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がん細胞特異的結合ペプチドスクリーニングのための
マイクロ流体デバイス
Microfluidic device for screening of tumor specific binding peptides
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Peptides that can bind to normal cells should be removed in the screening of the tumor specific binding peptide.
We developed a microfluidic device for screening of tumor specific binding peptide that has serially-connected
chambers for normal cells and for cancer cells. The normal cell is to remove the non-specific binding peptides, and
the cancer cell is to capture tumor specific binding peptides. Cell introduction into the chambers without
cross-contamination and screening simulation using a fluorescence-labeled antibody are examined. In cell
introduction experiment, contaminations of different types of cells were prevented. In the screening simulation, the
trapped amount of the non-specific antibodies can be reduced to 46 % in the downstream chamber.
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1.

緒言

がんは我が国における死因の 3 割を占める重大な疾患であ
り,外科療法とともに化学療法が最も汎用されている. しかし,
化学療法は副作用が重篤であることが問題となっている. 化
学療法における副作用の原因は, 治療標的であるがん細胞に
対する特異性が低く, がん細胞だけでなくがん組織以外の正
常細胞にもダメージを与えることにある. この課題の解決策
の一つとして, がん細胞特有の表面分子に結合する腫瘍特異
的結合ペプチドを用いることで, がん細胞のみに薬剤を集中
させるという能動的ドラッグデリバリシステムがある [1]. し
かし, 現時点ではがん細胞特有の表面分子やそれに結合する
ペプチドの特性や条件について詳細に解明されていない. そ
のため, がん細胞だけに結合するペプチド(腫瘍特異的結合ペ
プチド)をデザインすることが難しく, ペプチドライブラリか
らスクリーニングを行うことで腫瘍特異的結合ペプチドを見
つける方法が一般的に用いられている[2]. その際, ペプチド
ライブラリはアミノ酸の組み合わせの数である 20N 種類も存
在するため, 高速で高効率なスクリーニング手法が必要とな
る.
しかし, 従来のがん細胞を標的とした腫瘍特異的結合ペプ
チドのスクリーニングの主な工程は手作業で行われることが
多く, スクリーニング速度の限界や, ヒューマンエラー等に
よる再現性の低さが課題となっていた. そこで, 我々は, 腫瘍
特異的結合ペプチドのスクリーニングにおける操作を, マイ
クロ流体デバイスを用いて自動化し, スクリーニングの効率
および再現性を向上させることを目指している. これまでに,
開発したデバイスのチャンバの底面にがん細胞を接着させ,
そこにがん細胞に結合するペプチドを導入し，捕獲すること
に成功した[3]. しかし, 本デバイスを用いたスクリーニング
には, 正常細胞に結合するペプチド(非特異的結合ペプチド)も
捕獲してしまうという問題が残っている. そこで, 本研究に
おいては, 腫瘍特異的結合ペプチドのスクリーニングを行う
前段で, 非特異的結合ペプチドを除去することができるスク
リーニングデバイスの開発を目指す.

2.

る下流チャンバへの非特異結合ペプチドの混入を防ぐことが
できる. また, 細胞をチャンバ内に均一に導入するためのマ
イクロピラーアレイ(MPA)構造[4]や, チャンバ間を接続する
流路を切り替えるための空圧バルブ[5]をもつ.
直列チャンバマイクロ流体デバイスを用いた腫瘍特異的結
合ペプチドのスクリーニング手順を, 図 2 を用いて説明する.
図 2 においては, 始めに, 上流チャンバにペプチドライブラリ
を導入する (図 2(a)). リン酸バッファを導入することで, 上流
チャンバで正常細胞と結合しなかったペプチドを, 下流チャ
ンバに移動させる(図 2(b)). 下流チャンバにおいて, がん細胞
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Fig. 1 Microfluidic device for screening of tumor specific
binding peptides.
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2. 1 直列チャンバマイクロ流体デバイスを用いたスクリーニ
ングの概要
非特異的結合ペプチド除去の実現のため, 図 1 に示す直列
チャンバマイクロ流体デバイスを提案する. 直列チャンバマ
イクロ流体デバイスは, 直列した 2 つのチャンバを持ってお
り, 上流チャンバには正常細胞が, 下流チャンバには標的の
がん細胞が接着している. これらのチャンバの上流からペプ
チドライブラリを導入すれば, 非特異的結合ペプチドを上流
チャンバの正常細胞で捕獲し, 標的であるがん細胞が存在す
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Fig. 2 Valve switching for peptide screening using serially
connected microchambers.
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に結合しなかったペプチドを洗浄する (図 2(c)). 最後に, 下流
チャンバでがん細胞に結合しているペプチドを回収する(図
2(d)). ペプチドの回収には, ペプチドと細胞の結合を切断す
る試薬または細胞の剥離を利用する. こうして得られたペプ
チドは, 正常細胞には結合しないががん細胞には結合する腫
瘍特異的結合ペプチドである可能性が高い.
2. 2 直列チャンバマイクロ流体デバイスの設計
直列チャンバマイクロ流体デバイスは, 細胞を培養したり
ペプチドを流したりするための液流路層と, バルブを制御す
るための空圧流路層からなる. そこで液流路層と空圧流路層
の設計について, それぞれ説明する.
(1) 液流路層
液流路層は, 細胞をチャンバ内に均一に導入し, 細胞をチ
ャンバ内で培養でき, ペプチドがチャンバ内に残留しにくく,
それらのチャンバが直列に接続している必要がある. チャン
バに細胞を均一に播種するために MPA(直径 100 m のピラー
を 5 m 間隔で 4 列配置[4])を配置し, チャンバ内で細胞を培養
するためにチャンバ高さを 200 m と高くし, 洗浄時にチャン
バ内のペプチドの残留を防ぐため角を落とし, 二つのチャン
バを接続した. さらにスクリーニングに十分な量の細胞[6]を
接着させるため, MPA を除いたチャンバ部の長さを 5 mm,
幅を 2 mm とし, 底面積を 0.1 cm2 に設定した. チャンバを接続
する流路は,バルブの閉鎖を容易にするため, 流路断面を鋭角
30°の平行四辺形とし流路幅 500 m とした[5]. また, 気泡の
侵入を防ぐために導入口および排出口の高さを 200 m とし,
それ以外の部位は高さ 50 m とした. 液流路は生体適合性ジ
メチルポリシロキサン(PDMS)を用いた.
(2)空圧流路層
空圧流路は, チャンバに接続する液流路に交差するように
配置し, バルブとしての機能を実現する. それぞれのバルブ
ごとに独立した流路を配置する. 空圧流路は外力によって容
易に変形する PDMS 製であり, 矩形断面流路である. 上面を
薄膜化することで, 空圧流路に空圧を印加した際に, 薄膜が
膨らむようにする. このような空圧流路をバルブの位置に合
わせて配置した. これにより, 各液流路の開閉を行う事が可
能となる. バルブとなる部分は, 流路幅 500 m, 高さ 50 m と
した.
2. 3 直列チャンバマイクロ流体デバイスの作製
直列チャンバマイクロ流体デバイスの作製手順を図 3 に示
す. 本デバイスは, フォトリソグラフィによって作製した鋳
型を用いて PDMS を型取りし, それを積層したうえでガラス
基板と接合することで作製した.
液流路層の鋳型は, バルブ部分を平行四辺形断面にするた
めに, 50 m 厚の SU-8 を成膜した基板を傾けた状態で露光し
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Fig. 3 Schematic illustration of device fabrication.
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Fig. 4 Photograph of the device, the MPA, the valve, and the
schematic illustration of the cross section of the valve.
た(図 3(a), (b)). さらに, MPA 部分のピラーを底面と垂直にす
るため, マスクを替えて水平に露光した後に現像した(図 3(c),
(d)). また, SU-8 の成膜・露光を 2 度繰り返すことで, 2 種類の
流路高さ(50 m 厚と 200 m 厚)を持つ鋳型を実現した(図
3(e)-(g)). 液流路層の鋳型を用いて PDMS で型取りした(図
3(h)). 空圧流路層の鋳型は, 50 m 厚の SU-8 をフォトリソグ
ラフィでパターニングした(図 3(i)). 完成した空圧流路層の鋳
型に PDMS をスピンコートすることで 40 m 厚の PDMS 薄膜
を形成した(図 3(j)). スピンコートした PDMS を硬化途中にお
いて, 粘着性を持った状態で液流路層を積層し, PDMS 薄膜を
介して, 液流路層と空圧流路層を接合した(図 3(k)). 最後に,
一体化した流路層とガラスを接合させた(図 3(l)).
完成したデバイスを図 4 に示す. 青色水で着色した部分が
空圧流路, 赤色水で着色した部分が液流路である. MPA 部分
の顕微鏡写真から, ピラーが等間隔に配置できていることが
分かる. バルブ部分の顕微鏡写真では, 黄色の枠に囲まれた
部分において縦に配置された流路の両側壁が二重に見えるた
め, 液流路が傾斜していることがわかる.

3.

実験方法

3. 1 実験系
本研究における実験系を説明する. 作製した直列チャンバ
マイクロ流体デバイスの液流路には, シリコンチューブとカ
ットパイプを介して, シリンジポンプと接続する. これによ
り, 細胞導入およびペプチドのモデルとして使用する蛍光標
識抗体の導入を行う. 一方, 空圧流路には, シリコンチューブ
とカットパイプを介して, 空圧を印加する. 空圧の制御には
電磁弁とレギュレータを用いる. 蛍光観察には蛍光顕微鏡
(BZ-X 700, Keyence), BZ-X フ ィ ル タ TRITC(OP-87764,
Keyence)を用いる.
デバイスに導入する標的のがん細胞としては N87 細胞を用
い, 正常細胞の代替としては N87 細胞と表面分子が異なる
HeLa 細胞を用いる. つまり, 正常細胞を培養する上流チャン
バには HeLa 細胞を導入し, がん細胞を培養する下流チャンバ
には N87 細胞を導入する.
3. 2 各チャンバへの細胞導入
バルブおよび MPA を用いて, 直列チャンバマイクロ流体デ
バイスの直列したチャンバに, HeLa 細胞と N87 細胞をそれ
ぞれの細胞を, 均一かつ混合せずにチャンバ内に導入する.
そのため, 図 2 における V1, V2, V3 を閉鎖した状態でそれ
ぞれの細胞導入口からそれぞれの細胞を導入する. 導入した
細胞がチャンバの床面に接着した後に顕微鏡を用いて細胞の
分散状態や混合の有無を確認した. 細胞の混合の有無は接着
後の細胞の形態から判断することが可能である.
3. 3 非特異結合ペプチド除去能力の評価
直列チャンバマイクロ流体デバイスの非特異結合ペプチド
除去能力の評価を行う. 非特異結合ペプチドの除去能力は,
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スクリーニング操作を行った際の, 下流チャンバにおける非
特異結合ペプチドの結合量によって評価が可能である. 一般
的なペプチドはスクリーニング操作中の定量が難しいため,
本研究においてはペプチドのモデルとして蛍光標識抗体を用
いる. 蛍光標識抗体を用いると, 蛍光観察によって容易に抗
体の結合量を推定することが可能となる.
実験では, 上流チャンバは空で下流チャンバは N87 細胞を
培養した直列チャンバマイクロ流体デバイス (HeLa 細胞な
し)と, 上流チャンバは HeLa 細胞を, 下流チャンバは N87 細胞
を培養した直列チャンバマイクロ流体デバイス(HeLa 細胞あ
り)の二つを用いる. それらの二つの直列チャンバマイクロ流
体デバイスに対して, 同一の濃度の HeLa 細胞, N87 細胞の両
方に結合する蛍光標識抗体(非特異結合抗体)を同一の手順で
導入した. それぞれの下流チャンバにおいて撮影した画像の
輝度合計を比較することで, 非特異結合抗体の結合量を比較
した.
なお本研究においては, HeLa 細胞と N87 細胞の双方に結合
する非特異結合ペプチドのモデルとして抗 Integrin 抗体(Antiintegrin alpha V antibody, abcam)と Alexa Fluor 546 (carboxylic
acid, succinimidyl ester, life technologies)を結合させた蛍光標識
抗体を用いた.

(a)上流チャンバ
(HeLa細胞)
1 mm

(b)下流チャンバ
(N87細胞)
1 mm

4.

結果および考察

4. 1 各チャンバへの細胞導入
それぞれのチャンバに細胞を導入し, 培養した後の様子を
図 5 に示す. MPA の効果により HeLa 細胞, N87 細胞ともにチ
ャンバの幅いっぱいかつ均一に広がっていることが分かる.
また, 拡大図を見ると, HeLa 細胞ではその特徴である細く広
がった様子が見られた. N87 細胞はその特徴である細胞同士が
重なり合う様子が見られたが, 重なりは最小限に抑えられて
いた. また, チャンバ全体を観察したところ, 細胞形態からは
細胞同士の混入は見られなかった. このことから, バルブを
用いることが細胞の混合抑制に有効であるといえる.
4. 2 非特異結合ペプチド除去能力の評価
HeLa 細胞なし, あり両方のデバイスにおける下流チャンバ
の蛍光画像を図 6 に示す. 二つの画像を比較すると, HeLa 細胞
なしのデバイス(図 6(a))と比較して, HeLa 細胞ありのデバイス
(図 6(b))では蛍光が弱まっている様子が確認できる. これによ
り, 上流チャンバに HeLa 細胞を導入したことで下流チャンバ
に流れ込む非特異結合抗体の量が減少したことが示唆された.
HeLa 細胞なしと HeLa 細胞ありの場合の蛍光強度を定量的
に比較するため, HeLa 細胞なしの場合と HeLa 細胞ありの場合
において, 下流チャンバの蛍光画像の輝度合計を測定した.
得られた輝度合計を細胞面積で正規化したものを図 7 に示す.
HeLa 細胞なしの場合は, 蛍光の輝度は 0. 44 (N=2, 標準偏差
0. 088)であった. 一方, HeLa 細胞ありのは蛍光の輝度は 0.
20(N=2, 標準偏差 0. 020)であった. これにより, Hela 細胞あ
りの直列チャンバマイクロ流体デバイスでは, 抗体が約半分
量に低減されたといえる. 抗体の低減が半量にとどまった原
因としては, 上流チャンバに導入した HeLa 細胞に対して, 抗
体の量が多すぎたことが考えられる.
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Fig. 5 Micrograph of the HeLa cell and N87 cell cultured
in each chamber without cross-contamination.
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Fig. 6 Fluorescence images of the N87 cells in serially
connected microchambers without/with HeLa cells
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結言

がん細胞だけに結合するペプチドのスクリーニングを実現
するために, 直列チャンバマイクロ流体デバイスを開発した.
開発した直列チャンバマイクロ流体デバイスを用いて, 直列
したチャンバへの異種細胞導入や蛍光標識抗体を用いた模擬
スクリーニングを行った. 異種細胞の導入においては, MPA
によって細胞を均一に導入し, バルブによってお互いの混入
を防ぐことができた. 摸擬スクリーニングにおいて, 上流チ
ャンバに HeLa 細胞を培養することで, 下流チャンバおける不
要な抗体の捕獲量を約半分に低減できることが確認された.
今後はより高精度なスクリーニングの実現のため, 正常細胞
に結合するペプチドの除去率向上を目指す. また, 実際のペ
プチドを用いたスクリーニング実験を行いデバイスの有効性
を検証する.

With HeLa cell
HeLa細胞あり

Fig. 7 Normalized brightness between the serially
connected microchamber without/with HeLa cells
upstream.
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