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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オリゴアルギニンで修飾したリン酸カルシウムを用いた遺伝子導入法に使用するための、
アミロライド誘導体を含む遺伝子導入促進剤。
【請求項２】
前記アミロライド誘導体がモノ又はジアルキルアミロライドである、請求項１に記載の遺
伝子導入促進剤。
【請求項３】
前記遺伝子導入法の標的細胞が癌化していない細胞である、請求項１又は２に記載の遺伝
子導入促進剤。
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【請求項４】
オリゴアルギニン及びアミロライド誘導体を含む、リン酸カルシウム法による遺伝子導入
用キット。
【請求項５】
前記アミロライド誘導体がモノ又はジアルキルアミロライドである、請求項４に記載のキ
ット。
【請求項６】
癌化していない細胞を標的細胞とする遺伝子導入法に用いるための請求項４又は５に記載
のキット。
【請求項７】
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アミロライド誘導体の存在下で、標的細胞に、目的遺伝子を有しかつオリゴアルギニンで
修飾されたリン酸カルシウム粒子を接触させる工程を含む、遺伝子の細胞内導入方法。
【請求項８】
前記アミロライド誘導体がモノ又はジアルキルアミロライドである、請求項７に記載の方
法。
【請求項９】
標的細胞が癌化していない細胞である、請求項７又は８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明はリン酸カルシウム法を用いた遺伝子導入方法、ならびに当該方法に用いる遺伝
子導入剤及びキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
外来遺伝子を生物又はその細胞に導入する遺伝子導入は、遺伝子工学の基礎となる技術
であり、遺伝子解析、遺伝子破壊、遺伝子ノックダウンのために使用されている。また、
かかる遺伝子導入技術は、遺伝子組換作物、遺伝子治療、組織再生等に応用されている。
具体的には、例えば、生体材料に進入した細胞に遺伝子導入を行い特定の賦活因子を分泌
させることで、組織再生を促すと考えられる。
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【０００３】
遺伝子導入には種々の方法があり、これらのうち、リン酸カルシウムベクターを用いる
リン酸カルシウム法は、特殊な装置を必要としない、目的の核酸分子を結合させたリン酸
カルシウム粒子を長期間保存することができ等の利点を有する。しかし、リン酸カルシウ
ム法は導入効率が低いことが問題点となっていた。
【０００４】
ここで、リン酸カルシウム粒子作成の際にペプチドやポリマーを加えることで粒子の成
長を抑制し、ナノサイズに維持できることが報告されている。本発明者は、既に、ナノリ
ン酸カルシウム遺伝子導入ベクターを改良すべく、DNA‑リン酸カルシウムベクターにオク
タアルギニンを付与し、当該ベクターのゼータ電位、分散率および粒子サイズを測定し、
表面性質を検討した結果を報告している（非特許文献１）。しかし、リン酸カルシウム法

30

による遺伝子導入効率をさらに向上されることはいまだに所望されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】
ーゲンの開発

細胞賦活因子の徐放制御機構を具備した多層性ナノアパタイト‑コラ

分子・物質合成プラットフォーム

ホームページ（http://mms‑platform

.com/archives/report/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%B3%A6%E6%B4%BB%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%8
1%AE%E5%BE%90%E6%94%BE%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%82%92%E5%85%B7%E5%
82%99%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A4%9A%E5%B1%A4%E6%80%A7%E3%83%8A）
【非特許文献２】Biomaterials 27(2006) 3147‑3153
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明が解決すべき課題は、従来よりも導入効率を大幅に向上したリン酸カルシウム法
による遺伝子導入方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
かかる状況の下、本発明者らは、カリウム保持性利尿剤であり、マクロピノサイトーシ
スの阻害剤として知られていたアミロライド誘導体を、オリゴアルギニンで就職したリン
酸カルシウムを用いた遺伝子導入の際に使用することにより、意外にも、遺伝子導入の効
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率が向上することを見出した。本発明は、かかる新規の知見に基づく。
【０００８】
従って、本発明は以下の項を提供する：
項１．オリゴアルギニンで修飾したリン酸カルシウムを用いた遺伝子導入法に使用する
ための、カリウム保持性利尿剤を含む遺伝子導入促進剤。
【０００９】
項２．前記カリウム保持性利尿剤がアミロライド誘導体である、項１に記載の遺伝子導
入促進剤。
【００１０】
項３．前記遺伝子導入法の標的細胞が癌化していない細胞である、項１又は２に記載の
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遺伝子導入促進剤。
【００１１】
項４．オリゴアルギニン及びカリウム保持性利尿剤を含む、リン酸カルシウム法による
遺伝子導入用キット。
【００１２】
項５．前記カリウム保持性利尿剤がアミロライド誘導体である、項４に記載のキット。
【００１３】
項６．癌化していない細胞を標的細胞とする遺伝子導入法に用いるための項４又は５に
記載のキット。
【００１４】
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項７．カリウム保持性利尿剤の存在下で、標的細胞に、目的遺伝子を有しかつオリゴア
ルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を接触させる工程を含む、遺伝子の細胞内導
入方法。
【００１５】
項８．前記カリウム保持性利尿剤がアミロライド誘導体である、項７に記載の方法。
【００１６】
項９．標的細胞が癌化していない細胞である、項７又は８に記載の方法。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、従来のリン酸カルシウム法よりも、遺伝子導入の効率を大幅に向上す
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施に用いるリン酸カルシウム粒子の一実施形態の概要を示す。
【図２】本願参考例１において遺伝子導入した細胞の光学顕微鏡及び蛍光顕微鏡を示す。
【図３】本願参考例１における各種リン酸カルシウムナノ粒子遺伝子ベクターのヒト未分
化間葉細胞に対する細胞毒性を示す。
【図４】本願実施例１におけるアミロライド誘導体の存在下又は非存在下で各リン酸カル
シウムナノ粒子ベクターによる遺伝子導入試験の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
本発明は、核酸分子である遺伝子を細胞内に導入する方法に関する。本発明において、
用語「遺伝子」には、特に言及しない限り、タンパク質、ｔＲＮＡ、ｒＲＮＡ等の一次構
造を規定している構造遺伝子だけでなく、プロモーター、オペレーター等の特定の制御機
能を有する核酸上の領域も包含される。従って、本発明において「遺伝子」とは、特に言
及しない限り、調節領域、コード領域、エクソン、及びイントロンを区別することなく示
すものとする。また、「構造遺伝子」には、元のＤＮＡ配列にサイレント変異が施された
サイレントＤＮＡも包含される。また、本発明においては、遺伝子発現に干渉するｓｉＲ
ＮＡ等の核酸分子も「遺伝子」に包含される。
【００２０】
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本明細書中において、「核酸」は、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド及びポリヌクレ
オチドと同義であって、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ＤＮＡ−ＲＮＡハイブリッドのいずれであって
もよい。また、これらは２本鎖であっても１本鎖であってもよく、ある配列を有する核酸
分子といった場合、特に言及しない限り、これに相補的な配列を有する核酸分子（または
ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド及びポリヌクレオチド）も包括的に意味するものとす
る。また、これらの核酸分子は環状でも直鎖状であってもよく、また合成及び生物由来の
いずれであってもよい。
【００２１】
遺伝子導入方法
具体的には、本発明は、カリウム保持性利尿剤の存在下で、標的細胞に、目的遺伝子を
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有しかつオリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を接触させる工程を含む、
遺伝子の細胞内導入方法を提供する。
【００２２】
本発明にかかる方法は、リン酸カルシウム粒子をオリゴアルギニンで修飾する点、及び
当該オリゴアルギニンで修飾したリン酸カルシウムを標的細胞に接触させる工程をカリウ
ム保持性利尿剤の存在下で行う点を特徴とする。本発明にかかる方法は、オリゴアルギニ
ンで修飾したリン酸カルシウム及びカリウム保持性利尿剤を用い、自体公知のリン酸カル
シウム法に準じて実施することができる。
【００２３】
本発明において標的細胞は、本発明が属する技術分野において通常用いられるものを適
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宜使用できるが、遺伝子導入効率向上の観点から、以下のものが好ましい。標的細胞とし
ては、真核生物由来のものでも原核生物由来のものでもよいが、真核生物由来のものが好
ましい。真核生物細胞としては、酵母、植物、動物（哺乳動物、鳥類、昆虫等が挙げられ
、好ましくは哺乳動物が挙げられる）等の細胞が挙げられ、好ましくは酵母、動物等が挙
げられ、より好ましくは哺乳動物が挙げられる。好ましい哺乳動物としては、ヒト、サル
、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ヒツジ、ブタ、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、
ウサギ等が挙げられ、ヒトが好ましい。また、本発明においてこれらの標的細胞としては
、特に限定されていないが、癌化していない細胞が好ましい。標的細胞としては哺乳動物
細胞を用いる場合、体細胞、生殖細胞等が挙げられ、体細胞が好ましい。また、体細胞と
しては、例えば、線維芽細胞、上皮細胞、筋細胞、肝細胞、骨細胞、血管内皮細胞、脳神
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経細胞、単核球、顆粒球、リンパ球、骨芽細胞、破骨細胞、膵臓細胞等が挙げられる。本
発明において標的細胞は分化の程度は問わず、未分化の細胞でも、最終分化した細胞でも
よいが、遺伝子導入効率向上の観点から未分化の細胞が好ましい。未分化の細胞としては
、神経系の未分化細胞（神経幹細胞等）、造血系の未分化細胞（造血幹細胞等）、間葉系
の未分化細胞（間葉系幹細胞等）、歯髄系の未分化細胞（歯髄幹細胞等）等が挙げられ、
未分化の間葉系細胞（間葉系幹細胞等）等が好ましい。これらの標的細胞としては培養細
胞（初代培養細胞及び継代培養細胞）が好ましい。
【００２４】
カリウム保持性利尿剤としては、例えば、上皮型Na+チャネルの阻害薬、アルドステロ
ン拮抗薬等が挙げられ、上皮型Na+チャネルの阻害薬が好ましい。上皮型Na+チャネルの阻
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害薬としては、例えば、アミロライド、トリアムテレン、これらの誘導体等が挙げられ、
アミロライド又はその誘導体が好ましく、アミロライド誘導体がさらに好ましい。また、
アルドステロン拮抗薬としては、カンレノ酸カリウム、スピロノラクトン、エプレレノン
等が挙げられる。これらのカリウム保持性利尿剤は１種単独で、又は２種以上を組み合わ
せて用いることができる。
【００２５】
アミロライド誘導体としては、例えば、（モノ又はジアルキル）アミロライド等が挙げ
られる。本発明において、（モノ又はジアルキル）アミロライドとは、１個又は２個のア
ルキル基で置換されたアミロライドを意味する。本発明において、アルキル基としては、
例えば、直鎖又は分枝鎖状の炭素数１〜６のアルキル基等が挙げられ、より具体的には、
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メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプロピル、ｎ−ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ−ブ
チル、ｎ−ペンチル、ｎ−ヘキシル等が含まれる。アミロライドを置換するアルキル基と
しては、炭素数１〜６のものが好ましく、炭素数１〜４のものがより好ましく、炭素数２
〜３のものがさらに好ましく、炭素数２のアルキル基と炭素数３のアルキル基とが１個ず
つ置換していることが最も好ましい。また、アミロライド誘導体としては、５位のアミノ
基が１個又は２個のアルキル基で置換されているものが好ましい。本発明の好ましい実施
形態において、アミロライド誘導体としては、例えば、モノ又はジＣ１−４アルキルアミ
ロライドが、より好ましくはジＣ１−４アルキルアミロライドが、さらに好ましくは５−
（モノ又はジＣ１−４アルキル）アミロライドが、より好ましくは５−（ジＣ１−４アル
キル）アミロライドが、最も好ましくは５−（Ｎ−エチル−Ｎ−イソプロピル）アミロラ
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イドが挙げられる。
【００２６】
本発明において、用語「リン酸カルシウム粒子」は、特に記載しない限り、目的遺伝子
を結合したものも包含される。また、リン酸カルシウム粒子としては、リン酸カルシウム
を含有する核、又は当該核に目的遺伝子を結合したものだけでなく、リン酸カルシウムを
含有する核を覆うリン酸カルシウムを含有する外殻が積層されたものも含まれる。リン酸
カルシウム粒子としては、例えば、リン酸カルシウムを含有する核（図１
に結合した目的遺伝子（図１

Ｂ）、これらを覆う外殻（図１

Ａ）、当該核

Ｃ）を有するもの等が挙

げられる。図１においては核及び一層の外殻を有するリン酸カルシウム粒子を例示したが
、リン酸カルシウム粒子の形状はこれらに限られず、例えば、外殻を複数積層有するもの
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も挙げられる。
【００２７】
本発明において、当該リン酸カルシウム粒子は、オリゴアルギニンで修飾したものを用
いる。リン酸カルシウム粒子として核及び外殻を有する構造のものを用いる実施形態にお
おいては、オリゴアルギニンは、外殻に結合していても（図１

Ｄ）、核と外殻との間に

存在していてもよい。
【００２８】
リン酸カルシウム粒子の粒子径は、限定されないが、例えば、10〜1000ｎｍ、好ましく
は20〜750ｎｍ、より好ましくは30〜600ｎｍとなるように調製される。また、オリゴアル
ギニンを結合したリン酸カルシウム粒子のゼータ電位も特に限定されないが、例えば、0.
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1〜30ｍＶ、好ましくは0.5〜20ｍＶ、より好ましくは0.7〜15ｍＶとなるように調製され
る。本発明の好ましい実施形態において、リン酸カルシウム粒子は、所定の液体（水、エ
タノール、これらの混合溶媒等の溶媒、又はこれらを溶媒とした緩衝液、培地（培養培地
、インキュベーション培地等）等）にリン酸カルシウム粒子を分散した状態で用いられる
。リン酸カルシウム粒子分散液の分散率（PDI）は、特に限定されないが、例えば、0.1〜
0.9、好ましくは0.2〜0.5、より好ましくは0.25〜0.4、より好ましくは0.25〜0.35となる
ように調製される。本発明において、リン酸カルシウム粒子のゼータ電位、及び粒子径は
粒径測定・ゼータ電位測定装置（ELSZ‑2型、大塚電子、大阪）を用いて、それぞれ、電気
泳動光散乱法（レーザードップラー法）［ゼータ電位］、及び動的光散乱法（光子相関法
）［粒子径］により測定することができる。分散率は、上記装置を用いて、動的光散乱法
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で求めることができる。導かれた分散率の数値からキュムラント法で平均粒子経ならびに
多分散指数を求めることができる。
【００２９】
オリゴアルギニンとしては、例えば、アルギニンが６〜１６個結合したもの等が挙げら
れ、オリゴアルギニンに含まれるアルギニンの数としては、例えば、６〜１６個、好まし
くは６〜１２個、より好ましくは６〜１０個、より好ましくは７〜９個等が挙げられ、最
も好ましくは、アルギニンが８個結合したオクトアルギニンが挙げられる。これらのオリ
ゴアルギニンは１種単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる。本発明の
方法においては、カリウム保持性利尿剤の存在下で標的細胞に接触させるリン酸カルシウ
ム粒子をオリゴアルギニンで修飾することにより細胞毒性が低くなる点でも好ましい。
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【００３０】
目的遺伝子を含むリン酸カルシウム粒子の調製方法、及びリン酸カルシウム粒子のオリ
ゴアルギニンでの修飾方法は、自体公知の方法に従い行うことができる。リン酸カルシウ
ム粒子は、例えば、以下の方法により得ることができる。まず、カルシウム塩溶液と燐酸
塩溶液とを混和してリン酸カルシウムを含む核を形成する。カルシウム塩としては、例え
ば、硝酸カルシウム、乳酸カルシウム、塩化カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸水素カ
ルシウム、リン酸二水素カルシウム、水酸化カルシウム、シュウ酸カルシウム、酢酸カル
シウム、二リン酸カルシウム等が挙げられる。これらのカルシウム塩は２種単独で用いて
も、２種以上を組み合わせて用いてもよい。リン酸塩としては、例えば、リン酸水素二ア
ンモニウム、リン酸二水素カリウム、リン酸アンモニウム、リン酸水素二アンモニウム、
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リン酸二水素アンモニウム、リン酸ナトリウム、リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素
ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム等が挙げられ
る。これらのリン酸塩は２種単独で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。カ
ルシウム塩溶液のカルシウム濃度としては、特に限定されないが、例えば、0.15〜85ｍＭ
、好ましくは1.5〜50ｍＭ、より好ましくは6.25〜18ｍＭの範囲で適宜設定できる。カル
シウム塩溶液に用いる溶媒としては、例えば、水等の自体公知のものを適宜使用すること
ができる。カルシウム塩溶液のｐＨも特に限定されないが、通常、7.0〜11.0、好ましく
は8.0〜10.5、より好ましくは9.0〜10の範囲で適宜設定できる。カルシウム塩溶液には、
ｐＨ調整剤等を配合してもよい。リン酸塩溶液のリン酸濃度としては、特に限定されない
が、例えば、0.1〜50ｍＭ、好ましくは1〜30ｍＭ、より好ましくは3.74〜10.8ｍＭの範囲
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で適宜設定できる。リン酸塩溶液に用いる溶媒としては、例えば、水等の自体公知のもの
を適宜使用することができる。リン酸塩溶液のｐＨも特に限定されないが、通常、7.0〜1
1.0、好ましくは8.0〜10.5、より好ましくは9.0〜10の範囲で適宜設定できる。カルシウ
ム塩溶液に対するリン酸塩溶液の配合比としては、例えば、カルシウムイオンとリン酸イ
オンとのモル比が、通常、２：１〜１：２、好ましくは３：２〜２：３、より好ましくは
１.6：1〜1：1.5で適宜設定できる。カルシウム塩溶液には、ｐＨ調整剤等を配合しても
よい。
【００３１】
次いで、得られたリン酸カルシウムを含む核（本明細書においてリン酸カルシウムを含
む核を、単にリン酸カルシウム核と示すこともある）に目的遺伝子を結合させる。かかる
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工程は、例えば、リン酸カルシウムを含む核の懸濁液と、目的遺伝子を含むベクター（プ
ラスミド等）を含む液体とを混合することにより行うことができる。
【００３２】
次いで、目的遺伝子が結合されたリン酸カルシウム核の懸濁液に、カルシウム塩溶液及
びリン酸塩溶液を加えて混合する。カルシウム塩溶液及びリン酸塩溶液の組成、配合比等
は、例えば、リン酸カルシウム核を形成する際に用いたものと同様のものを採用すること
ができる。リン酸カルシウム核の懸濁液に対するカルシウム塩溶液の添加量は特に限定さ
れないが、例えば、リン酸カルシウム核の懸濁液１００μＬに対し、通常、1.0〜100.0μ
Ｌ、好ましくは25.0〜75.0μＬ、より好ましくは40〜60μＬの範囲で適宜設定できる。リ
ン酸カルシウム核の懸濁液に対するリン酸塩溶液の添加量は特に限定されないが、例えば
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、リン酸カルシウム核の懸濁液１００μＬに対し、通常、1.0〜100.0μＬ、好ましくは25
.0〜75.0μＬ、より好ましくは40〜60μＬの範囲で適宜設定できる。かかる工程により、
目的遺伝子が結合されたリン酸カルシウム核を覆う、リン酸カルシウムを含む外殻が形成
される。
【００３３】
次いで、外殻が形成されたリン酸カルシウム粒子の懸濁液と、オリゴアルギニン溶液と
を混合する。オリゴアルギニン溶液中のオリゴアルギニンの濃度は、特に限定されず、リ
ン酸カルシウム粒子に対するオリゴアルギニンの量が後述する割合となるように適宜設定
し得、例えば、0.01〜1000.0ｍｇ／ｍＬ、好ましくは0.05〜500.0ｍｇ／ｍＬ、より好ま
しくは1.0〜100.0ｍｇ／ｍＬの範囲で適宜設定できる。本発明において、リン酸カルシウ
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ム粒子に結合させるオリゴアルギニンの量は、リン酸カルシウム粒子１ｍｏｌに対し、オ
リゴアルギニンを例えば、0.001〜65ｍｏｌ、好ましくは0.5〜30ｍｏｌ、より好ましくは
3.0〜6. 5ｍｏｌの範囲で適宜設定できる。
【００３４】
本発明にかかる方法は、カリウム保持性利尿剤の存在下で、標的細胞に、目的遺伝子を
有しかつオリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を接触させる工程を含む。
かかる工程は、標的細胞に、カリウム保持性利尿剤と目的遺伝子を有しかつオリゴアルギ
ニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子とのうち、いずれを先に添加してもよい。例えば
、カリウム保持性利尿剤を含む標的細胞の培養液もしくは懸濁液に目的遺伝子を有しかつ
オリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を添加してもよいし、目的遺伝子を
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有しかつオリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を含む標的細胞の培養液も
しくは懸濁液にカリウム保持性利尿剤を添加してもよい。本発明においては、前者、すな
わち、カリウム保持性利尿剤を含む標的細胞の培養液もしくは懸濁液に目的遺伝子を有し
かつオリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を添加する方法が好ましい。尚
、本発明においては、標的細胞の培養液には、容器の底等の足場上で標的細胞が接着増殖
した状態のもの等が含まれる。
【００３５】
標的細胞の培養液もしくは懸濁液を調製する際の培地は、使用する標的細胞の種類に応
じて適宜選択することができ、特に限定されないが、例えば、IMDM培地、Medium 199培地
、Eagle
Eagle

s Minimum Essential Medium (EMEM)培地、αMEM培地、Dulbecco
s Medium (DMEM)培地、Ham

s F12培地、RPMI 1640培地、Fischer

s modified
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s培地、およ

びこれらの混合培地などを用いることができる。好ましくは、DMEMである。培地には、血
清が含有されていてもよいし、あるいは無血清でもよい。好ましい培地として、10％FBS
を含有するDMEM培地が例示される。培地中への標的細胞の添加量は特に限定されないが、
例えば、0.2×105〜5.0×105cells／ｍｌ、好ましくは0.4×105〜3.0×105cells／ｍｌ、
より好ましくは0.5×105〜1.0×105cells／ｍｌの範囲で適宜設定できる。また、培地へ
のカリウム保持性利尿剤の添加量は、特に限定されないが、例えば、0.5〜10mM、好まし
くは1.0〜7.5mM、より好ましくは2.5〜5.0mMの範囲で適宜設定できる。かかる工程の温度
は特に限定されないが、例えば、0〜100℃、好ましくは1〜50℃、より好ましくは35〜40
℃の範囲で適宜設定できる。
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【００３６】
当該工程において、カリウム保持性利尿剤の存在下で、標的細胞に、目的遺伝子を有し
かつオリゴアルギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を接触させることによって、マ
クロピノサイトーシスにより当該リン酸カルシウム粒子が当該標的細胞内に取り込まれ、
目的遺伝子が当該標的細胞に導入される。本発明によれば、目的遺伝子を含むリン酸カル
シウム粒子をオリゴアルギニンで修飾すること、及び当該リン酸カルシウム粒子と標的細
胞との接触をカリウム保持性利尿剤の存在下で行うことに起因して、リン酸カルシウム法
による遺伝子導入の効率を飛躍的に向上することができる。
【００３７】
本発明の方法は、上記標的細胞に目的遺伝子を有しかつオリゴアルギニンで修飾された
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リン酸カルシウム粒子を接触させる工程の後に、任意選択で、リン酸カルシウム粒子を添
加した標的細胞培養液もしくは懸濁液をインキュベートする工程を含んでいてもよい。か
かる工程の温度は特に限定されないが、例えば、0〜40℃、好ましくは35〜38℃、より好
ましくは36〜37℃の範囲で適宜設定できる。かかる工程の時間は特に限定されないが、例
えば、1〜72時間、好ましくは4〜12時間、より好ましくは4〜7時間の範囲で適宜設定でき
る。インキュベーション工程により、当該標的細胞内へのリン酸カルシウム粒子の取り込
み、及び当該標的細胞への目的遺伝子の導入が促進される。
【００３８】
遺伝子導入用キット
本発明はオリゴアルギニン及びカリウム保持性利尿剤を含む、リン酸カルシウム法によ
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る遺伝子導入用キットを提供する。本発明のキットは、前述した遺伝子導入方法に用いる
ことができる。オリゴアルギニン、カリウム保持性利尿剤及びリン酸カルシウム法による
遺伝子導入の内容、使用方法等については前述の通りである。本発明の遺伝子導入用キッ
トは、遺伝子解析、遺伝子破壊、遺伝子ノックダウン等のためのリサーチツールとして用
いることができる。また、本発明の遺伝子導入用キットは、遺伝子組換作物、遺伝子治療
、組織再生等のためにも使用することができる。
【００３９】
本発明のキットにおいては、前述したオリゴアルギニンは、前述したリン酸カルシウム
粒子に結合した状態のものであってもよい。また、本発明におけるキットは、オリゴアル
ギニンと、当該オリゴアルギニンを結合させるリン酸カルシウム粒子とを別々に含んでい
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てもよい。ここで、前述したように、かかるリン酸カルシウム粒子は、目的遺伝子が組み
込まれたものであってもよい。またリン酸カルシウム粒子の代わりにリン酸カルシウム粒
子を調製するための試薬（例えば、カルシウム塩水溶液及びリン酸塩水溶液等）を備えて
いてもよい。
【００４０】
カルシウム塩としては、例えば、硝酸カルシウム、乳酸カルシウム、塩化カルシウム、
炭酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、リン酸二水素カルシウム、水酸化カルシウム、
シュウ酸カルシウム、酢酸カルシウム、二リン酸カルシウム等が挙げられる。これらのカ
ルシウム塩としては水和物を用いてもよい。また、これらのカルシウム塩は、１種単独で
又は２種以上を組み合わせて用いてもよい。リン酸塩としては、例えば、リン酸水素二カ
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リウム、リン酸二水素カリウム、リン酸アンモニウム、リン酸水素二アンモニウム、リン
酸二水素アンモニウム、リン酸ナトリウム、リン酸一水素ナトリウム、リン酸二水素ナト
リウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム等が挙げられる。
これらのリン酸塩としては水和物を用いてもよい。これらのカルシウム塩は、１種単独で
又は２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、これらのリン酸塩は、１種単独で又は
２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４１】
また、本発明のキットには、任意選択で他の成分を含めることができる。他の成分とし
ては、例えば、インキュベーション用の培地、DMSO、蒸留水等が挙げられるが、これに限
定されない。前述した本発明の方法を行うための手順を書き記した書面などを含むことも
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できる。
【００４２】
遺伝子導入促進剤
本発明はオリゴアルギニンで修飾したリン酸カルシウムを用いた遺伝子導入法に使用す
るための、カリウム保持性利尿剤を含む遺伝子導入促進剤を提供する。本発明の遺伝子導
入促進剤は、前述した遺伝子導入方法に用いることができる。オリゴアルギニン、カリウ
ム保持性利尿剤及びリン酸カルシウム法による遺伝子導入の内容、使用方法等については
前述の通りである。
【００４３】
本発明においては、カリウム保持性利尿剤そのものを遺伝子導入促進剤として用いても

40

よいし、カリウム保持性利尿剤に、遺伝子導入促進剤に用いられ得る各種担体（例えば、
溶剤、安定化剤、ｐＨ調節剤等）と組み合わせた組成物として用いてもよい。
【００４４】
組成物の実施形態において、組成物中のカリウム保持性利尿剤の含有量は特に限定され
ず、例えば、９０質量％以上、７０質量％以上、５０質量％以上、３０質量％以上、１０
質量％以上、５質量％以上、１質量％以上等の条件から適宜設定できる。
【００４５】
前述したように、本発明の遺伝子導入方法においては、標的細胞の培養液もしくは懸濁
液にまずカリウム保持性利尿剤を含ませておき、これに目的遺伝子を有しかつオリゴアル
ギニンで修飾されたリン酸カルシウム粒子を添加する方法が好ましい。かかる実施形態に
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おいては、本発明の遺伝子導入促進剤は、オリゴアルギニンで修飾したリン酸カルシウム
を用いた遺伝子導入法に使用するための、カリウム保持性利尿剤を含む遺伝子導入におけ
る目的細胞の前処理剤と言い換えることもできる。以下に実施例を挙げて本発明をより具
体的に説明するが、本発明はこれら特定の実施形態に限定されるものではない。
【実施例】
【００４６】
遺伝子導入ベクターの精製
pHを9.0に調整した硝酸カルシウム溶液(18 mM)およびリン酸水素二アンモニウム (10.8
mM) を等量混和した後、エッペンドルフ容器に40 μLを採取する（図１A）。直ちにGFP
をコードしたDNAプラスミド (pAcGFP1, Clontech, USA) (1 mg/mL)もしくはBMP‑2をコー
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ドしたDNAプラスミド(ｐUC57,Genescript, USA) (1 mg/ｍL) 16 μLを加えて撹拌した（
図１B）。その後、硝酸カルシウム溶液(18 mM) 20 μLおよびリン酸水素二アンモニウム
(10.8 mM) 20 μLを加えて撹拌し（図１C）、16 μLのプロタミン硫酸塩(Wako, Japan) (
10 mg・mL‑1)もしくは, ポリエチレンイミン(PEI; MW 10 kDa) (Wako, Japan) (2 mg・mL
‑1), 濃度の異なるオクタアルギニン (Sigma, Japan) (0.1, 1.0, 5.0, 10.0, 50.0, 100
.0 mg/mL)を加えて撹拌した（図１D）。得られた懸濁液は40,000 rpmで30分間遠心分離に
かけた。上澄み液を捨て、112μLの滅菌蒸留水を加えた後に、10秒間超音波破砕機にかけ
、再懸濁液を得た。得られた懸濁液は含有するペプチドやその濃度から、それぞれCaP/DN
A/CaP/R8(0.1), CaP/DNA/CaP/R8(1), CaP/DNA/CaP/R8(5), CaP/DNA/CaP/R8(10), CaP/DNA
/CaP/R8(50),

CaP/DNA/CaP/R8(100)群,

CaP/DNA/CaP/PEI,

CaP/DNA/CaP/Protamineと
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した。
【００４７】
得られたリン酸カルシウム粒子のゼータ電位、粒子径および分散率（PDI）は、以下の
通りであった。
【００４８】
【表１】
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【００４９】

40

細胞培養
骨髄由来ヒト未分化間葉細胞(HMSC.BM‑100)はCellular Engineering Technologiesより
購入し、100units/mLペニシリン、100ｍｇ/ｍLストレプトマイシン、10%FBS含有DMEM培地
にて培養し、実験には3‑5継代した培養細胞を用いた。24well plateに細胞数が2.0×104
個となるように調整した細胞懸濁液500μLを播種し、37℃、５％CO2条件下で24時間培養
した。
【００５０】
参考例1
ｈMSCsへの遺伝子導入効率と細胞毒性の検討
オクタアルギニンを付与したリン酸カルシウムナノ粒子遺伝子導入ベクターを用いて遺
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伝子導入をし、細胞毒性についても検討した。24時間培養したヒト未分化間葉細胞の培養
液を400μLの新鮮なDMEMに交換後、精製したAcGFP1を含有した各種各リン酸カルシウムナ
ノ粒子遺伝子ベクターを100μL添加し、37℃、５％CO2条件下で7時間培養した。その後、
培養液を500μLの新鮮なDMEMに交換後、37℃、５％CO2条件下で72時間培養した。その後
、PBS溶液にて細胞を洗浄し、光学顕微鏡及び蛍光顕微鏡（BZ‑9000, KEYENCE, USA）で画
像撮影を行った。図2A、Bはそれぞれ光学顕微鏡下もしくは蛍光顕微鏡下におけるCaP/DNA
/CaP/R8(1)添加72時間後の画像写真を示す。また細胞毒性はMTT 試験(3‑(4,5‑dimethylth
iazol‑2‑yl)‑2,5‑diphenyltetrazoliumbromid; Sigma, Japan)により算出した。
【００５１】
図3は各種リン酸カルシウムナノ粒子遺伝子ベクターのヒト未分化間葉細胞に対する細
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胞毒性を示している。オクタアルギニンを付与したすべてのリン酸カルシウムナノ粒子遺
伝子ベクターの細胞生存率は84％を超えており、PEIを付与したリン酸カルシウムナノ粒
子遺伝子導入ベクター（44％±8％）と比べて有意に高い細胞生存率を示した。この結果
から50及び100ｍｇ/ｍLのオクタアルギニンを付与したリン酸カルシウムナノ粒子遺伝子
ベクターにより、高い細胞生存率を維持しつつ遺伝子導入を行うことができることが確認
された。
【００５２】
実施例１
カリウム保持性利尿剤が遺伝子導入効率に与える影響
カリウム保持性利尿剤がオクタアルギニンを付与したリン酸カルシウムナノ粒子遺伝子
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導入ベクターの遺伝子導入効率に及ぼす影響を見るため、遺伝子導入4時間後の細胞培養
液中に放出されたヒトBMP‑2蛋白量を測定した。
細胞数を0.5×104個に調整し、24時間培養したヒト未分化間葉細胞の培養液を89μLの新
鮮なDMEMに交換後、0もしくは１μLの5‑(N‑エチル‑N‑イソプロピル)アミロライド（2.5ｍ
M）を添加し37℃、５％CO2条件下で10分間培養した。
【００５３】
遺伝子導入剤の添加
上記のアミロライドによる処理後、精製したｐUC57を含有した各リン酸カルシウムナノ
粒子遺伝子ベクターを10μL添加し、37℃、５％CO2条件下で４時間培養した。
30

【００５４】
ヒトBMP‑2タンパク量の測定
4時間培養後、培養上澄み液を採取した。Human Bone Morphogenetic Protein 2 ELISA
Development Kit(Promokine, USA)を用いてメーカの指示に従い、吸光光度計(Spectra MA
X 190, Molecular Devices, Japan)にて、上澄み液に放出されたヒトBMP‑放出量を測定し
た。
【００５５】
結果を、各リン酸カルシウムナノ粒子ベクターについて、no

Amiloride試験区のヒトB

MP‑放出量に対するAmiloride試験区のパーセンテージとして図4に示した。
図4はBMP‑2をコードしたプラスミドDNAを付与した各種リン酸カルシウムナノ粒子ベクタ
ーによる遺伝子導入の際のアミロライド誘導体（2.5ｍM）が及ぼす影響を示している。「
no
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Amiloride」は、5‑(N‑エチル‑N‑イソプロピル)アミロライドを添加しなかった群、[A

miloride]は5‑(N‑エチル‑N‑イソプロピル)アミロライドを添加した群を示す。
【００５６】
図中の結果からオクタアルギニンを付与したリン酸カルシウムナノ粒子遺伝子ベクター
において、アミロライド誘導体を添加したすべての群で、無添加群に比べて高いBMP‑2放
出量を示し、特にCaP/DNA/CaP/R8（5.0）は11.2倍と高いタンパク量を示した。この結果
からオクタアルギニンを付与したリン酸カルシウムナノ粒子遺伝子ベクターは、アミロラ
イド誘導体を添加することによって遺伝子導入効率が上昇することが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
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遺伝子導入は、遺伝子工学の基礎となる技術であり、遺伝子解析、遺伝子破壊、遺伝子
ノックダウンのために使用されている。また、かかる遺伝子導入技術は、遺伝子組換作物
、遺伝子治療、組織再生等に応用されている。本発明によれば、リン酸カルシウム法を用
いた遺伝子導入の効率を大幅に向上できるため、本発明は、産業上の幅広い分野において
利用可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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