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研究成果の概要（和文）：　低温大気圧プラズマは非侵襲性の新規がん治療ツールとして非常に期待されるもの
である。本研究では自作した大気圧LFプラズマジェット装置を使用しプラズマ照射液を作成し、この照射液の骨
肉腫細胞への抗腫瘍効果を明らかにすることが目的とした。
　プラズマ照射液はマウスおよびヒト骨肉腫細胞株に対し細胞増殖抑制を示した。一方、骨芽細胞株に対する抑
制は少なかった。また、プラズマ照射液で誘導される細胞死におけるアポトーシス、オートファジーの役割は限
定的であった。さらなる細胞死メカニズムの解明が必要であるが、アポトーシス抵抗性を持つ骨肉腫に対する新
規治療法の候補となりうると考えられた。

研究成果の概要（英文）：The prognosis of osteosarcoma has not changed over the past two decades; the
 prognosis for patients with lung metastasis is still poor and the development of new treatments is 
urgently required. Cold plasma-stimulated medium are promising novel anti-cancer tools due to their 
strong anticancer activities and high tumor-selectivity.Here we assessed the anti-tumor activity of 
another PSM prepared using transfusion(PLAST)toward osteosarcoma cell lines. PLAST strongly 
suppressed the growth of mouse and human and murine osteosarcoma cell lines while it had smaller 
effects on that of human and murine osteoblast cell lines. PLAST-induced cell death was not 
inhibited by caspase inhibitors and accompanied by minimum autophagic flux. Moreover, the cytotoxic 
effects of PLAST were not suppressed by various pharmacological apoptosis or autophagy inhibitors. 
It could be a candidate for a novel treatment for osteosarcoma with apoptosis resistance, though 
further elucidation of mechanism is necessary.

研究分野： 骨軟部腫瘍学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　以前よりプラズマを腫瘍細胞に直接照射した研究は報告されてきたが、直接照射できる腫瘍は限られる。我々
を含むいくつかの研究チームは、プラズマ照射溶液を使用した抗腫瘍効果を報告した。本研究では、活性化培養
液が常温でも殺細胞効果を示したのは臨床応用に向け意義あるものであった。
　さらに、プラズマ照射液は骨芽細胞株に比較して、骨肉腫細胞株に有意に強い細胞増殖の抑制効果をみるた
め、正常細胞への侵襲の少ない抗腫瘍効果を持つ可能性が示唆される。このことは、実臨床において安全度が高
いものと考える。プラズマ活性化補液療法の確立は、骨肉腫患者の予後を改善すると同時に、より副作用の少な
い治療法として期待される。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
プラズマは気体を構成する分子の一部または全体が陽イオンと電子に電離した状態を指し、個
体・液体・気体に並ぶ、物質の第４の存在状態である。半導体加工や機能性薄膜堆積等におい
ては不可欠であるが、近年医療分野においても応用が進められ、中でも、温度が室温に近い低
温大気圧プラズマが生体に作用し、止血・血管新生・臓器癒着防止・細胞増殖促進などの多岐
に渡る効果を示すことが報告されている。癌治療の分野では肺癌、メラノーマおよび卵巣癌の
細胞株に対し、低温大気圧プラズマが殺細胞効果を持つことが最近報告された。我々は、大気
圧 LF プラズマジェット装置でプラズマを作成し、これを培養液に照射して作成されるプラズ
マ活性化培養液が薬剤抵抗性がん細胞株に対してがん細胞特異的な殺細胞作用を示すことを明
らかにしてきた。この殺細胞効果は活性酸素の関与が示唆されおり、プラズマ照射された癌細
胞は明らかな細胞形態の変化をきたし細胞死に至ることも証明してきた。 
 骨肉腫は腫瘍細胞が類骨あるいは骨を直接生産する悪性非上皮性腫瘍と定義される。骨肉腫
は造血系腫瘍を除いた原発性骨悪性腫瘍の中では最も頻度が高く、10 歳代に好発し男性に多
い。四肢長管骨に好発し血行性遠隔転移をきたしやすく予後不良であり、40 年前には 5 年生
存率は 10-15％にすぎなかったが、手術療法の進歩、系統的化学療法の導入によって 70％以上
の生存率となっている。しかしながら、最近 10 年の生存率の緩やかな伸びと現行の化学療法
薬剤の強い副作用が問題となっている。さらなる生存率の改善と副作用の少ない薬剤の開発が
期待される。 
 
２．研究の目的 
本研究では自作した大気圧 LF プラズマジェット装置を使用し、骨肉腫細胞への抗腫瘍効果を
明らかにし、プラズマ活性化培養液を骨肉腫の治療応用へと展開するための研究基盤を確立す
ることが目的である。計画していた具体的な研究項目は、（1）プラズマ活性化培養液の骨肉腫
細胞株への増殖抑制効果を確認すること、（2）プラズマ活性化培養液による細胞増殖抑制効果
メカニズムの解明、（3）骨肉腫担癌マウスモデルに対するプラズマ活性化培養液の抗腫瘍効果
を確認すること、の 3 つである。 
 
３．研究の方法 
研究分担者である鈴木良弘により作成されたプラズマ発生装置は下の図のようなペンシル型で
あり、これを、ガスシリンダーと電圧電源と接続しコンピューターで制御する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
このプラズマを照射した培養液をプラズマ照射液として実験に用いた。 
1） 細胞増殖は WST assay にて評価した。 
2） アポトーシス、オートファジーの評価は FACS にて評価した。 
3） 細胞内シグナルは WBにて評価した。 
4）骨肉腫細胞担がんマウスによって、プラズマ照射液の効果を検討した。 
 
４．研究成果 
1）プラズマ照射液の細胞増殖に対する影響。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マウスおよびヒトの骨肉腫細胞株に対し低濃度から細胞増殖抑制がみられた。 
一方、マウスおよびヒトの骨芽細胞株に対しての作用は限定的であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形態的には、プラズマ照射液の濃度依存的に紡錐形が保たれなくなり、小円形となる。 
 
 



2）プラズマ照射液の細胞死の評価（アポトーシス） 

プラズマ照射液により、骨肉腫細胞は細胞死を起こすが、アポトーシスを起こす細胞はほとん
どみられなかった。 
 
 
3）プラズマ照射液の細胞死の評価（オートファジー） 

 
また、Cyto-ID による評価では、プラズマ照射液により、骨肉腫細胞はオートファジーを起こ
さなかった。 
 
 



4） 骨肉腫細胞担がんマウスに対するプラズマ照射液の効果 

PBS に比較してプラズマ照射液で、腫瘍径は有意に抑制されていた。 
また、両者に体重の差は見られなかった。 

 
プラズマ照射液は骨肉腫細胞に対し、in vitro においても in vivo においても腫瘍抑制効果が
みられた。腫瘍死の検討では、アポトーシスでもオートファジーでもなかったが、アポトーシ
ス抵抗性腫瘍などにおいての新たな治療候補の 1つになりうると考えている。 
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