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1. はじめに 

 インクジェット技術はプリンタを始め、記録計、

試薬の送達、一部の３D プリンタの描画ヘッドなど

多くの分野で用いられている。市販のプリンタの半

数以上はインクジェットプリンタであるといわれ、

最近ではピコリットルレベルのインクを安定に吐出

可能なプリンタも市販されている。近年のプリンタ

を用いた美しい写真出力は、インクジェット技術の

向上に負うものである。 

 インクジェットではその吐出スピードと着弾位置

を自在に制御でき、また吐出量もある程度調整可能

であることから、科学技術分野においても様々な分

野で応用されている。例えば、遺伝子の高スループ

ットスクリーニングのための DNA スポッタ 1)2)3)4) 、

分析化学の領域ではバイオセンサーの作成 5)6)、質量

分析装置への試料導入法 7)8)9)、キャピラリー電気泳

動分析への試料導入 10)11)12)13)、ガスクロマトグラフ

ィーへのナノリットルレベルの試料導入 14)15)16)、原

子発光検出器への試料導入 17)などの報告がある。 

 本稿ではインクジェットを用いた定量的微小液滴

を反応場とした微量分析法のうち特に酵素免疫測定

法について詳述し、更にインクジェットの新たな応

用として単分散高分子微粒子の生成法について簡単

に紹介する。 

 

2. ピエゾ型インクジェットの基礎的特性 12)  

 市販のインクジェットプリンタはピエゾ素子を用

いたインクジェットプリンタとマイクロヒーターを

用いた、いわゆるバブルジェットプリンタに大別さ

れる。我々はピエゾ素子を用いたインクジェットプ

リンタヘッドを試薬の送達に利用した。これは、ピ

エゾ素子に印加するパルス波形を任意に制御可能で

あり、これにより吐出条件を自在に制御可能である

こと，及び酵素や抗体などのタンパク質への熱的影

響を考慮したからである。市販のプリンタに付属す

るピエゾ型インクジェット及びそのドライバは、高

粘度なプリンタ用インクの吐出に最適化されている

ため、付属するドライバ用回路、波形を流用して分

析用試料の吐出に用いることもある程度可能である

が、微少量の試料を再現性よく吐出するためには駆

動波形を最適化する必要がある。種々の粘度、表面

張力、比重を持つ分析化学的な試料のうち、特に水

溶液試料の再現性の高い吐出を行うため、ドライバ

回路及び波形について検討した。図 1 に著者らの自

製した駆動回路及び駆動波形を示す。ピエゾ素子に

は数〜80V の最大値を持つ任意の波形を印加できる

よう、駆動波形を自製のソフトウェアにより生成し、

D/A コンバータでアナログ出力とし、高速・高圧リ

ニア増幅器で増幅しピエゾ素子にパルス状電圧波形

を印加した。ドライバの出力は D/A コンバータ出力

を忠実に再現するため、PNP／NPN トランジスタに

よるプッシュプル駆動とし、最終段の電圧(±Vcc)の電

圧を 30〜80 V とした。ピエゾ素子への印加電圧を

直接アンプにフィードバックすることで正確な波形

を印加することができる。 

 このような駆動回路を用いて、生化学試料の溶媒

である水を用いて吐出条件の検討を行った。駆動電

圧を 44V に固定し、パルス幅を 20〜36μs に変化さ

解説・総説 

図１ 4チャンネルインクジェットマイクロチップの

外観(a)とインクジェット駆動回路及びシステム

(b)，及び典型的な駆動波形(c)。 
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Abstract  

In 21st century, there has been a paradigm shift in drug discovery and development. The emergence of antibody 

drugs changed focus from small molecular weight drugs to macromolecules such as proteins and/or nucleic acids. 

However , these macromolecules require helps of drug delivery system (DDS), because they cannot reach to the 

site of action by themselves in some cases. Therefore, it is clear that DDS plays a key role in developing medicines 

based on macromolecules. We have been developing Multifunctional Envelope-type Nano Device (MEND) as 

DDS to control not only biodistribution but also intracellular trafficking of functional nucleic acids/proteins so as 

to work them as medicines. In this review article, we will introduce our latest technologies such as ①YSK-MEND, 

which can send siRNA to the site of action in liver after intravenous administration, ②MITO-Porter, which can 

send a variety of drugs to mitochondria via membrane fusion, ③PTNP, which can send drugs selectively to 

endothelial cells in adipose tissue via active targeting. 

 

Keywords: Nanomedicine; drug delivery system; siRNA; mitochondria; endothelial cell; adipose 

 

 

1. はじめに 

薬物治療は 20 世紀に大きく進歩し、ペニシリンの発

見から始まった抗生物質の開発、高血圧や高脂血症

などの生活習慣病薬の開発が盛んに行われ大きな成

果を納めた。21 世紀に入ると、抗体医薬の誕生によ

り、低分子医薬から高分子医薬へと新しい創薬戦略

が登場した。このような流れとシンクロナイズして、

薬物の体内動態や細胞内動態を制御する技術の開発

が進み、ナノテクノロジーを基盤とした新しい医薬

（ナノ医療）が次世代医薬として期待されている。 

我々は、ナノ医療を実現するための基盤技術として

多機能性エンベロープ型ナノ構造体(Multifunctional 

Envelope-type Nano Device: MEND)という送達コンセ

プトに基づいて、核酸や蛋白質などの体内動態や細

胞内動態を制御し、医薬品として機能できるような

革新的技術の開発を進めてきた。本稿では、これま

でに我々が開発してきた革新的技術の中から、①機

能性核酸として期待されている siRNAを搭載した静

脈内投与型の YSK-MEND、②細胞のエネルギー産生

を司るオルガネラとして重要なミトコンドリア(Mt)

を標的とする MITO-Porter、③脂肪組織へ能動的に薬

物を送達可能な PTNP、に焦点を絞り、その特徴と有

用性について解説する。 

2. 肝臓標的型核酸送達システムの開発と核酸医薬

への展開 

RNA 干渉 (RNA interference; RNAi) は二本鎖 RNA

を細胞質に導入することで、塩基配列特異的に

messenger RNA (mRNA) を切断することで特定の遺

伝子発現を抑制する現象である。約 21 塩基長の短鎖

二本鎖 RNA である short interfering RNA (siRNA) を

用いることで哺乳類細胞でも同様の現象を誘導でき

ることが発見されて以降、今日の分子生物学にとっ

て不可欠なツールとなっている。また、siRNA は原

理的に全ての遺伝子を標的にすることができ、従来

の低分子化合物と比較して迅速かつ簡便に分子設

計・合成を行うことが可能であることから、多くの

難治性疾患を治療可能とする次世代医薬としての期

待も非常に大きい。しかしながら、siRNA は生体内

において酵素的分解を極めて受けやすい。また、親

水性かつ高分子という性質を持つため、それ自身で

は細胞膜を透過することができない。従って、RNAi

医薬を実現するためには効率的、選択的かつ安全な

siRNA 送達を可能とする薬物送達システム  (drug 

delivery system; DDS) 開発が極めて重要なカギを握

る。本稿では、遺伝性疾患、感染症、がん等の多様な

難治性疾患を抱える肝臓 (特に肝実質細胞) を標的
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Abstract 

Quartz-crystal-microbalance (QCM) biosensor detects biomolecules adsorbed on the surface of quartz resonator 

as the mass loading, and its mass sensitivity is dramatically improved by removing electrodes and wires attached 

on the quartz surfaces.  The wireless-electrodeless QCM (WE-QCM) has then been developed for studying 

interactions among biomolecules with high sensitivity.  In this review article, the mechanisms for the wireless 

excitation of the quartz resonator and recent applications of WE-QCM biosensors are presented. 

 

Keywords: QCM; Wireless; Affinity; TIRFM 

 

 

1. はじめに 

 蛋白質間の相互作用を定量的に評価することは、診

断や創薬分野において重要である。標識を使用した手

法の場合、標識の存在が少なからず相互作用に影響を

及ぼすため[1]、分子量の小さい標識の開発が進めら

れている[2, 3]。とはいえ、標識を付加することは、蛋

白質の構造を改変することであり、標識を用いない無

標識状態での相互作用計測が望まれてきた。 

 無標識相互作用評価法の代表的な手法として、表面

プラズモン共鳴（surface plasmon resonance : SPR）法

[4-6] と 水 晶 振 動 子 微 小 天 秤 （ quartz  crystal 

microbalance: QCM）法[7-10]がある。SPR 法は、基板

上に励起したエバネッセント光領域において蛋白質

間の相互作用をその領域における巨視的光学的性質

の変化として検出するが、エバネッセント場（~500 nm）

に比べて薄い蛋白質層の形成に対しては感度は高く

なく、また、エバネッセント場を超える領域（非検知

領域）においては著しく感度が低下するという欠点を

有する。さらに、エバネッセント場に存在するあらゆ

る分子が光学的性質に影響を与えるために、結合・非

結合の判定が明確ではなく、常にリファレンスチャン

ネルを要する。さらに、チップのチャージが強い場合

が多く、アプタマー等の高いチャージを有する分子を

排斥し、相互作用検出が困難となる場合も多い。 

 これに対して QCM 法は、水晶振動子に吸着する生

体分子を主に質量として検出するため、振動子に追随

するか否かにより結合・非結合の判定がより明確であ

り、また、細胞等の大きな物質への蛋白質の吸着も検

知可能である。しかし、水晶振動子の質量に比べて吸

着する蛋白質の質量が小さく、感度向上には水晶振動

子の軽量化が必須であるが、電極と配線の存在により、

長い期間これはされなかった。 

 筆者らは、これら諸悪の根源である電極と配線を一

切使用しない無線・無電極 QCM（Wireless-electrodeless 

QCM: WE-QCM）技術を考案し、大幅な水晶振動子の

薄型化（軽量化）に成功し、検出感度を向上させた。

本稿においては、無線・無電極 QCM の作動原理およ

びこれらを用いた最近の研究を紹介し、分析化学分野

における無線・無電極 QCM の有用性について解説す

る。 

 

2.WE-QCM の原理と高感度特性 

 Fig. 1 は QCM バイオセンサーの作動原理の模式図

である。水晶振動子表面にレセプタ蛋白質（分子 B）

を固定化する。そこに検体を注入する。標的蛋白質（分

子Ａ）はレセプタに捕捉され、水晶振動子の見かけの

質量が増加する。質量増加にともなって水晶振動子の
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2014 年 10 月 2 日（木）～3 日（金）の 2 日間、北

海道大学フロンティア応用科学研究棟にて、化学とマ

イクロ・ナノシステム学会第 30 回研究会が開催され

ました。本研究会が北海道で開催されたのは、2003 年

の第 7 回研究会（実行委員長：喜多村曻先生、会場：

北海道大学学術交流会館）以来で、11 年ぶりになりま

す。会場のフロンティア応用科学研究棟は、鈴木章先

生のノーベル化学賞を受賞したことを記念して、同年

6 月に建設された新しい研究棟です。研究会は、2F の

鈴木章ホールで若手企画、招待講演、フラッシュプレ

ゼンテーションを行い、ポスター発表と企業展示を 2F

のホワイエとセミナー室で行いました。招待講演 4件、

ポスター発表 96 件、若手企画依頼講演 1 件、企業展

示 6 件、カタログ展示 2 件、広告掲載 12 件で、参加

登録が 148 名となり、150 名以上が参加しました。例

年を若干上回る発表件数となり、盛会裏に終了しまし

た。 

初日の午前中は、小川雄大氏（東北大学）を実行委

員長とした若手企画セッションが行われました。若手

企画セッションの第一部は、東北大学学際科学フロン

ティア研究所の高橋佑磨先生より、「研究者のための

デザインの法則：すべての資料を読みやすく美しく」

という演題で招待講演をいただきました。研究者に必

要なプレゼンテーションのいろはから、どうしたら読

みやすいか、どうしたら美しいか、など初学者のみな

らず、中堅、ベテランの研究者にも役に立つ内容をわ

かりやすく紹介していただきました。第二部は、有志

学生及び若手研究員による若手ポスター発表「Lab on 

a Poster ～巨人の肩の上に立つ～」が行われました。

本研究会に参加している学生達の横のつながりと相

互理解を深めるために、9 つの研究室、小川雄大氏（東

北大学西澤研究室）「無害・安全な“バイオ電池”－高性

能化とアプリケーション－」、伊藤啓太郎氏（名古屋大

学新井研究室）「ロボティクス＋マイクロフルイディ

クス＝オンチップロボティクス」、菅野祐介氏（東北大

学末永研究室）「細胞を調べる！操る！電気化学ツー

ルの開発」、青木琴氏（北海道大学渡慶次研究室）「多

分野から臨床診断へのアプローチ ～医療を身近なも

のに～」、高澤曹氏（芝浦工業大学山西研究室）「極小

の世界で使う、「泡」の道具を作る！」、松本周晃氏（東

京大学竹内研究室）「生体と融合するマイクロ・ナノマ

シン」、竹村佑人氏（香川大学寺尾研究室）「1 細胞 1

分子をいじりつくせ！～操作・刺激・検出・切断・破

壊～」、二上俊太氏（京都大学大塚研究室）「ミクロス

ケール電気泳動の高性能化・高機能化」、土屋義隆氏・

太田諒一氏（東京大学北森研究室）「マイクロから拡張

ナノへ －Microfluidics の極限を開拓する－」が所属

研究室の研究内容を紹介しました。 

午後は、開会の挨拶に続き、大橋俊朗先生（北海道

大学大学院工学研究院人間機械システムデザイン部

門）より、「細胞物理環境の制御および計測実験のため

のバイオ MEMS デバイスの開発」という演題で招待

講演をいただきました。細胞物理環境の計測・制御が

可能なデバイスを用いた細胞薬剤感受性試験や細胞

遊走性実験などについて紹介していただきました。次

に、内山一美先生（首都大学東京大学院都市環境化学

研究科）より、「インクジェットによる精密微量分析」

という演題で招待講演をいただきました。インクジェ

ット技術を利用した電気泳動や免疫分析などについ

て紹介していただきました。その後、1 回目のフラッ

シュプレゼンテーションとポスター発表（32 件）を行

いました。（フラッシュプレゼンテーションの持ち時

間を 90 秒から 60 秒に短縮したこと）初日の最後は、

原島秀吉先生（北海道大学大学院薬学研究院医療薬学

部門）より、「多機能性エンベロープ型ナノ構造体の創

製とナノ医療への応用」という演題で招待講演をいた

だきました。ドラッグデリバリーシステムを利用した

がん治療、DNA ワクチン、C 型肝炎治療などの例につ

いて詳細に紹介していただきました。 

2 日目は、午前中に 2 回目のフラッシュプレゼンテ

ーションとポスター発表（32 件）を行いました。続い

て、荻博次先生（大阪大学大学院基礎工学研究科）よ

り、「音響バイオセンサーの最前線」という演題で招待

講演をいただきました。音響バイオセンサーの原理か

ら応用まで丁寧に説明していただき、電極と配線を必

要としない無線・無電極型音響バイオセンサーや超高

速現象を測定可能にするシステムなどについて紹介

していただきました。その後、昼食をはさんで、午後

に 3回目のフラッシュプレゼンテーションとポスター

発表（32 件）を行いました。終了後にポスター賞の発

表および授与式が行われました。今回は、馬渡和真先

生（東京大学）にポスター賞の審査員長をお願いしま

した。厳正な審査の結果、3 回のセッションから各 2

名ずつ計 6 人が受賞し、新井史人会長（名古屋大学）

から表彰されました。その後、第 31 回研究会および

ISMM2015 の Co-Chair である大塚浩二先生（京都大

学）から開催案内をいただき、閉会となりました。 

 

ポスター賞の受賞者 

1P09 圧力負荷機構を用いた上皮細胞の力学的評価

システムの開発 

○綱嶋 俊一 1，森 好弘 1，藤枝俊宣 2，永井展裕 3，

西澤松彦 1，阿部俊明 3，梶 弘和 1 

（1 東北大学大学院工学研究科，2 早稲田大学先進理

研究会報告 
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工学研究科，3東北大学大学院医学系研究科） 

1P15 多層界面を有する気泡生成デバイス 

○濱野洋平，神林卓也，山西陽子（芝浦工業大学） 

2P07 溶解性ハイドロゲルを犠牲層として用いた血

管組織作製法の開発 

○山腰健太，山田真澄，関実（千葉大学大学院工学

研究科） 

2P16 拡張ナノ空間を用いた免疫分析デバイスによ

る加算個分子検出 

○太田諒一，馬渡和真，白井健太郎，清水久史，北森

武彦（東京大学大学院工学系研究科） 

3P08 振動誘起流れを用いた細胞のオンチップ搬送・

回転制御 

○早川 健，佐久間臣耶，新井史人（名古屋大学） 

3P32 試薬反応パルス到達時間計測によるマイクロ

分析流路の圧力/流量その場検定 

○有留克洋，Wojciech Piotr Bula，三宅亮（東京大

学大学院工学系研究科） 

 

懇親会・若手交流会 

初日のプログラム終了後に、18 時から懇親会と若手

交流会をそれぞれ北海道大学ファカルティハウス「エ

ンレイソウ」レストラン エルムと工学部食堂で行い

ました。懇親会は招待講演者を含み 58 名、若手交流

会は 40 名の参加がありました。懇親会と若手交流会

は大いに盛り上がり、盛会のうちに終了いたしました。 

最後に、今回の研究会にご参加いただきました皆様

に感謝申し上げます。特に、お忙しい中、招待講演を

快く引き受けくださった 4名の先生方に感謝申し上げ

ます。また、CHEMINAS 理事会と事務局の方々には

多大なご支援をいただきました。実行部隊として活躍

してくれた北海道大学の渡慶次研究室のスタッフと

学生諸君の協力なくしては、研究会を無事に終えるこ

とはできませんでした。この場を借りてお礼申し上げ

ます。これからも化学とマイクロ・ナノシステム学会

の研究会が、活発な議論の場としてますます発展して

いくことを祈念しております。
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小川雄大 1, 伊藤啓太郎 2, 菅野佑介 1, 藤本和也 3, 阿尻大雅 4, 若尾摂 4 
1東北大学, 2名古屋大学, 3京都大学, 4北海道大学 

 

1. 若手企画セッションの概略 

  若手企画セッションとは，第 24 回研究会から始

まった若手研究者が学会の一部を企画・運営する

ものである．コンセプトは若手研究者の目線から，

若手人材が求めるイベントを執り行い，学会の活

性化，若手人材の育成及び積極的な学会参加に貢

献することである．今回 5 回目の実施となる若手

企画は，第 30 回化学とマイクロ・ナノシステム研

究会の初日 (2014年 10月 2日) 午前中に開催され，

博士課程学生を中心とした 6 名の学生により企画

運営する流れとなった． 

今回の若手企画は，学生が感じている疑問を解

消することを目的に挙げた．例えばそれは，学会で

必要となる発表資料の作成方法や，ケミナスに参

加する研究室の研究内容があたると考えている．

これらは，主に著者である私が修士時代からぼん

やりと抱えてきた疑問であり，他の学生もその解

決に対するニーズが存在すると考えたためである．

一方でこれらをしっかりと伝える場は設けられて

おらず，新しくも有意義な企画になるのではない

かと考えた．これら疑問を解決するため，今回 2 つ

のイベントを開催した．  

 

2. 研究者のためのデザインの法則 

私たち学生が日ごろ学会に参加する際に，必ず

必要となるのが発表資料である．発表資料の作成

方法，とりわけデザインは大学の授業では指導は

されない．頻繁に作成することがあってもその裁

量は個人のセンスに任されているのが現状である．

本イベントではその疑問を解消するべく，研究者

のためのデザインに関する書籍を出版されている

高橋佑磨先生によるデザインに関する講演を行っ

ていただいた(図 1 (a))．華やかさや躍動感を重視せ

ず，伝えるためのデザインを追求した講演では，研

究者である私たちが納得するような内容で，また

知らなかったことを知ることが出来た．質疑応答

では伝えるためのデザインに関する積極的な意見

交換がされた． 

 
 

3. Lab on a poster ～巨人の肩の上に立つ～ 

  第二部では学会の場でしか交流が無い研究室同

士の交流及び相互理解向上を目的としたポスター

発表を行った．事前応募により集まった 10 名の有

志学生よって，研究の歴史を踏まえた研究室紹介

を行った．当日は研究室の相互理解だけにとどま

らず，活発な議論が行われ，本会の活性にも貢献で

きたと考えている (図 1 (b))． 

 

4. 謝辞 

  本企画の立案に際し, 終始適切なご意見・ご指導

を賜りました，第 30 回化学とマイクロ・ナノシス

テム研究会実行委員長の北海道大学 渡慶次学先

生をはじめとして，理事会の先生方に心より感謝

申し上げます．また企画遂行にあたり，多大なご援

助を頂きました関係者の皆様，特に，お忙しいとこ

ろご講演くださいました高橋佑磨先生へ厚く御礼

申し上げます． 

図 1．若手企画セッションの様子．(a) 第一部

招待講演．(b) 第二部若手ポスター発表． 

研究会若手企画 




