

酸素療法を必要としない軽症患者、酸素療法を必

が示唆された。

要とする中等症患者、人工肺や体外式膜酸素療法



による呼吸補助を必要とする重症患者の  つのグ

統計分析

ループに分類された。この分類には、各患者の入

続いて、血小板凝集体の大規模な画像データを

院中の最高重症度を参照した。図 E に示すよう

統計的に解析し、傾向や相関関係を可視化した。

に、'ダイマー濃度が低い（1μg/mL 以下）患者

図 D は、軽症、中等症、重症の &29,' 患者の

の血液中にも過剰な血小板凝集体が存在してい

血小板凝集体の濃度を、各入院患者の最高濃度の

たことから、&29,' によって血小板活性が増強

日に測定されたものを比較したものである。血小
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図 性差と白血球の影響
QV：S＞； ：p≦0.05； ：p≦0.01；

：p≦0.001；

：p≦0.0001。D，男性（Q＝）と女

性（Q＝）の血小板凝集体濃度の比較（各入院患者の最高濃度で比較）。E白血球を含む &29,'
を用いた軽症（Q＝）
、中等症（Q＝）、重症（Q＝）の患者の血小板凝集体濃度の比較（各入院
患者の最高濃度で比較）
。F&29,' の生存者（Q ）と非生存者（Q ）の血小板凝集体濃
度の比較（各入院患者の最高濃度で比較）。GH図 E および図 F に示したデータの 52& 曲線。
板凝集体の濃度は、各サンプルの総取得画像数（Q

た平均的な血小板の過活性に関するこれまでの

）に対する血小板凝集体を含む取得画像

報告と一致している。また、この図は、患者の重

数の比率で定義した。ネガティブコントロールの

症度と血小板凝集体の濃度に強い関連性がある

結果（図 D、図 E、図 F では「コントロール」

ことを示している。さらに、最初の測定日（図 E）

と表示）は、 の異なる日付の、健康な被験者（Q

と最も濃度の高い日（図 D）（通常、最初の測定

＝）の血液サンプルから得たものである。興味深

日から約  週間後）の間で血小板凝集体の濃度が

いことに、この図では、&29,' 患者全体の 

上昇していることが示されており、初期症状が現

もの人に過剰な血小板凝集が見られたという異

れてから約  週間後に症状が悪化した &29,'

常な状態が示されている。この中には、東京大学

患者に関するこれまでの報告と一致している。同

医学部附属病院における 'ダイマー値の基準値

様に、図 F は、患者の死亡率と血小板凝集体の濃

である 1 µg/mL 以下であった患者も含まれている。

度との間に強い相関関係があることを示してい

個々のサンプルで確認された過剰な血小板凝集

る。図 G、図 H、図 I は、それぞれ図 D、図 E、

は、血小板機能検査や遺伝子発現解析で検出され

図 F に示したデータに対応する、コントロール
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に対する血小板凝集体の濃度の 52&（5HFHLYHU

体温などの他のパラメータは、相関性が弱いか、

2SHUDWLQJ &KDUDFWHULVWLF）曲線を示している。

有意な関係が見られなかった。また、血小板凝集

各 52& 曲線の曲線下面積（$8&）の値が大きいこと

体濃度と 6S2（酸素飽和度）レベルとの相関は、

から、&29,' 関連の血小板活性を評価する上で、

6S2 レベルを良好に保つために必要な酸素投与

血小板凝集体の濃度が優れたマーカーとなりう

が行われた患者の病状を反映していることから、

ることが示された。

妥当なものであると言える。このような血小板凝

さらに、これらの結果について、性差や白血球

集体濃度と :%&、)9,,,、9:)5&R、70 濃度との強

の有無による影響を調べた。具体的には、図 D は、

い相関関係は、全身の血栓形成や線溶現象、血管

統計的有意性はあまり高くないものの、男性患者

内皮障害（血管炎）を血小板凝集体の濃度が反映

（Q＝）の方が女性患者（Q＝）よりも血小板

していることを示している。これらの関連性は、

凝集体の濃度が高いことを示しており、これは、

&29,' 患者の肺における深刻な血管内皮障害

男性患者は女性患者よりも集中治療室への入室

と肺胞毛細血管における広範な微小血栓に関す

や死亡の傾向が強いという以前の報告と一致し

る以前の報告と一致している。
血小板凝集体の濃度の有意な説明をさらに検

ている。さらに、本手法では、血小板凝集体を高
解像度で捉え、その画像に形態解析を施すことで、

討するため、多変量回帰分析（6366 ソフト、,%0）

白血球の存在を確認することができた。図 E お

を、血管内皮障害マーカー群（)9,,,、70、9:)5&R）、

よび図 F は、血小板凝集体中の白血球の存在が、

凝固・線溶マーカー群（'ダイマー、)'3、7$7、

それぞれ &29,' の重症度および死亡率と関連

37,15）、最高濃度日の血小板凝集体濃度と強い

していることを示しており、これは &29,' に

相関を持つ他のマーカー群（:%&、呼吸重症度、3/7、

おける白血球の亢進に関するこれまでの報告と

/'、$/7、6S2、生存率、性別）を独立変数として

も一致する。図 G および図 H は、それぞれ図

多変量回帰分析を行った。その結果、)9,,,、3/7、

E および図 F に示したデータに対応する、対照

:%&、37,15、呼吸器重症度が、最高濃度日の血小

に対する血小板凝集体の濃度の 52& 曲線である。

板凝集体濃度の有意な予測因子として同定され

これらの 52& 曲線の $8& は、&29,' に関連した

た。これらのパラメータを用いてさらに多変量回

血小板白血球活性を評価する上で、白血球を含

帰分析を行ったところ、最高濃度日の血小板凝集

む血小板凝集体の濃度が優れたマーカーとなり

体濃度の最も有意な予測因子として、呼吸器系の

うることを示している。

重症度（S＝）と )9,,,（S＝）が同定



された。
次 に 、 ' ダ イ マ ー 濃 度 が 低 い に も 関 わ ら ず

臨床検査値および身体所見との比較
次に、循環血小板凝集体の大勢を、従来の臨床

&29,' 関連の血栓症が発症したという先行研

検査・身体所見の結果と比較した。図 D に示すよ

究と比較するため、&29,' 患者全体の を

うに、白血球数（:%&）、'ダイマー値、凝固第 9,,,

占める 'ダイマー濃度が基準値の 1 µg/mL 以下

因子活性値（)9,,,）、YRQ:LOOHEUDQG 因子活性値

の症例（Q  ）を調査した。図 E に示すよう

（9:)5&R）、トロンボモジュリン値（70）、酸素投

に、これらの症例において、有意に高い血小板凝

与重症度（UHVSLUDWRU\VHYHULW\）は、いずれも

集体濃度が確認された。また、図 F に示すよう

スピアマンの順位相関係数が  以上であること

に、図 D に示した関係と同様に、患者の重症度と

から、最高濃度の日に測定した血小板凝集体濃度

血小板凝集体濃度の相関関係も見られた。軽症患

と統計的な関連性があることがわかった。赤血球

者と中等症患者に有意な差は見られなかったも

数（5%&）、& 反応性タンパク質濃度（&53）、フィ

のの、いずれも患者が (&02 による治療を行って

ブリノーゲン濃度（)EJ）
、クレアチニン濃度（&UH）
、

いないなど、臨床的状態が類似していることから
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を行っていないなど、臨床的状態が類似してい

ることから

図 臨床検査値との比較
D 最高濃度の日に測定した血小板凝集体濃度と臨床検査値および身体所見との比較。:%&：白血球
数、5%&：赤血球数、3/7：血小板数、$377：活性化部分トロンボプラスチン時間、3,&：血漿プラス
ミンα2プラスミンインヒビター複合体、&53：& 反応性タンパク濃度、)0&：フィブリンモノマー
複合体、&.：クレアチニンキナーゼ、$7：アンチトロンビン、37,15：プロトロンビン時間国際標準
化比、7$7トロンビン・アンチトロンビン複合体、6S2：酸素飽和度、$/7：アラニントランスアミ
ナーゼ濃度、/'：乳酸脱水素酵素濃度、)'3：フィブリノーゲン／フィブリン分解産物、9:)5&R：フ
ォン・ヴィレブランド因子活性、70：トロンボモジュリン、)9,,,：凝固第 9,,, 因子活性、7HPSHUDWXUH：
体温。E&29,' 患者で 'ダイマー値が低い（≦1μg/mL）患者（Q ）の血小板凝集体濃度。F
&29,' 患者で 'ダイマー値が低い（≦1μg/mL）軽症（Q ）、中等症（Q ）、重症（Q ）の血
小板凝集体濃度の比較（各入院患者の最高濃度で比較）。ns: p > 0.05; *: p ≤ 0.05; **: p ≤ 0.01;
***: p ≤ 0.001;****: p ≤ 0.0001. G図Fに示したデータの52&曲線。
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図 時間的モニタリング
D重症度別（軽症、中等症、重症）の血小板凝集体濃度の推移。各患者の入院中の最高重症度を重
症度分類に用い、各患者群の血小板凝集体濃度の推移を追跡した。 E 呼吸器系の重症度と血小板
凝集体濃度の比較。レベル ：コントロール、レベル ：酸素投与なし、レベル ：～/PLQ の
酸素投与あり、レベル ：/PLQ 以上の酸素投与あり、レベル ：人工肺または (&02 あり。
この結果は妥当と言える。また、この図では、'

れている血小板の過活性に対して、高解像度でよ

ダイマー値が 1μg/mL 以下の患者の もの患

り高感度で反応する。また、図 F に示したように

者に過剰な血小板凝集体が認められた。これらの

'ダイマー値が低い重症例が  例しか確認されな

結果は、'ダイマー検査では検出できなかった、

かったのは、'ダイマー検査は前述のように一般

無視できない微小血管血栓症リスクの存在を示

的には 70$ に対しての感度は低いが、患者の病状

唆していると考えられる。'ダイマー検査は、主

が重篤化した場合には検出可能であるためと説

に血栓形成の最終段階である架橋、または血栓分

明できる。つまり、図 D の 'ダイマー値と血小

解後に生成される 'ダイマーの濃度を測定する

板凝集体濃度の相関関係は、中程度の重症の場合

ことで血液凝固を評価するものであり、70$ を含

には有意であるが、軽度・中程度の場合には有意

む微小血管血栓症に対しては感度が高くないこ

ではない。最後に、図 G に 'ダイマー値が

とが知られている。一方で、我々の方法は、微小

1μg/mL 以下の低濃度の血小板凝集体濃度の 52&

血栓形成の開始と微小血栓の分解を特徴づける

曲線を示した。$8& 値がコントロールに対して大

ものである。したがって、後者の方法は、広範囲

きいことから、'ダイマー値が低い場合において

に及ぶ微小血栓形成のメカニズムとして示唆さ

も、&29,' の重症度を評価する本手法の性能が
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優れていることが示されている。

患者が入院したままであったことを反映してい



る。

時間的モニタリング



最後に、&29,' 患者の血中の血小板凝集体濃

３． 考察

度を時間的にモニタリングすることで、&29,'

&29,' 患者の血液中の循環血小板および血

患者の病態を調査した。このうち、患者のほとん

小板凝集体の大規模な画像ベースのプロファイ

どがヘパリンによる抗凝固療法を受けていた。図

リング、時間的モニタリング、および大規模デー

D は、&29,' 発症後の各患者群（軽症、中等症、

タの解析を組み合わせることで、&29,' に関連

重症）の血小板凝集体濃度の推移を示したもので

する微小血管血栓症の根本的なプロセスについ

ある。前述のように、重症度分類には、各患者の

て新たな知見が得られた。具体的には、血小板凝

入院中の最高重症度を用いた。具体的には、図に

集体の濃度と &29,' の重症度および死亡率と

示すように、軽症患者群の血小板凝集体濃度は、

の間に強い関連性があることが示された。さらに、

最初の ～ 日目にピーク（約 ％）を迎え、

血小板凝集体の濃度と 9:)5&R、)9,,,、70 レベル

その後  週間かけて徐々に低下し、 日目には軽

で特徴づけられる内皮活性化との正の相関関係

症患者全員が退院した。同様に、中等症患者群の

（図 D）は、ウイルスの宿主細胞への侵入が $&(

血小板凝集素濃度は、最初の 〜 日後にピー

受容体を介することで血管内皮に損傷を与え、内

ク（約 ％）を迎え、その後  週間かけて徐々に

皮血管機能障害や血管炎（血管の炎症）を引き起

減少し、 日後には中等症患者全員が退院した。

こすという &29,' の病態生理学的メカニズム

一方、重症患者群の血小板凝集体濃度は、最初の

について、現在広く受け入れられている理論と一

 週間でピーク（約 ％）に達した後、 週間にわ

致している。9:) は血管内皮傷害部位での血小板

たってプラトー状態を示し、その後、死亡または

の接着・凝集を仲介する因子であるため、炎症を

慢性期病院への転院となった。ここで重要なこと

介した血管内皮傷害時には大量に血中に放出さ

は、どの患者群もはじめの 〜 日は血小板凝集

れる。特に図 D、図 D に示したように、&29,'

体濃度が中程度（約 ％）であったが、続く 〜

 の重症度と関連のある血小板凝集体濃度の上

 日で濃度に変化が見られ、患者群ごとに異なる

昇を直接観察することで、9:) レベルと &29,'

予後パターンを経る一方で、退院のタイミングは

の重症度との相関に関するこれまでの報告の妥

すべての予後パターンで血小板凝集体濃度が低

当性が実証された。さらに、図 D～図 F 示した

下するという点で一致していることである。また、

結果は、最近になって提唱された &29,' の発

図に示すように、血栓症を発症した患者は、軽症・

症時に血小板が過敏に反応するというメカニズ

中等症の患者や一部の重症の患者よりも長い期

ムを裏付けている。このメカニズムは、血管炎だ

間入院していた。さらに、図 E に示すように、

けでなく、6$56&R9 と血小板との直接的な相互

〜 日目、および 〜 日目の呼吸器重症度と血

作用を介したもので、今回の研究で &29,' 患

小板凝集体濃度との間に強い相関関係があるこ

者の約 ％に見られた過剰な血小板凝集体の異

とから、血小板凝集体濃度が &29,' 患者の呼

常な存在を説明するものと思われる。また、重症

吸器の状態を示す良い指標であることを示唆し

の &29,' 患者では、肺が血小板活性化の起こ

ている。&29,' 発症後  日目以降の患者の血

る主要な部位であり、広範囲に微小血栓が発生す

小板凝集体濃度の双峰型分布は、酸素投与が必要

るという以前の報告と合わせて、肺における血小

となるレベル  および  の患者が、酸素投与が不

板と内皮細胞の同時活性化が &29,' 患者の呼

要となるレベル  にステップダウンして退院した

吸状態の悪化に密接に関与している可能性があ

ことや、人口肺や (&02 が必要となるレベル  の

り、重症の &29,' 患者の動脈酸素化と臨床転
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帰の改善に抗血小板療法が有効であると予測さ

が低かったことが挙げられる。実際、患者  人当

れる。

たりの平均測定回数は、 回（軽症）、 回（中

今回の結果から、死後の検査でしか確認できな

等症）、 回（重症）であった。最初の測定日の

かった微小血栓形成の潜在的なリスクを評価す

血小板凝集体濃度の 52& 曲線の $8& が  と大き

るためには、循環血小板凝集体の濃度と分布を測

いこと（図 H）は、一回の測定にもかかわらず、

定することが有効な手段となり得ることが示唆

本法の感度と特異性がともに高いことを示して

された。実際に、&29,' 肺炎で死亡した患者の

いる。一方で、測定頻度の低さが、測定された血

主な死因が、微小血栓による重度の毛細血管の鬱

小板凝集体の濃度の低下につながっていること

血を伴う弥漫性肺胞損傷による呼吸不全であっ

も意味している。第二に、&29,' の患者のほぼ

たことを示す剖検報告が多数存在する。また、血

全員がヘパリン系抗凝固剤治療を受けていたた

小 板 凝 集 体の 濃 度 と 酸素 投 与 の 重症 度 お よ び

め、血小板凝集体の濃度が全体的に低下したと考

6S2 値との間に強い相関関係があることから（図

えられる。したがって、抗凝固剤治療の影響を受

D図 D図 E）、我々の方法が広範囲の微小血

けないような動物モデルなどを利用し、より頻繁

栓形成を早期に検出できることが示唆された。ま

に測定することで、&29,' 患者の様々な重症度

た、図 D および図 F に示したように、血栓症と

を評価する際の画像ベースの血小板凝集素プロ

診断されなかった &29,' 患者の血管内で、&7

ファイリングの時間的分解能が向上し、したがっ

や 05, などの医療イメージングでは検出されな

て、図 D、図 F、図 D、図 E、図 F、図 E、図

かった微小血栓を形成が、我々の手法によって確

F のプロット、傾向、および相関の精度が向上す

認された。実際、&29,' 関連血栓症のメタアナ

ることが予想される。

リシスでは、スクリーニング検査の実施の有無に

この研究の制約および、それらに対する解決策

よって、静脈血栓塞栓症の発生率が大きく異なる

として以下のようなものが挙げられる。まず、本

ことが報告されている。我々の臨床診断では、血

研究の対象者はすべて東京大学医学部附属病院

栓症の発症が見逃されていた可能性があり、図 D

の入院患者であるため、選択バイアスが生じた可

に示したように、重症の場合に必ずしも血栓症の

能性がある。より一般的な結論を導き出すために

発症が確認されなかったであると考えられる。さ

は、さらに複数の病院での研究が必要である。第

らに、図 F は、&29,' 関連微小血管血栓症に

二に、今回の解析は遡及的な観察研究であるため、

おける微小血栓形成の潜在的な前駆体としての

血小板凝集体濃度が呼吸状態の悪化や微小血栓

血小板活性に対して、我々の手法が高感度であっ

の発生を予測できるかどうかについては、さらな

たことを示しており、また、'ダイマー検査が、

るプロスペクティブな研究が必要である。以上の

患者の病状の重症度が高くない場合、感度が低く

ように、本研究の手法は、呼吸不全を早期に予測

なることを示唆している。血小板凝集体の濃度と

し、人工肺管理への移行を防ぐための治療戦略を

微小血管血栓症のリスクとの関連性を直接検証

立てる上で有望であると考えられる。

するには、例えば、我々の方法と剖検の結果を比

謝辞

較するなど、さらなる研究が必要である。
&29,' 患者のうち、 の患者において、

本研究は、中谷医工計測技術振興財団研究助成

過剰な血小板凝集体が見られなかった理由とし

の支援を受けて行われました。サンプル調製にご

て、二つの要因が考えられる。第一に、軽症およ

協力いただいた .\RNR +DVHJDZD 氏と <RVKLND

び中等症の患者の測定頻度が重症の患者に比べ

.XVXPRWR 氏に感謝いたします。

て非常に低かったため、軽症および中等症の患者
の血小板凝集体の濃度の最大値を見積もる精度
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新型コロナウイルスに対する簡便・迅速な磁気揺動核酸抽出装置・試薬キットの開発



研究責任者 信州大学医学部保健学科
検査技術科学専攻
教 授  松田 和之


１． はじめに

３．成果

新型コロナウイルスによる感染や感染症の診

①磁気揺動核酸抽出装置の開発

断において PCR を主とした遺伝子検査が最初に

核酸抽出ユニットと PCR ユニットを一体化し

確立された。PCR 検査は、従来、ほぼ全ての工程

た自動遺伝子検査装置（図１A）の開発（野村メデ

でマニュアル操作を必要とする検査であり、時間

ィカルデバイス株式会社との共同開発）を行った。

と費用がかかる検査として認識されていた。近年、

本装置は、正面右側に抽出ユニット、左側に PCR

核酸抽出や増幅など各ステップの自動化が進ん

ユニットを装備している（図１B）。

でいた。PCR 反応液に阻害物質の影響を抑制する
特殊な試薬を加え抽出処理を不要とする PCR 試
薬もあるが、さまざまな性状の検体を扱う実臨床
において偽陰性等が生じていることから、精製度
の高い核酸を得るための核酸抽出処理は PCR 検
査に必須の前処理工程であるといえる。特別な装
置を用いるのではなく、患者から得た検体を無菌
的に核酸抽出処理できる簡便な装置および試薬
キットさえあれば、病院やクリニックでも PCR 検
査が即実施可能な体制を整備できる。
本研究を通した最終的な目的は、申請者らが開
発した核酸抽出法である磁気揺動機構 1)を応用し、
熟練者でなくても短時間で核酸抽出が可能な簡
便な装置および試薬キットの開発である。さらに、
それらを一体化した PCR 検査装置の開発である。

２．内容
本研究では以下の検討項目を実施した。
①磁気揺動核酸抽出装置の開発
②揺動機構によるゲノム DNA 抽出
③揺動システムにより抽出したゲノム DNA を用
いたリアルタイム PCR
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本装置の抽出ユニットの構成を図 2 に示す。本

液の混合液内に入れる。吸引・吐出後は、吸い上

装置では、磁気揺動をピペットチップ内で行うと

げた状態を維持する。上下左右に高速移動できる

いう仕様であるため、ピペットチップが装備され

磁石付きアームにより、ピペット内で磁性ビーズ

ている。そして、電動ピペットで磁性ビーズを含

を揺動する。廃液を行う際には、磁性ビーズを一

む溶液を吸引後、揺動磁石アーム（磁石付きアー

方の壁に補足する。洗浄液での処理も同様に行う。

ム）によりピペット内で揺動を行うことが可能と

最終的に溶出液を吸引し、その中でも同様に磁性

なっている。

ビーズを揺動し、磁性ビーズを補足した後、核酸
溶液をマイクロチューブ内に吐出する。

薬液カセットは、通常の抽出試薬に用いられる
溶解液、磁性ビーズ、洗浄液（2 種類）、抽出液を
分注できるように６ウェルから構成されている
（ 図 3 ）。 本 実 験 で は 、 東 洋 紡 株 式 会 社 の
MagExtractor™ -Genome-の各試薬を用いて、各
ウェルに分注して使用した。

抽出工程を図 4 に示す。ピペットチップ内で操
作するシステムである。まず、磁気ビーズと溶解

磁石付きアームを高速揺動させると、その動きに追

液を混合する。その後、検体を磁気ビーズと溶解

従してピペットチップ内の磁性ビーズが動く
（図5）
。
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また、既成の TaqMan gene expression assay

②揺動機構によるゲノム DNA 抽出
今回、溶解や吸着の揺動ステップについて、磁
石付きアームの動きを、四角状に低速で揺動する

試薬を用いたリアルタイム PCR も行ったが、こ
ちらもいずれの条件でも増幅が確認された。

条件、一定位置で高速に揺動する条件、一定位置
で低速に揺動する条件を設定して、ヒト由来培養
細胞（肺上皮細胞株 A549 を使用）からゲノム
DNA 抽出を行った（表 1）
。コントロールとして、
ホモジナイザーを用いて細胞破砕した後にマニ
ュアル操作による抽出を行った。いずれの条件に
おいてもゲノム DNA が抽出できた。抽出量につ
いては、有意差はなかったが、四角状に低速で揺
動した場合に、高濃度で抽出できる傾向があった。
一方、ゲノム DNA の純度の指標とした 260nm 吸
光度と 280nm 吸光度の比は、いずれの条件でも
2.0 前後であり、精製度の高いゲノム DNA が回
収できた。また、抽出溶液中のタンパク濃度は測
定下限、感度以下などであった。
一方、収量は、マニュアル操作による抽出濃度
に比較して 50％～80％程度であり、最適条件の
検討は今後も必要となる。

４．まとめ
磁気揺動核酸抽出ユニットと PCR ユニットを
含む自動装置を開発し、磁気揺動核酸抽出機構が
十分有用であるという結果が得られた。本成果を
もとに、さらに小型かつ簡便な磁気揺動核酸抽出
装置や試薬キット化の開発を目指したい。
③揺動システムにより抽出したゲノム DNA を用
いたリアルタイム PCR


謝辞

各条件の揺動により得られたゲノム DNA を用

本研究を遂行するに当たり、研究助成のご支援

いて、リアルタイム PCR を行った。反応試薬は、

を賜りました公益財団法人中谷医工計測技術振

THUNDERBIRD®Probe qPCR Mix （東洋紡株

興財団に深く感謝申し上げます。

式会社）を用い、ヒトアルブミン遺伝子を標的遺



伝子として表 2 のプライマー、プローブを用いて
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utilizing a zigzag motion of magnetic
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Anal Chim Acta. 2016;906:1-6.
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蛍光ペプチドを用いた新型コロナウイルスの迅速検出法の確立



研究責任者 大村智記念研究所
微生物応用化学研究室
助教授  君嶋 葵



１． はじめに

ンパク質（6 タンパク）が特異的に結合したのち、

新型コロナウイルス感染症 &29,' は、パン

宿 主 の 703566 7UDQVPHPEUDQH SURWHDVH

デミックを引き起こし、全世界感染者数  億

VHULQH に分解されることで、ウイルス外膜と

人、死亡者数  万人に達する新興感染症であ

細胞膜の融合が起きるが報告されている



。



り（ 年  月  日現在） 、世界的に迅速か
つ有効な対策が求められている。世界中への蔓
延の問題から、&29,' の実態を把握し適切な
医療を提供するためにも、診断法開発は緊急に

703566 は標的のタンパク質の数アミノ酸残基
を認識し、加水分解を触媒するプロテアーゼとし
て知られている。そこで、申請者は 703566 の 6

進める必要がある。しかしながら、医療現場で使

タンパク認識部位を模倣したクマリン含有ペプ

用可能な迅速診断系や血清抗体診断法は未だに

チドを合成し、703566 によって認識後に、加水

確立されておらず、新型コロナウイルス感染疑

分解された際に遊離するクマリンの蛍光の有無

いのある者の病原体検査は極めて困難な状況で

をウイルス検出法として利用できるのではない

ある。現状では、新型コロナウイルス検査は、精

かと着想した。すなわち、クマリン含有ペプチド

度や効率性を考慮して UHDO WLPH3&5 法が採用
されているが、検査に数時間から一日を要し、保
健所や限られた病院でのみで実施されているた
め、多くの検体を一度に処理できない問題があ

は 703566 に加水分解を受けることで蛍光が生じ
るが、より親和性の高い新型コロナウイルス存在
下では合成ペプチドは加水分解を受けないため

る。さらに、検体採取や検体保存の条件などで偽

に、蛍光が消光する。本系を利用すれば新規ウイ

陽性、偽陰性の課題もある。&29,' 感染者の

ルス検出法として利用できると考えた（スキーム

3&5 検査が陽性となる割合は高くても 程度と

）。本手法はクマリン蛍光の消失を指標にウイル



、検査結果の判断は慎重に行

スの検出を行うため、従来法の課題であった検査

う必要がある。加えて、検査には、患者の鼻咽喉

時 間 の 大 幅な 短 縮 が 可能 と な る こと に 加 え 、

考えられており

のぬぐい液を用いる必要があり、検査者にも感
染のリスクが高くなる現状がある。

２． 内容
本研究では、&29,' の迅速かつ正確な診断キ
ット開発を目的に、従来の 3&5 法に代わる新型コ
ロナウイルス検出法の確立を行う。これまでに、

蛍光プレートリーダーを用いることで一度に多

新型コロナウイルスが人体に感染する際には、細

くの検体を簡便かつ迅速に検査できることが大

胞の表面に存在する $&( にウイルスの VSLNH タ

きなメリットと考える。さらに、本検出法は唾液
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参考文献および発表論文

を検体として用いることができるため、検査者の

1) KWWSVYGDWDQLNNHLFRPQHZVJUDSKLFV

感染リスクを下げることができる。


FRURQDYLUXVZRUOGPDS
2) KWWSVZZZKFXWRN\RDFMSFRYLG

３． 成果
ウイルス検出に先立ち、まず、703566 によって
分解される基質の選定を行った。+DOO らの報告



を参考に、４つの蛍光物質を含有した基質 1
6XFFLQ\O$OD$OD3UR3KHPHWKR[\
QDSKWK\ODPLGH$&9DO$YJ3UR$YJ$0&%RF
*OQ$OD$UJ$PF=*O\*O\$UJB0&$ を調製した。
そして、703566 との反応性違いを比較することに
した。種々条件検討の結果、良好な感度で蛍光を検
出することのできる条件を見出した。


結果として、市販の蛍光基質を上回る %RF
*OQ$OD$UJ$PF を見出すことができた グラフ
１ 。以上の結果をもとに、連携研究者らと生の
ウイルスを用いて検討を行っている。


４．まとめ
蛍光ペプチドを用いた新型コロナウイルスの
迅速検出法の確立に向けて、ペプチド基質を調
製し、蛍光強度をそれぞれ検証した。検討の結
果、%RF*OQ$OD$UJ$PF が 703566 に分解さ
れて良好な蛍光性を示すことを明らかにした。


謝辞
緊急支援新型コロナウイルス感染症対策助成
プログラム採択いただきましたことに深く感謝
申し上げます。本助成により研究が進展し本成果
を見出すことができました。さらに、この研究を
発展できるよう精進したいと存じます。この場を
かりて御礼申し上げます。
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接触ネットワークを用いた効率的な外出規制スケジュールの検討



研究責任者 ニューヨーク州立大学バッファロー校 数学科
准教授  増田 直紀
  


１． はじめに

こと（例えば週周期での変化）を仮定し、標準的

 年  月  日に、ハーバード大学が、&29,'

な感染症動態を表す数理モデルの  つである

 を抑制するためのソーシャル・ディスタンシ

6,6 モデルのネットワーク版の動態（微分方程

ング（6'）は  年まで必要になりうる、とい

式で表される）を、フロケ )ORTXHW の理論を

う研究成果を発表した。今後、ロックダウンを含

用いて解析した。フロケの理論は、時間について

む厳しい 6' が再度必要になる可能性は低くな

周期的な微分方程式を、 $  純粋に周期的なダ

く、したがって、&29,' の爆発的な流行は抑

イナミクスの部分と、 %  変数値が時間に対し

えると同時に、経済活動や生活の質を最低限よ

て指数的に変化していく部分との積に分解する

りもかなり高く保つ方策が渇望されている。

方法である。変数値は、各人口クラスにおける感

 興味深いことに、パナマは、女性が火・木・

染者の割合を表す。したがって、 %  の部分が

土曜日、男性が月・水・金曜日に買い物に行って

もし指数的増幅を示すならば、感染者が（感染率

良いという規則をいち早く導入した。しかし、今

パラメータが感染しきい値の付近である場合に）

のところ、このように人と人のパターンを「工

増えて行く、したがって感染が抑えられていな

学」すること、つまり、どのような外出制限が効

い状況を示す。 %  の部分がもし指数的減少を

率的か、効率的な外出制限をどうデザインでき

示すならば、感染者が減ることを表す。このよう

るか、についてはおしなべて未知である。本研究

に分解することによって、ネットワークのどの

の目的は、効率的な外出制限のデザインである。

部分にどの時刻に働きかけるような外出制限を

外出をとにかく厳しく制限すれば、&29,' は

デザインするのが効果的であるか、について指

十分に抑圧される。本研究では、そうではなく、

針が得られることが期待されるのである。

&29,' を完全ではないが何とか抑圧し続けつ

現状では、そのような分解、感染しきい値を、

つ、経済・社会活動をなるべく拡大する方法を、

与えられた周期的なネットワークの関数として

データと数理、とくに時間変化するネットワー

表すための表式、その離散時間版、パロンドのパ

クの解析手法に基づく方法を用いて見出すこと

ラドックス、共振現象などについて、いくつかの

を目指す。

数学的な結果。定性的理解、基礎的な数値計算結
果が得られた段階である（図 ）。



２． 内容・成果
本研究期間の中で、主に、外出制限を「工学」
するために必要となる数理理論を構築した。具
体的には、ネットワークが周期的に切り替わる
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図 ：フロケ理論に基づいた感染抑制の最適化。 $ 感染動態をコードする[ブロック
からなる行列。 LM ブロックは、L日目（ 週間の中で）のネットワークがM日目のネッ
トワークに与える影響を表す。実際には、L日目の感染動態の結果がL日目にその初期
状態として伝達されることのみを仮定すればよいので、 LL ブロックのみに接触ネッ
トワークを表す行列が入り、その他のブロックはゼロ行列となる。 % ネットワークの枝を除
去していくと、縦軸で表される感染の程度の指標が小さくなる。ただし、その度合は、本提案
手法にしたがって除去する枝を順番に選択していく場合（赤の実線）の方が、他の方法を用い
て枝を除去していく場合（他の線）よりも大きい。 & 枝の除去を行ったネットワークにおけ
る感染シミュレーション。本提案手法によって枝を除去する場合（上のパネル）の方が、他の
方法で枝を除去する場合（下のパネル）に比べて、感染を抑えることができている（濃い横線
が感染状態を表す）。

３．まとめ

謝辞

本研究では、ネットワークに週の周期を持つ

本研究助成に対して、中谷財団に感謝申し上

リズムを仮定して、戦略的に外出規制を行うた

げる。

めの数理手法を確立し応用する、という目標に
向けて、1 年間でなされるべき研究の質量が達

発表論文

成されたと考える。本研究が公式には終了する

1) Naoki Masuda, Joel C. Miller, Petter

2021 年 7, 8 月には、夏の間の研究を行う博士課

Holme. Concurrency measures in the era

程学生を本研究に割り当てることができており、

of temporal network epidemiology: A

さらなる研究の発展が見込まれる。また、テスト

review.

データを準備することは、データについての規

Journal of the Royal Society Interface, 18,

制や前処理にかかるコストの観点から簡単では

20210019 (2021).

ないが、一定の進捗を見ている（前処理が行われ
ている最中である）。本助成期間中には、アメリ
カの National Science Foundation （日本の科
研費の研究費が大きい項目にだいたい対応する）
に、本研究の後継と位置づけられる研究提案が
採択され、開始しつつある。そこでは、本研究成
果を受けて、さらなる理論開発やデータによる
実装等を行う計画である。
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6$56&R9 のパラレル  本鎖 51$ をターゲットとした新型コロナウイルス検査法の開発



研究責任者 九州工業大学 工学研究院
物質工学研究系
教 授  竹中 繁織
  


１． はじめに

図 $ に示した 6SLNH タンパク質が利用されてい

新型コロナウイルス（Q&R96$56&R9）

る に対する抗体によるイムノクロマトによる迅

の感染症 &29,' が世界的に広まっている。

速診断が期待されるが、51$ 変異により 51$ ウイ

世界保健機構 :+2 がパンデミック（世界的大流

ルスの表面抗原が変化するために難しい（新型コ

行）だと公式に宣言した。コロナウイルスは 51$

ロナウイルスに感染していたかどうかを調べる

ウイルスである。51$ ウイルスは変異し易く、こ

,J*,J0抗体の検査法は実現されている）。最近、

れによってウイルスの表面構造が刻々と変化す

比較的変異の少ないヌクレオカプシド・タンパク

る。従ってヒトの免疫系を掻い潜り重篤化するし、

質抗原をターゲットとしたイムノクロマト診断

何度も感染する可能性がある。このような 51$ ウ

が開発されてきているが、精度が低いため確定診

イルスの診断のためには、51$ ウイルスの変わり

断のためにはリアルタイム 3&5 57T3&5 による

えない構造をターゲットにする必要がある。迅速

51$ ウイルスに特徴的な 51$ 遺伝子量によって診

診断を考えると 51$ ウイルス特有のタンパク質

断が行われているのが周知の事実である。
一方、51$ ウイルスの 51$ には、51$ が変異し
ても遺伝子制御が正確に行われる機構が存在し
ている。この一つが  本鎖 51$ 構造である。この
 本鎖 51$ はパラレル型と呼ばれる特徴的な構造
である。新型コロナウイルスに対しても特徴的な
パラレル  本鎖 51$ が存在することが明らかにな
ってきている  。この特徴的な構造を高感度で検
出できれば、リアルタイム 3&5 より迅速でイムノ
クロマトより精度の良い手法を実現できると期

図１．6$56&R9 の構造 % *カルテット &
パラレル型  本鎖 51$ 構造 申請者が設計
合成した 1', 本鎖核酸のうちパラレル
型のみに強く結合 本研究で設計する分子
F)1' パラレル  本鎖 51$ に結合して電位
は変化して 6$56&R9 のパラレル  本鎖
51$ 量に従って電流値が増加すること期待
している

待される。
本研究では、申請者がこれまで提案してきた電
気化学的遺伝子検出手法とパラレル型  本鎖 51$
検出プローブを組み合わせた新型コロナウイル
スの電気化学的検査法を実現することを目的と
する。図に設計分子 F)1' の例を示した。
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２． 内容

ンカー長が短いことに起因している。この長さを

申請者は、 本鎖核酸に特異的に結合できる環

保ったまま電気化学活性基であるフェロセンを

状ナフタレンジイミドの開発を行ってきた  。特

導入する。この考えに従って設計した分子を図に

に図  に示した F1', は通常の  本鎖構造とし

示した。合成 F)1' 誘導体の最適化と性能評価に

て知られているハイブリッド型に比べパラレル

より目的とする検出系を実現できると考えてい

型に強く結合することが明らかとなった。また、

る。特に設計分子はパラレル  本鎖 51$ に結合す

申請者は、フェロセンを導入したナフタレンジイ

ることによって電位が変化すると期待される。本

ミド誘導体を用いた目的遺伝子の電気化学的検

研究では、図２に示した F)1' を設計合成した。

出法を行ってきた  。最近ではヒトの染色末端に

F)1' は環状リンカー側鎖内に導入したもので

あるテロメア '1$ の伸長活性を示すテロメラーゼ

F)1' は F)1' に比べ炭素数を  個短くしたもの

（癌のマーカーとして知られる）活性を間接的に

である。

検出できるシステムを開発して電気化学的癌診
断法を開発してきた  。また。ごく最近環状フェ

N
O

ロセン化ナフタレンジイミド誘導体を合成して 

N

H
N

O

O

O

本鎖核酸の電気化学的検出に成功した  。申請者
O

ためにはパラレル  本鎖 51$ 構造を識別できる環
修飾を実現する必要がある。この機能を同時に実

電位は 9 付近で変化し、また、 本鎖核酸
への結合によっても電位が変化すと期待される。
これはフェロセンの置かれたミクロ環境下に依
存することが明らかになっている。フェロセンに
化学的に連結する際の官能基によっても電位を

O

N
H

N

O
N

O

N
H

O

cNDI2

図 ２ ． 本 研 究 で 設 計 合 成 し た F)1' 誘 導 体 
F)1' の化学構造．

状ナフタレンジイミドと電気化学的活性部位の

った。このような誘導体のフェロセンの酸化還元

O

Fe

O

O

cNDI1

標とした電気化学的検査法の確立を目指す。この

討によって関連した誘導体 F)1'  の合成を行

N

N

とによって新型コロナウイルスの  本鎖 51$ を指

図  に設計分子 F)1' を示したが、合成経路の検

N

H
N

Fe

が行ってきたこの二つの研究を組み合わせるこ

現できることによって本研究目的を実現できる。

N

ごく最近、6$56&RY9 ゲノム上の *51$ に関
して詳細研究された論文  は報告された。図３に
示したように 6$56&R9 のゲノム上に * 形成可
能配列がゲノム解析より見出されており、特に
5*、5*、5*、5* はそれぞれヌクレオカプ
シド タンパク質（1 ）、非構造タンパク質 
（1VS）、スパイク糖タンパク質（6）のコード配
列（&'6）領域に位置し、これらの 51$* 形成は、
6$56&R9 のこれらのタンパク質の機能を調節

ある程度期待どおりに変化できる。このような
F)1' の特性を活かして最適プローブの設計・合成
を行い、基本的な電気化学的挙動に関して検討し
た。


３． 成果
すでに環状ナフタレンジイミドのリンカー長
を短くすることによってパラレル 51$ への結合能
が増大し、他の構造のハイブリッド型  本鎖には
結合しないことを明らかにした。この選択性はリ

図３．6$56&R9 のゲノムとターゲットとして期
待される * 配列．5* と 5* が候補とし
て期待される  ．
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している。従って、これらの部位は 6$56&R9 の

0.6

生存に重要な部位であるため変異は起こりえな
0.4

い。本論文では、5* と 5* の *51$ 構造をタ
Current / A

ーゲットとした薬剤の開発を目的としている。本
研究では、これらの部位の検出を目的として、
F)1' と 5* と 5* との相互作用を検討した。
F)1' は、ナフタレンジイミド部位を有するの
で  QP 付近に吸収極大を有する。この部位が

する（淡色効果） 。従って、F)1' の水溶液
への 51$ 添加による吸収極大の変化をモニタリン
グすることにより結合挙動を解析することがで
きる。

(a)

-0.2

-0.6
-0.1

によって結合すると期待される。これによってナ


0

-0.4

* 51$ の *カルテットとスタッキング相互作用
フタレンジイミド部位の吸収極大が大きく減少

0.2

(b)
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Potential / V

図５．パラレル * FP\F 電極を用いた F)1' D
および F)1' E のサイクリックブルタモグ
ラム：条件：40µM F)1'P0$F2+
$F2.ZLWKP0.&O

 の 5* と 5* に強く結合することが明らかと

図４に F)1' への 5* または 5* 添加に伴う

なったので F)1' の電気化学的挙動を検討した。

吸収スペクトル変化を示した。F)1' は、5* ま

5* に共通するパラレル * 構造を有する F

たは 5* 添加によって と大きな淡色効果を

P\F 修飾電極での電気化学挙動を調べた。図５に

示した。スペクトル変化を用いた 6FDWFKDUG 解析

F)1' のサイクリックボルタモグラムを示した。





によっていずれも   0 以上の結合定数とこれ

電位をプラス側とマイナス側に掃引したときに

ら *51$ に強く結合することが明らかとなった。

フェロセンの酸化還元反応に伴う電流値が得ら

F)1' に関しても同様であったが、パラレル型 *

れた。F)1' の ( はそれぞれ 9、9

構造選択性が高い F)1' に関して更に検討を行っ

であった。このことは、F)1' が * パラレル構

た。

造に結合して電気化学的応答を示すことを示し

このように期待したように F)1' は 6$56&R9

ている。F)1' は、* パラレル構造は無い場合
よりも若干電位がプラス側にシフトすることが

(a)

(b)

識別できる可能性を示している。また、F)1' の

0.15

Absorbance

0.15

Absorbance

示された。これは * 結合を電位シフトによって

0.2

0.2

0.1

フェロセン部位付近の化学構造は変化していな
いのに F)1' よりも F)1' の方がより正側にシフ

0.1

トしていた。これは、環状リンカー長の短くなっ
た F)1' の方がフェロセン部位とナフタレンジイ

0.05

0.05

ミドとが近接していることを示唆しており、より
酸化還元反応が起こりやすくなっていることを

0
300 350 400 450 500

0
300 350 400 450 500

Wavelength / nm

Wavelength / nm

示唆している。
電極上の * 量は、サブピコモルであると考え

図４．6$56&R9 に特徴的なパラレル * 構造を
有する 5* D または 5* E  μ0 の
非存在下、存在下での μ0F)1' の吸
収 ス ペ ク ト ル ． 条 件 ：  P0 7ULV+&O
S+ 、P0.&O．

られるので本結果から最低でのサブピコモルの
検出が可能であると期待される。
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４．まとめ

参考文献および発表論文
 5=KDQJ;.H<*X+/LQ;6XQ

ELR5[LY-XQ
'2,  新 型
コロナウイルスのゲノム 51$ 上のどのよう
にパラレル  本鎖構造が存在するかについ
て調べられた論文。これ以外のも最近にな
って数多く報告されている。その中心は 
本鎖 51$ をターゲットとした薬の開発に注
がれている。
 < (VDNL 0G 0 ,VODP 6 )XMLL 6
図６．F)1' と * パラレル構造との複合体
のコンピューターモデリング．

6DWR 6 7DNHQDND &KHP &RPPXQ 
  

図６に今回設計合成した F)1' とパラレル *

 .+DUDJXFKL66DWR0+DEX1<DGD

構造との複合体のコンピューターモデル図を示

0+D\DNDZD27DNDKDVKL,<RVKLRND

した。期待したように * カルテット平面とナフタ

. 0DWVXR . 7RPLQDJD 6 7DNHQDND

レンジイミド環とが効果的にスタッキング相互

(OHFWURDQDO\VLV  

作用されている。また、フェロセン部位も * スペ

 .0RUL66DWR0.RGDPD0+DEX2

ーサーに対して立体障害もなく結合すると期待

7DNDKDVKL 7 1LVKLKDUD . 7RPLQDJD

される。本研究では、6$56&R9 の 5* と 5*

6 7DNHQDND &OLQ &KHP  
 

に F)1' が強く結合することができて電気化学的
応用を示すことを明らかにした  。また、サブピ

 6 .DQH\RVKL 7 =RX 6 2]DNL 5

コモル以下の検出感度を持つ可能性を示すこと

7DNHXFKL $ 8GR 7 1DNDKDUD .

ができた。さらなる検討によって以下の手順によ

)XMLPRWR 6 )XMLL 6 6DWR 6

る最終的な検査システムを確立できると考えて

7DNHQDND&KHP(XU-  
 & =KDR * 4LQ - 1LX = :DQJ &

いる。

:DQJ-5HQ;4X$QJHZ&KHP,QW

１）検体（鼻咽頭ぬぐい液・唾液など）から 51$
成分を抽出する（すでに 57T3&5 用に精製キ

(G  創薬を目指した新型

ットが市販されている）

コロナウイルスのゲノム 51$ のパラレル 
本鎖構造と * 結合分子との相互作用解析。

２）検出試薬を加えて溶液に電極を入れて電位を

 67DNHQDND3RO\PHU-

かけて流れる電流を検知する。

 

３）電位によって特異性、電流によって量を定量

 6 .DQH\RVKL 6 6DWR 6 7DNHQDND

化する。

XQSXEOLVKHGGDWD
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共同研究者の佐藤しのぶ准教授、金好秀馬君に
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れました。
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屋内空間エアロゾルに存在するウイルス粒子の高度検出機器システムの開発



研究責任者 高知大学 医学部 環境医学
特任教授  荻野 景規
  


１． はじめに

された。粒径等の特徴を見出すには、今後の症例

新型コロナウイルスは、同一空間内での感染リ

の蓄積が必要である。インフルエンザウイルスの

スクが非常に高いことから、エアロゾルを介した

実験では、検体運搬用の不活化液が、57T3&5 の

感染経路が想定される。病院や高齢者施設等での

検出力を低下させる可能性が判明した。乾燥時間

集団感染を抑制するためには、空間のエアロゾル

等、他要素の影響についても今後検討し、フィル

に存在するウイルス粒子を継続的にモニタリン

ター内のウイルス量を正確に把握する手法をさ

グする必要があるが、その手法は確立されていな

らに追求していく必要がある。最後に、エアロゾ

い。

ルに結合するタンパク質の再解析では、一部がニ
トロ化されたヒトアルブミンが検出された。我々

２． 内容

はエアロゾルとアルブミンとの結合が肺胞から

長崎大学呼吸器内科、金沢大学ウイルス感染症

体内への侵入を促進する知見も得ていることか

制御学との共同研究を開始し、長崎大学病院に入

ら、新型コロナウイルスのエアロゾル感染の分子

院した患者室に設置されたナノサンプラー,, の

機序とも関連している可能性があると考えられ

各径で採集されたエアロゾルに対して新型コロ

た。この知見は国際誌 $WPRVSKHULF 3ROOXWLRQ

ナウイルス 3&5 キットによる検出試験を開始した。

5HVHDUFK ,) に掲載された  。

また金沢大学より譲渡されたインフルエンザウ
イルスを用いて、フィルターに噴射し乾燥した後



４．まとめ

に、再度フィルターからのウイルスを検出する場

新型コロナウイルス感染症では、感染経路が不

合の最適な方法を模索した。さらに新型コロナウ

明なケースが多い。その原因として、多くのウイ

イルスの外殻タンパク質である 6１蛋白とエアロ

ルスを排出する無症候性感染者の存在が問題と

ゾルが特異的に結合吸着されることが、コロナウ

なっている。無症候性感染者を見つけるために、

イルスの肺胞からの侵入を容易にしているとの

エアロゾル中の粒子とウイルスの結合を利用し

仮説をたて、エアロゾルに結合するタンパク質の

たウイルスの検出法の開発が急がれる。

再解析を行なった。

謝辞
３． 成果

この研究に協力いただいた、長崎大学呼吸器内

 年度の新型コロナウイルス感染症患者５

科尾長谷靖准教授、金沢大学ウイルス感染症制御

名を解析した。3&5 の &7 値からエアロゾルに新型

学市村宏教授、産業医科大学第  内科荻野学芳助

コロナウイルスに含有されている可能性が示唆

教には､感謝申し上げる次第である。
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W\URVLQHQLWUDWHG KXPDQ VHUXP DOEXPLQ
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6 タンパク質結合人工抗体を用いたコロナウィルス濃縮法および抗原検査法の開発



研究責任者 名古屋大学 大学院工学研究科
生命分子工学専攻
准教授  林 剛介
  


１． はじめに

３． 成果

 年現在、未だに世界中で新型コロナウイ

6 タンパク質に対して 75$3 ディスプレイ法

ルスは猛威を奮っており、パンデミックは収ま

を行うことで、わずか１週間のうちに  種類以

る気配がない。ワクチン接種により、一定の抑制

上の 6 結合モノボディの取得に成功した。各モ

効果は見られているものの、今後新たな変異株

ノボディクローンを大腸発現にて作製し、親和

の出現によってワクチンの効果減衰が懸念され

性測定をおこなったところ、いずれも Q0 前後の

ている。治療薬の開発は遅れており、また 3&5 検

値を示し、非常に高い親和性で 6 タンパク質に

査や抗原検査の高感度化についても未だに発展

結合することが明らかとなった。異なるエピト

途上の段階にある。

ープに結合するクローンが存在したため、サン
ドイッチ (/,6$ による 6 タンパク質の好感度検

２． 内容

出にも成功した。また、$&( と 6 タンパク質の

本研究では、新型コロナウイルスの表面タン

相互作用を阻害するクローンも得られ、培養細

パク質である 6 タンパク質に結合する人工抗体

胞へのウイルスの感染を阻害する中和活性も確

（,J* 抗体よりも分子サイズが  程度と小さ

認された。実際のウイルスに結合することが明

く、大腸菌発現による作製が可能で、標的タンパ

らかとなったため、患者由来のウイルスをモノ

ク質に結合することが可能なタンパク質）を開

ボディにより濃縮し、3&5 検査の感度を上昇させ

発することで、新型コロナウイルス感染症の治

ることに成功した。


療薬および診断法の確立を目指した。これまで
に  種類以上の人工抗体骨格が開発されている

４．まとめ

が、本研究ではヒトフィブロネクチン由来の「モ

本研究により、新型コロナウイルスを高い結

ノボディ」を用いることとした。6 タンパク質結

合能で認識する人工抗体を迅速に取得可能であ

合モノボディの取得には、当研究室で以前開発

ることが明らかとなった。複数のエピトープを

された試験管内分子選択法である 75$3 ディスプ

認識するクローンの取得も達成できたため、今

レイ法を用いた。得られたモノボディに対して、

後これらのクローンを用いて高感度な抗原検査

LQYLWUR でのアッセイに加えて最終的には患者

キットの作製が可能になると期待される。また

由来の新型コロナウイルスを用いた試験まで行

現在は変異株に結合するクローンも得られてき

った。

ており、新たなパンデミックに迅速に対応可能



なプラットフォーム技術を確立できたと考えら
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れる。これらの研究成果は、学会や論文 



によ

って国内外に発信している。
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皮膚と接触する部分で使用可能なウイルス吸着，不活化材料の開発



研究責任者 東京農工大学
グローバルイノベーション研究院
教 授  村岡 貴博
  


１． はじめに

２． 内容

簡便かつ安全にウイルスを吸着、不活化する

アニオン性表面を持つウイルスを吸着するた

材料は、感染症の拡散防止に有効である。一方、

めに、カチオン性の親水部を持つ人工トランス

可逆的に不活化、活性化することのできる動的

ポーター脂質をデザインした。ウイルスの細胞

な吸着材料は、ウイルスの活性状態での捕獲、保

サイズベシクル内への封入を実現するために、

存を可能にし、その取り扱い方法を拡大すると

ウイルスの細胞内侵入経路のひとつであるエン

ともに、新たなアッセイ方法の開発につながる

ドサイトーシスに注目した – 。細胞膜表面への

基盤となりうる。数多くのウイルス吸着材料が

ウイルスの吸着を起点とし、膜のベシクル内部

開発されている中で、可逆的に不活化、活性化す

への陥入型変形を伴うプロセスである。細胞膜

ることを可能にする材料、技術はいまだ限定的

をはじめとする脂質二分子膜の変形は、直接的

である。

に膜曲率を変化させる機序



と、膜表面積を変

本研究では、細胞膜を構成するリン脂質を基

化させる機序  が知られる。本研究では、後者の

盤とする細胞サイズベシクルを用いて、その内

アプローチに着目した。このウイルス侵入経路

部への包摂によるウイルスの不活化と、再放出

から着想し、類似のプロセスによるウイルス取

による活性化を可能にする新材料の開発に取り

り込みを可能にする材料の開発を行った  。

組んだ。ウイルスが細胞内部へ侵入するメカニ
ズムを模倣し、ウイルスと接着する部位と、可視

３． 実験方法

光に応答して膜を変形する機械的運動部位を有

人工トランスポーター脂質の合成

する人工トランスポーター脂質をデザインした。

1LWUREHQ]DOGHK\GH を原料とし、テトラヒド

開発した人工脂質は、静電相互作用によりウイ

ロフラン、水の混合溶媒中でトリブチルリンと

ルスを吸着するとともに、光に応答して大きな

反応させた。室温で１２時間反応させた後、水を

膜変形を誘導し、細胞サイズベシクル内部への

加え、塩化メチレンで抽出した。抽出液を濃縮

ウイルスの封入を実現した。本材料は、従来技術

後、得られた混合物をシリカゲルカラムクロマ

では困難な、ウイルスを活性を保持したまま、感

ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て 精 製 し 、 ELV 

染性を抑えつつ取り扱うことを簡便かつ安全な

QLWURSKHQ\O HWKDQHGLRO を得た。

操作で可能とするものであり、ウイルスの新た
な取り扱い技術を提供する。

%LV QLWURSKHQ\O HWKDQHGLRO を
エタノール、水の混合溶媒に溶解させた。反応溶
液中に鉄、塩化アンモニウムを加え、２時間加熱
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図１ 人工トランスポーター脂質とリン脂質から構成される脂質二分子膜と、光照射による膜変形

した。冷却後、反応混合物に水を加え、塩化メチ

れたアミノ化アゾベンゼン誘導体をヨードメタ

レンによって抽出した。抽出液を濃縮し、得られ

ンによってメチル化することにより、カチオン

た混合物を再結晶し、ELV DPLQRSKHQ\O 

性親水部を持つ人工トランスポーター脂質を合

HWKDQHGLRO を得た。

成した。

%LV DPLQRSKHQ\O HWKDQHGLRO を

合成中間体ならびに人工トランスポーター脂

ジメチルホルムアミドに溶解させ、低温で水素

質の分子構造は、精密質量分析、核磁気共鳴分光

化ナトリウムと反応させた。室温に戻し、アジド

法によって確認し、決定した。

ブロモアルカンを加え、５時間反応させた。水を
加え、酢酸エチルを用いて抽出した。抽出液を濃

細胞サイズベシクルの作成

縮し、得られた混合物をシリカゲルカラムクロ

細胞サイズベシクルは、静置水和法によって

マトグラフィーによって精製し、アジド化ジア

作成した。クロロホルムとメタノールの混合溶

ニリン誘導体を得た。

媒中に、リン脂質と人工トランスポーター脂質

アジド化ジアニリン誘導体を塩化メチレンに

を溶解させた。窒素ガスの吹付けにより、混合脂

溶解させ、酸化剤と反応させた。５時間反応後、

質の薄膜を作製した。減圧乾燥の後、水を加え、

反応液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグ

水和することで、リン脂質と人工トランスポー

ラフィーによってアジド化アゾベンゼン誘導体

ター脂質から成る細胞サイズベシクルを得た。

を得た。
アジド化アゾベンゼン誘導体をテトラヒドロ
フランに溶解させ、トリフェニルホスフィンを

 細胞サイズベシクルへのウイルス吸着
と光照射による封入

加えた。１５時間反応後、水を加え、さらに１０

リン脂質と人工トランスポーター脂質から成

時間反応を行った。得られた混合物を濃縮し、シ

る細胞サイズベシクルに対し、トリスバッファ

リカゲルカラムクロマトグラフィーによって精

ー中に分散させたバクテリオファージウイルス

製し、アミノ化アゾベンゼン誘導体を得た。得ら

を加えた。一時間静置後、青色光を照射し、遠心
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図２ エンドサイトーシス型ベシクル膜陥入によるファージウイルスの封入と膜崩壊による再放出
細胞サイズベシクルの光膜変形

分離により非吸着ウイルスを分離した。

得られた人工トランスポーター脂質とリン脂

４． 結果

質の混合物から成る細胞サイズベシクルは、可

人工トランスポーター脂質の光応答性

視光照射によって膜を大きく変形させ、陥入さ

人工トランスポーター脂質の中心骨格を形成

せることが位相差顕微鏡観察から示された。こ

するアゾベンゼン部分は、光に応答して異性化

の現象は、ベシクルの内部体積と膜表面積の関

することが知られる。実際に、本研究で開発した

係から近似的に理解することができる。膜陥入

人工トランスポーター脂質も、青色光と緑色光

によって、ベシクルの内部体積は増加する。一

に可逆的に応答してシス体、トランス体間で異

方、ベシクル外膜を構成する分子数は減少する。

性化することが紫外可視吸収スペクトル測定か

この体積増加と分子数減少の両立には、一分子

ら示された。

あたりの専有面積の増加が必要条件となる。人

高速液体クロマトグラフィー解析から、青色

工トランスポーター脂質とリン脂質の混合物を

光照射によって が異性化することが示され

用いて、ラングミュア膜を作成し、一分子あたり

た。その後、緑色光を照射することで、以上

の分子専有面積を測定した。その結果、青色光照

が逆反応を示したことから、高い効率で可逆的

射により、分子専有面積が増加することが示さ

に光異性化することが確認された。

れた。人工トランスポーター脂質の、光に応答し
て膜表面積を拡張する機械的運動が、膜陥入を

 人工トランスポーター脂質とリン脂質

引き起こしたと考えられる。

の細胞サイズベシクル作成と光応答性
静置水和法による人工トランスポーター脂質
とリン脂質の混合物から成る細胞サイズベシク
ルの形成を、位相差顕微鏡観察により確認した。

 光照射によるウイルスの取り込みと再
放出
人工トランスポーター脂質とリン脂質の混合

紫外可視吸収スペクトル測定から、脂質二分子

物から成る細胞サイズベシクルに対し、バクテ

膜中の人工トランスポーター脂質も可視光に応

リオファージウイルスを加えたところ、膜表面

答した異性化を示すことが確認された。高速液

へのウイルスの吸着が見られた。顕微鏡観察下

体クロマトグラフィー解析から、青色光照射に

で青色光を照射すると、膜変形が誘起され、膜陥

よってが異性化することが示された。

入によるウイルスのベシクル内部への輸送が確



認された。
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ベシクル内部への封入による、ウイルスの感



0L\DXFKL..LP</DWLQRYLF2

染性抑制効果を評価した。用いたファージウイ

0RUR]RY90HOLN\DQ*%+,9HQWHUV

ルスは、大腸菌に対して感染する。感染性を定量

FHOOV YLD HQGRF\WRVLV DQG G\QDPLQ

評価した結果、光照射前に比べて、光照射後は感

GHSHQGHQWIXVLRQZLWKHQGRVRPHV &HOO

染性が約半減した。その後、トリトン ; を用い

–

てベシクル膜を破壊することで、封入したウイ



3HWHU % - .HQW + 0 0LOOV ,

ルスを再回収することができ、感染性も回復し

* HW DO %$5 GRPDLQV DV VHQVRUV RI

た。このことから、エンドサイトーシス型膜変形

PHPEUDQH FXUYDWXUH WKH DPSKLSK\VLQ

を利用したウイルスのベシクル封入と感染性抑

%$5 VWUXFWXUH 6FLHQFH  –

制、さらに膜溶解による再回収と活性回復が確



認された。





<DQDJLVDZD0,PDL07DQLJXFKL7
6KDSHGHIRUPDWLRQRIWHUQDU\YHVLFOHV
FRXSOHG ZLWK SKDVH VHSDUDWLRQ 3K\V

４．まとめ

5HY/HWW

本研究において、光照射によってウイルスの
吸着、再放出を可能にするエンドサイトーシス



内田紀之 笠勇之介 村岡貴博 人工膜

型膜変形材料の開発に成功した。吸着、再放出に

変形素子の開発光応答性分子機械を用い

よって、ウイルスの感染性抑制と、再発現を制御

たエンドサイトーシスのようなベシクル

することが可能となる。温度変化などを必要と

分裂第  回高分子学会年次大会+

しない本材料は、ウイルスを安全に取り扱う新
たな手法を提供するものである。
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人工呼吸器の運用とそれに伴う様々な処置・ケアを包括的に扱える
生体反応を呈示する看護シミュレータの開発


研究責任者 北海道大学大学院情報科学研究院
助教授  小水内 俊介
  


１． はじめに
2020 年の前半，新型コロナウイルス感染症の治
療においては，緊急かつ大規模に人工呼吸器が必
要とされた．本来，その操作には習熟を要する高
度な機器だが，従来から必ずしも潤沢な訓練環境
は整っていない．また，人工呼吸器を必要とする
患者は併せて痰吸引などのケアも必要となり，ケ
ア提供者の負担は大きい．それに加えて，いずれ
の処置も患者の咳を誘発するため，患者-看護師間
の飛沫感染防護のためにシールドボックス（図 1）
やビニルカーテンなどが導入されつつあり，処置
の難易度を高めている．症状が悪く活性が低い場
合には，さらに気管切開，経管栄養，体位変換な
どの処置・ケアも必要となる．これらの処置・ケ
アはコロナ禍に限らず平時においても稀なこと
ではなく，さらに在宅医療の浸透に伴い医療従事
者でない家族もケアを担いうる．周期的な感染拡
大の継続や別の感染症の流行に備え，人工呼吸器
の運用に伴う様々なケアに対応できる人材の育
成は，喫緊でもあり長期的にも有益である重要な
課題である．
本研究では，我々がこれまで痰吸引手技にフォ
ーカスして開発してきた「手技に対する生体反応
を呈示する看護シミュレータ」1)の技術を基盤と
して，人工呼吸，感染防護，痰吸引，経管栄養，
体位変換の訓練機能を備えた看護シミュレータ
を開発する．

図  飛沫感染防護器具（コムネット）

２． 内容
これまで我々が開発してきた看護シミュレー
タは，看護シナリオや痰吸引処置に応じてバイタ
ルサイン（+56S2），顔色・表情，咳嗽反射など
の生体反応を呈示でき，仰臥位と側臥位の体位変
換も可能である  ．本研究では，人工呼吸，感染
防護，経管栄養の機能をこの優先順で実装する．
すなわち，これらの処置にも応じて患者模型の生
体反応が変化するように連携させる．教育ツール
として，習熟度の評価や模範手技の予習などもで
きることが望ましいが，それらの機能は痰吸引に
関して個別に開発中 



である．本研究では，ユ

ーザが繰り返し使用して試行錯誤しながら技能
習熟するためのツールの開発に課題を絞る．
人工呼吸器については，主流製品のうち一つを
レンタルし，そのインタフェース（ボタンやモニ
タ，操作内容など）や酸素供給機能を調査のうえ，
模擬装置を独自開発して再現する．インタフェー
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スは実物の厳密な再現を旨とするが，酸素は実際
に送るのではなくその流量制御情報を再現し，生
体反応アルゴリズムと共有する．これにより，高
価な人工呼吸器の実物が無くても同品質の体験・
教育を提供しうることに本研究の価値がある（た
だし社会実装の際は意匠権などを考慮する）．模
擬装置のインタフェースは必ずしもすべて物理
的な実装に限定せず，$5（$XJPHQWHG5HDOLW\，拡
張現実）映像の併用により将来的な製品変更への
対応や情報連携を柔軟にする．$5 映像提示のため
図  人工呼吸器の模擬装置の概観

にはゴーグル型デバイスを必要とするが，今後定
着するであろうフェイスシールドを想定すれば
違和感はないと言える．
飛沫感染防護対策は，コロナ禍初期においては
透明なビニールやアクリル板を用いたシールド
ボックスの自作が試みられていたが，周期的な感
染拡大が一年以上続いた今日では話題に上らな
くなり，陰圧室やガウン（個人防護具）が主流と
なった．もっとも，個室規模の設備の導入・運用
や，ガウン脱衣時のウイルス飛散・付着などとい

図  人工呼吸器の '&* モデル

った難点から，依然防護方法の充実が求められる．
本研究では，基本的には処置の妨げとなるシール

３． 成果

ドボックスを設置する．この機能の導入により，

人工呼吸器の模擬装置の開発
人工呼吸器の模擬装置は，主流製品のうち比較

防護器具存在下での処置の訓練だけでなく，より

的新しいモデルである 1.9 を対象とした．模

良い防護器具の開発・運用に資する．
経管栄養は，看護シナリオにおいて人工呼吸や

擬装置では，スタンドに取り付けられたタブレッ

痰吸引，体位変換などを踏まえた適切な順序やタ

ト端末（図 ）に *8,（*UDSKLFDO8VHU,QWHUIDFH，

イミングでの処置が重要である．しかし，通常は

ボタンやモニタ，操作内容など）を表示するとと

実施時間が長く訓練は容易でない．本研究では，

もに，タッチ操作を読み取ることで，操作パネル

生体反応がデジタルに制御できることを利用し，

の挙動を再現した．また，タブレット端末の周囲

計測された滴下速度に応じて数十分後の生体反

に模擬対象製品の外観を（$5 ゴーグル越しに）重

応を呈示する．明示的に時間を飛ばすことで，経

畳表示するための '&* モデルを作成した（図 ）
．

管栄養の処置に対する反応をすぐに知ることが

実物の厳密な再現としては想定以上の達成度に

でき，極めて高い訓練・教育効果が期待できる．

至ったが，使用時の意識が専ら *8, に向くことか

各機能の統合にあたり，ユーザテストはひとま

ら，模擬装置としてはタブレット端末単体でも高

ず看護師経験のある共同研究者により実施する．

い再現度が得られた．
開発に際しては，依然人工呼吸器の需要が高く，

コロナ禍以前には，我々は毎年，看護師・看護学
生を募って開発機器の試用実験を行っており，将

機種によらず調達に時間を要した．このため，人

来的にはそのような機会にもユーザテストを実

工呼吸器の酸素供給情報と看護シミュレータの

施する．
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図  飛沫感染防護具存在下での気管内吸引手技
の全身動作計測（右：シールドボックス設
置の外観，左：動作計測データの可視化）
生体反応情報との連携および人工呼吸器操作の

図  経管栄養訓練機能の実装

訓練上の記録のための仕様・アルゴリズムは策定
できたものの，十分な実装には至っていない．
飛沫感染防護器具の開発
飛沫感染防護器存在下での処置の訓練機能の
評価および防護器具開発の知見を得るための実
験として，市販のアクリル板を用いたシールドボ

図  経管栄養訓練機能による患者モデルの

ックスを導入し，気管内吸引手技の全身動作計測

表情変化

を行った（図 ）．看護師経験のある共同研究者を
対象として，様々な吸引方法（閉鎖式気管内吸引
開放式気管内吸引，シールドボックス無し手窓
側からアプローチ開放部側からアプローチなど）
の組み合わせを実施・分析し，手背移動距離など
に着目して防護器具による処置の妨げ具合を定
量的に評価した．そのうえで，効果的な感染防護
の在り方を検討・提案した．この成果を学会にて
口頭発表した  ．これにより，より良い防護器具
の開発・運用に資することとした目標はひとまず

ものだけでなくその変化量が，本シミュレータの
内蔵マイコンへ出力される．これにより，経管栄
養における直接的な操作量である投与速度に基
づいた評価が可能である．本シミュレータが呈示
する生体反応（殊に表情）のアルゴリズムに，投
与速度の寄与を設定することで，例えば胃食道逆
流による誤嚥リスクが想定されるシナリオにお
いて，あらかじめ設定された留意すべき水準より
投与速度が早すぎた場合，苦痛度が増大し，図 
に示すように，患者は徐々に苦痛の表情に変化し

達成された．

ていく．この成果を学会にて口頭発表した  ．こ

経管栄養訓練機能の開発
本シミュレータに経管栄養の訓練機能を導入
するため，図  に示すように，腹部に胃ろうチュ
ーブを挿入するとともに，ベッドサイドに標準的
なスタンド，胃ろうボトル，点滴チューブなどを
配置した．胴体内部の胃ろうチューブ先端からは，

れにより，緩徐な投与を要する経管栄養の訓練に
おいて，途中経過を短縮して生体反応を呈示する
ことで，訓練機会の充実に寄与しうるとした目標
は十分に達成された．
各機能の統合とユーザテストほか
人工呼吸器の模擬，飛沫感染防護手法の評価，

別のチューブがスタンド基部へ伸びており，デジ
タルスケール（はかり）に載った排液ボトルに接
続される．デジタルスケールからは，投与量その

経管栄養訓練機能の導入は，それぞれ独立に実施
され，人工呼吸器模擬の遅れもあり，各機能の統
合運用には至っていない．しかしながら，これま
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でのところ各機能が干渉する要素はほとんど無

ZKLFK ([KLELWV 9LWDO 5HDFWLRQV (67(

いように留意して実装されたため，今後期待され

SIM,”

る大々的なユーザテストに備え，開発・整備を継

$XWRPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 9RO 1R

続する．なお，本研究の開発段階におけるユーザ

SS―

,QWHUQDWLRQDO

-RXUQDO

RI

テストは，計画通り看護師経験のある共同研究者

 長内ほか“気管内吸引技術における動作

の協力のもと実施した．また，少数人員での実験

分析を用いた習熟度評価の検討 ～前屈

の記録のため，ドローンによる追尾撮影や配信機

姿勢、手背移動、停留、1$6$7/; を指標と

材の活用を試みた．

して～”日本小児呼吸器学会雑誌（採択

 本研究が対象としている看護シミュレータは

済み）

等身大マネキンをベースとしているが，派生プロ

 6 .RPL]XQDL et al., “An immersive
QXUVLQJHGXFDWLRQV\VWHPWKDWSURYLGHV

ジェクトとしてフル $5 による看護シミュレータ


も開発されており ，生体反応の呈示や患者モデ

H[SHULHQFH RI H[HPSODU\ SURFHGXUHV

ルの変化に関する技術を共有している．その知見

IURPILUVWSHUVRQYLHZSRLQWZLWKKDSWLF

も踏まえ，違和感を抑える患者モデルの生成手法

feedback on wrist,” The 2020 IEEE/SICE

に関する試みを口頭発表予定  である．

,QWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP RQ 6\VWHP
,QWHJUDWLRQ 0R& SS  ― 



４．まとめ



本研究では，我々がこれまで開発してきた「手

 コリーほか“手背移動量測定による気管

技に対する生体反応を呈示する看護シミュレー

内吸引時の飛沫感染防護方法の比較”北

タ」の技術を基盤として，人工呼吸，感染防護，

海道"児保健研究会令和  年総会・学術総

痰吸引，経管栄養，体位変換など複数の訓練機能

会講演 

を備えた看護シミュレータを開発した．また，動

 小水内ほか“気管内吸引，体位変換およ

作確認・試験運用としてのユーザテストを実施し，

び経管栄養の訓練が可能な生体反応を呈

その成果を複数の学会にて発表した（または発表

する看護教育シミュレータ”ロボティク

予定である）
．

ス・メカトロニクス講演会 
―

今後は，十分な実装・統合に至っていない人工
呼吸器の模擬を完成させ，我々がコロナ禍以前に

 木村ほか“触感を伴う拡張現実映像を用

毎年行っていた看護師・看護学生を募ってのユー

いた気管内吸引シミュレータのための気

ザテストにおいて，本シミュレータの実用評価お

道模型の開発”日本機械学会ロボティク

よび普及を図る．

ス・メカトロニクス講演会 3)
―

謝辞

 木村ほか，“$595 看護シミュレータのた

本研究の実施にあたり，中谷医工計測技術振興

めの馴染みや自然さを考慮した患者モデ

財団新型コロナウイルス感染症対策助成プログ

ルの構成方法” 第  回日本バーチャル

ラム 助成番号：=  のご支援をいただき

リアリティ学会大会，―（発

ました．ここに深く感謝の意を表します．

表予定）




参考文献および発表論文
 S. Komizunai et al., “An Interactive
(QGRWUDFKHDO

6XFWLRQLQJ

6LPXODWRU
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長期間の対外式人工心肺使用の安全性を改善する凝固管理手法の開発



研究責任者 名古屋大学医学部附属病院
救急科
病院助教授  春日井 大介
  

１． はじめに

症例を対象として、出血のリスクとなる血液検
査結果の変動を調査した。

新型コロナウイルス感染（COVID-19)のパン
デミック化が世界的な問題となってきている。
COVID-19 が重症化した場合、人工呼吸管理だ

３． 成果

けでなく、対外式人工肺（ECMO)を用いて「肺

 症例を対象として抽出した。年齢 ±

を休める治療（lung rest)」が必要になる。一般

歳9$(&02 例  、99(&02 例  で

的な急性肺炎と異なり、COVID-19 の場合は治

あり、導入背景は、呼吸不全  例  、ショ

療期間が長期化するため、いかに合併症を少な

ック  例  、(&35 例  だった。(&02

く治療を完遂できるかが重要である。ECMO に

日数中央値は    日で、 例 ％）が出

よる合併症は主に 1. 処置に伴うもの, 2. デバ

血イベントを経験し、内容は輸血を要する刺入

イス使用に伴う感染, 3. 凝固障害による出血・

部出血  例 、脳出血  例 、胸

血栓形成である。ECMO ではカテーテルから人

腔内出血  例 だった。多変量ロジステ

工肺までに血栓が形成することによる血栓症の

ィック回帰分析では (&02 日数は出血と関連した

リスクと、回路内凝固亢進による消費性凝固障

25 >@ S が、導入背景

害、全身での線溶系亢進による出血のリスクが

との有意な相関は無かった S  。多変量混

発生する。従来式の ECMO の管理では抗凝固薬

合効果線形回帰モデルを用い、出血イベントの

としてヘパリンの投与を行い、APTT などモニ

有無と検査値トレンドの交互作用を検討したと

ターとして使用しているが、凝固亢進状態や線

ころ、出血性合併症モニタリングの指標として、

溶亢進は評価できない。より詳細な凝固機能検

総直接ビリルビン、$/3、γ*73、,15、&53 の

査として、トロンボエラストメトリーが注目さ

トレンドは出血群と非出血群で有意な差を認め

れている。しかし本検査は保険適応外であり、有

た SIRULQWHUDFWLRQ 一方、$377 比、

効活用するためにはどのようなタイミングで使

血小板数、フィブリノゲン、'GLPHU、)'3 のト

用すべきかを検討する必要がある。

レンドは両群で有意な差はなかった。


２． 内容

４．まとめ

長期間の ECMO 使用の安全性の改善を評価

本研究により ECMO 患者の中で出血のハイリ

するために、出血・血栓症リスクを既存の指標が

スク群の特徴が明らかとなり、既存の凝固機能検

どの程度有用かを調べた。名古屋大学医学部付

査では出血のリスクは予見できないことが示さ

属病院にて 2016 年~2020 年に入院した ECMO

れた。今後は出血のハイリスク群に対して、トロ

- 81 -

ンボエラストメトリー等を用いた詳細な凝固機
能検査の有用性を調べる研究へと展開していく
予定である。

参考文献および発表論文
日本集中治療医学会第 5 回北海道支部学術集会
(2021 年 9 月)にて成果報告予定
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敗血症早期発見・管理のための非侵襲中心静脈血中酸素飽和度計測システムの臨床評価 



研究責任者 公立小松大学 保健医療学部
医工学研究分野
准教授  野川 雅道
  


１． はじめに

用いた小型化が可能な光計測機器として研究開
発を進めている．

新型コロナウイルス感染症（&29,'）による

測定原理は，広帯域（～QP）の反射型光

肺炎の重症化として「敗血症」となり集中治療室
での治療が必要となる場合がある



電脈波を計測し，そこで得られるスペクトルデ

．敗血症は

ショックや臓器障害により死に至ることもあり，

ータに対して，生体組織（散乱体）への適用が可

早期発見や発症後の管理が必要となる．敗血症

能な光伝搬理論（光拡散理論など）を当てはめ，

は多臓器の感染症による代謝異常による静脈血

複数の未知の血液成分の体積分率を推定する方

酸素飽和度の低下などで確認される．

法である



．ここで血液や組織などの光学特性

ここでは，敗血症の早期発見・管理に有効で，

（吸収・散乱係数）は既知であり，パルスオキシ

医師や看護師などの取り扱いが容易な非侵襲モ

メータに使用される光電脈波の拍動成分だけで

ニタとして近赤外光を用いた中心静脈血中酸素

は無く，非拍動成分に含まれる静脈血酸素飽和

飽和度（6Y2）モニタの臨床評価・研究開発を行

度や組織内血液量など複数の未知パラメータ

うことを目的としている．

（体積分率）を最適化法により推定を行う．

２． 内容

３． 成果・まとめ

&29,' による肺炎はパルスオキシメータ

健常者において 6Y2 計測が可能であったこと

（動脈血中酸素飽和度計測装置）を用い早期発

から（Q ）
，慢性閉塞性肺疾患（&23'）などの肺

見が可能とされている．その中で重症化し敗血

疾患患者を対象に実験を進めている．

症になる患者が存在するが，定期的に敗血症ス



クリーニングである T62)$（①呼吸数≧分，

謝辞

②精神状態の変化，③収縮期血圧≦PP+J の

本研究の一部は，公益財団法人 中谷医工計測

うち， つ以上を満たす）を実施する必要があり，

技術振興財団「緊急支援 新型コロナウイルス感

患者が急増した際には対応が困難になる．そこ

染症対策助成プログラム」より助成を受けたも

で提案する 6Y2 モニタが利用できれば重症化の

のであり，ここに記して謝辞とします．

早期発見に寄与できると考えられる．
ここで提案する 6Y2 モニタは，近年，容易に

参考文献および発表論文

入手可能となった小型分光器（&0$，浜松ホ

 $OKD]]DQL:HWDO  6XUYLYLQJ

トニクス株式会社，日本）や広帯域 /(' 光源を

6HSVLV &DPSDLJQ *XLGHOLQHV RQ WKH
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0DQDJHPHQW RI $GXOWV ZLWK &RURQDYLUXV
'LVHDVH  &29,'  LQ WKH ,&8
&ULWLFDO &DUH 0HGLFLQH    H–
H
 野川雅道，血中酸素飽和度の測定方法，公
開番号 

- 84 -



胸骨圧迫中の電動ファン付き呼吸用防護具の保護効果に関する研究
（&29,' パンデミックに当たって）


研究責任者 名古屋大学医学部附属病院
救急科
病院講師  後藤 縁
  


１． はじめに

テストが不要で使用に慣れていない者でも安全

新型コロナウイルス（6$56&R9）による感染

に使用できる点、再利用が可能な点も利点である。

症である新型コロナウイルス感染症（&29,'）

しかし、一般に 3$35 は医療機器ではないため、医

は、急速に拡大し世界的な脅威となっている。

療従事者の使用を前提としておらず、医療処置中

&29,' の診療において、医療従事者の感染を予

に保護効果が維持できるかについてのエビデン

防 す る た め 、 適 切 な 個 人 防 護 具 （ SHUVRQDO

スは十分でない。特に胸骨圧迫は、前述の通り施

SURWHFWLYH HTXLSPHQW 33(）の着用が必須であ

行者の身体が激しく動くため、通常の作業以上に

る。6$56&R9 はエアロゾルによる感染も生じる

リークが生じる可能性はある。

ことが知られ、エアロゾルが発生する処置

そこで本研究では、&29,' 患者の診療を念頭

（DHURVROJHQHUDWLQJSURFHGXUHV$*3V を行う

に、特に医療従事者の身体活動が大きい胸骨圧迫

際は、空気感染予防策が必要である。心肺蘇生に

中の電動ファン付き呼吸用防護具（3$35）の保護

おいて重要な処置である胸骨圧迫も、$*3V の一つ

効果を検証すること、より安全かつ実診療に適し

であることが示されている。

た使用を明らかにすることを目的とした。

空気感染に対応する代表的な 33( は 1 マスク
である。1 マスク使用前には、フィットテスト

２． 内容

を行い、適切なサイズ・方法で着用するが、医療

単施設（名古屋大学医学部附属病院）における

者の顔面や頸部は処置に伴ってしばしば動くた

シミュレーション研究であり、参加者は 3$35 を

め、マスクの形状や位置にずれが生じ得る。特に

装着した状態で、シミュレータに対し胸骨圧迫を

胸骨圧迫は、患者の胸部を  回分の速さ

行った。目標症例数は  例とした。対象者は、当

で FP 圧迫するという激しい身体活動が生じる

研究施設の医療従事者であり、） 歳以上であ

処置であるため、1 マスクのリークが発生する

る者、）$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ あるいは

リスクは高まる 

日本救急医学会の認定した一次あるいは二次救



。

一方、電動ファン付き呼吸用防護具（SRZHUHG

命研修を修了している者とした。

DLUSXULI\LQJUHVSLUDWRUV3$35）は、電動ファ

3$35 は、大風量形で半面形（ハーフマスク）の

ンの送風によりマスク内を陽圧とするため、顔と

面体から構成される、WLJKWILWWLQJ3$35 の一種

マスクの間に隙間が生じた場合にもマスク内へ

である %/6（興研株式会社、日本）を用い、

粉塵を漏れ込ませず、エアロゾルに対するより高

フィルタは %/$ を使用した（図 ）
。保護効果

い保護効果を有する 33( とされている。フィット

の 指 標 と し て は 、 VLPXODWHG ZRUNSODFH
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SURWHFWLQJIDFWRU6:3) を用いた。環境中の粒

等）、参加者による着脱の簡単さ、装着中の快適さ

子数をマスクの内側の粒子数で割ったものを )LW

の評価とした。


)DFWRU と呼び、その値が高い程、呼吸用保護具の
保護効果が高いことを示す。胸骨圧迫を行ってい

３． 成果

る間の )LW )DFWRU を 6:3) と定める。6:3) 測定

―結果―

は、労研式マスクフィッティングテスター 07

 年  月から同  月にかけ、 名が研究に

8 型（6,%$7$、日本）を使用し、環境中（マスク

組み入れられた。参加者の年齢の中央値は  歳

の外側）と、マスク内側

（,45 ）、女性が ％（ 名）であった。

の粒子数を測定した。

%0, の中央値は （,45）
。参加者の

参加者は、研究者の

職種としては、医師が ％（ 名）、看護師が ％

監督のもと、3$35 を装

図 3$35（%/6 お
よびフィルタ）

（ 名）、その他が ％（ 名）であった。

着し、装置が正常に動

主要評価項目の結果を表  に示す。％（ 名）

作することを確認した

の参加者において、胸骨圧迫セッション中の 3$35

後、以下に示す間隔で

の保護効果が低下した（即ち 6:3) が  未満に

シミュレータを用いた

低下した）。保護効果が低下した割合は、 回目、

胸骨圧迫を行った。

 回目、 回目のセッションにおいて、それぞれ



％（ 名）
、％（ 名）、％（ 名）であ

＜シミュレーションにおける胸骨圧迫の間隔＞

った。

胸骨圧迫  分→休憩  分→胸骨圧迫  分→休憩 
分→胸骨圧迫  分

副次評価項目について、機器のトラブル（装着
している 3$35 が外れる、故障する等）を生じた例

参加者は、シミュレーション終了後に、3$35 の

はなかった。シミュレーション終了後に行ったア

着脱の簡単さ、快適さや呼吸困難感、視野や会話

ンケート結果を表  に示す。3$35 の着脱が困難だ

に妨げがあるか等についての質問（アンケート）

と感じた参加者はほとんどいなかった一方、参加

に  段階で回答した。

者の ％（ 名）が声を出してコミュニケーショ

主要評価項目は、胸骨圧迫セッション中に保護

ンをとることが難しいと感じ、％（ 名）は他

効果が低下（即ち 6:3) が  未満に低下）した

の人の声が聞こえにくいと回答した。しかし大部

参加者の割合とした。副次評価項目は、機器のト

分の参加者（％）は、実際の蘇生の際に 3$35 を

ラブル（装着している 3$35 が外れる、故障する

使用できそうだと回答した。

表 主要評価項目および副次評価項目，＊結果は Q  で表記．



保護効果が低下した割合

6:3) 

全体



  

 回目のセッション



  

 回目のセッション



  

 回目のセッション
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表 質問（アンケート）への回答，＊結果は Q  で表記．

 段階での回答 

質問







3$35 の着衣（着ける操作）は難しいと感じましたか？

  

  

  

3$35 の脱衣（外す操作）は難しいと感じましたか？

  

  



視野は妨げられましたか？

  

  

  

呼吸が苦しいと感じましたか？

  

  

  

不安や焦りを感じましたか？

  

  

  

会話（声を出してコミュニケーションをとること）が

  

  

  

他の人の声が聞こえにくいと感じましたか？

  

  

  

顔や皮膚に痛みを感じましたか？

  

  

  

胸骨圧迫がしにくいと感じましたか？

  

  

  

  

  

  

難しいと感じましたか？

実際の蘇生の際に使用できそうだと思いましたか？


―考察―

が起こることが知られているため、着脱の簡便
さは利点である。

これまでに、胸骨圧迫中の WLJKWILWWLQJ
3$35 の保護効果についての報告はないため、私

アメリカ心臓協会は、&29,' の感染が疑わ

たちはその効果、特に胸骨圧迫中の身体の動き

れる患者に対する心肺蘇生についてのガイド

が保護効果に与える影響について検証した。

ラインを公表している  。その中で「医療従事

7LJKWILWWLQJ3$35 は、胸骨圧迫中に十分な保

者は、空気感染および飛沫感染のいずれにも対

護効果を維持できず、多くの参加者でシミュレ

応できる 33( を装着して、蘇生にあたるべき」

ーション中の 6:3) が  未満に低下するとい

とされているが、具体的な 33( の種類やレベル

う結果であった。7LJKWILWWLQJ3$35 を使用し

については言及されていない。今後は、心肺蘇

た場合、6:3) の中央値は  と高い値ではあ

生を行う際の適切な 3$35 についても議論がさ

ったが、胸骨圧迫による激しい動きは、マスク

れるべきである。

と顔の間に緩みを生じさせ、リークが発生する

４．まとめ

ことで十分な防護を妨げることが示された。
一方、装着している 3$35 が想定外に外れた

7LJKWILWWLQJ3$35 は、胸骨圧迫中に十分な保

り、故障したりするようなトラブルは生じなか

護効果を維持できなかった。この研究結果は、

った。これには WLJKWILWWLQJ3$35 が、外付け

WLJKWILWWLQJ3$35 の保護効果は、身体の激しい

のバッテリーやホースなどを持たない、シンプ

動きにより影響を受けることを示した。&29,'

ルな構造であることが寄与していると考えら

をはじめとした空気感染を生じる疾患が疑われ

れた。また WLJKWILWWLQJ 3$35 は着脱が容易

る患者に心肺蘇生を行う際、医療従事者が用いる

であり、本研究のアンケート調査でも 3$35 の

呼吸保護具のレベルについて、ガイドラインの改

着脱が困難だと感じた参加者はほとんどいな

訂やそのためのさらなる研究が必要である。

かった。過去の研究から、33( を脱衣する際に
コンタミネーションが生じることが多く、感染

- 87 -

発表論文
本研究結果は、以下の論文に発表した。
$P-(PHUJ0HG-XQ
GRLMDMHP



参考文献
 6KLQ+2K-/LP7+.DQJ+6RQJ</HH
6&RPSDULQJWKHSURWHFWLYHSHUIRUPDQFHV
RI  W\SHV RI 1 ILOWHULQJ IDFHSLHFH
UHVSLUDWRUVGXULQJFKHVWFRPSUHVVLRQV$
UDQGRPL]HG VLPXODWLRQ VWXG\ 0HGLFLQH
%DOWLPRUH 

  H

KWWSVGRLRUJ0'

 +ZDQJ6<<RRQ+<RRQ$.LP7/HH*
-XQJ.<HWDO1ILOWHULQJIDFHSLHFH
UHVSLUDWRUV GR QRW UHOLDEO\ DIIRUG
UHVSLUDWRU\ SURWHFWLRQ GXULQJ FKHVW
FRPSUHVVLRQ $ VLPXODWLRQ VWXG\ $P -
(PHUJ

0HG  

KWWSVGRLRUJMDMHP

 (GHOVRQ'36DVVRQ&&KDQ36$WNLQV'/
$]L] . %HFNHU /% HW DO ,QWHULP
*XLGDQFH IRU %DVLF DQG $GYDQFHG /LIH
6XSSRUWLQ$GXOWV&KLOGUHQDQG1HRQDWHV
:LWK 6XVSHFWHG RU &RQILUPHG &29,'
)URP WKH (PHUJHQF\ &DUGLRYDVFXODU &DUH
&RPPLWWHH DQG *HW :LWK 7KH *XLGHOLQHV
5HVXVFLWDWLRQ $GXOW DQG 3HGLDWULF 7DVN
)RUFHVRIWKH$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ
&LUFXODWLRQ

  HH

KWWSVGRLRUJFLUFXODWLRQDKD
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/$03 法による増幅判別のための可視化薬の検討とその精度管理に関する研究



研究責任者 岐阜医療学大学
保健科学部臨床検査学科
准教授  永井 慎



研究報告内容が特許出願中の内容に関わることから報告なしといたします。（事務局）
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非接触酸素飽和度測定を組み込んだ感染者スクリーニングシステムの開発



研究責任者 東北大学大学院工学研究科
技術社会システム専攻
准教授  杉田 典大



１． はじめに

精度を向上させることができると考えられる。

ウイルス感染症の拡大予防には、簡便かつ非接

VPG を用いて SpO2 を計測しようとする試みは、

触な方法で感染の可能性のある人をスクリーニ

これまでも報告されている 4)。しかし、多くの場

ングすることが重要である。ウイルスに感染して

合、測定部位とカメラの距離が極めて近かったり

いるかどうかを判断する際には、PCR 検査のよう

周辺光が安定していたりするなど、理想的な環境

な遺伝子検査が必要であるが、ウイルス感染の影

下で計測を行っていた。また、SpO2 の推定値を算

響 が 呼 吸 器系 に 現 れ る場 合 、 血 中酸 素 飽 和 度

出する際に、接触式センサで得られる真値を利用

（SpO2）にも兆候が現れる可能性が高い。もし、

した補正が必要な場合があり、これらの手法をそ

これを非接触で手軽に計測することができれば、

のまま感染者のスクリーニングに用いることは

ウイルス感染症のスクリーニングに用いること

できない。さらに、VPG の生成に関しては、身体

が可能である。SpO2 は、体内に十分な量の酸素が

全体が心拍に同期して揺れることで生じる

行き届いているかどうかを定量的に確かめるこ

ballistocardiogram 由来成分と、皮下に含まれるヘ

とのできるパラメータであり、動脈血中の総ヘモ

モ グ ロ ビ ン 変 化 に 応 じ て 生 じ る

グロビンのうち酸素と結合したヘモグロビンの

photoplethysmogram 由来成分が混在しているとさ

占める割合を表す。

れ て い る が、 測 定 原 理か ら 明 ら かな よ う に 、

我々のグループでは、これまで、非接触で生体

ballistocardiogram 成分は SpO2 の推定精度を低下

の状態をモニタリングするための手法として、ビ

させる要因として働く可能性があるため、除去す

デ オ 映 像 か ら 抽 出 で き る 映 像 脈 波

ることが望ましい。また、近年の研究では、皮下

（videoplethysmography: VPG）の研究を行ってき

組織の機械的変形が VPG の生成に大きく関与し

た 1)-3)。前述の SpO2 は指尖部などに装着したセン

ている可能性があるとする報告もあり 5)、VPG の

サで得られる光電容積脈波から求められるため、

みでは SpO2 を測ることはできないのではないか

原理的には VPG を用いて非接触に SpO2 を推定す

としている論文も存在する 6)。これらのことから、

ることが可能である。

SpO2 を非接触で精度よく計測するためには、これ

本研究の目的は、VPG の原理を利用して、計測
対象者の SpO2 を非接触で精度よく測定するため

らの影響因子を特定し、除去する手法の確立が必
要である。

の手法を確立することである。この手法が確立で

本研究では、映像から SpO2 を推定する手法の 1

きれば、発熱を調べるためのサーモグラフィ検査

つである Shao らの先行研究 7)に着目した。この手

と組み合わせることで、感染者のスクリーニング

法では、VPG の脈動成分を画像の平均輝度である
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𝐼𝐼out (𝜆𝜆)
𝐴𝐴𝜆𝜆 = − log10 (
)
𝐼𝐼in

直流成分を使って正規化しており、皮膚に対する
光の当たり方の違いなどに対してロバストな計
測が可能であると考えられる。一方で、SpO2 の算

(1)

出には個人毎に真値を使った補正が必要である

ここで、拍動によって血管径がd だけ厚くなるこ

という問題があるため、本研究ではこの課題を解

と で 吸 光 度 が A だ け 増 加 し 、 反 射 光 強 度 が

決することを目指し、VPG による SpO2 推定で生

Iout()だけ減少したと考えると、以下の式が成り

じるバイアス誤差の原因を調査した。

立つ。
𝐼𝐼out (𝜆𝜆) − 𝛥𝛥𝐼𝐼out (𝜆𝜆)
𝐴𝐴𝜆𝜆 + 𝛥𝛥𝐴𝐴𝜆𝜆 = − log10 (
)
𝐼𝐼in

２． 原理と実験
２．１ 原理
一般に、SpO2 を測定するためには接触式のパル

(2)

スオキシメータを用いて、赤色光と近赤外光の

(1)式と(2)式の差分をとり、マクローリン展開によ

LED からなる発光部と透過光を測定する受光部

る近似を用いることで、以下の式が導かれる。

の間に指を挟むことで測定を行う。酸化ヘモグロ
ビン（HbO2）と還元ヘモグロビン（Hb）に対する

𝐼𝐼out (𝜆𝜆) − 𝛥𝛥𝐼𝐼out (𝜆𝜆)
𝛥𝛥𝐼𝐼out (𝜆𝜆)
)≅
(3)
𝐼𝐼in
𝐼𝐼out (𝜆𝜆)

なっており、赤色光（640–780nm）でのモル吸光係

𝛥𝛥𝐴𝐴𝜆𝜆 = − log10 (

数は Hb が HbO2 よりも大きい一方、近赤外光

(3)式の分母と分子はそれぞれ、反射光の DC 成分

（780nm–2500nm）でのモル吸光係数は HbO2 の方

と AC 成分（図２）に相当するので、以下のよう

が Hb よりも大きい。したがって、血液中の酸素

に表すことができる。

光の波長とモル吸光係数の関係は図１のように

濃度が低下すると HbO2 濃度が低下し、赤色光と
𝛥𝛥𝐼𝐼out (𝜆𝜆) 𝐴𝐴𝐴𝐴𝜆𝜆
=
≡ 𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝜆𝜆
𝐷𝐷𝐷𝐷𝜆𝜆
𝐼𝐼out (𝜆𝜆)

近赤外光の吸光度の変動比である SpO2 が変化す
る。

(4)

(3)式と(4)式は、波長の光を入射した時の脈動（血
管径の変動）による吸光度の変動Aが、反射光の
変動成分 ACを直流成分 DCで正規化した nAC
で近似可能であることを示している。ここで、異
なる 2 つの波長1、2 における nACの比である正
規化 AC 比 RnAC を、以下のように定義する。

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ≡
図１：光の波長とモル吸光係数

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝜆𝜆1 𝐴𝐴𝐴𝐴𝜆𝜆1 /𝐷𝐷𝐷𝐷𝜆𝜆1
=
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝜆𝜆2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝜆𝜆2 /𝐷𝐷𝐷𝐷𝜆𝜆2

(5)

さらに、波長の光に対する Hb 及び HbO2 のモル

次に、VPG から SpO2 を推定する方法について

吸光係数をそれぞれ𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆)、𝜀𝜀HbO2 (𝜆𝜆)とすると、

説明する。皮膚に強度 Iin、波長の光を入射した

Lambert–Beer の法則及び SpO2 の定義から、以下

ときの反射光強度を Iout()とすると、Lambert–Beer

の関係式が導かれる。

の法則 8)より、吸光度 Aは以下で表される。
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 =

𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆1 )−𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆2 )𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆1 )−𝜀𝜀HbO2 (𝜆𝜆1 )+{𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆2 )−𝜀𝜀HbO2 (𝜆𝜆2 )}𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

グは、マイクロコンピュータ（mbedLPC1768）を

(6)

用いてトリガー信号を入力することにより制御
した。また、実験は、環境光の影響をなくすため

以上より、異なる 2 波長1、2 における VPG から

暗室内で実施した。

算出した RnAC を(6)式に代入することで、SpO2 の

表１：カメラの撮影設定

値を推定することができる。ただし、VPG を用い
て SpO2 を推定する場合には、𝜀𝜀Hb (𝜆𝜆)や𝜀𝜀HbO2 (𝜆𝜆)に
誤差が生じるため、SpO2 の真値を使って補正を行

う必要がある。


本実験は、東北大学大学院工学研究科人を対象
とする研究に関する倫理委員会の承認を得て実
施した。
２．３ 解析

図２：$& 成分と '& 成分
２．２ 実験環境
前述した手法の精度を確認するために、被験者
3 名を対象とした実験を実施した。図３に、実験
のセットアップを示す。

図４：赤色光 5HG 及び近赤外光 1,5 による
93* 取得

図３：実験セットアップ


実験では、波長 630nm の赤色 LED と波長 850nm

図４のように、取得した画像群を偶数フレーム

の近赤外 LED を 50ms 毎に交互に光らせることに

と奇数フレームとに分けることで、赤色光（Red）

よって、異なる 2 波長の光を被験者の顔に照射で

を照射した顔画像と近赤外光（NIR）を照射した

きるようにし、20cm 離れた位置のビデオカメラ

顔画像とを分離する。その後、画像内で関心領域

（浜松ホトニクス社製、ORCA-Flash4.0 V3）で撮

（ROI）を設定し、各フレームにおける ROI 内の

影を行った。本実験におけるカメラの撮影設定を

ピクセルの平均輝度値を算出することで異なる

表 1 に示す。LED 点灯及びカメラ撮像のタイミン

波長の照射光による VPG を取得する。
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続いて、人間の心拍動が 1 Hz であることを考

被験者の顔における ROI の範囲と照射する LED

慮して、カットオフ周波数 2Hz を持つ 3 次のロー

の強度をそれぞれ変えた場合のバイアス誤差の

パスバタワースフィルタを VPG 信号に適用する。

変化を調べた。

その後、10 秒毎に時間窓で切り出し、各窓内にお

図７は、ある被験者について、3 つの異なる ROI

ける AC 成分の平均値を DC 成分の平均値で除す

（図６）から得られた VPG を使って SpO2 を推定

ることで正規化した変動成分 nACを求める。この

した場合のバイアス誤差である。この結果より、

処理を赤色光 VPG と近赤外光 VPG それぞれに行

鼻と口のみを含む領域よりも顔の下半分を全て

うことで、異なる 2 波長1 と2 における nACが

含む領域を ROI として使った方が、誤差が小さく

求まり、さらに正規化 AC 比 RnAC の値が求まるた

なることが分かる。これは、部位の違いも関連を

め、10 秒ごとに SpO2 の推定値を算出することが

しているが、ROI に含まれるピクセル数が大きく

できる。

関係している可能性がある。すなわち、ROI が大
きいほど得られる情報量が多くなり、結果として
VPG の S/N が改善されると考えられる。

３． 結果
３．１ 実験１
実験１では、前述の手法による VPG からの
SpO2 推定精度を確認した。実験では途中で息止め
を行い、意図的に SpO2 を変化させてもらった。
図５に、ある被験者の SpO2 推定値と実測値の
相関図を示す。この結果から分かるように、推定
値は実測値と相関の関係があり（相関係数 0.90）
、

図６：52, の違い

推定した SpO2 が実際の血中酸素飽和度を反映し
ていることが示された。一方、推定値にはバイア
ス誤差がのっており、この被験者の場合は約 4.4％
のバイアス誤差が生じていた。他の被験者におい
ても、同様の傾向がみられ、相関係数は平均で約
0.74、バイアス誤差は平均で約 4.5%であった。

図７：52, の違いと SpO2 推定のバイアス誤
差
一方で、ROI に含まれるピクセル数が大きくな
るほどバイアス誤差のばらつきが大きくなるこ

図５：ある被験者の 6S2 の真値と推定値


３．２ 実験２

とが分かった。これは、ROI を大きくすることで、
顔の中で照射光が十分に当たっていない箇所（顔

実験２では、実験１でみられた誤差について、

の陰影）や顔以外の背景の一部を ROI に含めてし
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まう可能性が高まり、被験者の顔が僅かに動いて

VPG によって得られる SpO2 推定値をパルスオ

ROI にこれらの領域が含まれた際に精度が大き

キシメータから得られる SpO2 真値と比較した結

く低下するためであると考えられる。

果、両者の間には相関がみられるが、バイアス値

次に、LED 照射光の強度を調整して、ROI 内の

に誤差が生じていることが分かった。このバイア

平均輝度を変えたときのバイアス誤差の変化を

ス誤差に関連する要因を調べるため、VPG を取得

示したものを図８に示す。ROI は、鼻と口（正方

する際の ROI と、顔に照射する LED 光強度を変

形）の領域で統一した。この結果から分かるよう

化させる実験を実施した結果、ROI 内の面積が大

に、ROI 内の平均輝度の違いによって、バイアス

きくなるほどバイアス誤差は小さくなるが、逆に

誤差の大きさやばらつきに大きな差はみられず、

ばらつきが大きくなることが分かった。さらに、

皮膚に当たる光の強さはバイアス誤差に大きな

照射する LED 光強度の違い自体は、バイアス誤

影響を及ぼさないことが確認できた。これは、今

差にほとんど影響を与えないことが分かった。

回用いた手法において、VPG の脈動成分を画像の

最後に、本研究における今後の課題について述

平均輝度である直流成分を使って正規化してい

べる。1 つ目の課題は、適切な ROI 選択手法の確

る効果であると考えられる。

立と、照射光源の見直しである。今回の実験では、

一方、今回の実験では LED 照射光の強度はい

ROI を大きくすることでバイアス誤差を低減させ

ずれの被験者に対しても同じように変化させて

られる可能性を示したが、逆に誤差のばらつきが

いるが、図８の結果では、被験者によっては ROI

大きくなってしまった。これは、前述したように、

内の平均輝度が異なっている場合がある。この原

顔の陰影が大きく関連している可能性がある。特

因としては、ROI 内の平均輝度が被験者の皮膚の

に、今回のようにビデオカメラの周辺４箇所に面

色や鼻の形状などによって影響を受けるためで

型の LED 照明を配置すると、赤外光と近赤外光

はないかと考えられる。

の VPG において僅かに陰影の差が生じてしまう。
このため、今後はリング型の LED などを用いて、
この差をなくすようにすべきである。
2 つ目の課題は、被験者の動きに強い手法の確
立である。VPG はその原理から、被験者が動くと
波形が乱れてしまい、結果として SpO2 の推定精
度が低下してしまう可能性がある。動きによって
VPG 波形が乱れてしまうのは、ROI 内に含まれる
皮膚領域が変化してしまうことが原因であると
考えられるため、ROI 内に含まれる皮膚領域がで


図８：52, 内の平均輝度と SpO2 推定のバイア

きる限り変化しないような領域追跡手法を適用
し、SpO2 の精度向上を図るべきである。また、フ

レーム毎に画像の特異値分解を行って輝度特

ス誤差

徴の近い領域同士を自動的に抽出するアルゴ
リズム 9)など、顔認識に依らない対象領域選択
手法の適用なども検討すべきである。

４．まとめ
本研究では、ビデオカメラから得られる顔の映

3 つ目の課題は、照明などの周囲光の影響抑制

像を解析することにより、完全非接触な計測で

である。本実験では、周囲光の影響を考慮しない

SpO2 を推定する手法を確立することを目的とし

で済むように暗室で撮影した被験者の顔映像を

た。

使用したが、感染症のスクリーニングなどで非接
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9) W. Wang, et al., “Full Video Pulse Extraction,”

触 SpO2 計測を行う場合には、周囲光の影響を考
慮しなければならない。この課題に対しては、映

Biomed. Opt. Exp., 9(8), 2018

像内の背景情報を利用する等の対処法が考えら
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新型コロナウイルス抗体検査による侵襲性の高い処置における術前スクリーニング
に関する研究
―発熱外来（帰国者・接触者外来）受診者、&29,' 入院患者での成績を
コントロールに


研究代表者 三田市民病院   
事業管理者・院長 荒川 創一
研究分担者 同上       
    副院長 中村  晃
臨床検査科次長 岩井 智行
同    係長 中務 雄介
  


１． はじめに

ある手術、言い換えればエアロゾルが発生する

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、

リスクがある手術）および②局所麻酔下の手術

無症状病原体保有者が少なくないとされ、気道

（前記リスクがない手術）を受ける患者、③緊

に保有している場合、手術を受ける患者の気管

急消化管内視鏡検査・治療を受ける患者、④緊

内挿管時や、上部消化管内視鏡処置時などにエ

急心臓血管カテーテル検査・治療を受ける患者

アロゾルが発生し、本ウイルスが環境に拡散し

を対象に、①、②では、手術予定日の概ね 1～2

て手術室・処置室が汚染あるいは医療従事者が

週間前に採血した血液を用い、③、④では術直

感染を被る懸念がある。そのことを回避するた

前に採血した血液を用いて血中の SARS-CoV-2

め、術前検査でウイルス保有の有無を簡便にス

抗体(下記 5 種)を測定した。Group2 として、

クリーニングする方法が求められる。

発熱外来（帰国者・接触者外来）受診者を対象

本研究は、手術等の侵襲的な処置が予定され

に、受診時の採血を用いて血中の SARS-CoV-2

ている患者において、新型コロナウイルス

抗体(下記 5 種)を測定した。Group3 としては

（SARS-CoV-2）の血中抗体を測定することの

COVID-19 患者の入院時採血の血液を用いて

診断的意義を検討し、ひいてはその感染伝播防

血中の SARS-CoV-2 抗体(下記 5 種)を測定した。

止に資することをその目的とする。これらを研

また、Group1、2 のすべての患者に対して入

究に当たって、発熱外来（帰国者・接触者外来）

院時に鼻腔拭い液中抗原定量検査（以下抗原検

受診者と COVID-19 入院患者のそれら抗体の結

査）を実施した。
【対象患者数：901 名】

果をコントロールとしてあわせて検討する。

Group1（以下、術前患者）：540 名

２． 対象及び方法

Group2（以下、発熱外来受診者）：288 名

【対象】

Group3（以下、COVID-19 入院患者）：73 名

Group1 として、三田市民病院で①麻酔科管
理手術（気管内挿管をするか又はする可能性が
1
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【方法：抗体検査】

表１：抗体陽性率

Ⅰ）メーカー：Sysmex 株式会社

抗体検査

抗原検査

 分析器：HISCL-5000
2）HISCL SARS-CoV-2 S-IgG 試薬

発熱外来患者

3）HISCL SARS-CoV-2 N-IgM 試薬

COVID19入院患者

4）HISCL SARS-CoV-2 N-IgG 試薬

（＋）

％







（＋）







（ー）







（＋）







（＋）







（ー）

術前患者

 試薬：1）HISCL SARS-CoV-2 S-IgM 試薬

全体

無症状である術前患者では、2％と低頻度であり、

    検体：血清

発熱や呼吸器症状のある発熱外来患者で抗原陰

  以下、S-IgM、S-IgG、N-IgM、N-IgG と表記。

性者の抗体陽性率も 1%と同様に低い水準であっ
た。しかし、発熱外来受診者で抗原陽性の患者お

Ⅱ）メーカー：Roche 株式会社
分析器：Cobas8000(602)

よび、COVID-19 入院患者ではともに抗体陽性者

試薬：Elecsys®Anti-SARS-CoV-2 RUO

は、約 30％と高い水準を示した。（表１）

検体：血清

2) 抗体陽性者の陽性パターン

以下、N-IgM/IgG と表記

全 901 名中の抗体陽性者 38 名における抗体種
別の陽陰性を表 2 に示し、そのパターン（type）

Sysmex 社製においては、N 抗原と S 抗原に対
するそれぞれ IgG 抗体、IgM 抗体の計 4 種類であ

について解析した。
38 名におけるそのパターン（type）は、11 通

り、Roche 社製は、SARS-CoV-2 の N 抗原に対す
る IgG/IgM 抗体を検出し、抗体値は全部で 5 種

りとなった。

類得られることとなる。
表２：抗体陽性者の各種抗体結果

【方法：抗原検査】

抗体名

Ⅰ）メーカー：富士レビオ株式会社
 分析器：ルミパルス G-1200
 試薬：SARS-CoV-2 Ag
検体：鼻腔ぬぐい液

W\SH

Ⅱ）メーカー：ベックマンコールター株式会社
 分析器：GeneXpert
試薬：Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」
検体：鼻腔ぬぐい液

陽性率

富士レビオ社抗原定量検査において、
1.0~10.0pg/mL の場合は判定保留とし、ベックマ

6,J0

6,J*

1,J0

1,J*

1,J0,J*











































































































































患者数






抗体種別に見ると S-IgM 陽性が最も多く、抗体

ンコールター社 GeneXpert にて、RT-PCR を用

陽性者のうち 64%の患者で陽性であった。次に、

い最終判定した。

N-IgM/IgG が 60％の患者で陽性であり、試薬メ
ーカーや測定機器、原理が異なるが同様に N 抗原

３． 結果

に対する抗体である N-IgG が 52％と近い値を示

1) 抗体陽性率

した。一方、N-IgM については N-IgM/IgG 、

全被検者の背景別の抗体陽性率を表 1 に示す。

N-IgG とは乖離し、12％と全抗体の中で最も低

術前患者の抗原陽性者はなかったのに対し、発熱

い値を示した。

外来患者では、抗原陽性と判定された患者は 13

3) 抗原陽性者の抗体陽性時期に関して（図 1）

名であった。また、抗原陰性者の抗体陽性率は、

発熱外来患者のうちの抗原陽性かつ抗体陽性
2
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であった 4 名及び、COVID-19 入院患者で入院

査の陽性率については概ね正確な実態把握がで

時抗体検査にて陽性であった 20 名、計 24 名の

きていると考える。その上で、抗原陽性者の抗

抗体陽性検査日が発症日から数えて何日目であ

体陽性率は、発熱外来患者、COVID-19 入院患

ったかを参考値として解析した。その結果、

者 に 関 わ ら ず 約 30 ％ と 高 く 、 抗 体 検 査 が

S-IgM は 5.5~9.5 日、S-IgG は 9.0~15.0 日、

COVID-19 の診断の補助になる可能性は高いと

N-IgM は 3.5~13.3 日、N-IgG は 5.3~11.0 日、

いえる。

N-IgM/IgG は 5.3~11.0 日であった。これに対し、

各種抗体別にみた COVID-19 診断に有効な抗

COVID-19 入院患者で入院時の抗体検査が陰性

体の検討では、発熱外来受診者で抗原が陽性で

の 53 名の発症日からの経過日数は、3.5~6.0 日

あった患者及び COVID-19 入院患者において 5

であった。

種類の抗体を、同一検体を用いて検査し、検査

これらの日数は参考値ではあるが、発症日か

日と発症日との間の日数を計算することで各種

ら抗体陽性が確認された日までの経過日数も、

抗体の陽性までにかかる日数の参考値として整

N-IgG と N-IgM/IgG は似通っていたが、N-IgM

理してみた。
N 抗原については、シスメックス社製の

については相違がみられた。

N-IgG が 5.3~11.0 日であり、Roche 社製の
N-IgM/ IgG が陽性となっている日までの日数

４考察
術前患者のスクリーニングにおいて抗原陰性

幅が同じでかつ、平均日数と中央値に大きな差

者での抗体陽性率は 2％であり、発熱や呼吸器

がなかったのに対し、N-IgM は陽性となってい

症状のある発熱外来患者においても抗原陰性者

る日までの平均日数が  日でその中央値が

での抗体陽性率は 1%と共に低い水準であった。

 日 と 全 項 目 の 中 で 最 短 で は あ っ た が 、

この結果は、2020 年 12 月 14 日から同 26 日に

3.5~13.3 日とばらつきが大きかった。通常、感

かけて行われた全国の一般対象者での調査結果

染症では感染初期に IgM の上昇がみられるが、

1) と大きな差はなかったことから今回の抗体検

表２の結果からも必ずしも IgM からではなく

3
図１：抗原陽性者の発症日から計算した各種抗体検査陽性日と全ての抗体陰性者の相関
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IgG から上昇するようなケースがあることが推

らの経過日数の把握に役立つ可能性が考えられ

察でき、COVID-19 においては通常の感染症と

た。現在、COVID-19 は感染症法上 2 類相当感

異なる抗体値の上昇を示す可能性が示唆された。

染症に位置づけられており、発症日から最低 10

前述の通り、N-IgM については、N-IgG および

日間の隔離が必要となることや、今後 mRNA ワ

N-IgM/Ig の陽性確認日数との間に比較的明瞭

クチンが普及し、その接種によって S 抗原に対

な違いが見られたが、シスメックス社製試薬で

する抗体をすでに産生している COVID-19 患者

の N 抗原に対する抗体は、COVID-19 の診断補

が増えていくことも考慮すると、発症日の推定

助を目的とした場合、IgM と IgG を区別する必

には、S-IgM の有用性が低くなる可能性がある。

要は乏しいかもしれない。S 抗原に対する抗体

敢えて抗体検査だけで発症日を推測するには、

については、S-IgM が 5.5~9.5 日と比較的短期

S-IgG に加え N-IgG か N-IgM/IgG どちらかの

間に陽性確認までの日数が集約されていたのに

測定をすることが有効になってくるかもしれな

対し、S-IgG は 9.0~15.0 日と 1.6 倍遅いという

い。一方で、S 抗原に対する抗体はワクチンの

かなり明瞭な時間差が認められた。これには、

免疫付与効果の評価に用いることが望ましいと

S-IgG が中和抗体であることが関係しているの

考える。
COVID-19 はまだまだ、研究上で未知の要素

かもしれない。
これら抗体の挙動結果は、COVID-19 入院患

が多い。現場で働く医療従事者や基礎疾患をも

者で抗体が陰性であった症例の検査日と発症日

つ入院患者の感染リスクを低減させ、ワクチン

との期間が 3.5~6.0 日と、抗体陽性となった群

の普及による医療や社会生活を正常な形に戻す

の期間に比べ、優位に集約された範囲に収まる

過程において、臨床検査に託される役割は大き

という結果が得られたことから今後何らかの意

く、今後も迅速で正確な診断方法の開発が望ま

味づけができる可能性が考えられる。

れる。

しかし、今回の検討は発症から採血し抗体値

謝辞

を測定したタイミングが連日でもなく、一定の
期間後に統一したものでもないので、その経過

本研究は、公益財団法人 中谷医工計測技術振

日数は真の陽転化に要する期間を示すものでは

興財団「新型コロナウイルス感染症対策助成プ

なく、あくまでレトロスペクティブな参考値で

ログラム」により行われた。

あるという試験デザインの限界がある。

報告にあたり、同財団に深甚なる謝意を表わ
すものである。

いずれにせよこれらの結果より、術前検査に
おける抗体検査は採血を用いることで、鼻腔か

参考文献および発表論文

らの検体採取を必要とする抗原検査に比べ、術

1) 厚生労働省：第 2 回抗体保有調査における

者の感染リスクは大幅に軽減できるものの、発

中和試験の結果について

症から陽性となるまでの期間が、比較的短いと
推定される S-IgM でも発症後 1 週間前後かかる
可能性が示唆された。COVID-19 患者は、発症
の約 2 日前から他者に感染させうる抗原量を排
出することを考えると、術前検査のスクリーニ
ングには抗体陽陰性を抗原検査の代理指標とし
て用いることはできないと言わざるを得ない。
しかし、今回の結果から抗体検査は、感染か
4
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体幹部体表位置の動態計測による呼吸機能検査



研究責任者 大原綜合病院
画像診断センター
センター長  森谷 浩史
  


320 列 ADCT により 160mm の範囲を肺の上

１． はじめに
2019 年末から世界的に感染拡大した新型コ

半分と下半分を撮影、それぞれ 1 呼吸/6 秒撮影、

ロナウイルス感染下では、感染患者との濃厚接

0.35 秒間隔で再構成した。Workstation 呼吸動

触を避ける観点から多くの臨床検査が実施困難

態解析機能（Ziostation2：Phyziodynamics）を

となった。呼吸機能検査は被験者がマウスピー

用いて呼吸位相ごとに上下肺を結合した 1),2)。

スをくわえ、大きく吹き出す必要があるため、不

適応基準：肺癌術前症例や軽微な COPD 症例。

顕性感染者からの感染拡大の契機に繋がりかね

深吸気時に撮影範囲内に肺全体が含まれている。

ない。そこで、被験者との接触なく呼吸機能を計

体表が撮影 FOV 内に含まれている。

測する手段として、体表位置の計測から呼吸機

除外基準：呼吸動態に大きな支障がある。

能を計測する方法の臨床的妥当性の確認を目的

矢状断の呼吸動態形状から、胸式呼吸（胸郭の
動きが大きい）9 例と腹式呼吸（胸郭の動きが少

とする。

なく横隔膜の上下移動が大きい）21 例に分類し

２． 内容

た。

320 列 ADCT（Aquilion ONE）にて呼吸動態

各症例の最大呼気位からの体積変動を算出し、

撮影を行った 30 例のデータを用いて、全位相の

全位相（13～15 位相）の肺体積と胸郭体積の相

肺体積と胸郭体積を計測し、相関を求めた。

関を検討、近似曲線の回帰係数（傾き）と決定係
数（R2）を求めた。

図２ 肺体積と胸郭体積変動の  例
（胸式呼吸）

図  呼吸動態 &7 から作成した肺と胸郭（吸



気位と呼気位）
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３． 成果と考察
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４．まとめ
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て発表）

囲を胸郭から腹部まで拡大することで、呼吸様
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応用できることが示唆された。

Analysis performed using respiratory
dynamics CT data -

謝辞
本研究の実施に際し、研究助成を頂きました
公益財団法人中谷医工計測技術振興財団に深く
感謝致します。
以前から肺がんの術前癒着診断のために呼吸
動態 CT を撮影しており、この技術を発展的に
活用できないか考えておりました。今回、助成い
ただいたことで COVID-19 などの感染蔓延への
対策に繋げるという目標で研究内容を再構築す
ることができました。ありがとうございました。
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気管支鏡検査時の飛沫感染防止シールドの開発

研究責任者 名古屋大学医学部附属病院
呼吸器内科
助教授  長谷 哲成
 

１． はじめに

支鏡が気管内に挿入されるため、患者は常に咳嗽

わが国では、新型コロナウイルス感染症

をしている。外科手術等と異なり筋弛緩剤の投与

&29,' の感染拡大を防止するために、事態の

を行うことが困難であり、患者の咳嗽を止めるこ

急速な変化に即応した緊急措置等がなされてい

とはできない。また患者の苦痛緩和のため鎮静薬

る。緊急事態宣言により一旦新規患者数が減少し

の投与を行っており、その鎮静作用により患者に

たものの、緊急事態宣言解除後に再度新規感染者

咳嗽を我慢させるといったことも困難である。こ

数が増加しており、今後 &29,' と共存した社

の様な背景から気管支鏡は、気管内挿管と同様に

会の形が模索されている。医療現場においても

エアロゾルが発生する可能性のある危険な手技

&29,' を念頭においた対応が必要とされてい

として特に注意が必要とされている  。これらエ

る。

アロゾルが発生する可能性のある手技に対して

&29,' には無症状の感染患者が存在するこ

は、通常の標準予防策に加え、接触・飛沫予防策

とが知られている。慶応大学病院では、入院前に

（眼の防護具（ゴーグル、フェイスシールド等）、

施行した 3&5 検査（&29,' 以外の疾患の治療を

長袖ガウン、手袋等）や 1 マスクまたはそれと

目的とする入院予定で、&29,' の症状がない患

同等のマスクを装着する様推奨されている。

者を対象）の結果として、～％の患者で 6$56
&R9 が陽性であったことを報告している



しかし、上記予防策では不十分な可能性が示唆

。ま

されている。気管内挿管時の患者の飛沫を再現し

た、東京で行われた抗体を用いた検討では、およ

た実験では、術者の防護具、手袋、髪、首等だけ



。これらの

でなく、P 離れたモニターにも汚染が確認されて

ことは、一般社会での無症候性の &29,' 感染

おり  、実際に本邦でも気管内挿管時の医療従事

患者の存在を示唆し、症状の有無に関わらず医療

者の感染事例が報告されている。そのため、上述

関係者は常に感染防止策を講じる必要があると

した予防策に加え、アクリル製の飛沫防止機器を

考えられる。

患者にかぶせる方法が有用性であると報告され

そ ％で陽性者が同定されている

呼吸器内科領域では、胸部疾患の診断目的に

ている  。一方、気管支鏡検査に関しては、これ

気管支鏡が行われている。本邦の癌死の第一位で

ら飛沫飛散防止機器に関する報告は行われてい

ある肺癌は、大気汚染等を背景に現在も急増して

ない。上述のように気管支鏡検査時に患者は常に

いる。その病理診断や遺伝子診断のため、腫瘍組

咳嗽をしており、気管内挿管よりも医療従事者に

織検体が必要とされており、多くの患者で気管支

対する感染リスクは高いと考えられる。

鏡検査が行われている。気管支鏡検査では、気管
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以上の背景を踏まえ、本研究では気管支鏡検査

時の飛沫感染防止シールドの開発を目的とする。

３． 成果

患者からの飛沫感染防止を効率的に行いつつ、気

診療科内での合議の上、感染予防目的でこのプ

管支鏡検査時に必要な手技への影響や操作性を

ロトタイプを用いた気管支鏡検査を開始した。そ

損なわないものを作成する必要があると考えら

の結果を図  に示す。シールドを使用する以前の

れる。

患者及び使用開始後の患者では、年齢でシールド



使用群が若かったものの、性別、行う気管支鏡手

２． 内容

技に大きな差を認めなかった。また、気管支鏡シ

当院呼吸器内視鏡学会指導医・専門医、救急専

ールドを使用した群においても必要酸素投与量

門医、医療安全専門医、感染制御部門、シュミレ

や、脈拍や血圧の変化に大きな差を認めなかった。

ーションセンターの話し合いのもと、飛沫感染防

さらに、シールドを用いているにも関わらず検査

止シールドのプロトタイプ案を考案した 図  。

時間には大きな差を認めなかった。
一方、実際に手技を行う場合において、患者顔

このプロトタイプシールドの特徴は、生検に必
要な鉗子孔や気管支鏡操作部位がシールド外で

面を覆うビニールが一部移動してしまうことで、

あり、さらに両サイドに切れ込みを設けることに

シールド効果が減少するため、適宜修正が必要に

より術者の操作性が保たれていること、従来の気

なるなどの課題も明らかとなった。



管内挿管用の飛沫防止箱 とは異なりシールド上

患者及び医療者に安全な気管支鏡検査を施行

部を可動性の棒とそれを覆うビニールにより気

できるように現在使用しているシールドを、今後

管切開も含む様々な状態・体型の患者に対応して

更に改良する計画である。

気管支鏡検査が実施できること、である。

図 患者背景と結果
４．まとめ
気管支鏡検査用の飛沫感染防止シールドプロ
トタイプを作成した。患者に対する安全性は確認
できたものの、実際の使用においては課題があり、
今後更に改良を加える予定である。


謝辞
本研究の一部は公益財団法人中谷医工計測技
術振興財団の新型コロナウイルス感染症対策助

図  飛沫感染防止シールドプロトタイプ
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所要時間  分以下の迅速な新型コロナウイルス 3&5 検査法の確立



研究責任者 信州大学医学部附属病院
臨床検査部
主任臨床検査技師  重藤 翔平
  


を短縮するため、簡易抽出によるダイレクト RT-

１． はじめに
新型コロナウイルスにおいては多数の院内感


染事例が報告されている 。感染は、当事病院の

PCR 法および液滴型高速 PCR 装置を組み合わ
せ、迅速な検査法の検討を行った。

機能を停止させ、周辺地域の医療体制の質を著

ダイレクト RT-PCR 法：新型コロナウイルス

しく低下させる可能性がある。院内感染を防ぐ

の PCR 検査で用いられる鼻咽頭拭い液などの

ためには、来院患者に対する水際対策を講じる

検体には、PCR 反応を阻害する様々な夾雑物が

必要がある、特に救急医療を担う中核病院では、

存在する。そのため、RNA を分離精製する核酸

飛沫や体液が拡散する可能性のある緊急手術な

抽出が必要であるが、30 分から数時間を要する。

どの処置を行う前に検査を行い、新型コロナウ

新型コロナウイルスにおいては、PCR 反応阻害

イルスに対する感染リスクを考慮して処置にあ

物質の影響を抑えることが可能な試薬を用いて、

たる必要がある。発熱などの症状が無くてもウ

核酸抽出を簡易な熱変性に置き換えた試薬キッ

イルスを有し、感染を広げる可能性のある新型

トが複数上市されている。それらは、ダイレクト

コロナウイルスにおいては、ウイルス本体を高

RT-PCR 法と呼ばれ、感染研法よりも所要時間

感度に検出することができる PCR 検査による

が短い（概ね 1 時間程度）。

処置前スクリーニングが最も意義のある水際対
策になると考えられる

））

。しかしながら、一

般的に行われる国立感染研の病原体検出マニュ
アルに基づく RT-PCR 法 感染研法 は、検査開
始から終了まで 2.5 時間以上を要する  。また、
現在臨床で用いられている核酸増幅検査法の中
で所要時間の短い LAMP 法でも  分程度は必
要であり  、緊急に対応が必要な場合は、その結
果を待つことが難しい。本研究では所要時間が
30 分以下となる PCR 検査法の確立を試みた。


図  液滴型高速 3&5 の模式図（.0DWVXGD

２． 内容
RT-PCR 法の工程は、核酸抽出と RT-PCR の
2 つに分かれる。それぞれの工程における時間
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HWDO&OLQLFD&KLPLFD$FWD
 S)LJ ）

液滴型高速 PCR 装置：PCR の原理は、熱サ
イクルを繰り返し行うことで、酵素反応を進め
核酸を増幅することである。従来式の PCR 装置
は、1 つのヒートブロックを用いて熱サイクル
を行うため、ヒートブロックの温度の上げ下げ
に時間がかかっていた。当院が所有するセイコ
ーエプソン社（長野）製液滴型高速 PCR 装置を
用いた高速 PCR は、シリコンオイル中で液滴化
した反応液が、2 つのヒートブロック間を重力

図  3RO\PHUDVH の濃度検

により移動することで PCR を行う方法である
（図 1）5)。コロナウイルスと同じ RNA ウイル

討
高濃度とし、MgCl2 などの濃度を調整すること

スであるインフルエンザウイルスにおいて、

で増幅効率が改善した。最終的な本方法の概要

PCR 反応時間 15 分以下での検出を成功した実

を図 3 に示す。RT-PCR 反応時間は、およそ 10

績がある 5)

分であり、少数検体であれば検体前処理の時間
も含めて結果判定まで 30 分以下で操作可能で
あった。また、RNA コントロール試料（24, 48,

３． 成果

480 コピー/反応）を用いて多重測定を行い検出

液滴型高速 PCR 装置は、1 ウェルの反応ボリ
ュームが 1~ 2 µL と極僅かであり、反応時間も、

感度を確認したところ、最小検出感度は 48 コピ

1 サイクル 10 秒程度と、従来の装置と大きく異

ー/反応であった。

なる。そのため RT-PCR で用いる各試薬は、添
付書の推奨条件では充分な増幅効率が認められ

４．まとめ

なかった。そこで使用する試薬の選定、反応液組
成や、PCR 反応パラメーターの調整を行なった。

液滴型高速 PCR 装置とダイレクト RT-PCR
法を組み合わせることで、検出感度を犠牲にす

DNA Polymerase の濃度検討の結果を図２に示

ることなく迅速な PCR 検査が可能であった。今

す。1 サイクル 10 秒（変性：3 秒、アニーリン

後は、臨床検体を用いた性能検証を進める予定

グ/伸長反応：7 秒）の高速条件においても

である。信頼性の高い PCR 検査を迅速なスクリ

Polymerase の最終濃度を 0.25 U/µL 程度まで

ーニング検査としても使用可能になることで、

図 検査の概要
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より効果的な水際対策が可能となることが期待
される。
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深部静脈血液還流促進による血栓症防止装置の開発



   研究責任者 国立循環器病研究センター
  循環制御部
特任研究員  鄭  燦



１． はじめに

気軽く受けるのは難しい。

下肢静脈の血液が心臓に還流するには、筋肉

一方、2019 年末中国で新型コロナウイルスが

ポンプの働きが欠かせないものである。長期間

人への感染が発生してから全世界範囲で甚大な

立位又は同じ姿勢座り（飛行機、椅子座り）又は

被害を及ぼし続けている。一年半余りの間、既に

寝たきり状態は筋肉ポンプ（図１）の働きが少な

2 億ぐらいの感染者を確認されて、その中に４

いために、下肢に血液が溜まるので、血栓の形成

百万人以上が死亡した。ウイルスの感染拡大を

による肺血栓症と静脈圧の上昇による静脈瘤が

止める策とワクチン開発と接種が被害を止める

発生することを臨床では周知の事実である。医

決定的な手段として期待されている中、重症患

療現場では手術中もしくは手術後に発症するこ

者の適切な治療法の確立が死亡者数を減らす要

とがあることから、患者の下肢運動を補助して

因である。しかし、新型コロナウイルス感染症の

静脈の血流速度を増加し、血栓を予防している。

病態生理等について不明な点が多く残っている。

抗凝固療法のほか、弾性ストッキングや空気圧

それを解明するために、ドイツのハンブルク連

迫装置などが利用されている。しかし、空気圧迫

邦政府の命令により、COVID-19 が確認された

装置は一定な効果は認められているが、圧迫と

後死亡した患者の剖検が行われた。その結果、生

解除の切り替えが遅く、筋ポンプの働きを完全

前には血栓症が疑られなかったけれど、

に発揮できない、また、コンプレサーから発生す

58%(7/12)の死者に静脈血栓を発見し、その中４

る騒音が使用環境を制限する；弾性ストッキン

人は静脈血栓塞栓症が直接死因と結論をつけた。

グは持続的に体表面を圧迫するので血管抵抗が

また症例数多くないが、静脈血栓症が重症患者

増える、また、発汗などによる不快感が生じる。

の死因に繋がる事実を示した

最も有効なのは人手によるマッサージだが常に

症患者は入院期間が長く、低酸素状態で昏睡状

1)。新型肺炎の重

態と呼吸器補助等原因で身体動かないので、下
肢の血液が溜まり易くなる、又はコロナウイル
スの多臓器への侵襲による血管内皮損傷より血
栓が発生し易くなることが考えられる。そこで
まず、筋肉ポンプの原理を発揮できる装置があ
れば、深部静脈血栓症を防ぐことで重症患者の
治療効果の改善に繋ぐことできるのではないか
と思います。この様な現状から、より有効性と利
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便性を改善された新しい深部静脈血流促進装置
が病気予防と治療や、日常生活での疲労回復な
どに役に立つことを期待される。

２． 内容
本研究では、臨床と日常に使用できる、より有
効性と利便性を改善された新しい深部静脈血流
促進装置（以下は装着と簡略）の開発を目的とし
て、既存の製品の問題点を克服するために、新し
い発想で筋肉ポンプの原理を効率的に発揮でき

図３．呼吸時の下肢大静脈の血流波形。

る装置を提案と試作機を創り出した。知財戦略
として、特許出願の準備段階であるために、装置
の詳細情報の記述を控えて擱きます。この装置
の効果を試すために、超音波ドップラー装置で
（ TOSHIBA, TUS-A400, プ ロ ー ブ PLT704SBT）深部静脈血流測定し、装置の始動によ
る血流速度変化を検証した。

３． 結果および考察
静脈血流波形の特徴
健常な被検者が仰向けの臥位状態で大腿内側
から下肢大静脈の血流速度測定を行った。下肢
大動脈の血流速度は心拍動波形（図２）に対して,

図４．呼気状態で呼吸を止める時の下肢大
静脈の血流波形。

下肢大静脈は呼吸運動の影響を受けて、吸気に
心臓方向への流れが速くなり、呼気時に血流速
度が減る特徴である（図３）。呼吸の影響を減ら
すために、被検者が呼吸運動を呼気状態で数十
秒間止めると静脈血流速度が低いレベルで相対
的揺れが少なくなっている（図４）
。

図５．下肢大静脈の血流波形。呼気で呼
吸を止める時に下肢圧迫装置を起
動の効果。

図２．下肢大動脈の血流波形。
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図６．下肢大静脈の血流波形。呼気で呼吸を止
める時に下肢圧迫装置を起動の効果。
装着の静脈血流促進効果
装置は静脈血流速度計測前に下肢に装着して
置く。呼気で呼吸を止める時に装置を始動する
と、静脈血流が明徴に増えることが認めた（図５
と図６）。一回の動作は圧迫と完全解放まで約 
秒の間、前半の圧迫時に血流増加分が大きく、そ
の後減る現象が観察された。

４．まとめ
深部静脈血液還流促進する方法として、筋肉
ポンプ原理を発揮できる新しい機械式圧迫装置
を提案した。本研究では、この実現のために動力
源のギアモータとその制御回路及プログラミン
によって、体表面から下肢深部静脈を圧迫装置
の製作と評価を行った。この新しい構造で深部
静脈血液還流促進効果を被検者で確認された。
今後、完成品向けての更なる調整と工夫するこ
とで、これまでの既存製品と比べて、より効果的
に、快適性と利便性などを改善することが期待
する。
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SARS-CoV-2 および抗 SARS-CoV-2 抗体検出のための蛍光偏光イムノアッセイ



研究責任者 北海道大学 大学院工学研究院
応用化学部門
教 授  渡慶次 学
  


１． はじめに

分）と簡便性（抗体の固定化と洗浄操作が不要）

新型コロナウイルス感染症（&29,'）は、

という特徴は、オンサイト分析に適していると

 年  月に最初の感染が報告されて以来、

考え、測定装置の小型化・高性能化 

現在（ 年  月）に至るまで世界中で感染が

ケーション開発に取り組んできた

拡大している。すでに &29,' に有効なワクチ

は研究を進めていく中で、)3,$ は低分子だけで

ンの接種が世界中で行われているが、検査で感

なく、タンパク質やウイルスの検出も可能であ

染者を特定し、隔離等の対策を継続することが

ることを見出した。従来の )3,$ は、測定対象と

今後も不可欠である。&29,' の検査には、一

測定対象を蛍光ラベル化したトレーサーを抗体

般にウイルスの遺伝子を検出するポリメラーゼ

に対して競合反応させる（図 ）。トレーサーは

連鎖反応（3&5）法が用いられている。しかし、

分子量の小さな低分子なので、抗体と結合する





とアプリ

。最近我々

検査できる場所に制約があり、検査の時間と手
間がかかるという欠点がある。一方で、抗原ある
いは抗体の簡便かつ迅速な簡易検査法としてイ
ムノクロマト法があるが、イムノクロマト法は
定性的な結果しか得られず、判定誤差が生じや
すいという問題があった。
そこで本研究では、簡便かつ迅速に 6$56&R9
 および抗 6$56&R9 抗体を検出することを可
能とする新しい蛍光偏光イムノアッセイ（)3,$：
)OXRUHVFHQFH3RODUL]DWLRQ,PPXQRDVVD\）を開

図  )3,$ の原理（競合法）

発することを目的とした。
と溶液中の回転運動が抑制され、トレーサーが

２． 蛍光偏光イムノアッセイ

発する蛍光の偏光度 3 が変化する。一方、タン

（FPIA：Fluorescence Polarization Immunoassay）

パク質やウイルスは分子量が大きいため、溶液

)3,$ は、低分子を測定するための競合イムノ

中の回転運動がもともと小さい。そのためそれ

、血中薬物濃度

らのトレーサーは抗体と結合しても 3 はほとん



。我々

ど変化しない。そこでタンパク質やウイルスを

の研究グループでは、)3,$ の迅速性（数秒～数

測定するために、従来の競合法ではなく、非競合

アッセイとして知られており



測定や食品分析などに用いられている
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法による新しい )3,$ を着想した（図 ）。タンパ
ク質やウイルスを検出する場合は、抗体断片
（)DE、VF)Y、9++ など）を蛍光ラベル化したも
のをトレーサーとして用いる（図 $）。また、抗
体を検出する場合は、抗原断片を蛍光ラベル化
したものをトレーサーとして用いる（図 %）。こ
のように考案した非競合法は、測定対象に応じ
たトレーサーを開発することで、タンパク質や

図  $：装置 %：マイクロ流路チップ
A:
４．SARS-CoV-2 の検出
)3,$ の原理から、分子量の小さなトレーサー
図  非競合 )3,$ の原理 （$）測定対象が

を用いた方が測定感度が高くなる。そこで本研

ウイルスの場合 （%）測定対象が抗体

究では、6$56&R9 のスパイクタンパク質の

の場合

$&( 受容体に対する結合部位（5%'：5HFHSWRU

ウイルス、抗体の検出が可能になる。これまでに
)DE トレーサーによる & 反応性タンパク質



と

鳥インフルエンザウイルス（$,9） の検出、9++
トレーサーによる ,J* の検出  、$,9 スパイクタ
ンパク質断片トレーサーによる抗 $,9 抗体の検
出  に成功した。本研究では、この非競合 )3,$
を応用して、新型コロナウイルス（6$56&R9）
および抗 6$56&R9 抗体を検出することに取り

%LQGLQJ'RPDLQ）を認識する VF)Y（VLQJOHFKDLQ
)Y：分子量～N'D）と 9++ 抗体（YDULDEOHGRPDLQ
RIKHDY\FKDLQDQWLERG\：分子量～N'D）を
蛍光標識（+L/\WH )OXRU ）したトレーサー
を作製した（)VF)Y と )9++）。市販の 5%' をヒ
ト血清にスパイクしたサンプルと作製したトレ
ーサーを反応させ、)3,$ を行った。サンプルと
トレーサーを含む試薬等（サンプル：)VF)YRU
)9++：％%6$3%6 溶液：3%6＝：：：）

組んだ。

をマイクロチューブ中で  分（℃）インキュ
ベーションした後に、混合溶液 μ/ をマイク

３． 測定システム
図 $ に本研究で使用した蛍光偏光測定装置を
示す。血清自体の自家蛍光の影響を低減するた
めに、以前に開発した装置 



の光源および光学

系を改良した。測定用のマイクロ流路チップは、
 本の流路が集積されており、 サンプルの同時
測定が可能である。測定に必要なサンプル量は、
 流路当たり μ/ である（図 %）
。

ロ流路チップに導入して )3,$ 測定を行った。図
 に )9++ をトレーサーとして用いた場合の 5%'
の検量線を示す。5%' の増加と共に偏光度変化
（Δm3＝1000×3

サンプル

3

）が大きくなっ

ブランク

ていることがわかる。)9++ をトレーサーとして
用いた場合は、)VF)Y に比較すると検量線の
Δm3 が大きくなり、分子量の小さな 9++ の方が
測定には適していることを確認した。現在、不活
化した新型コロナウイルスを用いた評価を実施
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い抗 6$56&R9 抗体検査法を開発することに成

中である。

功した。

図  5%' の検量線

図  抗 6$56&R9 抗体の検量線

５．抗 SARS-CoV-2 抗体の検出
本研究では、抗 6$56&R96SLNH5%',J* 抗
体を測定対象とした。トレーサーとして、5%' 断
片を蛍光標識（+L/\WH )OXRU ）したものを
作製した（)5%'）。市販の抗 6$56&R96SLNH
5%' SRO\FORQDO UDEELW ,J* 抗体をヒト血清に
スパイクしたサンプルと作製したトレーサーを
反応させ、)3,$ の実験条件を最適化した。サン
プルとトレーサーを含む試薬等（サンプル：)
5%'3%6 溶液：％%6$3%6 溶液：3%6＝：：
：）をマイクロチューブ中で  分（℃）
インキュベーションした後に、混合溶液 μ/
をマイクロ流路チップに導入して )3,$ 測定を行

図  散布図（陰性サンプル：；陽性サン
プル ）

った。図  に抗 6$56&R96SLNH5%',J* 抗体
の検量線を示す。抗体量の増加と共に Δm3 が大
きくなっており、この検量線を用いて血中（血清
中）の抗 6$56&R96SLNH5%',J* 抗体の濃度
を定量することが可能となる。
次に、6$56&R9 の感染者の血清  検体（陽
性サンプル）と非感染者の血清  検体（陰性サ
ンプル）を用いて、開発したアッセイ法の性能評
価を行った。図  に  検体の評価結果を示す。
図  の結果に基づいて作成した 52& 曲線を図 
に示す。$8&（52& 曲線下面積）は、 であっ
た。一般に、$8& が  以上の検査法は精度の高
いと考えられており



、本研究により精度の高
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図  52& 曲線

Fluorescence Polarization Immunoassay

６．まとめ
本研究では、簡単な操作で迅速（～ 分）に

by Optimizing Synchronization Mismatch

6$56&R9 および抗 6$56&R9 抗体を検出する

Condition, Sens. Actuators B, 285, 418-

ことを可能とする非競合蛍光偏光イムノアッセ

422 (2019).

イを開発した。6$56&R9 に関しては、更なる評

5) O. Wakao, K. Satou, A. Nakamura, P. A.

価（実検体評価など）が必要であるが、基本的な

Galkina, K. Sumiyoshi, F. Kurosawa, M.

アッセイフォーマットは構築できたと考えてい

Maeki,

る。また、抗 6$56&R9 抗体に関しては、当初

Proskurnin, K. Shigemura, A. Hibara, M.

目的を達成することができた。また、本研究で開

Tokeshi, High-Throughput Fluorescence

発した非競合蛍光偏光イムノアッセイは、測定対

Polarization Immunoassay by Using a

象に応じたトレーサーを開発することで、さまざ

Portable

まな測定対象に応用されることが期待できる。
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附属病院を含む医科大学内の下水試料からの新型コロナウイルス簡易検出法の検討と
大学内疫学調査への応用について


研究責任者 浜松医科大学医学部
総合人間科学講座 化学教室
教務補佐員  森島 賀子



１． はじめに

で週 ～ 回の頻度で、約 P/ 程度の採水を延
べ  回行った。

新型コロナウイルス感染症の検査方法として、
現在では、3&5 法、抗原検査、抗体検査などの検

 月末以降も  回採水を行ったが、今後も新

査法があり、それぞれの長所を活かす検査が行

型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況に応

われている。また、このような個人を対象とした

じて、採水の継続を計画している。

検査だけでなく、国内でも塩野義製薬などが下
水中の新型コロナウイルスを定量 3&5 法により

３． 成果

モニタリングをするサービスを  年  月 
日から開始している

これまでの実験で、蒸留水に添加した抗体が

）

。下水や環境水を用いた

約  倍に濃縮されたことを確認しているが、

疫学調査は、多人数を対象とした調査が容易で

実際の抗体検出には一万倍以上の濃縮が必要と

あるという利点があり、ワクチンが定期接種さ

されるため、長い濃縮時間でも抗体を安定化さ

れているポリオウイルスでも環境水調査が行わ

せる技法が必要となる。また下水試料について

）

れている 。しかし、3&5 法は手間と時間のかか

は、:+2 発行の「:DWHUVDQLWDWLRQK\JLHQH

る検査法であるため、本研究ではより簡単に検

DQG ZDVWH PDQDJHPHQW IRU 6$56&R9 WKH

査が行える抗体検査を利用して、下水中の新型

YLUXVWKDWFDXVHV&29,'」によれば、エア

コロナウイルスを疫学的に調査する方法の開発

ロゾル化した場合の感染対策が必要であるため、

を目的として研究を行った。

最終的な消毒のステップが検討されるとあるた
め、抗体を損なわないような消毒法を検討中で

２． 試料採取について

ある。

浜松医科大学倫理委員会で研究の承認を受け
（研究番号：）、浜松医科大学および付属

４．まとめ

病院内の全下水の最下流にて採水を行い、冷凍

現在は、下水試料中に存在するレベルの抗体

保存を行った。採水時には、水環境学会 &29,'

濃度を検出できていないが、簡易検出法の開発

 タスクフォース発行の「下水中の新型コロナ

が本研究の目的であり、できるだけ手間のかか

ウイルス遺伝子検出マニュアル」に従い、防護具

らない抗体の濃縮法の開発が今後の課題となる

を装着した。アルファ株の流行などで採水協力

と考えている。

者などから空気感染を不安視する声が出た時期
には一時採水を中止したが、 月から  月末ま
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ナノスーツ法を用いた高感度イムノクロマトグラフィキットの開発
――新型コロナウイルスでの検証実験


研究責任者 浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター
ナノスーツ開発研究部 部長・准教授  河崎 秀陽
  


１． はじめに

ており、世界的な展開を目的とする。

人類は常にパンデミックの脅威にさらされて

我々はより迅速で偽陽性患者を少なくする可

いる。感染症の蔓延を防ぐため、早期診断検査は

能性のある検査法として 1DQR6XLWBイムノクロマ

常に求められている。573&5 では検査結果まで時

ト法を確立した。


間がかかり、救急現場での利用に難がある。イム
ノクロマトグラフィ ,&* は操作が簡便で、現場

３． 成果

の医療従事者が検査可能な非常に便利な検査ツ

近年、我々は、
「生物機能の高度活用技術」の一

ールである。&29,' に関しても「ゲームチェン

つとして、生物試料を「生きたまま・濡れたまま」

ジャー」として ,&* が期待されているが、常に感

高 真 空 を 必要 と す る 電子 顕 微 鏡 で観 察 で き る

度が不十分と指摘されている。

NanoSuit®法を確立した 31$6 7DNDNX HW DO
 。この技術により簡便・迅速に多くの試料を



２． 内容

そのまま電子顕微鏡で観察することができるよ

一昨年来、&29,' の大流行により世界で約

うになった。

 億人が感染し、甚大な健康被害と経済的な損

この技術を ,&* に応用し、標的金属粒子の直接

失を被っている。現在、&29,' に対するワクチ

観察による高感度化診断を探索した。インフルエ

ンが開発されているが、変異株が出現するなど収

ンザ ,&* 臨床検体を用いて、テストライン 7/ 上

束までにはしばらく時間がかかることが予想さ

に あ る 金 粒子 数 を 電 子顕 微 鏡 で カウ ン ト 後 、

れる。現行の 3&5 法は、検査時間が早いものでも

EDFNJURXQG 粒子数との差を統計処理し陽性判定

報告まで数時間かかり〝その場″観察は難しい。

をおこなった 図  。その後肉眼診断と電子顕微

また、遺伝子増幅による高感度化が逆に偽陽性患

鏡診断結果を 573&5 結果と比較した。

者を生み出している。
国内外では ,&* の感度を上げるためには、粒子
開発とその読み出し機器に注力されてきた。電子
顕微鏡を使用して金粒子そのものを直接観察し
て診断利用するという報告はなく本研究の独創
的なところである。その独創性に加えて、多種類
の病原体に対する高感度 ,&* キットとして開発で
きるため、その応用できる範囲は非常に広い。安
価で使いやすい電子顕微鏡の共同開発も目指し
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図 電子顕微鏡（(0）によるセルロース上の $X3W 粒
子の可視化。（D、E）
（D）および（E）1DQR6XLW 処理
なしの固定化抗体を含むセルロースおよび $X  3W
標識免疫複合体の代表的な画像。挿入図は拡大画像で
す。スケールバー、QP。（F、G）テストラインと



背景の走査型電子顕微鏡画像の比較。（F）「視覚的

図 1DQR6XLW 法を使用したイムノクロマトグラフィ（/)$）

検出陽性」テストライン。（G）セルロース膜の背景

の観察。（D）テストラインとコントロールラインを

領域。白い矢印は代表的な $X3W 粒子を示していま

示す診断キット。（E）金白金（$X3W）–$E 結合

す。スケールバー：μP（D、E）、μP（F、G）。

/)$ キットの概略図。免疫複合体は、テストライン（7/）



インフルエンザ ,&* 臨床検体を用いて、テスト

で抗インフルエンザ $ 核タンパク質（13）と反応し、
コントロールライン（上、中央）で抗マウス ,J* と反

ライン上にある金粒子数を電子顕微鏡でカウン

応します。 1DQR6XLW 処理後に 1DQR6XLW 層が形成さ

ト後、EDFNJURXQG 粒子数との差を統計処理し陽性

れました（下）。（F）デスクトップ走査型電子顕微

判定をおこなった。その後肉眼診断と電子顕微鏡

鏡（6(0ミニスコープ 70SOXV上）。6(0 チャン

診断結果を 573&5 結果と比較した。その結果、定

バー内のキットの配置（下）。（G）観測位置の決定。

量性があり（図 ）かつ感度向上を認めた 全体で

7/ およびバックグラウンド（%*）領域で  つのフィ

は肉眼診断は 、電子顕微鏡診断では の陽

ールドが選択されました。（H）1DQR6XLW 層で保護さ

性感度 。観察制度としても問題ないことを確認

れた $X  3W 粒子およびセルロースからの電子の後
方散乱の概略画像。


1DQR6XLW 処理を行わないと、電子ビームエネル
ギーが高いため、セルロースの膨潤と残留液体が
観察されました（図 D）
。対照的に、1DQR6XLW 処
理後、セルロース膜はほとんど膨潤を示しません
でした（図 E）。7/ の $X3W 粒子（矢印）が可
視化され（図 F）、セルロース膜のバックグラウ
ンド領域ではほとんど観察できませんでした（図
G）。

図 インフルエンザウイルス $ における肉眼診断、
電子顕微鏡診断と 573&5 診断の散布図
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1DQR6XLW（株）が参加した。この実証実験をマス

した（図 ）
。

コミに伝えたところ、
・357,0(6（）
・浜松市のプレスリリース（ 年  月  日
時  分）
・6%6（）
“抗原検査”精度を高める実験スタート（静岡県）

図 インフルエンザ $ 陽性の電子顕微鏡（(0）観察の精

 （静岡放送（6%6））<DKRRニュース
・ＴＢＳ系列のＣＳニュースチャンネル

度と精度の評価。（D–F）インフルエンザ $ 抗原のさ

・静岡新聞（）

まざまな濃度（、、、および 

・中日新聞（）

+1SGP 7&,'テスト）での (0 の精度と精度

・日立社会情報サービスホームページ（社外用）

の比較は、（D）最初、（E） 番目、および（F） 日

・浜松医科大学ホームページ

目。データは  つの複製を表しています。（G–J）異

と多数のマスコミに取り上げられ、大きな反響を

なる用量の日中比較：（G）、（H）、（I）

呼んだ。





、（J）+1SGP 7&,'テスト。

現在も検証作業は進んでいるが、その一部の

W

GDWD をここに紹介する（図 ）。

検定による 3。QV：有意性なし。





特に低コピー数 &W 値 〜  の範囲で
は差は顕著となり（表 ）、肉眼診断より最高 
倍以上の感度を示した。これは 3&5 診断にほぼ等
しい値であり、,&* の世界最高感度である。いち
早く世界の研究者等に周知のため、特許出願後に
-RXUQDO RI 3KDUPDFHXWLFDO DQG %LRPHGLFDO
$QDO\VLV 論文を発表した。
表 インフルエンザウイルス $ における肉眼診断、電子顕
微鏡診断、573&5 診断の比較


図 FRYLG における肉眼診断、電子顕微鏡診断と 57
3&5 診断の散布図


&29,' に関しても、インフルエンザと同様の
検証をおこなっているが、こちらでも同様に 3&5
に匹敵する高感度化（&W 値で最高  程度）を確
認している。



現在我々は、患者からの一回の検体採取で、多

新型コロナウイルス検証実験
今までの結果を踏まえ新型コロナウイルスの

種類の病原体候補から原因病原体を特定できる

,&* を使用して検証実験を行った。実施主体とし

新たな迅速検査法の確立を目指しているが、秘密

て国立大学法人 浜松医科大学 ナノスーツ開

保持の関係で詳細はここでは割愛させていただ

発研究部、協力団体として浜松市、協賛団体とし

いた。将来的には、高感度化・安全性・人工知能

て（株）日立社会情報サービス、
（株）タウンズ、

$, による自動カウンティングを備えた完全自
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動化した「診断用に低価格化した専用電子顕微鏡」

HOHFWURQPLFURVFRSH-3KDUP%LRPHG

と「電顕専用イムノクロマトキット」を開発し、

$QDO

全国にサービスを展開するなど、社会インフラへ

 崎秀陽 、針山孝彦、特願 、イ

の実装を目指しているところである。

ムノクロマト法による検出対象物質の検



出方法及び検出キット、出願日

４．まとめ



我々はこれまでに電子顕微鏡と溶液特性とし
てのナノスーツ法を組み合わせることにより、従
来のイムノクロマトグラフィの肉眼診断と比較
して 〜 倍の陽性検出感度の改善が得られ
る技術であることがわかった。現在更なる高感度
化も可能となってきている。本法は、&29,' を
含めた多様な病原体をはじめ、多様な生体高分子
に対しての検査法として応用可能な技術となる。
たとえば、高感度であることで、唾液や尿などの
非侵襲的サンプリングの検体を用いることがで
きたり、血清から多様な体内情報を抽出したり、
家畜などの感染症対策などに応用したりするこ
とが可能である。社会インフラへの実装、6'*V へ
の貢献、国民健康福祉の向上を図ることを目指し
ていく。
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新型コロナウイルス SARS-CoV-2 に対する免疫応答と COVID-19 の病態における意義



研究責任者 熊本大学大学院生命科学研究部
血液・膠原病・感染症内科学講座
准教授  安永 純一朗
  


１． はじめに

導入し、6$56&R9 の 6SLNH タンパク質（6SLNH

新型コロナウイルス 6$56&R9 の世界的流行

および 6SLNH）と QXFOHRFDSVLG タンパク質（1&）

は未だ終息の兆しを見せず、その病原性発現機序

に対する抗体価を測定しうる実験系を確立する

にも不明な点が多い。本ウイルスにより発症する

こととした。


&29,' の病態は患者間の差が大きく、無症状〜
軽症の症例から、急速な呼吸不全、多臓器不全を

＜6SLNH、6SLNH、1XFOHRFDSVLG 1& 1DQR/XF 発
現ベクターの構築＞

来たす症例まで様々である。重症化にはサイトカ
インストームと呼ばれる過剰な免疫反応が関与
しているとも考えられており、病態の理解、重症
化予測、治療法の開発には、患者の生体内で起こ
っている免疫応答を正確に把握する必要がある。


/,36 法の構築

/,36 法は抗原タンパク質とレポータータンパ
ク質の融合タンパク質を血清中抗体により免疫
沈降を行い、その産物と基質の反応による発光を
測定することで抗体価を計測する方法である（図
）。オリジナルの /,36 法ではレポーターとして
5HQLOOD OXFLIHUDVH が使用されているが  、本

２． 内容

研 究 で は バッ ク グ ラ ウン ド が 低 く感 度 が 高 い

本研究では 6$56&R9 感染者（無症候性感染

1DQR/XF を 使 用 し た 。 抗 原 と し て 6$56&R9

者および &29,' 発症患者）における、ウイル

6SLNH、6SLNH、1& の FRGLQJVHTXHQFH を 1DQR/XF

ス抗原に対する液性免疫応答を比較検討し、病

遺伝子（プロメガ）の下流に配置し、1DQR/XF タ

態との関連を明らかにすると同時に、感染早期

ンパク質の & 末に各抗原タンパク質を融合したタ

に重症化を予測しうるバイオマーカーを同定す

ンパク質を発現するプラスミド（以下の  種類）

ることを目的とし、以下の解析を行った。

を構築した。

 6$56&R9 抗原に対する抗体検出系確立

・SF'1$1DQR/XF6SLNH

 異なる病態の &29,' 症例における抗体価変

・SF'1$1DQR/XF6SLNH

動の解析

・SF'1$1DQR/XF1&
＜融合タンパク質の調整＞

３． 方法

上記  種類の発現ベクターをヒト胎児腎細胞由

液性免疫応答の解析手法として、様々な抗原に
対する血清中抗体価を測定可能な OXFLIHUDVH
LPPXQRSUHFLSLWDWLRQV\VWHP /,36 法（図 ）を

来細胞株である +(.7 細胞に遺伝子導入し、
時間後に細胞を回収。プロメガ社の 3DVVLYHO\VLV
EXIIHU を用いて細胞溶解液を調整し、これを /,36
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用抗原液とした。1DQRGlo® Luciferase Assay

パク質に結合する抗体を測定し、感染者で抗体価

6\VWHP（プロメガ）を用いて、A5/8 となる抗

の上昇が検出できることを確認した（図 ）。
次に、&29,' 罹患患者の経時的検体における

原量を決定した。

各抗体価の測定を行った。
&29,' 患者は
・軽症（無症状）
・中等症（肺炎）
・重症（人工呼吸管理）
に分けられ、さらにステロイド治療群と非治療
群に分けられた。各患者から、治療およびその後
の経過観察期間に  ポイントずつ採血が施行さ
れ、各検体における 6SLNH、6SLNH、1& に対する
抗体価を測定した。


＜/,36DVVD\＞
（試薬リスト）
・/,36%XIIHU（20 mM Tris (pH 7.5)、150 mM NaCl、
5 mM MgCl2、7ULWRQ;）
・3LHUFH™3URWHLQ$*0DJQHWLF%HDGV（磁石プ
レートを使い、/,36 用 %XIIHU で３回洗浄し、
置換し使用。
）
重症度およびステロイド治療の有無と、抗体価

・1DQRGlo® Luciferase Assay System

の経時的変化の比較解析から、以下の結果が得ら

（反応条件）
  次反応として、/,36 用抗原 A5/8 ＋ヒ
ト血清 X/ZHOO ＋/,36EXIIHUを混合、計

れた（図 ）
。
１．軽症では 6SLNH6SLNH1& いずれの抗体

X/ とし、室温、 分プレート用ミキサーに

価も低く、中等症と重症では高い傾向にある。

て攪拌する。

特に 6SLNH と 1& ではその傾向が強い。

  次反応として、3URWHLQ$*磁気ビーズを

２．6SLNH に対する抗体価がステロイド治療によ
り上昇が抑えられている可能性がある。

X/ 添加し、室温、 分、シールをしてプレ

３．治療群、非治療群にかかわらず、中等症以上

ート用ミキサーにて攪拌する。

では長期間抗体が維持されている。

 X/ の /,36%XIIHU で  回洗浄。
 基質 1DQRGlo® Luciferase Assay System：
添付資料の通りに調整したもの

４．今回解析したステロイド治療群（および  例
に関しては抗 ,/ 受容体抗体投与）におい

を

ては、治療と各抗体価の変動との間に一定の

XOZHOO で添加し、攪拌し、測定した。


傾向は認められなかった（図 ：中等症、図

４．結果

：重症）。

/,36 法を用いて、&29,' 罹患患者および健

これらの所見より、これらの抗体価は重症化マ

常人由来の血清中に存在する 6$56&R9 由来

ーカーとなり得ること、また抗 6SLNH 抗体は病

6SLNH タンパク質（6SLNH 及び 6SLNH）、1& タン

勢および予後と関連する可能性が示唆された。
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５．まとめ
/,36 法による 6$56&R9 抗原に対する抗体価
の測定は &29,' の病態を反映し、重症化予測
に有用である可能性が示唆された。
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フレキシブルエレクトロニクスを用いたつけ爪型パルスオキシメータの開発



研究責任者 旭川医科大学 医学部
先進医工学研究センター
准教授  井上 雄介
  


１． はじめに

人差が大きくその３次元構造は日本人の中にお

新型コロナウィルスに感染した重症患者は数

いても大きく形状が異なり、センサの結果にノ

時間で死亡する急性呼吸性窮迫症候群に至り、

イズとして影響を与えてきた。そのため、様々な

ECMO による治療が必要となるため、抹消血流

爪の形状にあわせて動作する柔らかいエレクト

と体内酸素飽和度のモニタリングは必須の課題

ロニクスの開発が必須の課題であった。そこで、

である。現在の指で測る透過型手指パルスオキ

生体に応用可能な様々な、柔らかく生体にフィ

シメータは血流の阻害となる圧力が指にかかり、

ットするフレキシブルエレクトロニクスを開発

徐脈や PCPS の定常流によって脈波成分が減衰

することとした。またセンサの有効性と安全性

した状態では計測が困難となる。そこで我々は

を医学的に評価する。

爪をアプローチの対象として、圧迫せずに抹消
の血流・酸素飽和度を計測可能な新たなセンサ
開発を行っている。一方で爪の形は個人差が大
きく、形状に合わせたデバイスの開発が求めら
れている。その解決のために我々は東京大学と
共同してフレキシブルエレクトロニクスの開発
を行っており、その技術を応用して本課題を解

図  やわらかく動きのある生体表面に適用可能
なフレキシブルエレクトロニクス   

決することを起草した。COVID-19 患者のバイ
タルモニタリングとして、つけ爪型のパルスオ
キシメータをあらたに開発し、これまでは計測
が困難であった弱い脈波でも計測可能な多点セ
ンシングの有効性を評価することを本研究の目
的とした。

２． 方法
我々はつけ爪型の脈波センサを開発してきた
が、既存の電子部品は堅いガラスエポキシ基板
か、シリコンウエハ上に構成する必要があり、曲

図  香川高専と共同で開発中のつけ爪形の脈波

面を持つ爪に適用は困難であった。また、爪は個
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センサ



つけ爪型フレキシブルセンサを有機 LED(O-

寿命が得られた。有機半導体は無機半導体に対

LED)と有機フォトダイオード(O-PD)によって

して大気安定性に劣ると言われており、空気中

フレキシブルで生体にフィットするパルスオキ

の酸素と反応して劣化が生じることも懸念され

シメータを実現し、医学的に安全性と有効性を

た、また体表の汗などの分泌物に対しても

評価する。

oLED や oPD への影響が懸念されたが、汗腺や

計測時のノイズ対策に関しては、心拍由来以

代謝のない爪上では皮膚よりもそれらの影響は

外の体動外乱が信号として重畳される。自己相

見られず、本試験の期間においては悪影響が見

関、相互相関に着目した解析を行い、外乱信号の

られなかった。

除去を試みる。有効性評価は男女の性別毎に広

人を対象とした試験においては、COVID-19

い年代を対象に試験を実施する。倫理委員会へ

の影響は大きく当初予定して人数での試験は実

の申請と承認を経て厳正に実施する。

施できなかったものの、20 サンプルの結果を得
ることが出来たのでその一例を図 4 に示す。全

３． 成果
薄膜状に構成したフレキシブル半導体

被験者で心電図と同期した脈波を検知できた。
3)を用

いてパルスオキシメータを作製した（図 3）。有
機半導体を用いたデイバスは柔らかく伸縮性を
持たせることができるため、無機半導体に比べ
生体親和性が高く本目的に大変適していること
がわかった。また機械的安全性の確保に関して
は爪上に構成することは皮膚よりも形状が安定
していることも有り、実験に際して十分な強度

図  人を対象とした被験者実験の結果（上：酸
素飽和度に対応して、緑色光と赤色光での
図  つけ爪形パルスオキシメータ（上：構成概

信号強度が変化し、パルスオキシメータと

念図、中：フレキシブル有機材料で作ら

しての機能を示した結果。下：爪から取得

れた /(' とフォトダイオード、下：パル

した  サンプルのうち、老若男女左右手

スオキシメータ）

足それぞれ  例ずつを示した結果）
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１． はじめに

してしまうことがある。PCR の原理として検体が

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、重

1 つでも存在すればそこから標的核酸を増幅させ

篤な呼吸困難を引き起こす新たに発見されたヒ

検出することが可能である。SARS-CoV2 が存在す

ト感染症である[1-3]。世界保健機関 (WHO) は

る場所に触れて、その後鼻を触って検査を受けた

2020 年 3 月 12 日に新型コロナウイルス感染症の

だけで、患者の感染の有無に関係なく陽性となっ

アウトブレイクをパンデミックに分類した[4]。

てしまう。
RNA は DNA に比べ不安定で、非常に分解され

SARS-CoV2 は、軽度の症状や無症状の感染者によ
っても感染が拡大することも知られているため、

やすい物質である。RNA を分解する RNase は人

感染の流行を食い止めるには早期診断と感染者

間の唾液や汗、空気中のホコリなどにも含まれて

の管理、高度なウイルス検査技術の確立が必要で

いる。そのため検体処理中での RNase による分解

ある[5, 6]。

により PCR 検査で増幅されず偽陰性が発生する。

現在 COVID-19 の検査は特異性および感度の点

また、検査時に患者が COVID-19 に感染してい

から逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 (RT-PCR) に

たとしても、採取した検体に SARS-CoV2 が存在

より実施されている (Fig.1) [7]。

しなければ陰性となる。検体は鼻咽腔拭い液を使
用することが主流である[7]。その採取した検体中
に DNA や RNA 以外の物質混入している。国立感
染研究所のマニュアルに記載のスピンカラムに
よる抽出では、検体中の総 RNA が回収されてし
まうため標的ウイルス RNA、精製物中の標的核酸
の濃度が相対的に小さくなる。したがって標的物

)LJ 3&5 検査の流れ

ではない物質によって標的核酸の濃度の低下や
RT-PCR の阻害により偽陰性が発生する。よって

PCR では患者の検体中に標的ウイルス由来の

標的核酸の抽出・精製では、標的核酸を特異的に

遺伝子が含まれているかを調べる。PCR による検

捕捉し、標的核酸の濃度が相対的に高くなる方法

査での主な問題点は偽陽性・偽陰性が生じること

が求められている。

である。
偽陽性になる主な原因は、患者は感染していな

２． 内容

いがサンプリングの作業中に SARS-CoV2 が混入
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標的 RNA を特異的に捕捉するプローブを修飾

した磁気粒子を用いる方法も開発されている。プ

むプローブ修飾磁気粒子の開発することで、光架

ローブは標的 RNA と相補的な配列を持つためハ

橋 性 プ ロ ーブ 修 飾 磁 気粒 子 を 用 いた 高 効 率 な

イブリダイゼーションによって標的 RNA を捕捉

DNA 回収技術の確立を目的としている (Fig. 3) 。

することが可能である。洗浄過程において水素結

そこで標的 RNA と相補的な光架橋性人工核酸を

合に基づいたハイブリダイゼーションによって

含むプローブを磁気粒子に修飾し、標的 RNA を

捕捉された標的 RNA も同時に脱離してしまう

光照射により共有結合させ RNA の回収効率向上

(Fig. 2) 。

を図る。

)LJ  プローブを利用した核酸回収
の課題

)LJ  光架橋性人工核酸を付与したプ

水素結合が解離される条件においても標的

ローブより核酸回収

RNA を確実に捕捉でき、かつ夾雑物を確実に除去
する RNA 回収技術の開発が PCR 検査の感度向上
に求められている。

３． 成果

この問題を解決するために、本研究では、光架

プローブとは標的核酸に相補的な塩基配列を

橋性人工核酸に着目した。光架橋性人工核酸とは、

もつ DNA 断片のことである。プローブを用いる

核酸二重鎖間において光照射によりピリミジン

ことで標的核酸と特異的に結合することによっ

塩基に対して架橋し、共有結合することが可能で

て選択的に標的核酸を捕捉することが可能であ

ある。そのため水素結合が解消される変性剤や界

る。

面活性剤を用いた条件においても標的を捕捉し

本研究では、ストレプトアビジンを表面にコー

続ける。この技術の応用により粒子表面やプロー

ティングした磁気粒子を用いた。アビジンはビオ

ブに静電的相互作用や疎水性相互作用によって

チンに対して非常に高いアフィニティーを持つ。

非特異的に吸着する物質の除去が可能な変性剤

アビジン-ビオチン複合体は既知の非共有結合性

や界面活性剤を洗浄操作に用いることが可能と

相 互 作 用 の 中 で は 最 も 強 力 で あ る (Ka = 10-

なる。したがって、強力な洗浄操作でも標的 RNA

15M) 。ストレプトアビジンは、最大 4 個のビオ

を解離させずに確実を捕捉し続け、夾雑物除去が

チン分子に結合することが可能である。また、ビ

可能である磁気粒子を開発することができると

オチン標識は安定性が高く小型であるため、標識

考えられる (Fig. 3) 。この技術の開発により PCR

分子の機能性をほとんど阻害しない。アビジン-ビ

の反応に用いる核酸の抽出・精製で得られる標的

オチン複合体は一度複合体を形成すると、pH、温

核酸の濃度が相対的に高くなり、PCR の精度向上

度、有機溶媒や変性剤の影響を受けにくいことが

につながる。

知られている。

本研究では標的 RNA を確実に捕捉でき、かつ

本研究では、5’末端にビオチンを修飾した光架橋

夾雑物を確実に除去する光架橋性人工核酸を含

性人工核酸を含むプローブを用いて、ストレプト
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アビジンコートの磁気粒子に結合させプローブ

により光架橋性人工核酸の炭素間の二重結合と

修飾磁気粒子を作製した。この磁気粒子を用いて

チミンの C5-C6 の二重結合に対して［2＋2］シク

選択的に標的核酸の捕捉・回収実験を行い、標的

ロ付加により光架橋反応が進行してシクロブタ

核酸の回収効率の向上を図る。

ン構造の共有結合を形成する[8]。

本研究では、3-cyanocarbazole-modified nucleotide
(CNV-K) を含む光架橋性人工核酸を用いた (Fig.

 標的 DNA は SARS-CoV2 のヌクレオカプシド
タンパク質の塩基配列の一部を使用した。
Table1 1 に示したサンプルに対してアガロース

4) 。

ゲル電気泳動の結果を Fig. 6 に示す。

7DEOH 3&5VDPSOH

(a) Positive
control
(b)
Recovered
target DNA
(c)
Unmodified
probe
(d) No light
irradiation

Target

Particle

Probe

Light

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

)LJ  光架橋性人工核酸 &19. の化学
構造

電 気 泳 動 の 結 果 、 (a) Positive control と (b)

CNV-K を含むオリゴデオキシヌクレオチド
(ODN) は 366 nm で 1 秒間照射することで光架橋
させることができる (Fig. 5) 。

Recovered target DNA は 80 bp 付近にバンドが確認
された。一方で、(c) Unmodified probe と (d) No light
irradiation はスメアが確認でき、バンドは確認でき
なかった。
(c) は標的 DNA を捕捉できるプローブがつい
ていないため、標的 DNA を捕捉・回収できなか
ったと考えられる。また、磁気粒子表面に非特異
的に吸着している可能性が存在したが、界面活性
剤による洗浄によって除去され、粒子表面には非
特異的に吸着していないと考えられる。
(d) は光照射による共有結合が形成されていな
いため、変性剤と界面活性剤による洗浄によって
水素結合が脱離し、標的 DNA を捕捉・回収でき
なかったと考えられる。

)LJ &19. の光架橋反応

CNV-K は核酸二重鎖間において光照射により
チミンに対して架橋することが可能である。光架
橋性核酸を含むプローブは標的核酸とハイブリ
ダイゼーションさせ、水素結合させた後、光照射
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)LJ 標的核酸回収後の電気泳動
)LJ  夾雑物混入時における標的核酸

実際の核酸の抽出では、タンパク質や他のウイ

回収後の電気泳動

ルス性の核酸なども存在しているためプローブ
との相補的な結合を阻害することが考えられる。

リアルタイム PCR は PCR 反応によって増幅す

よって標的 DNA 以外の物質を実験の系に加える
ことにより実際の系に近い条件で実験を行った。

る DNA 断片を計測できるためどの程度系内に標

今回は標的 DNA に用いているのは短い DNA 断

的 DNA が存在するかを確認することができる。

片であるため、塩基配列の異なる短い DNA 断片

したがって、夾雑物混入条件のバンドの濃淡の差

を 夾 雑 物 に選 択 し た 。し た が っ て、 抽 出 し た

を数値的に測定するためにリアルタイム PCR を

MRSA のゲノム DNA を超音波で切断したものを

用いて実験を行った。
(b) (d) はサイクル数を大きくしていくと蛍光

夾雑物として使用して同様の実験を行った。
夾雑物混入条件に対して Table 1 示したサンプ

強度の蛍光強度の増加が確認できた。(c) は (b)

ルに対して E-Gel Power Snap 電気泳動システム

と (d) のサンプルに比べて蛍光強度の増加が確

によるゲル電気泳動の結果を Fig. 7 に示す。(a) と

認されなかったため、ゲル電気泳動の結果確認さ

(b) には 80 bp 付近にバンドが確認された。しか

れたバンドは標的 DNA 由来のバンドでないと考

し、(a) と (b) に比べ薄いが、(c) と (d) にもバン

える。(b) (d) の両サンプルの算出したベースライ

ドが確認できた。このバンドは洗浄不足によるも

ンに対して統計学的に有意な増加がみられる Ct

のだと考えた。したがって、夾雑物混入条件の (b)

値を Table 2 に示す。Table 2 の Ct 値を比較すると

(c) (d) においてリアルタイム PCR で回収効率の

0.41 の差が確認された。PCR は 1 サイクルごとに

確認を行った。

2n (n = サイクス数) ごとに鋳型 DNA は増加して
いく。光架橋性人工核酸を用いた (b) は今回の実
験で Ct 値が 0.41 の差があることから、20.41 = 1.33
倍 (d) に比べ DNA の濃度が濃かったことが分か
る。したがって、光架橋性人工核酸を含むプロー
ブを用いることで DNA 回収効率を 1.33 倍向上で
きたことが分かった。この 1.33 倍の差は元々収率
の高いプローブを用いた抽出方法と比較を行っ
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回用いた PCR と電気泳動やリアルタイム PCR な

たため、十分な差であると言える。

どによる検出方法は専門の機器が必要であり、検
出に時間がかかるのでより簡便で短い時間で検

7DEOH 5HDOWLPH3&5WKUHVKROGF\FOH

出が可能な方法が考えられる。したがって、本研
Threshold cycle
(b) Recovered target DNA
(d) No light irradiation
(c) Unmodified probe

究室で研究されている画像解析による検出方法
の確立を考えている。

17.68
18.09
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４．まとめ
本研究では標的 RNA を確実に捕捉でき、かつ

参考文献および発表論文

夾雑物を確実に除去する光架橋性人工核酸を含
むプローブ修飾磁気粒子の開発することで、光架
橋 性 プ ロ ーブ 修 飾 磁 気粒 子 を 用 いた 高 効 率 な
RNA 回収技術の確立を目的とした。本研究では、
標的 DNA と相補的な光架橋性人工核酸を含むプ
ローブを磁気粒子に修飾し、標的 DNA を光照射
により共有結合させ DNA の回収効率向上を図っ
た。

1 =KX ' =KDQJ : :DQJ ; /L %
<DQJ - 6RQJ ; =KDR % +XDQJ :
6KL5/X1(QJO-0HG  
:X)=KDR6<X%&KHQ<0
:DQJ:6RQJ=*+X<7DR=
:7LDQ-+3HL<<<XDQ0
/=KDQJ</'DL)+/LX<
:DQJ 4 0 =KHQJ - - ;X /
+ROPHV(&=KDQJ<=1DWXUH

光教性人工核酸を含むプローブを用いること
で DNA の回収効率を向上させることができ、変
性 剤 や 界 面活 性 剤 に よる 洗 浄 に よっ て も 標 的
DNA を捕捉し続け回収できた。夾雑物混入条件に
おいても同様に標的 DNA を捕捉、回収ができた。
この事から、光教性人工核酸を含むプローブは選
択性があることが確認できた。しかし、抽出した
ゲノム DNA を用いて実験を行ったため、より実
際の抽出条件に近い条件での実験も必要である。
リアルタイム PCR によって標的 DNA の定量的
な測定を行った。光架橋性人工核酸を含むプロー
ブを用いることで光照射を行わなかったサンプ
ルに比べ 1.33 倍多く回収できることが分かった。
本技術は、新型コロナウイルス感染症以外のウ
イルス性の感染症や疾患なども標的核酸の塩基
配列が分かれば、プローブを設計し用いることが
できる。したがって、今後は RNA や二重鎖 DNA
をサンプルに用いた研究が必要である。また、今
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不活化ウイルスの 51$ 直接検出による感染検査の高速化



研究責任者 広島大学大学院統合生命科学研究科
生物工学プログラム
教 授  岡村 好子
  


１． はじめに

このような制限と律速の事情があり、我々は、

本研究を着想した 2020 年 4~5 月頃、世間で

一般人が安易に行うべきものではない、と考え

は全員 PCR 体制の整備を熱望していた。PCR

ながらも、工学者としては PCR の課題を解決し

という専門用語を一般の方が口にするようにな

人々の安心安全に役立つ方法に自らの技術が適

ったことに驚きを感じた。一方で PCR は誰もが

用できるかどうか考えた。

簡単に扱えるという誤った認識が先行している

我々が開発した RNA 直接検出法（RNaseH-

ことに懸念を抱いた。PCR を含む遺伝子増幅法

assisted RCA; RHa-RCA） 1) は、検出すべき

は、対象 DNA を数百万倍に増幅できるなど高

RNA 自体が増幅反応の開始プライマーになる

感度である一方で、混入物に敏感で、当該反応以

ため、既報のウイルス検出法とは全く異なり、擬

前の生成物キャリーオーバーや空気中の飛沫な

陽性は生じない。さらに、Fluorescence in situ

ど、反応系の外から入ってくる DNA による汚

hybridization (FISH)を併用するために、細菌体

染（コンタミネーション）が問題となる。例えば、

内で RHa-RCA 反応を行い、1 細胞レベルで

陽性コントロールとして利用するプラスミドが

mRNA 発現を可視化できる RHa-RCA―FISH2)

反応系に１コピー混入しただけで、偽陽性が生

も開発してきた（図１）
。

じ、結果の解釈を誤らせる可能性がある。そのた
め遺伝子増幅法をベースとした方法を臨床検査
等で使用する場合は細心の注意が必要であり、
管理された清浄空間と技術に熟知した検査技師
が必要となる。さらに新型コロナウイルス
SARS-CoV2 の扱いは当初バイオセーフティレ
ベル３(BSL3)が必要で、実験室にオートクレー
ブと生物学用安全キャビネットの設置が義務づ
けられ、さらに前室にエアシャワーを設置、実験
室からの排気は高性能フィルターを通し除菌し
た上で大気に放出することを求められている。
また、技師が感染のリスクに晒されないよう、ウ

本手法を SARS-CoV2 検出に応用した場合、

イルスを不活化する変性剤がある中で反応が進

細胞固定のためのパラホルムアルデヒドを使用

行する検査方法である方が安心安全である。

しても核酸増幅は進行することから、被験者か
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ら採取した検体付着スワブをホルマリンやアル

ラバイオ株式会社）を混合し、最終量を 30 µL と

コール等不活化剤入りのサンプル管に回収すれ

した。この混合溶液を 37℃で 1 時間インキュベ

ば、ウイルスは即時に不活化され、検査時の防護

ートすることで PLP をリン酸化したのち、65℃

服の使用、BLS3 レベルの検査室などの制限を

で 20 分間加熱することによりキナーゼを失活さ

緩和できると着想し、本研究では、検査技師の熟

せた。
IVT、250 fmol のリン酸化した PLP、1 µL 10×

練度に依存しない簡便なプロトコルに改良する

Oligonucleotide annealing buffer (200 mM トリス酢

ことを目的としてその反応工程を検討した。

酸、500 mM グルタミン酸カリウム、1mM EDTA)

２． 実験材料および方法

を混合し、最終量を 10 µL とした。この混合溶

ウイルス感染細胞のモデル

液を 95℃で 2 分間、45℃で 3 分間、30℃で 10 分

当研究室では感染性のあるウイルスおよびそ

間インキュベートすることでハイブリダイゼー

の関連細胞等を扱えないため、アフリカミドリ

ションを行った。その後、1 µL 10×Ligation buffer

ザル腎臓線維芽細胞株(COS 細胞)の内在性の

(200 mM トリス酢酸、500mM グルタミン酸カリ

RNA を検出対象として、ウイルス感染細胞内の

ウム、200 mM 酢酸マグネシウム)、800 µM ATP、

ウイルス RNA 検出モデルとした。COS 細胞は

2 mM DTT、12.5 units SplintR ligase（New England

DMEM (+10% FBS) に 初 期 細 胞 数 が 1 × 105

BioLabs）が含まれている反応液 10 µL を混合し

cells となるように培養液を添加し、72 時間培養

た。ライゲーション反応は、37℃で 1 時間イン

した。

キュベーションすることで行い、65℃で 10 分間
加熱してリガーゼを失活させた。次に、1.8 µL 10

検出プローブ設計と検出配列の LQYLWUR 合

×buffer for SpRCA-1T (300 mM トリス酢酸、
500mM グルタミン酸カリウム、300 mM 酢酸マ

成
COS 細胞から全 RNA を抽出し、cDNA を合成

グネシウム、800 mM 硫酸アンモニウム)、2 mM

した。actb 遺伝子の配列を決定し、認識するパ

dNTPs、200 ng phi29 DNA polymerase（関東化学

ッドロックプローブ (PLP)を設計した。また、

株式会社）、0.06 units RNase H (BioAcademia)、

PLP の骨格配列を認識する FISH プローブには

0.01 units Pyrophosphatase（New England BioLabs）
、

Alexa488（顕微鏡観察用）または Alexa568（蛍光

2×SYBR GreenⅡ（Invitrogen）が含まれている反

スキャナ用）を修飾した。検出配列のコピー数の

応液 20 µL を混合した。RCA 反応は、30℃で 2

キャリブレーションのために、actb の cDNA を

時間インキュベートすることで行った。その間

T7 プロモーター制御下に連結した発現ベクター

に Thermal Cycler Dice®︎ Real Time SystemⅡ（タ

を構築し、in vitro 転写した mRNA (IVT)を調製

カラバイオ株式会社）を用いて、RCA 産物の増

した。IVT の濃度を測定し、定量測定の検量線に

幅を 10 分ごとに Real-time 測定した。反応終了

使用した。

は 65℃で 10 分間加熱して酵素を失活させた。
PCR 産物にハイブリダイズした SYBR Green II

LQYLWUR5+D5&$

の蛍光は FAM 用のフィルター（励起波長 482 nm、
蛍光波長 536 nm）で測定した。

設計した PLP の検出限界を評価するために、
2-2.で調製した濃度既知の IVT を用いて RHaRCA を行った。300 pmol の PLP、3 µL 10×T4

T3&5

PNK buffer (200 mM トリス酢酸、500 mM グルタ

2-2.で調製した cDNA を使用し、actb 遺伝子の

ミン酸カリウム、100 mM 酢酸マグネシウム)、1

785~1027 nt 領域を増幅するプライマーで qPCR

mM ATP、10 units T4 polynucleotide kinase（タカ

を行っ た。 qPCR に は THUNDERBIRD NEXT
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SYBR qPCR MIX (TOYOBO)を使用し、2-2.で調製

ウェル限外ろ過膜上での 5+D5&$),6+
2-5.の工程を限外ろ過膜上で実施することで、

した濃度既知の IVT を用いて検量線を作製した。
2-3.と同様に SYBR Green II の蛍光を測定した。

洗浄・反応にかかる液交換を簡便化し、自動分注
器の使用を可能にするフォーマットを策定した 3)。

変性剤を使用した 5+D5&$),6+ 反応条件

使用した限外ろ過用プレートはアクロプレッ

遠心回収した COS 細胞を 4%パラホルムアル

プ アドバンス 96-ウェル フィルタープレート

デヒド（室温）に浸漬して固定化した。
・細胞透

限外ろ過用 (PALL 社製､Omega 100K MWCO,

過化には、99.5% エタノールに 15 分間浸漬、あ

#8036)、同じく PALL 社製マルチウェルプレー

るいは、70, 85, 99.5% エタノールに 5 分間ずつ

トバキュームマニフォールドで吸引ろ過した。

浸漬の 2 条件を検討した。浸漬後、PBS で洗浄

手順の概要を図２に示した。反応終了後の 96-ウ

した。

ェル フィルタープレートに残存する蛍光は、蛍

in situ で行う RHa-RCA には、20 pmol のリン

光 プ レ ー ト リ ー ダ ー Fluoroskan Ascent FL

酸化した PLP、5 µL 10×Hybridization buffer (200

(ThermoFisher Scientific 社)を使用して測定し

mM Tris-HCl（pH 7.5）, 50 mM 塩化マグネシウ

た。

ム, 300 mM 塩化カリウム)と 10µL ホルムアミド
を混合し最終量を 50 µL としたハイブリダイゼ
ーション溶液中に透過化後の細胞を浸漬した。
PLP のハイブリダイゼーションは、
95℃→32.5℃
ゆっくりと冷却、あるいは、55℃で 15 分間
→45℃で 2 時間の条件で行った。次に、6.25 µL
10×Ligation buffer、1.2 mM ATP、3 mM DTT、25
units SplintR ligase を含む反応液 50 µL を混合し、
図２ 限外ろ過膜上での5+D5&$),6+の⼿順

37℃で 10 分間インキュベートすることでライ
ゲーションを行った。最後に、5.6 µL 10×buffer
for SpRCA-1T、2.0 mM dNTPs、1.25 ng phi29 DNA

３． 結果および考察

polymerase 、 0.03 units RNase H 、 0.004 units

検出用 3/3 の評価

pyrophosphatase を含む反応液 50 µL を混合し、

in vitro RHa-RCA による１本鎖 DNA の増幅を

30℃でインキュベートすることで RCA 反応を

蛍光シグナル強度によって測定した結果、

行ったのち、0.5M EDTA による反応の停止を行

10fmol (6.0×109 分子)の mRNA を検出可能で

った。以上の反応はすべてスライドグラス上で

あることが示された (図３)。qPCR サーマルサ

行った。

イクラーに搭載されている蛍光検出器の感度が

FISH プローブのハイブリダイゼーションは、

およそ 1010 以上のフルオロフォアであるため、

40 µL 5×saline sodium citrate（SSC）と 10 µL の

この検出方法で評価できる最大感度は得られた

10 µM FISH プローブを混合し、37℃で 3 時間イ

と考えている。また、SYBR Green II の蛍光で

ンキュベートすることにより行った。100 µL 1×

検出する場合、S/N 比が明確に区別できる所要

PBS で 37℃、15 分間インキュベートすることで

時間は 1 時間であることも示された。

余剰のプローブを洗浄した。尚、洗浄は 2 度行
った。最後に、20 µL の 50 µM DAPI-PBS をマ
ウントして核を染色し、Keyence BZ-X800（キー
エンス社）を使用して蛍光観察した。
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蛍光強度が低いところを見ると顆粒が識別で

PLP-ActB P2の評価
12000

きるため、RCP は RNA 1 分子に対し１顆粒とし

蛍光値(A.U.)
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て生じるが、その顆粒が多数重なり合って個数を
計測できない状態になっていることが示された。
すなわち、qPCR サーマルサイクラーに搭載され

時間(min)

てる蛍光検出器の感度では１時間以上の反応時

図３ actb IVT に対する in vitro RHa-RCA. NTC: No template control.

間 が 検 出 感度 を ク リ アす る た め に必 要 だ が 、
FISH による蛍光プローブ集積では、反応時間の

変性剤を使用した 5+D5&$),6+ 反応条件の

短縮が可能であることが示唆された。
なお、qPCR によって見積もられた COS 細胞

策定
4%パラホルムアルデヒド（室温）に浸漬して
固定化した細胞の透過化を２条件で検討した結

１個あたりの actb 遺伝子の発現量は 3,200±76 コ
ピーだった。

果、99.5% エタノールに 15 分間浸漬の方は細
胞膜が粗面になり乾燥が激しかった。エタノー

ウェル限外ろ過膜の適用

ル濃度を徐々に上昇させた条件では乾燥を防ぎ

RHa-RCA-FISH のメリットは細胞内で反応する

細胞ダメージも少なかったため、後者を採用し

ため、RNA 抽出工程が不要であり、蛍光が顆粒と

た。

して高度に集積するため、SYBR Green II より高

PLP のハイブリダイゼーション条件も２通り

感度化が可能である。しかし一方で、細胞像を蛍

行い、FISH まで行って評価した結果、95℃

光顕微鏡で観察し、蛍光顆粒をカウントすること

→32.5℃ゆっくりと冷却の条件では蛍光が全く

は観察者の負担になってしまうため、96 ウェルの

見られなかったが、55℃で 15 分間→45℃で 2

蛍光スキャナを使用した検出が可能かどうかを

時間の条件では FISH の蛍光が観察されたため、

検討した。そのため、96-ウェルフィルタープレー

前者では PLP が mRNA にうまくハイブリダイ

トをフォーマットとし、未反応蛍光プローブを除

ズせず RCA 反応が開始されなかったと結論さ

去できる限外ろ過膜を使用することにした。

れた。

これによって、反応液の投入、液交換、洗浄に

それぞれの選ばれた条件で、RNA 分子に由来

おいて毎回遠心分離を行ってきた工程を減圧吸

する RCA 産物(RCP)を可視化した結果、図４に

引で簡易化することが可能であり、研究室に配属

示すとおり、FISH プローブの Alexa488 蛍光が

されたばかり４年生の学生でも簡単に反応を実

細胞質いっぱいに観察された。

施することができた。その結果を図５に示す。細

A

B

胞を投入し、透過化処理の有無で反応の有無を区

C

別したところ、透過化処理なしの細胞は細胞の形
を維持することで、ウェル底面を被覆してしまい、
投入した FISH プローブが滞留してしまった。図
５(B)に解説したように、目詰まりした結果、FISH
反応液が引き抜けず、未反応プローブが残存した
ため、Alexa568 由来の赤色蛍光が計測された。一
図４ 変性剤で固定化した &26 細胞中の 51$ 分子を 5+D5&$),6+
で可視化緑蛍光：$OH[D ),6+ プローブ由来 青蛍
光：'$3, 核由来 
$5+D5&$),6+ で DFWE 遺伝子の P51$ が可視化された細胞
% 透過化処理後 5+D5&$ 反応なしで ),6+ した細胞 ),6+ プロ
ーブは非特異的に吸着しないことを示すコントロール 
&細胞透過化処理のみを行なった細胞

方、細胞透過化区分では、細胞膜が崩れ細胞内容
物が漏出、100 kDa 以下の分子は全て吸引ろ過さ
れたため、未反応プローブも除去されたと見なさ
れた（図５ (A)）。RCP は 100 KDa より十分に大
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きい分子であるが、おそらく図５(B)に解説したよ

謝辞

うに、ウェル底面に散在してしまい、蛍光計測が

本研究は、中谷医工計測技術振興財団の緊急

うまくいかなかったようである。フィルター上に

支援 新型コロナウイルス感染症対策助成プロ

残ったわずかなろ液を回収して顕微鏡で観察す

グラムの助成のもとに行われました。ここに深

ると蛍光顆粒が観察されたことから、当研究室保

く感謝申し上げます。

有の蛍光プレートリーダーは、液体に拡散する蛍
光でないと測定できないことが分かった。34 kPa

参考文献および発表論文

の圧力で透過化細胞が崩壊し、蛍光顆粒が露出す

 7DNDKDVKL + 2KNDZDFKL 0 +RULR .

る形式であれば、次世代シークエンサーに搭載さ

.RERUL 7 $NL 7 0DWVXPXUD <

れているような蛍光画像解析装置で蛍光顆粒を

1DNDVKLPDGD < 2NDPXUD < 51DVH +

計測することで解決可能であり、また分子数カウ

DVVLVWHG 51$SULPHG UROOLQJ FLUFOH

ントも同時に達成できる。本研究を実施すること

DPSOLILFDWLRQ

によって改良ポイントが明確になり、誰でもオペ

VHTXHQFH

レートできる、スループット性の高い全自動検査

5HSRUWV  

機器への発展が見込まれた。

IRU

WDUJHWHG

GHWHFWLRQ

51$

6FLHQWLILF

 7DNDKDVKL++RULR..DWR..RERUL
7 :DWDQDEH . $NL 7 1DNDVKLPDGD
< 2NDPXUD <  'LUHFW GHWHFWLRQ RI
P51$H[SUHVVLRQLQPLFURELDOFHOOVE\
IOXRUHVFHQFH LQ VLWX K\EULGL]DWLRQ
XVLQJ 51DVH +DVVLVWHG UROOLQJ FLUFOH
DPSOLILFDWLRQ6FLHQWLILF5HSRUWV
  
  特許出願 岡村好子、高橋宏和、堀尾京平

４．まとめ

「生存細菌の検出方法及びそのためのキ
ット」（特願 ） 年  月 

本研究は、PCR による核酸増幅試験の課題を
解決するために、RNA を直接検出する RHa-

日

RCA 法を基盤技術として、SARS-CoV2 の検査



への応用に向けて、セーフティレベルや検査技



師の熟練度に依存しない「どこでも・だれでも」
オペレートできる工程の開発を目指した。細胞
内の mRNA を in situ で直接検出すること、96ウェル限外ろ過膜を適用してスループット性を
向上させることを目的に RHa-RCA 法を改良す
ることに成功した。ほ乳細胞は細胞膜が弱く、蛍
光顆粒が細胞から露出して散在するという新た
な知見が得られ、今後は検出機器の変更によっ
て、計測感度がさらに向上することが期待され
た。
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Q&R9 の 51$ 複製酵素を前処理に用いた、その検査の開発
「敵の武器を逆利用」


研究責任者 千葉大学医学部附属病院
検査部
講 師  西村 基
  


１． はじめに

と判断せざるを得ない内容を含む発表であった

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の効果的な

（参考文献 1)など）。これは他のウイルス、例えば、

予防・治療の確立されていない現在、その検査の

やはり RNA ウイルスである C 型肝炎ウイルスに

改善は喫緊の課題である。標準検査法は qPCR と

おいて、かなり早期より、強い伸長性を伴って

いってよいが、なお感度の問題がある。一方、

Rdrp ポリメラーゼ活性が再現されたケースとは

SARS-CoV-2 は RNA ウイルスであり、自らのコ

明確に異なっている。C 型肝炎においては、この

ードする RNA 依存性 RNA 合成酵素で効率的に

ような再現実験を基に HCV Rdrp を標的に画期

その遺伝情報を複製すると考えられている。本研

的新薬の登場が続いているが、同様の治療薬の開

究では、このウイルスが武器とする RNA 合成酵

発は COVID-19 においては難航が予想される。

素を合成し検査前処理に用い、検査感度を向上す

ここにおいて感度向上という開発の目的に戻
り、Rdrp ではなく phi29 という別なウイルス（バ

る事を企図した。

クテリオファージ）由来のΦ29DNA ポリメラー

２． 内容・３．成果

ゼを前処理に用いる酵素として採用した。この酵

いただいた助成により、千葉大学医学部附属病

素による核酸増幅は WGA(全ゲノム増幅)で実績

院検体を含めた抽出核酸より SARS-CoV-2 の全

があり、市販品として入手が可能であることが大

ての遺伝子のタンパク質コード領域を取得した。

きな理由である。

これらの中には、当然ながら RNA 依存性 RNA

じっさい、取得した SARS-CoV-2 遺伝子をコン

合成酵素(Rdrp)が含まれる。当初の計画において

トロールにした PCR 感度向上の予備的検討は良

は こ れ を 大腸 菌 な ど で人 工 合 成 を行 い 、 合 成

好な結果であった。よって実際の COVID-19 検査

Rdrp に、その天然の基質とする SARS-CoV-2

において、次のようにΦ29DNA ポリメラーゼに

RNA を複製させて、検査の前処理とする予定で

よる検査前処理を行った。すなわち、COVID-19

あった。

変異型別判定シーケンシング検査において、従来

しかしながら、SARS-CoV-2 Rdrp を用いた研

法では RT-PCR でターゲット領域が増幅できな

究の報告が並行して複数なされ、いずれも SARS-

かった、いわゆる Ct 値が高く（約 30-38）検査不

CoV-2 Rdrp の RNA 合成活性を部分的には再現

可能であった 3 検体について、Φ29DNA ポリメ

できているが、伸長性を含めポリメラーゼ能力と

ラーゼによる前処理を行ったところ増幅が可能

しては弱いもので、示された実験条件では、とて

であり型別の推定が十分に可能であった。

も検査前処理に供するほどの性能が見込めない
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４．まとめ・謝辞

発表論文

Ct 値 30-38 というのは最も感度の高い COVID-

準備中

19 検査と言われる PCR 検査においても、ほぼ感
度の限界に近く、Φ29DNA ポリメラーゼによる

参考文献

検査前処理は陽性検体におけるシーケンシング

1) Structure of replicating SARS-CoV-2

を広く可能にできると考えられる。実際に上記で

polymerase, Nature 584, 154–156 (2020).

解析した高 Ct 値群・３検体は、集団感染におけ
る検体であるが、その中で型別判定ができず、同
一株によるものか、本当に集団感染に由来する検
体と判定してよいかの推定目的を含めて型別判
定の必要性がありながら、不可能であった検体で
あった（本解析により同一株と推定できた；図１）。
このように中谷医工計測技術振興財団より頂
いた研究助成により、既に実臨床のレベルにおい
て、目的としていた検査感度向上は達成の目処が
たったと言える状況であり、ますます本稿の執筆
時点（オリンピック開会式直後）において感染が
拡大する現在において振り返っても、極めてタイ
ムリーな助成を頂いたものであり、誠に深く感謝
を申し上げます。

図１
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新型コロナウイルスに対する中和抗体誘導と肺炎重症化に関する研究



研究責任者 神戸大学大学院医学研究科
附属感染症センター臨床ウイルス学分野
教 授  森 康子
  


１． はじめに

対照として、イムノクロマトテストキット

2019 年 12 月に発生した新型コロナウイルス

(2019-nCoV Ab Test; INNOVITA)を用いて抗体

感染症 COVID-19 は、全世界に広がるパンデミ

陰性であると確認された健常ボランティア 17

ックとなり、日本でも 2021 年 7 月時点で第五

名から血清の提供を受けた。

波となると予想される急速な感染拡大が起こっ

中和抗体価の測定には、実際の病原体である

ている。我々の研究グループでは日本での第一

SARS-CoV-2 を用い、神戸大学大学院医学研究

波に当たる 2021 年 4 月から、兵庫県立加古川

科附属感染症センターに設置の BSL3 レベル実

医療センターを始めとした兵庫県下の医療施設

験室を利用して厳重な管理の下で実施した。

との共同研究を行い、兵庫県における感染状況

SARS-CoV-2 の感染に適した TMPRSS2 発現

の把握や、感染に伴う COVID-19 患者の免疫応

Vero 細胞に対して、段階的に希釈した血清と混

答について解析を行ってきた。本研究では、患者

合したウイルス溶液を加え、感染を阻止できる

血清中の Severe acute respiratory syndrome

最大の希釈倍率を中和抗体価とした。

coronavirus-2 (SARS-CoV-2) に対する中和抗

血清中のサイトカインの量の測定には Bio-

体とサイトカインの量を経時的に調べ、重症度

Rad 社の Bio-Plex 200 システムを用いた。Bio-

との関係性について解析した。

Plex Pro™ Human Cytokine Screening 48Plex Panel キットを用いて 48 種のヒトサイト

２． 内容

カインを同時に定量測定した。サイトカイン量

兵庫県立加古川医療センターで PCR 検査に

に関しては健常ボランティア 2 名、無症候感染

よって COVID-19 と診断された患者 15 名から

者 1 名、重症患者 3 名、超重症患者 7 名から得

血清の提供を受け、症状を示さない無症候感染

られた血清を解析した。

者、肺炎を伴わず発熱や上気道炎のみの軽症、酸
素投与処置を要しない肺炎を呈する中等症、酸

３． 成果

素投与処置を要する肺炎を伴う重症、そして人

COVID-19 と診断された無症候感染者 5 名、

工呼吸器による処置が必要となる超重症に分類

重症患者 3 名、超重症患者 7 名について血清の

した。本研究の対象者は、無症候感染者 5 名、

中和抗体価を測定した結果、全ての血清で中和

重症患者 3 名、超重症患者 7 名であった。重症

活性が認められた。一方で陰性対照である健常

患者及び超重症患者からは複数回にわたって血

ボランティアの血清では中和活性は全く見られ

清の提供を受け、経時的な変動を追跡した。陰性

なかった。この事から、感染に伴って特異的な液
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性免疫が誘導されている事が確認できた。重症

超重症患者でより多く産生されている傾向があ

度毎の中和抗体価を比較した結果、無症候感染

り、また中和抗体の産生に伴ってウイルスが体

者血清の中和抗体価が 3-27 倍であるのに対して、

内から検出されなくなっている事から、中和抗

重症患者、超重症患者では各患者の最大値で 81-

体はウイルスの排除に有効である事が示唆され

2187 倍であり、より中和抗体価が高い傾向が認

る。一方で、重症者や超重症者の重篤な呼吸器症

められた。この事から感染者ではその重症度に

状はウイルスが排除された後にも持続し、一ヶ

よって誘導される中和抗体の量に差があり、重

月以上入院が必要な患者も複数見られた。超重

症患者ではより多くの中和抗体が誘導される事

症患者で見られたサイトカイン量の上昇は、症

が示された。

状の持続と付随するように検出されたことから、

各患者の経時的な中和抗体価の変動を解析し

重症化にはサイトカインストームと呼ばれる免

た結果、発症後 4-10 日にかけて中和抗体価が

疫機構の暴走が関与している事が確認された。

徐々に上昇する傾向が認められた。また一部の

これらの事から重症化の抑制に関しては、ステ

例外を除いて、PCR で陰性と診断された時点で

ロイド療法によるサイトカインの制御が有効で

は既に中和抗体が誘導されている事が示された。

あると考えられ、対処法としての提言を行った。

このことから、中和抗体の誘導によって体内か
らウイルスが除去されている可能性が示唆され
た。
血清中の 48 種類のサイトカインについて定
量測定し、健常ボランティア、無症候感染者、重
症患者、超重症患者での比較を行った結果、特に
超重症患者で多くのサイトカイン量が上昇して
いる事が示された。超重症患者の経時的な解析
では、特に人工呼吸器による処置が行われてい
た重篤な時期にサイトカイン量が高い傾向があ
った。またサイトカイン量の上昇はウイルスが
PCR で検出されなくなった後でも持続している
事が示された。この結果は、超重症患者において
サイトカインストームと呼ばれる免疫の暴走状
態が起こっていることを示しており、COVID19 の重症化はウイルスが体内から排除された後
にも持続するサイトカイン量の上昇が関わって
いる事が示唆された。

４．まとめ
COVID-19 患者は無症候感染者から死亡リス
クの高い重篤な肺炎を発症する超重症患者まで
幅広い症状を呈する。本研究ではその重症化に
関わる因子として中和抗体とサイトカインに着
目して解析を行った。中和抗体は無症候感染者
でも産生されているが、肺炎を伴う重症患者や
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中空磁気蛍光ナノ粒子を用いた新型コロナウイルスの迅速・高精度デュアルモード検出法



研究責任者 静岡大学 グリーン科学技術研究所
グリーンケミストリ研究部門
教 授  朴 龍洙
  


の検出による夾雑物の影響は殆どない。夾雑物

１． はじめに
感染症対策において、高感度かつ迅速な病原

フリーの標的ウイルスが電極に結合すること

体診断技術は、適切な予防、治療を実施する上

により電気化学応答のノイズが少ないため、感

で極めて重要である。これは、今回の新型コロ

度の劇的な低下はなく、複雑な検体からでも高

ナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックで

感度ウイルス検出を目指す。さらに、ウイルス

再認識された。しかし、グローバル化社会、地

検出のエラーを補正し、間違った診断を避ける

球温暖化などを背景に、新興ウイルス感染症の

ため、QD@MNS NP の電気化学シグナル（図１

発生は今後も続くものと考えられる。高感度診

c）と蛍光（図１d）を測定することでデュアル

断としては核酸のポリメラーゼ連鎖反応（PCR）

モードウイルス検出方法 1)を確立する。

を基盤とした遺伝子検査が主流であり、迅速診
断では主にイムノクロマト法による抗原検査
が行われている。近年、loop-mediated isothermal
amplification (LAMP)法など等温遺伝子増幅法
が実用化されているが迅速性は十分とは言え
ない。これらの問題点を解消し、より高精度に
現場でウイルスを検出できる迅速かつ正確な
診断技術の開発が必要とされている。
２． 内容
本研究では、蛍光を発する量子ドット（QD）
を磁気ナノ粒子に包埋し、さらに QD と磁気ナ
ノ粒子の間は中空状態である中空磁気蛍光ナ



ノ粒子（QD-encapsulated magnetic hollow sphere

図１．中空磁気蛍光ナノ粒子によるウイルスのデ

nanoparticle、以下 QD@MNS NP）を作製し、QD

ュアルモダリティ検出の概要図。
（D）標的

が磁気ナノ粒子に包埋され、環境の影響を受け

ウイルスと 4'#01613 との結合、（E）ウイ

にくく、QD の蛍光は安定的に高い強度を保つ

ルスの磁気分離、
（F）磁気分離サンプルの

ようにする。また、夾雑物を多く含む検体であ

電気化学的測定、
（G）磁気分離後上澄みの

っても、磁気により分離されるため、ウイルス

蛍光測定。
1
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３． 成果

24.7°、42.4°および 50.4°の 3 つの特徴的な

３１4'#0+613V の合成と物理学的解析

ピークを示し結晶性および立方体である 3)こと

QD@MHS NPs は、QD の合成、Fe シェルの

を示した（図 2j）
。また得られた QD@MHS NPs

合成および QD と磁気ナノ粒子の間を中空にす

は、磁石で容易に分離ができ、蛍光を発し（図

るための鉄の酸化の手順で作製した（図 2a）。

2k）
、飽和磁化は 31.6 emu/g（図 2l）であった。

合成した QD は 6〜14 nm の球状（図 2b）で平
均粒径は 10 nm であった（図 2c）。一方、鉄イ

３２作製した 4'#0+613V の化学的解析

オンは QD の表面に堆積し Fe(CO)5 を形成し
（図

XPS 分析では Se 3d（52.9 eV）
、S 2p（163.3

2d）粒径 15 nm のコア／シェル構造を形成した

eV）、C 1s（284.7 eV）
、Cd 3d（405.7 eV）
、O 1s

（図 2e）
。O2/Ar の混合気体中で、Fe は酸化が

（532.1 eV）、Te 3d（582.9 eV）および Fe 2p（711.5

進み、QD と Fe シェルの間は空洞を形成 2)し、

および 725.1 eV）に特徴的なピークを示した（図

粒径 20 nm の QD@MHS NPs を得た
（図 2f–g）。

3a）
。QD および QD@MHS NP の Cd スペクトル

(a)

では、QD の表面に中空の酸化鉄が形成された

Fe shell growth

(180 °C)

後でも、Cd 3d の位相はあまり影響を受けない

Ar/O2

Fe(CO)5

Oxidation

CdSeTeS QDs

Fe@QDs

ことを示した（図 3b）。また、Fe 2p3/2 と Fe 2p1/2

QD@Fe2O3 MHS

(f)

(d)

(b)

(h)

の特徴的なピークはそれぞれ 710.9 eV と 724.8
eV に集中しており、複合材料での Fe2O3 の形成

20 nm

(e)

(i)

(g)

を確認でき、Fe2O3 と Fe3O4 の共存の可能性を示

CdSeTes QDs
Fe@QDs
QD@MHS NP

す 4)（図 3c）。QD@MHS NP の UV/Vis スペクト

Intensity (a.u)

(c)

5 nm

20 nm

20 nm

ルでは、中空鉄シェルの成長後でも QD の特徴
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1000
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.
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30

的な吸収ピークを示し（図 3d）
、ピークの幅が

(l)

20

少し広がった（図 3e）。QD@MHS NP の量子収

10
0

-10

率はウイルス検出用の蛍光検出プローブとし

-20
-30

-12 -10 -8 -6 -4 -2

0
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て十分な 17％であった 5)。

Magnetic field (kOe)

図２．4'#0+613 の物理的特性。
（D）4'#0+613 を生成する合成ステップ。4'（E）
、
)H#4'（金属鉄シェル）
（G）および 4'#0+613（I）
の 7(0 画像。
4'（F）、)H#4'（H）および 4'#0+613（J）の粒子
サイズ分布。4'#0+6 13 の高解像度 7(0（+57(0）
画像（K）及び '/6 測定（L）、;5' パターン（M）
。
4'#0+6 13 の磁気分離と蛍光（N）
。4'#0+6 13 の
. での飽和磁化（O）
。

図 ．4'#0+6 13 の化学的特性。（D）合成された
4'#0+613 の ;36 スペクトル、（E）4' およ

コアとシェルの間の空洞は、高解像度 TEM で

び 4'#0+613 の &GG スペクトル、（F）)H

明らかになった（図 2h）。得られた各粒子を DLS

S の ;36 スペクトル、（G）4'#0+613 の吸

で粒径分布を調べた結果、QD、Fe@QD 及び

収および蛍光スペクトル、（H）4' および

QD@MHS NPs はそれぞれ 20、25 および 50 nm

4'#0+613 の蛍光スペクトル、
（I）QJP/

であった（図 2i）。
QD の回折パターンは、
（111）、

+(9 様粒子（+(9/3）の存在下での蛍光強

（220）および（311）結晶面に対して 2θが

度に対する 4'#0+613 濃度の影響。
2
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検出パラメーターの最適化を行うために、抗

３４( ノロウイルス（1R9）のデュアルモダリ

HEV 抗体標識 QD@MHS NP（0.1、0.5、1、5、お

ティ検出

よび 10 µg/mL）を使用した。5 および 10 µg/mL

デュアルモダリティ検出を再確認するため

の QD@MHS NP では、HEV-LP の量に比べ過剰

にノロウイルス様粒子（NoV-LP）および臨床ノ

に存在するため、蛍光減少率は非常に低く（図 3f）
、 ロウイルス（NoV）の検出を行った。NoV-LP の
最低濃度の 0.1 µg/mL では電極に結合したため、

濃度 10 fg/mL から 10 ng/mL に対するナイキス

ほぼ 100％の蛍光が減少した。最終的に 1µg/mL

トプロット（図 5a）、蛍光スペクトル（図 5b）

の QD@MHS NP の条件でウイルス検出を行った。 及び検量線（図 5c）を示す。両方とも相関係数
0.99 を示した。同様に人間の糞便から得られた
臨床サンプルを検体とした場合、102 から 107 の

３３( 型肝炎ウイルス（+(9）のデュアルモダ

RNA コピー/mL の範囲でデュアルモダリティ

リティ検出
異なる濃度の E 型肝炎ウイルス様粒子（HEV-

検出が可能で（図 5d、e）
、電気化学インピーダ

LP）
を抗 HEV 抗体修飾 QD@MHS NP と混合し、

ンスおよび蛍光法で相関係数がそれぞれ 0.987

Au||rGO/anti-HEV 抗体修飾電極の電気化学イン

および 0.986、LOD は 69 RNA コピー/mL と測

ピーダンス分光法（EIS）応答の変化 6)を示す（図

定された（図 5f）
。

4a）
。電極電解質界面（Rct）での電荷移動抵抗を
表すナイキストプロットの半円の直径は、HEVLP の濃度依存的に大きくなり、10 fg/mL から 10
ng/mL の範囲の HEV-LP 濃度の間に良好な直線
関係を示した（図 4b）
。3σ/S（σ は最低信号の 10
回分の標準偏差、S は線形検量線の勾配）定義に
よる検出限界（LOD）は 1.2 fg/mL であった。ま


図 ．1R9/3（D～F）および臨床検体からの 1R9（G

た、磁気分離後の上澄みの蛍光スペクトルは図
4c のようであった。HEV-LP の濃度が 10 fg/mL

～I）のデュアルモダリティ検出。
（D、G）異

から 10 ng/mL に増加するにつれて、630 nm での

なる濃度の (,6 スペクトル、
（E、H）蛍光曲

蛍光スペクトルの検量線を図 4b に示す。
LOD は、

線、（F、I）デュアルモダリティ検量線。

3σ/S の定義 5)により、2.6 fg/mL であった。
３５+(9 のデュアルモダリティ検出及び安定性
細胞培養上清からの HEV を回収してデュア
ルモダリティ検出を行った。EIS 測定では、HEV
の濃度が 102〜107 RNA コピー/mL から増加す
るにつれて継続的に増加し、蛍光シグナルの強
度は減少した（図 6a）。HEV の検出は、電気化
学モダリティで 0.988、蛍光モダリティで 0.987
の相関係数を示した。HEV の LOD は 57 RNA


コピー/mL と測定された。

図 ．+(9/3 のデュアルモダリティ検出。
（D、E）

この成果を検証するために、HEV 感染カニク

電気化学インピーダンス分光法による +(9

イザルの糞便検体 7)から HEV のデュアルモダ

/3 の検出及び検量線、（F、 G）蛍光による

リティ検出を行った。
感染のピークは、1〜2 週間以内に示され、徐々

+(9/3 の検出及び検量線。
3
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に検出不能な量まで減少した（図 6b）
。さらに、デ

その結果、標的ウイルスが存在すると作用電極か

ュアルモダリティ検出結果、インピーダンスと蛍

ら増幅された電気化学的シグナルと、測定系の上

光強度の時系列変化はRT-qPCR データとほぼ重な

清からの蛍光シグナルを得ることができた。HEV-

り、RT-qPCR の感度と比べ遜色のない結果であっ

LP は、1.2 fg/mL までの検出限界を備えたデュア

た（図 6b）
。この結果は、実際のサンプルに対する

ルモダリティ検出が可能であった。本研究で開発

適用性を示すものであった。

されたウイルス検出系は、観察可能な干渉を誘発

標的ウイルスとの選択性を調べるために、抗

することなく、複雑な臨床サンプル診断に優れた

HEV 抗体を修飾した電極と QD@MHS NP を用

性能を示している。さらに、HEV に感染したサル

いてインフルエンザウイルス、NoV、ホワイト

からの糞便サンプルの検出にうまく適用され、RT-

スポットシンドロームウイルス（WSSV）およ

qPCR から得られたデータと同様の感度が見られ

びジカウイルスの検出を行った結果、HEV-LP

た。QD@MHS NP に修飾する抗体を変更するだけ

のみ検出シグナルを得ることができ（図 6c）、

で標的ウイルスを検出できる。本研究ではコロナ

デュアルモダリティ検出の優れた特異性を示

ウイルスのサンプルの入手が困難で、当初目標と

した。また、夾雑物として血清を含んだ場合の

していたコロナウイルスの検出ができなかったが、

蛍光を調べた結果、QD@MHS NP は干渉サンプ

HEV や NoV の検出例から、コロナウイルスも十

ルとは結合できないため、蛍光強度は HEV-LP

分検出可能であると考えている。

の存在下でのみ減少した（図 6d）。
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含窒素有機化合物の分子モデリング法を用いた抗 &29,' 活性の評価



研究責任者 福山大学 薬学部
活性分子物理化学研究室
講 師  前原 昭次
  


１． はじめに

た化合物の中から、いくつかの類似化合物を選

2019 年末から SARS-CoV-2 を原因ウイルス

択した。これらの類似化合物の 3CL プロテアー

とする感染症（COVID-19）は、現在も世界規模

ゼ阻害活性と分子モデリング法を用いたシミュ

の感染拡大を続けている。COVID-19 の蔓延に

レーションによる活性予測に関する研究を行っ

より、重症患者や死者の増加、医療体制の逼迫、

た。

感染後後遺症等様々な問題が世界中で引き起こ
されている。本感染症に対するｍRNA ワクチン
が開発され、日本においても投与計画が進めら
れているが、その効果を確認できるのはまだ先
である。これまで日本において重症者の治療薬
には、レムデシビルやデキサメタゾンが、軽症者
の治療薬として抗体カクテル療法の（商品名：ロ
ナプリーブ）が承認され使用が開始された。しか
し、現在までに無症状者のための治療薬はない。

図１．HEVHOHQ と WLGHJOXVLE の化学構造と３&/

さらに、世界各地で原因ウイルス SARS-CoV-2

プロテアーゼ阻害活性（1DWXUH$SU

のスパイク遺伝子変異が起き、スパイクを標的

）

とする現行ワクチンに耐性を獲得する可能性が
常に危惧され、感染者の上昇による医療の逼迫

２． 内容と成果

が加速する可能性がある。これらのことから、

我々がこれまでに有機合成で得た化合物と

COVID-19 に対する有効な予防法や治療薬の開

COVID-19 の原因ウイルスである SARS-CoV-2

発が急務かつ重要な課題である。

の３CL プロテアーゼに対する阻害活性を有す

2019 年の発生以降、世界中で蔓延している

る ebselen、tideglusib 及び PX-12 と SARS 原

COVID-19 から、2002 年に発生した SARS（重

因ウイルスである SARS-CoV の３CL プロテア

症呼吸器症候群）に至るまでの研究論文からコ

ーゼ阻害活性を有する 45240２）の化学構造類似

ロナウイルスに特有の 3CL プロテアーゼ阻害活

性を MACCS Key で比較した。類似度のスコア

性を有する含窒素有機化合物に関する情報を抽

（Tanimoto 係数）が 0.６以上の化合物（表１）

出した。そのうち ebselen と tideglusib （図１）

に焦点を当てた。

１）

に着目し、これまで有機合成によって我々が得
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表１．候補化合物の化学構造と 0$&&6 .H\V にお

そこで、より類似度の高かった候補化合物

ける 7DQLPRWR 係数

に着目し、HEVHOHQ のセレン原子を酸素、硫黄に
置き換えた化合物及びフェニル基を水素に置き
換えた化合物の３&/ プロテアーゼ阻害活性を測
定した。

候補化合物について、%36%LRVFLHQFH 社の３
&/ プロテアーゼアッセイキットを用いて活性試
験を行い、阻害曲線をプロットした。求めた阻害
曲線から ,& を算出した。
これらの候補化合物３） 及び４）の３&/

図３．(EVHOHQ 誘導体の３&/ プロテアーゼ阻害活

プロテアーゼ阻害活性はいずれも低い値（,&

性（Q ）

＞）であった。
（図２）この結果から、今回の
試行においては 0$&&6 .H\V の類似度と 6$56

そこで、X の元素が S で、R がベンゼン環で

&R9 の３&/ プロテアーゼ阻害活性の相関性は

ある化合物が最も３CL プロテアーゼ阻害活性

見られなかった。

が高いことが明らかになった。Ebselen の活性
発現には、五員環が開裂し、Se 原子がシステイ
ンの S 原子と付加反応することで起こるとされ
ている。５）これは、ebselen を阻害剤とした３
CL プロテアーゼ結晶解析構造から明らかにさ
れている１）。上記の活性試験で最も活性の強か
った候補化合物-７の五員環を開裂させた化合

図２候補化合物 の３&/ プロテアーゼ

物（候補化合物-９）の３CL プロテアーゼ阻害
活性を測定した。

阻害活性（Q ）
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図４．候補化合物７９の３&/ プロテアーゼ阻
害活性（Q ）
興味深いことに、閉環したままの候補化合物７（IC50= 93 M）の方が開環した候補化合物９（IC50= 419 M）よりも高い阻害活性を示し
た。（図４）
以上のことから閉環したままの化合物が、シ
ステインの S 原子の攻撃を受けて開環と S の付
加が同時に起こる Michel 反応が起こっている
のではないかと考えられた。（図５）

図６．分子モデリングを用いた反応シミュレーシ
ョン：ZE[GJ G の密度汎関数法で
モデリング後、$),5 法で解析し得られた反

図５．推測される五員環開環反応

応候補 5HDFWLRQFDQGLGDWH と 5HDFWLRQ
そこで、システインの S 原子を標的とした開

FDQGLGDWH

環反応の分子モデリングを用いたシミュレーシ
ョンを行い、活性化エネルギーの予測値の算出

得られた二つの反応は、システインの S 原子

を行った。本開環反応の進み易さが３CL プロテ

が Se 原 子 に 付 加 す る 際 の 向 き が 異 な り 、

アーゼ阻害活性の強さであると考えた。

Reaction candidate-1 では手前側からの付加反

先ず、ebselen をもとに反応シミュレーション

応、Reaction candidate-2 では奥側からの付加

を行った。b97xd/6-31+g(d)の密度汎関数法で

反応であった。Reaction candidate-1 の生成化

モデリング後、AFIR 法で解析した結果、反応候

合物のエネルギーが-9.7 kcal/mol と reaction

補 と し て Reaction candidate-1 と Reaction

candidate-2 の-8.6 kcal/mol よりも低いことか

candidate-2 の 2 経路を見出すことができた。

ら、Reaction candidate-1 の方が起こり易い反

（図６）

応経路であると考えられた。
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図７．抗 6$56&R9 活性スクリーニング

同様に、S-O、O-O についても反応シミュレー

カネ科植物、ヨモギ、チョウセンアサガオ等薬用

ションを行い、活性化自由エネルギーを算出し

植物の採集及び共生する植物内生菌の多様性を

た。

調べるために分離・同定を行ってきた。得られた

その結果、Se 原子を有する ebselen が最も活

植物内生菌の抽出エキス及び分離化合物の抗

性化エネルギーが低く 13.2 kcal/mol、S 原子を

SARS-CoV2 活性スクリーニングによって、68

有 す る 候補化 合 物 -７ は 活 性 化エネ ル ギ ー が

種の検体のうち 10 種の検体が候補サンプルと

24.3 kcal/mol であると算出され、C 原子を有す

して見出された。（図 7）そのうちのひとつは、

る候補化合物-１は反応が進行しないと推測さ

Bipolaris 属 の 真 菌 が 産 生 す る テ ル ペ ノ イ ド

れた。（表２）

ophiobolin A であった。本化合物は、チョウセ
ンアサガオ Datura metel の茎および葉から分

表２．五員環開環反応のシミュレーションにおける活

離された植物内生菌 Bipolaris sp.が産生する化

性化自由エネルギーと３CL プロテアーゼ阻害

合物で、培養液中から高収率で得ることができ

活性の相関性

る６）。我々はこの ophiobolin A の SARS-CoV-2
に対する活性のメカニズムを明らかにするため
に。３CL プロテアーゼ阻害活性の測定を行った。
その結果、32 M の IC50 阻害活性を示した。
（図８）

これらの結果は、３CL プロテアーゼ阻害活性
と相関性が見られることから。五員環の開裂反
応のシミュレーションにおける活性化エネルギ
ーの値は ebselen 類似化合物について活性推測
に利用できることが示唆された。
含窒素有機化合物とは異なるアプローチから
も抗 SARS-CoV-2 活性を有する化合物の探索を
行った。我々はこれまでに、日本と東南アジア諸

図８．2SKLREROLQ $ の３&/ プロテアーゼ阻害活

国による科学技術の発展促進を目的としたプラ

性

ットホーム拠点事業（JASTIP）の一環でインド
ネシアと日本の各国の研究者が自国においてア
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以上のことから、ophobolin A が３CL プロテ

アーゼ阻害活性を有することが明らかになった。

３．まとめ

6$56&R9 の３&/ プロテアーゼの立体構造を

MACCS Keys における類似度を基に３CL プ

分子モデリングで作成し、$XWRGRFN9LQD を用い

ロテアーゼ阻害活性の測定を行ったが、強い相

て、RSKREROLQ$ との複合体構造を予測した。そ

関性は認められなかった。また、ebselen 及びそ

の結果、RSKLREROLQ$ 分子は活性部位であるア

の類似化合物の３CL プロテアーゼ阻害活性は

ミノ酸残基 &\V に近いサイトで複合体を形成

五員環の Se 原子によるものであった。Se 原子

し、３&/ プロテアーゼのポケットに入ることが

を C 原子や O 原子に置き換えたとき活性を示さ

明らかになった。この事により分子モデリング

なかったが S 原子に置き換えたとき活性を示し

を用いたドッキングシミュレーションによって

た。これらの活性の発現は、開環状態での反応で

も３&/ プロテアーゼとの関与が示唆された。
（図

はなく、五員環の開裂による S 原子の付加によ

９）

るものであることが明らかになった。五員環の
開裂反応のシミュレーションを行い、活性化エ
ネルギーを求めることで ebselen とその類似化合
物の SARS-CoV-2 の３CL プロテアーゼ阻害活性
のとの間に相関性があることが明らかになった。
その結果、本研究によってこれまでとは異なる
アプローチによる活性予測ツールを見出すこと
ができた。
さらに、新たな研究資源として真菌が産生す
る抗腫瘍成分 ophiobolin A に３CL プロテアーゼ
阻害活性を見出すことができたことから、今後、
植物内生菌が産生する二次代謝産物の利用した
抗 SARS-CoV-2 活性物質の探索や今回見い出し
た ophiobolin A に類似した抗がん活性を有する
有機化合物の SARS-CoV-2 の３CL プロテアーゼ
阻害活を明らかにすることによって、将来的に
新たな知見を見出すことの可能性を導き出した。

研究分担者
本研究における有機化合物の合成は、福山大
図９．2SKLREROLQ $ と 6$56&R9 の３&/ プロテ

学薬学部医薬品化学研究室の町支臣成教授、西

アーゼの分子モデリングによる複合体構造

山卓志講師、臨床分析化学研究室の井上裕文教
授が担当した。また、３CL プロテアーゼ阻害活

Ophiobolin A は抗がん活性も有する ことか

性測定と分子モデリングを用いたシミュレーシ

ら、今後、抗がん活性を有する有機化合物に着目

ョンは、福山大学薬学部活性分子物理化学研究

し、新たな候補化合物リストを作成し、抗 SARS-

室の前原昭次講師と秦季之教授が担当した。

7）

CoV-2 活性を有する有機化合物の探索並びに分
子モデリングを用いた活性推測ツールの評価と

謝辞

改良を行っていく計画である。

３CL プロテアーゼ阻害活性の測定を行うに
あたり、アドバイスをいただきました福山大学
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薬学部の中村徹也助教に感謝申し上げます。ま

45 (2020).
5) Kangsa

た、有機合成反応を行っていただいた福山大学

Amporndanai,

Xiaoli

Meng,

共同利用センター稗田雄三講師に感謝申し上げ
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コロナ重症者へのペリスタ式 (&02 治療の効率化～有棘赤血球による圧閉度の最適化



研究責任者 公立大学法人前橋工科大学
システム生体工学科
教 授  野村 保友
  


ECMO, V-V ECMO）は患者から静脈血を取り

１． はじめに
2020 年は新型コロナウイルスの流行が社会

だし人工肺で酸素化し二酸化炭素を除去した血

に大きな影響を与えた。
特に 4 月 7 日には東京、

液を静脈へ戻す。循環をサポートする ECMO

大阪、福岡などに対して史上初の緊急事態宣言

（veno-arterial ECMO, V-A ECMO）とは異な

がなされて、
16 日にはそれが全国に拡大された。

る部分が多く、重症コロナ患者では V-V ECMO

ヒト同士の接触の機会が激減し緊張感が高まっ

に特徴的な長期管理が数か月に及ぶ場合もあり、

た。その頃、この感染症の治療では重症化した患

血栓を回避するための交換が必要になる。V-V

者に対して限られた台数の体外式膜型人工肺

ECMO を交換する際、チューブやガス交換膜な

Extracorporeal

oxygenation

どの消耗品に比べて血液ポンプは高価である。

(ECMO) が効果的に使われた。5 月 25 日まで

体外循環ポンプは多くの場合、遠心ポンプあ

に緊急事態宣言は全国で解除された。その間が

るいはペリスタポンプが使われる。遠心ポンプ

第一波と認識され、夏の第二波、秋からの第三波

は 5 L/min 程度で安定した送血機能が重要な特

と続いた。

徴の一つであるが、血液と直接接するため高価

membrane

12 月に入って欧米でワクチン接種が開始され

な遠心ポンプ自身を交換しなければならない。

たが、その効果の持続性など楽観視できない点

一方、ペリスタポンプではポンプ部分が血液に

も多く、長期にわたってこのウイルスと共存す

直接触れないためチューブのみの交換が可能で

ることを考える必要がありそうである。そのた

あることが大きな長所である。これまで体外循

めにはこれまで以上に機器や操作者の充実は避

環開始時に最適な圧閉度を設定してきたが、長

けられない。しかしながらコロナ患者を受け入

期管理では送液チューブの圧閉度を絶えず最適

れた病院ほど経営的に甚大な悪影響が出てしま

化しなければ赤血球の劣化や溶血は避けられな

い、実際にはその充実はあまり進んでいない。政

い。

府により病院への財政支援が進められているが、
一方で重症コロナ患者に対する医療コストを抑

３． 成果

制する方策を医療機器の側面からも検討する必
要があると考えた 1)。

生体内では正常な赤血球はずり応力が大きい
時に赤血球が変形して粘性が低下する。赤血球
が硬く変形できないときには粘性が増す。この

２． 課題

粘性の増加に続いてポアズイユの法則にしたが

呼吸をサポートする ECMO（veno-venous
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い、血圧が上昇したり血流量が低下することに

なる。このようにずり応力は血流や血液細胞へ
与える影響は大きい。体外循環時に赤血球が可
逆的な形態変化から不可逆的な状態へ進むと最
終的には溶血に至り、ガス交換機能が低下する。
したがって溶血が起こる前の前兆を把握できれ
ば不適切な圧閉度を調節することによって赤血
球機能低下の進行を抑制できるかもしれない。
ずり応力はずり速度と粘性に比例するので、粘
性を一定に保つ条件下でのずり速度に対する赤

図２．実際の血液循環システム。$フローセル、

血球形態変化を赤血球の吸収・散乱スペクトル

%測定部、& フローセルと光ファイバー

を測定できる実験系を組み立てている。図１の

の固定治具（' プリンタ出力）、'可視近
赤外スペクトル測定可能な血液循環シス
テム

図１．ずり応力負荷可能な血液循環システム
ブロックダイヤグラムで示すように血液貯蔵槽
で温度と酸素飽和度を調整し粘性を維持する。
ローラーポンプで送血し、その先でずり速度を
設定するために流路断面 5 mm×5 mm のフロー
セルを接続する。これにより流量に依存してず
り速度を 0~1000 s-1 に調整可能である。このフロ
ーセルに光ファイバーを介してハロゲン・タン

図３．老化赤血球で観察される口状－円盤状－い

グステンランプからの可視近赤外光を照射する。

が状赤血球変形。赤は数値解析結果で、モ

拡散反射光と拡散透過光のスペクトルを分光光

ノクロ写真は電子顕微鏡像

度計で測定可能である。流量はカルマン渦式フ
ローメータで計測する。その後で血液を貯蔵槽

による赤血球の変化が赤血球の老化と同じ機序

へ戻す。この血液貯蔵槽で pH を測定する一方、

を共有しているとの指摘がある。図３に示すよ

血液を採取して蛍光ラベルされた赤血球の蛍光

うにパイロット実験で得た固定老化赤血球の電

顕微鏡観察できるようにした。固定後に電子顕

子顕微鏡画像と数値解析結果の対応については

微鏡観察により微細構造を確認する。実際の循

一部明らかになった 2-3)。

環システムを図２に示す。現在、光学系の組み込
み作業中である。

赤血球の老化により硬くなった赤血球が脾臓
の中をゆっくり移動することによって、IgG の

上記のシステムを利用して、ずり応力が赤血

ようなオプソニンがマクロファージによる認識

球へ与える影響を分光データにもとづいて検討

をしやすくなり、食作用が促進されると指摘さ

したい。解析の切り口としては赤血球の老化に

れた

注目している。溶血のしやすさ、赤血球変形能の

メトヘモグロビンが結合することで細胞膜を貫

低下、凝集のしやすさなど類似性からずり応力

通したタンパク Band 3（陰イオン交換体）の凝
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4)

。老化した赤血球では赤血球膜の内面に

集を促進する。さらにその後に起こる Band 3 ク

きることが期待される。

ラスタへの IgG の結合が脾臓での老化赤血球除
去を促進する。Band 3 タンパクがもつ老化抗原

５．まとめ

について IgG の抗原決定基を含むことが明らか

ペリスタポンプの圧閉度を最適化するために、

にされた 5)。この老化抗原は若い赤血球の Band

赤血球の劣化を早期に検出する指標を設定する
必要がある。そこで本研究では任意のずり応力
を負荷できる血液循環システムを構築した。今
後はこれを用いて拡散透過光スペクトル、拡散
反射光スペクトル、蛍光画像、電子顕微鏡像など
から最適圧閉度を設定するために適した指標を
検討したい。

謝辞
本研究を遂行するにあたり、共同研究者の群
馬パース大保健科学部臨床工学科（現：群馬医療
福祉大医療技術部臨床工学専攻講師）の加藤正
太先生には体外循環装置の理論と実機の提供を
受け、有益な討論を行いました。また血液の固定
および電子顕微鏡観察では明治薬科大学薬学教
育研究センター教授、中舘和彦先生にご協力い

図 ．赤血球膜におけるバンド３クラスタリング

ただきました。本研究は公益財団法人中谷医工

モデル $正常時、%老化赤血球。

計測技術振興財団新型コロナウィルス感染症対
3 にもあるので、老化の過程の重要なステップは

策助成プログラムの支援を受けて実施されまし

IgG の老化抗原への結合効率の増加だろうと考

た。ここに深く感謝申し上げます。

えられている。そのステップは凝集、酵素による
修飾、あるいは分子の再配列によって起きるの

参考文献および発表論文

かもしれない。若い赤血球は血流の間に何度も

 柴田理沙、加藤正太、中舘和彦、野村保友

生じる変形で抗原決定基がだんだん露出するよ

ペリスタ型血液ポンプが赤血球に及ぼす

うになっていくということは十分に考えられる。

影響～ずり応力効果の分光学的評価 前

ずり応力の結果として生じた膜タンパクの構造

橋工科大学研究紀要   

変化が老化抗原を露出させるかもしれない。さ

 1 0 *HHNL\DQDJH HW DO $ FRDUVH

らにずり応力が負荷されることによって細胞膜

JUDLQHGUHGEORRGFHOOPHPEUDQHPRGHO

流動性が促進されて、Band 3 クラスタリングや

WR VWXG\ VWRPDWRF\WH GLVFRF\WH

立体構造の変化を促す可能性もある。

HFKLQRF\WH PRUSKRORJLHV 3/R6 2QH 

さらに細胞膜リン脂質スクランブルによるホ

H  

スファチジルセリンの細胞外表面への露出と細

 3:RQJ$EDVLVRIHFKLQRF\WRVLVDQG

胞形態変化を特徴とするアポトーシス仮説

VWRPDWRF\WRVLV LQ WKH GLVFVSKHUH

Eryptosis も提案された

6)

。これは本来細胞外に

存在しないホスファチジルセリンが細胞外へ現
れることから蛍光顕微鏡の高感度観察で確認で
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WUDQVIRUPDWLRQV RI WKH HU\WKURF\WH -
7KHRU%LRO  
 2 5XELQ HW DO 5HG EORRG FHOO

PLFURSDUWLFOHV FOLQLFDO UHOHYDQFH
7UDQVIXV 0HG +HPRWKHU  –
 
 0 .D\ ,PPXQRUHJXODWLRQ RI FHOOXODU
OLIHVSDQ$QQ1<$FDG6FL–
  
  0 )ROOHU HW DO (U\WKURF\WH
3URJUDPPHG&HOO'HDWK,8%0%/LIH
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重症 &29,' 症例における身体活動量の追跡調査による社会復帰予測式の構築



研究責任者 兵庫医科大学病院
リハビリテーション技術部
理学療法士  笹沼 直樹
  


１． はじめに

),0 はリハビリテーション開始時点および終了
時点で測定し，その他の指標はリハビリテーシ

重症 &29,' 症例は広範な肺傷害により呼吸
療法離脱以降も労作時呼吸困難が持続する



ョン開始時点での測定とした．

．



これは身体活動制限をもたらし筋力および体力

（３） 統計解析

低下の原因となる．今回我々は &29,' 症例に

単変量解析では三群の退院転帰（自宅退院，

おける身体活動を定量化し社会復帰として自宅

転院，死亡）ごとの各指標の差異について，間隔

退院への予測式を構築することを試みた．


尺度については一元配置分散分析および 7XNH\

２． 内容

の多重比較にて，順序尺度については .UXVNDO
:DOOLV 検定にて分析を行った．また多変量解析

（１） 対象
対象の選択基準は当院に入院した &29,'

では単変量解析にて群間差を認めた指標を従属

確定症例とする．除外基準は並存疾患あるいは

変数として，死亡退院および生存退院（自宅退院

合併症として脳卒中，心不全，立位保持が不可能

と転院）を独立変数として分析を行い，さらに生

な整形外科的疾患および疼痛を有する患者，協

存群内において自宅退院群と転院群を独立変数

力が得られない認知症を有する患者とする．

として分析を行った．他変量解析には多重ロジ
スティック回帰分析を用いた．




（２） 評価項目
診療記録からの抽出項目は年齢 才 ，性別，

３． 成果

身長 FP ，体重 NJ ，%RG\0DVV,QGH[ %0, 

（１） 結果

NJP ，在院日数 日 ，リハビリテーション実

対象の &29,' 症例は  例であった．年齢

施期間 日 ，人工呼吸器管理の有無，人工呼吸

は 65.0±12.4 才，BMI25.4±5.5(kg/m であっ

器管理期間 日 ，退院転帰（自宅退院，転院，

た．退院転帰ごとの人数では自宅退院が  例，

死亡）とした．理学療法評価において測定した身

転院が  例，死亡が  例であった．

体活動量指標は握力 NJ ，0HGLFDO 5HVHDUFK
&RXQFLO VXP VFRUH

05&66  IXQFWLRQDO

VWDWXV VFRUH IRU WKH ,&8

診療録からの抽出項目における三群間の比
較を表１に示す．人工呼吸器装着患者数は死亡

)66,&8 

群で他の二群と比較し有意に多数であった．関

LQWHQVLYH FDUH XQLW PRELOLW\ VFDOH ,06 

連して人工呼吸器管理期間も死亡群は延長傾

)XQFWLRQDO,QGHSHQGHQFH0HDVXUH ),0 とした．

向を示した．
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理学療法にて測定した身体活動量指標につ

自立度を高めるために適用される  ．

いての三群間の比較を表２に示す．死亡群では

今回我々は &29,' 患者の身体活動量低

入院時点から多くの身体活動量指標で低値を

下の定量化とリハビリテーション開始時と終

示した．特に，握力，05&66 などで示される筋

了時の日常生活自立度の可視化および社会復

力値の低下が認められた．ベッド上およびベッ

帰としての自宅退院のための予測式の構築を

ド周囲での活動状況を示す )66,&8 や ,06 は

試みた．

自宅退院群に比べ転院群で低値の傾向はあっ

症例全体では  症例のうち死亡症例が  症

たが有意差は認めなかった．身体活動のうちの

例   と極めて高い死亡率であること，

日常生活動作指標である運動 ),0 では転院群

自宅退院症例は  例  と低値であるこ

が自宅退院群に比べリハビリテーション開始

と，転院症例が  例  であることが確

時および終了時ともに低値であることが示さ

認できた．&29,' 症例に対する入院治療措置

れた．

は行政施策に基づき各医療圏域において施設

多重ロジスティクス回帰分析では  症例を

ごとに明確な役割分担が図られている  ．当院

対象に生存転帰の予測式構築を試みた．単変量

は高度急性期病床を有する医療機関であり，

解析で有意差を認めた人工呼吸管理期間，握力，

 年  月から県域における重症症例のみを

05&66，)66,&8，,06，開始時運動 ),0，開始

入院させること，6,56&R9 ウイルスの陰性化

時認知 ),0，終了時運動 ),0，終了時認知 ),0

が確認され次第後方病院へ速やかに転院させ

を独立変数とし，転帰（死亡，生存）を従属変

ることなどが病床運用の前提となった．したが

数とした．結果を表３に示す．独立変数には

って入院患者がもとより重症例が多数となっ

05&66 が抽出され，予測式の判別的中率は

たこと，医療施策上当院では転院症例が多数と

であった．

ならざるを得ないことなどから自宅退院症例

次に生存退院症例  症例を対象に，自宅退

が限定的となったと考える．&29,' 罹患症例

院の予測式構築を行った．単変量解析において

のうち  割は軽症のまま治癒することは明らか

自宅退院群と転院群にて有意差を認めた開始

にされてきており，今回の分析対象となった症

時運動 ),0 および終了時運動 ),0 を独立変数

例は &29,' 患者の母集団の中でも特に重症

とし，転帰（自宅退院，転院）を従属変数とし

化に至った，あるいは至ることが懸念された集

た．結果を表４に示す．両変数とも予測因子と

団であることは充分に考えられる．

して抽出され，予測式の判別的中率は で
あった．

単変量解析では死亡群で人工呼吸管理症例
が  例中  例（）であった．治療経過



において症状増悪を認めた場合，人工呼吸管理
（２） 考察

を行うことは当然の行為でありこの結果は妥

今回急性期 &29,' 症例に対し，身体活動

当なものと考えられる．転院群においては 

量指標を用いた社会復帰の予測式構築を試み

症例（）
，自宅退院群では  症例（）

た．&29,' 症例は肺傷害に伴い重篤な酸素

で人工呼吸管理がなされた．これらの症例は人

化障害を呈し身体活動の低減をもたらす  ．身

工呼吸管理から生存転帰へと至った症例であ

体活動の低下はそれ自体が活動の制限因子と

り，今後詳細な分析が求められる．

なり，患者は低活動と運動機能の低下とが連続


身体活動量では死亡群はリハビリテーショ

する負のサイクルに陥る ．リハビリテーショ

ン開始時点で既に低下が顕著であることが確

ン医療は患者のこの様な機能障害に対して身

認された．多くの症例でリハビリテーション開

体運動機能の再獲得をもたらし日常生活での

始時点で既に人工呼吸管理がなされ鎮静薬の
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投与下にあることが要因と考えられる．転院群

立度が寄与する可能性が示唆された．&29,'

は自宅退院群に比べリハビリテーション開始

の骨格筋機能並びに個別の身体機能と活動面の

時および終了時の運動 ),0 が低値であること

関連性については今後の課題と考える

が確認された．転院群では人工呼吸管理症例割

４．まとめ

合が多いことが一因と考えられる．
多変量解析では生存転帰の予測に 05&66

今回，&29,' 症例における身体活動量およ

が抽出された．05&66 は四肢骨格筋の筋力を

び日常生活活動の変化を明らかにし，社会復帰

評価する指標であり，様々な活動の前提となる

への予測式を構築することを目的に研究を行っ

四肢骨格筋機能が生命予後を予測し得る指標

た．生命予後へは骨格筋機能が関与することお

として活用できる可能性が示唆される．社会復

よび社会復帰へは日常生活活動自立度が関与す

帰としての自宅退院では運動 ),0 が高値であ

ることが示唆された．

ることが予測因子として示された．これは日常
生活活動が可能な程度に，呼吸機能が改善して



謝辞

いること，生活活動の基礎となる身体活動量の

本研究は中谷医工計測技術振興財団「新型コ

改善あるいは運動機能低下の回避が図られて

ロナウイルス感染症対策助成プログラム」の支

いることが自宅退院に関連することを示して

援のもとに実施した．衷心より謝意を申し上げ

いる．

ます．

今回，生存予後への寄与因子として骨格筋
機能が関連すること，社会復帰へは日常生活自

表１．診療録からの抽出項目での群間比較










表２．身体運動機能評価項目の群間比較
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表３．生存転帰の予測式

表４．社会復帰の予測式

参考文献
 *DWWLQRQL/HWDO&29,'SQHXPRQLD
GLIIHUHQW UHVSLUDWRU\ WUHDWPHQWV IRU
GLIIHUHQW SKHQRW\SHV" ,QWHQVLYH &DUH
0HG
 +XDQJ & HW DO &OLQLFDO IHDWXUHV RI
SDWLHQWV LQIHFWHG ZLWK  QRYHO
FRURQDYLUXV LQ :XKDQ &KLQD /DQFHW

 'LVVHU 13 HW DO 0XVFXORVNHOHWDO
&RQVHTXHQFHVRI&29,'-%RQH-RLQW
6XUJ$P
 厚生労働省地域医療構想に関するワーキ
ンググループ新型コロナウイルス感染
症対応を踏まえた今後の医療提供体制の
構築に向けた考え方
KWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQW
SGI  年  月  日 
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コロナウイルスによる次のパンデミックを回避する VL51$ 核酸の開発



研究責任者 東京大学 大学院理学系研究科
生物科学専攻
准教授  程 久美子
  


１． はじめに

ムから産生されたタンパク質を標的とするワク
チンなどよりもゲノム 51$ を標的とするほうが

現在、新型コロナウイルスである 6$56&R9

より直接的な効果が期待できる。

による感染症 &29,' に対する治療薬の開発
は大手製薬会社を中心に世界的に精力的に進め
られている。しかしながら、これまでの医薬品

２． 目的

開発では、 つの薬を開発するには  年以上の

研究の目的は、コロナウイルスに対する VL51$

年月と数百億円以上の費用が必要とされている。

核酸を設計・開発することである。VL51$ とは

また、6$56 や 0(56 といった重症肺炎コロナウイ

 年に世界で初めて認可された核酸医薬品

ルス感染症に対する特異的な治療法はいまだに

で、最短１年間で実用化可能な次世代型核酸で

存在しない。さらに、コロナウイルスのように

ある。6$56&R9 はおよそ  万塩基長の 51$ ゲ

51$ をゲノムとして持つウイルスに共通の特徴

ノムをもつが、すでにデータベースに登録され

であるが、ゲノム 51$ には変異が入りやすいた

ているゲノム配列だけでも  万種類ほど存在す

め、仮に治療薬が開発されても、時間が経って

る。51$ ウイルスは、突然変異率が高いために適

しまえばウイルスに変異が入ることで、効果が

応進化が著しいウイルスのファミリーである。

認められない可能性は高い。一方で、近年の次

51$ ゲノムをもつウイルスの宿命であるが、コロ

世代シークエンサー技術の進歩によりウイルス

ナウイルスも常に進化しながらそのゲノム配列

のゲノム情報が簡単に解読されるようになり、

を改変して生き延びている。そこで、本研究で

ゲノム情報を利用した治療法の開発が急速に進

は 多 様 化 し た 6HYHUH $FXWH 5HVSLUDWRU\

められている。その中でも、ゲノムから転写さ

$\QGURPH&RURQDYLUXV 6$56&R9  の配列を比

れたメッセンジャー51$ P51$ と相補的な塩基

較解析し、高度に保存された領域を標的とした

配列をもち、それを切断する VPDOOLQWHUIHULQJ

VL51$ 核酸の開発をめざす。感染症は、過ぎてし

51$ VL51$ による 51$ 干渉（51$LQWHUIHUHQFH

まえば忘れられてしまう疾患である一方で、現





51$L）法 を利用した VL51$ 核酸は、ゲノム情

在蔓延している 6$56&R9 は  年に感染拡

報さえわかれば１年という短時間での開発も可

大した 6$56&R9、 年の 0(56 がゲノム変異

能とされ、比較的安価に安定的に製造できるこ

を繰り返した結果、再燃してパンデミックをひ

とから従来の医薬品の枠をはずれた化合物とし

き起こしたと考えられている。したがって、最

て位置づけられる。特にコロナウイルスは 51$

も保存されているゲノム領域を標的とした

をゲノムとして持つウイルスであるため、ゲノ

VL51$ は、将来的に高い確率で起こりえる次のパ
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ンデミックにも対応可能な VL51$ 核酸となり得

質（スパイク（6）、エンベロープ（(）、膜（0）、

る可能性がある。

およびヌクレオカプシド（1））をコードする  。



その中で、ウイルス表面のスパイクタンパク質

３． 成果

は、6$56&R9 の宿主細胞への侵入を仲介する。
細胞受容体であるアンジオテンシン変換酵素 

 6$56&R9 ゲノム配列解析
コロナウイルスの遺伝的多様性を調査するた

（$&(）との直接接触を仲介する受容体結合ド

め に 、 1DWLRQDO &HQWHU IRU %LRWHFKQRORJ\

メイン（5%'）によって細胞に組み込まれる。こ

,QIRUPDWLRQ 1&%, および *OREDO,QLWLDWLYH

れらの中には、 塩基の完全保存配列が  箇所

RQ6KDULQJ$OO,QIOXHQ]D'DWD *,6$,'）に登

に見出された。しかし、ヒトをはじめとする哺

録されている  の 6$56&R9（ES）、

乳類細胞では、51$L 効果の高い VL51$ 配列は限

の 0LGGOH(DVW5HVSLUDWRU\6\QGURPH 0(56

られている  。 箇所の中で、ヒト細胞で有効

（ES）
、 の 6$56&R9（ES）

であると考えられる配列は、QVS に３箇所、QVS

で保存されているコンセンサス配列を特定する

に１箇所、5GUS に１箇所、51DVH に１箇所、(

ために、全ゲノム配列の 0XOWLSOH6HTXHQFHV

ドメインの手前に１箇所の計７箇所であった

$OLJQPHQW（06$）を実施した。共通領域に VL51$

（図、赤矢印）。一方、スパイクタンパク質は、

を設計するには、最低  塩基が一致している必

宿主細胞への侵入と感染力の変化における極め

要があるが、 つの異なるタイプの &R9 間で完全

て重要な役割をもつが、突然変異に対して最も

に共通の  塩基配列は存在しないことが明らか

感受性の高い領域であり、実際に最も変位率が

になった。そこで、まず 6$56&R9 に焦点をあ

高く、完全に保存された  塩基配列は存在しな

て、 年  月  日までに *,6$,' に登録され

かった。そこで、スパイク領域に対しては、最

た約  の 6$56&R9 配列を用いて、 塩

も保存性の高い  塩基長の配列を選択し、いず

基の保存配列を検索した。

れの変異配列にも有効と予想される VL51$ 配列

6$56&R9 には  個の 25) があり、その 
分の  は  個の非構造タンパク質（QVS〜）
をコードしており、ウイルスプロテアーゼによ

設計を行った。

 51$ 干渉作用のレポーターアッセイ

って個々のポリペプチドに分断される  つの大

現在、７つの保存配列に対するレポーターア

きなポリタンパク質（2UID および 2UIE）とし

ッセイを実施している。少なくとも５箇所では

て転写される（図）。残りの  分の  は、 つの

効率よく標的 51$ を抑制することが明らかにな

アクセサリータンパク質と  つの構造タンパク

った。さらに、スパイク領域に対して設計した
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VL51$ は部分的に保存されていない配列にも有
効であることが明らかになった。

４．まとめ
本研究により、
およそ 30,000 種の SARS-CoV-2
に共通に保存された配列を明確にすることができ
た。さらに、それらの一部に対する siRNA の有用
性をレポーターアッセイで確認することに成功し
た。さらに、スパイクドメインにおける最も保存
率の高い配列を用いることで、完全に保存されて
いなくても抑制可能な siRNA の設計に成功した。
現在、SARS-CoV-2 感染細胞における、これらの
siRNA の有用性を確認している。このような保存
配列を用いた siRNA は、次のパンデミックにおけ
る SARS-CoV 感染に対する治療薬として期待で
きると考えられる。
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ートによって実施した研究であり、深謝いたし
ます。
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早期肺炎発見に向けた，装着型聴診器による呼吸音測定システムの構築



研究責任者 東京大学大学院
工学系研究科
特任研究員  奥谷 智裕
  


１． はじめに

２． 内容

新型コロナウイルス感染症の蔓延は世界規模

呼吸音を測定する方法は、肌に聴診器を密着さ

で人々の健康や生活様式に大きく影響を与えて

せることで、肺からの音の振動を取得することで

いる。新型コロナウイルス感染症に罹患すると、

ある。従来の聴診では、測定時に聴診器を皮膚に

発熱や空咳、倦怠感といった症状が現れることが

押し当てている。これを長期的に行うには、ベル

多いが、中には感染しても無症状で肺炎が進行し

トなどでデバイスを圧迫固定させる必要があっ

急に重篤になるケースも報告されている。間質性

た。常時ストレスなく肌に密着させるには、聴診

肺炎を患うと、その部分に相当する呼吸音の変化

器自体の装着感を減らすことが重要である。これ

や新しい副雑音成分が発生する。そのため、日常

を実現するために、圧迫せずにデバイスと皮膚が

的に呼吸音をモニタリングできれば、感染疑いの

密着できる柔らかい界面を作製した。生体に近い

ある人を早期に発見し、集団感染発生の抑制や患

柔らかさをもち、かつ生体適合性のあるシリコー

者の重症化の予防につながることが期待される。

ンエラストマー・ゲル材料を用いた。密着界面を

呼吸音の測定は、聴診器を用いた医療従事者に

柔らかくすることで、聴診器自体の装着時の装着

よる診断で広く普及されている。在宅で呼吸音の

感を低下させることができる。

測定を行い、データを取得および病院へ送信する

また 3D プリンタを用いることで、複数種の音

には、体温計や血中酸素濃度計のような、呼吸音

（振動）伝達構造をもつ聴診器の作製を行った。

の情報を簡易的に取得できる機器システムが求

具体的には、皮膚との接触界面面積の変化や、振

められる。聴診器を安価で作製する方法として、

動伝達媒介を空気、水、エラストマーに変化させ、

近年では 3D プリンタ技術を用いることで、実際

体内音の取得を行った。

に医療で使われているものに近いデバイスを簡
単に作製できることが報告されている 1)。そこで

３． 成果

本研究では、3D プリンタを用いて簡易的な聴診

長期装着できる聴診器として、皮膚に接触させ

器を作製し、デバイスと皮膚との装着界面を皮膚

る振動板部分に密着層の導入を行い、その際の得

と同じくらい柔らかい密着材料でコートするこ

られる信号の評価を行った。密着層として、生体

とで、椅子に座るなどの静止した状態で、呼吸を

と同じほど柔らかく、生体適合性の高いシリコー

ストレスなく気軽に取得できるシステムの構築

ン材料を用いた。しかし (FRIOH[ のようなエラス

を目指した。

トマーでは、接着力が十分でなく長期装着が難し
かったため、シリコーンゲル（6LOELRQH）を用い
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図  密着層コートした漏斗型聴診器デバイ
ス。体内の音を集音し、音圧をあげた
後、マイクロフォンで電圧に変換し、
読み取る。
た。シリコーンゲルはスピンコート（USP
秒）により、皮膚と接触する振動板上に µP コ
ーティングされた。

図  接着層をコートした聴診器デバイスで

聴診器の構造として、市販の聴診器と同じ漏斗

の心音測定 D 押し当て時 E 接着

型のものを設計、および ' プリンタで作製した

層で密着しているとき

後、市販の直径 FP、厚み µm の振動板を
取り付け、コンデンサマイクロフォンを音が漏れ

あると考えられる。
さらに、聴診器全体をエラストマーで作製し、

ないように装着し、マイクロフォンから増幅器を
通してオシロスコープで電圧を読み取った（図 ）
。

内部を水で埋める構造  や、マイクの振動板を金

マイクロフォンの固定のための柔らかいコネク

属切削で露出させ、エラストマー材料で界面を覆

タを ' プリンタで作製した。

う構造  に関しても作製し、評価を行った。しか

密着層が得られる信号に与える影響として、シ

し、前者の構造では、内部が水で満たされている

グナルが大きく判断がしやすい心音を測定した。

ため、装着感（重さ）を感じ、長期装着は難しか

図  に聴診器を身体に押し当てたときに測定した

った。後者の構造では、ノイズを多く拾ってしま

心音 D と、密着層により皮膚に接着させたとき

い、61 比が低下してしまった。
以上の結果から、音を反射させ音圧を増加させ

の心音 E を示す。これらの信号を  +] の
バンドバスフィルタで処理した後の 61 比
（6LJQDO

る漏斗型の構造を用いることとした。作製した接

WR1RLVH5DWLR、ORJ 信号電圧雑音電圧 ）は、

着型聴診器デバイスを右胸に装着し、座った状態

押し当てている場合は 、密着層で接触してい

で呼吸時の音の取得を行った（図 ）。呼吸前後で

る場合は  であった。この結果から、 µP
の薄い密着層は、聴診器に長期装着性を付与しつ
つ、信号品質を損なわないことがわかった。
次に聴診器の大きさを変えた際の、取得できる
信号の評価を行った。' プリントする造形を小さ
くし、また振動板は &2 レーザーで :PPV
の条件で直径 FP にカットされた。しかし、小
型化した聴診器では、生体音を取得することは困
難であった。これは皮膚と密着する面積が小さく
なったために、集音がうまくいかなかったからで
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図  装着型聴診器による、静止した状態の
呼吸音測定

得られる電圧波形が変化しており、デバイスを押
し当てることなく、静止した状態で呼吸活動を取
得できた。

４．まとめ
3D プリンタで造形した漏斗型構造による集音
とマイクロフォンによる電圧読み取りで、体内の
音の測定を行った。作製したデバイスと皮膚の界
面に、密着力のある生体適合性の高いシリコーン
ゲルを 125 µm コーティングすることで、デバイ
スを押し当てる必要なく、安定して測定できる装
着性を付与することができた。また密着層による、
信号の劣化は見られなかった。
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新型コロナウイルス検査における偽陰性判定の低減を目的とした小型デバイスの開発



研究責任者 同志社大学 理工学部
化学システム創成工学科
教 授  橋本 雅彦
  


１． はじめに

とができるにもかかわらず、GG3&5 はリアルタイ
ム 3&5 に取って代わる新型コロナウイルス感染

新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するた
めに 3&5 検査の数をさらに増やしていくことの

症の検査手段とは現在のところ成りえていない。

重要性が叫ばれて久しいが、日本疫学会の報告

上記した現行の GG3&5 が抱える問題点が解決

によると、ウイルス量が少ない感染の初期段階

されれば、偽陰性判定結果が生じる可能性が大

では ～もの偽陰性の判定結果（陽性である

幅に低減された新型コロナウイルス感染の検査

にもかかわらず陰性と判定されてしまう診断結

体制が構築され、ひいては感染拡大の抑制へと

果）が現行の 3&5 検査では出てしまうことが指

つながることが期待される。本研究提案では、

摘されている。新型コロナウイルスの 3&5 検査

GG3&5 分析フローを構成する主要工程を、たった

には、先行の定量 3&5 として広く普及している

 枚の名刺サイズのマイクロ流体チップを用い

リアルタイム 3&5 が用いられているが、偽陰性

て実行することを可能とする、小型で利便性が

の判定結果が生じてしまう最大の要因は、リア

高く、さらに短時間で検査結果を出力すること

ルタイム 3&5 の検出感度の不足であると考えら

ができる低コスト GG3&5 システムを構築するこ

れる。

とを目標として研究を実施した。


後発の定量 3&5 であるドロップレットデジタ
ル 3&5（以下、GG3&5 と略す）は、検体中の標的

２． 内容

核酸分子を無数の微小な油中水滴（ドロップレ

GG3&5 のワークフローは、以下の３つの工程か

ット）に個別に封入し、一分子レベルから 3&5 増

らなる。①サンプルドロップレットの生成、②ド

幅を行う。GG3&5 は、リアルタイム 3&5 よりも検

ロップレットの反復温度制御に基づく 3&5 増幅、

出感度と定量精度に優れ、原理的にはたった 

③蛍光性ドロップレットの検出。本研究では、１

個のウイルスでも検出することが可能である。

枚の小さなカートリッジ内で上記３工程をプロ

現在、海外の数社より GG3&5 分析システムが市

セッシングすることを可能とするマイクロ流体

販されているが、いずれの GG3&5 システムも複

デバイスを新規に作製した。図１に示すとおり、

数の大型装置より構成されているため高価であ

本カートリッジは、４つのレイヤー（/D\HU 

り、操作も煩雑且つ分析には長時間を要する。こ

薄板ガラス基板（最下層）/D\HU両面粘着

のような理由から、GG3&5 を新型コロナウイルス

3(7 フィルム/D\HUポリカーボネート（3&）

感染の検査に適用すれば市中感染の拡大へとつ

基板/D\HUポリジメチルシロキサン（3'06）

ながる偽陰性の判定結果を著しく低減させるこ
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(A)

(B)

図２．3&5 後のドロップレットの蛍光画像
$ ブランクテスト（λ ）
% ポジティブコントロール（λ ）
図１．作成したマイクロ流体カートリッジ
人工合成 RNA をサンプルとして用い、ドロップ
シート（最上層））より構成される。3'06 シート

レット 1 個当たりの RNA の平均分子数（λ）が

の下側表面にはソフトリソグラフィー技術によ

0.1 個となるように PCR 反応液を調製し、本カ

り 7 字流路が作製されおり、流路の終端には油

ートリッジを用いて ddPCR 分析を行った。ポア

相リザーバー、水相（3&5 反応液）リザーバー、

ソン回帰に基づくと λ = 0.1 となるようにサンプ

アウトレットリザーバーが配置されている。

ル調製した場合、ドロップレット全体の 90.5%

減圧制御によりアウトレットリザーバー方向

が標的 RNA 分子を含まず、9.0%のドロップレッ

に流動していった油相および水相は、流路の 7

トが RNA 分子を 1 個含むことになる。2 個以上

字ジャンクション部において合流し、サイズ均

の RNA 分子を含むドロップレットは全体の

一性の高いドロップレット（油中水滴）が生成し

0.5%以下であるので、PCR 反応後に蛍光シグナ

た。オンラインでアウトレットリザーバーへと

ルを示すドロップレットの多くは 1 個の RNA 分

輸送されていったドロップレットは、比重の差

子由来の PCR プロダクトを含んだドロップレッ

により 3& レイヤー中の反応チャンバーへと導入

トであると考えることができる。

さていき、最終的に最下層の薄板ガラス表面上

まず、標的 RNA を加えずに ddPCR 分析を行

に配置された。ドロップレット生成完了後、粘弾

った場合は、明瞭な蛍光シグナルを示すドロッ

性特性により 3& 基板に可逆的に接着されていた

プレットは確認されなかった（図２ $ ）。次に、

3'06 シートを 3& 基板から剥がし、反応チャン

λ  となるように調製した試料を測定した

バーを有するガラス3(73& アッセンブリをフ

ところ、一部のドロップレットが強い蛍光シグ

ラットベッド型サーマルサイクラーのヒートブ

ナルを示した（図２ % ）
。前述したとおり、これ

ロック上に配置した。3&5 増幅のためのサーマル

らの蛍光性ドロップレットは、単一 RNA 分子由

サイクルを施した後、本アッセンブリを蛍光顕

来の PCR プロダクトを含んだドロップレットで

微鏡のステージ上に設置し、ドロップレットの

あると考えられる。1 回の測定につき 1000 個程

蛍光画像を取得した。

度のドロップレットを無作為に選択し、全ドロ
ップレット中に占める蛍光性ドロップレットの



数的割合を求めた。この実験を 5 回繰り返した

３． 成果
作製したマイクロ流体カートリッジは、15 分

ところ、蛍光性ドロップレットの数的割合はそ

以内に 5000 個ものサイズ均一性の高いドロップ

れぞれ 7.8, 8.4, 8.6, 8.7, 8.2%となり、いずれの値

レット（平均粒径 ± 標準偏差, 67 ± 0.9 µm）を

もポアソン回帰から予測される 95%信頼区間

生 成 さ せ 得 る こ と を 確 認 し た 。 SARS-CoV-2

（7.6−11.4%）以内であった。以上のように、本

RNA の塩基配列の一部を模した塩基配列を持つ

カートリッジを用いることにより、高い精度で
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単一分子レベルの SARS-CoV-2 RNA を検出し得


ることが実証された。
以上の研究成果は、英国王立化学会 Analytical
Methods 誌の 13 巻 8 号に掲載され、当該巻号の
表紙に選定された。1)

４．まとめ
本研究では、たった  つの 6$56&R951$ の
検出を簡便かつ低コストで実現するために、異
なる材料基板が積層されたハイブリッドタイプ
のマイクロ流体カートリッジを開発した。3'06
マイクロ流体レイヤーで生成したドロップレッ
トは、カートリッジ最下層の薄板ガラス基板表
面にオンラインで移送された。このカートリッ
ジ仕様は、カートリッジを 3&5 サーマルサイク
ラーのヒーティングブロックおよび汎用蛍光顕
微鏡の観察ステージに直接設置することを可能
にした。これにより、GG3&5 分析のワークフロー
にて通常必要とされる上記した GG3&5 の主要工
程間における慎重かつ長時間を要するマイクロ
ピペットを用いたマニュアル的なドロップレッ
トのハンドリングが不要となった。開発したカ
ートリッジの操作性をさらに向上させることに
より、ウイルス量の少ない感染の初期段階にお
ける高感度・高精度 3&5 検査ツールとしての本
カートリッジの利用が今後期待される。
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