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研究成果の概要（和文）：本研究では、プラズマ処置を行った動物モデルを対象に実施した分子生物学的・生化
学的な解析と、確立した各種のプラズマ計測によって、1）プラズマによる止血処置は、生体恒常性のバランス
を保った出血制御を可能とすること、そして2）質の異なるプラズマが、それぞれに特徴的な赤血球溶血と血清
タンパク質の凝集を生じる機構を明らかにした。さらに、生体恒常性への影響が最小限となるプラズマ処置は、
バイオマテリアル工学では生体分子の加工に、再生医療においては組織・臓器のトリミング等のプロセス技術と
して、その進化の可能性が明確になったと結論する。

研究成果の概要（英文）：We found that the low temperature plasma (LTP) treatment with the helium
plasma jet could induce protein aggregation, and turned erythrocytes to be a source for clot via
hemolysis. As an essential point in our system is that the clot formation is extended to red blood
cells and serum proteins, we proposed whole blood clots formation as a new process linked with LTP
treatment.
At the end of this project, we feel that suitable equipment‑independent parameters are we still
needed to understand the observed effects and be clear the concept of hemostasis by LTP treatment.
Nevertheless, we successfully reached to propose a new concept that LTP treatment is a tissue
processing technology keeping homeostatic balance as analogous application as semiconductor
fabrication, from the viewpoint of applied physics and pathology.

研究分野： 病理学
キーワード： 病理解析

プラズマ解析

タンパク凝集

低侵襲止血
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１．研究開始当初の背景
大気圧下
で発生さ
せたプラ
ズマのガ
ス温度を
室温付近
で維持で
きるよう
になり、
治療技術
としての
利用可能
性が見出
された。
いくつ
いくつか
の研究グ
ループが、
医工連携
研究を展
開し、止
、止 図 1．
． A-C:プラズマ止血
プラズマ止血 (実線)と
と自然
血または 凝固のエリア（
のエリア（破線）
）。
創傷治癒
への利用を目的に研究を進めていた状況で
ある。
ある。申請者らは、止血処置に利用可能なプ
申請者らは、止血処置に利用可能なプ
ラズマ発生装置を開発し、熱による作用とは
異なるその作用と効果をマウスモデル で明
異なるその作用と効果をマウスモデルで明
らかに
らかにしてきた（図
（図 1）
。
(1) 電源やガス種の検討やデバイスの工夫
により、組織障害がなく、止血効果が最も高
いプラズマ発生装置の開発スキームを確立
した。
(2) ①
①当時の性能は、マウスの大腿動脈から
当時の性能は、マウスの大腿動脈から
の出血に対し、ヘリウムプラズマを照射する
ことで
ことで血液凝固物が形成され、出血は速やか
物が形成され、出血は速やか
に停止す
に停止する。
②プラズマ照射は血液凝固を生じるが、
プラズマ照射は血液凝固を生じるが、処置
プラズマ照射は血液凝固を生じるが、処置
部周囲や深層の脂肪組織に、損傷を生じない。
部周囲や深層の脂肪組織に、損傷を生じない
(3) プラズマに対する各種の計測技術、温度
計測、質量分析手法、電流計測手法等などを
確立していた。
２．研究の目的
本研究の目的は、申請者らが開発を進めてき
た医療用プラズマ発生装置の使用で明確と
なる「低侵襲性」や「血液凝固やその後の創
傷治癒効果」について、その作用原理・メカ
ニズムを明らかにすることである
ニズムを明らかにすることである（図
1）
）。
具体的には、
具体的には、1）プラズマが作用する生体分
）プラズマが作用する生体分
子ネットワークの探索 (担当：池原、中西
担当：池原、中西
担当：池原、中西)
と、22）プラズマによるタンパク凝集・分散
）プラズマによるタンパク凝集・分散
の解析
の解析(榊田、金、池原）であり、その応用
榊田、金、池原）であり、その応用
展開として、プラズマ照射による 3) タンパ
ク質の機能改変や形状加工を中心とした医
薬品製造プロセス等における利用可能性に
むけた道筋の探索である。

め、網羅的な遺伝子・タンパク質発現解析を
進めて、プラズマを照射した場合に特徴的で
ある分子群の発現制御を探索する。また、
ある分子群の発現制御を探索する。また、in
vivo でのプラズマ照射状態を可能な限り再
現した生化学実験系を構築し、大気圧低温プ
ラズマ照射の作用によってもたらされる分
子ダイナミクスを検出
子ダイナミクスを検出し解析する。
し解析する。
(2) 生化学実験用プラズマ発生システムを
生化学実験用プラズマ発生 システムを
用い試験環境を制御して、
用い試験環境を制御して、生体物質
生体物質へ質の違
へ質の違
うプラズマを照射
うプラズマを照射した際に、どのような物理
した際に、どのような物理
量が
が、どのように反応して構造を変化せしめ
どのように反応して構造を変化せしめ
るかを捉えて、生体分子へのプラズマの作用
かを捉えて、生体分子へのプラズマの作用
機序を体系化するために、電気、イメージン
機序を体系化するために、電気、イメージン
グ、真空紫外〜赤外波長域の受動・能動分光、
化学プローブ、
化学プローブ、及び電子スピン共鳴
電子スピン共鳴計測等の
計測等の
多くの手法を駆使し
多くの手 を駆使して解析する
する。
(3)
3)プラズマ処置によるタンパク質の機能改
プラズマ処置によるタンパク質の機能改
変や形状加工が実現可能であるかどうかに
ついて、医薬品製造プロセスへの利用可能性
を探索する目的で行う。
４．研究成果
(1) プ ラ ズ マ に よ る
血液凝固は、血液の
主たる構成成分であ
る赤血球や血漿主成
分のアルブミン（図 2）
やイムノグロブリン
を凝集せしめて
を凝集せしめて膜状
構造を形成す
構造 を形成すること
を明らかにした(研
究成果:4,20,30
究成果
,30)。プ
ラズマ処理により生
じたこれらの血液凝
固物が出血点を塞ぐ
ことで達成されるの
であるが、プラズマ
によって生じる血液
凝固物は、自然な
凝固物は、 自然な血
液凝固や止血糊の使
液凝固 や止血糊の使
用で生じもの
用で生じ ものとは全
く異なるものであっ
く異なる ものであっ
図 2.プラズマ処理
プラズマ処理
た。そこで、
た。そこで 、外科手
によるアルブミン凝
術で利用されてきた
集と膜形成。
集
電気凝固は、通電に
よって発生した
よって発生した熱を利用して出血点を焼き
熱を利用して出血点を焼き

３．研究の方法
(1) プラズマ照射による止血処置と、従来の
止血装置を用いた場合の止血処置後に生じ
る創傷治癒プロセスの違いを明確にするた
図 3.
. 止血糊等で誘導される生理的な血液凝固と、
プラズマ処置による血液凝固の違い。

固めて塞ぐ
固めて塞ぐメカニズムとの区別化を行い
メカニズムとの区別化を行い、プ
メカニズムとの区別化を行い、プ
ラズマ処置の低侵襲性
ラズマ処置の低侵襲性を明確にした
明確にした
（図 2,, 33）
(研究成果
研究成果:1,3,18,20
18,20,21,25
25 図書:1‑3)。重
。重
要な点は、研究目的 3)に示すタンパク質の形
タンパク質の形
状加工、医薬品製造プロセスにおける剤型加
工技術としての利用可能性を明らかにした
ことで、
ことで、大気圧低温
大気圧低温プラズマ
プラズマ技術の利用
技術の利用は、
ナノ〜サブミクロンサイズのタンパク質粒
子形成を介した膜状構造の成長
子形成を介した膜状構造の成長技術で利用
で利用
できる
できる（図 2）
。これは、
「
「シリコン等を加工
シリコン等を加工
するためのプロセス科学であったプラズマ
工学を、生体分子や組織・細胞を加工するた
めのプロセス科学へと進化する可能性を明
確にする」もので、
確にする」もので、プラズマ工学に生体分子
工学に生体分子
の形状と機能とシステムをデザインする新
たなプロセス科学としての発展を示唆する
ものであると考えている。
(2) 試作した生化
学実験用プラズマ
発生システムは、
生体分子界面にお
けるプラズマ特性
の計測を実現し、
同一装置における
実験条件の違いが、
どの物理量に違い
を生じさせるのか、
また、同一の実験
条件下で装置が異
なる場合に、どの
物理量に違いが生
じるのかをそれぞ
れ見出し、プラズ
ネオンガスを用いたプ
マの質の違いによ 図 4.ネオンガスを用いたプ
る凝集・分散に関 ラズマフレアー中の定在縞
模様現象
わると考えられる 模様現象。
要素の候補を
要素の候補を示した。
示した。特に、プラズマ装置か
特に、プラズマ装置か
ら被照射物に至る空間において、誘電体バリ
ら被照射物に至る空間において、誘電体バリ
ア放電を用いた大気圧プラズマフレアーに
おいて、図 4 に示す縞模様放電現象を世界で
初めて観測した
初めて観測した(研究成果
研究成果 10)
)。

図 5..窒素励起分子の発光強度空間分布
窒素励起分子の発光強度空間分布(■ノズル出
窒素励起分子の発光強度空間分布 ■ノズル出
口から 10 mm の位置に被照射物有、● 被照射物無
し)。
。

また、図 5 に示すように、被照射物表面に
おいて、励起された粒子が多く生成されるこ
とを見出した
とを見出したのに加え、リアルタイムのプラ
のに加え、リアルタイムのプラ

図 6.
6 実効電流のノズル出口から被照射物までの
距離依存性。(●産総研装置、■
距離依存性。 ●産総研装置、■ 名古屋大装置)。
名古屋大装置

ズマ電流・電圧計測の知財化を進めた(
ズマ電流・電圧計測の知財化
(知財
6)。更には図
。更には図 6 に示すように、異なるプラズ
マ装置間の比較を行う上でも重要な指標と
なることを見出した
なることを見出した(研究成果
研究成果 12) 。
以 上 の 学 術 的 知 見 は 、 International
Electrotechnical Commission (IEC)におい
(IEC) におい
て、新規国際規 IEC 60601‑2
2‑76
76 (low energy
ionized gas haemostasis equipment)の原案
equipment)の原案
に活かされた。
に活かされた。また医科学における当該研究
における当該研究
の波及として、血液凝固が炎症
の波及として、血液凝固が炎症における免疫
、血液凝固が炎症における免疫
活性化のプラットフ
活性化のプラットフォームとなることを
ォームとなることを
ォームとなることを発
見した
した研究への
の展開をあげることができる。
をあげることができる。
活性化した血小板
活性化した血小板は、CD69 受容体のリガンド
となる
とな Myosin light chains 9/12 を放出し
て網目状構造を形成し
て網目状構造を形成し、CD69 と Myosin light
chains 9/12 の結合を介して炎症細胞を集積
することで炎症応答
することで炎症応答を促進する
を促進するなど、基礎免
など、基礎免
疫学における新たな制御
疫学における新たな制御メカニズム解明
メカニズム解明
メカニズム解明へ
の展開である(研究成果
の展開で
研究成果 7)。
。
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