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研究成果の概要（和文）：結核は今なお健康上の重大な脅威であり、新規ワクチンの開発が求められている。近年、ナ
ノ粒子技術を応用したワクチン開発が行われているが、酸化鉄（マグネタイト）を用いた報告はほとんどない。本研究
では、マグネタイト・ナノ粒子を用いた新規ワクチン開発へ向けた基礎的研究を行った。6個のアルギニンを付加したg
reen fluorescence protein（GFP）をナノ粒子に結合することに成功するとともに、GFP結合ナノ粒子をマウスの肺内
に投与することで、樹状細胞に取り込まれ免疫応答が誘導されることを明らかにした。この技術を用いることで、ワク
チン抗原を導入した新規ナノ粒子ワクチンの開発が期待される。

研究成果の概要（英文）：Tuberculosis is still an important health problem in the world, and development
of a more effective vaccine has been desired. Recently, a novel approach using a nanoparticle technology
has been conducted for development of vaccine. In this study, we performed a basic investigation to
develop a new vaccine using magnetite nanoparticles. We succeeded in binding green fluorescence protein
(GFP) to magnetite nanoparticles by introducing tandemly‑arranged 6 arginines into this protein. In
addition, we demonstrated that GFP‑bound nanoparticles were incorporated by dendritic cells in the lungs
of mice after intratracheal inoculation, which led to the immune response to this protein. Development of
a novel vaccine may be expected by introducing vaccine antigen into the magnetite nanoparticles.

研究分野： 感染症内科
キーワード： ナノ粒子ワクチン
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１．研究開始当初の背景
結核は人類の約 1/3 が感染しており、年間

３．研究の方法
(1) FITC の酸化鉄ナノ粒子への結合
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図 2. FITC-(Arg)n のナノ粒子への結合

を結合させることが可能である。また、マグ
ネタイトを基剤とするナノ粒子は、その磁性
特性により MRI の造影剤としても活用でき
る。

(2) GFP の酸化鉄ナノ粒子への結合
GFP 発現プラスミド pET20b-ZnOBP-GFP (J.
Phys. Chem. B 2010, 114, 480–486) の ZnOBP
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４．研究成果
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図 3. GFP-(Arg)n のナノ粒子への結合
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