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ポスター 1　要旨

１．新しい遺伝子キャリアの開発

　がん治療の手法として、殺細胞遺伝子を用いた遺伝子治療が注目されている
が、安全な治療のためには腫瘍細胞特異的に遺伝子を送達する必要がある。そ
こで我々は、腫瘍で異常活性化している酵素に着目して、遺伝子の発現を制御
す る 遺 伝 子 デ リ バ リ ー シ ス テ ム、Drug or Gene Delivery System 
Responding to Cellular Signals (D-RECS) を提唱してきた。特にプロテイン
キナーゼＣα（PKCα）において、正常組織での発現を低く抑えつつ、腫瘍で
高い遺伝子発現を達成した。しかしながら、腫瘍はヘテロな細胞集団であるた
め、PKCα活性には幅があり、したがって腫瘍識別能はまだ十分とはいえない。
そこで、本研究では従来のポリアクリルアミド主鎖型のキャリアを改良し、ポ
リエチレンイミン (PEI) を主鎖とする新しいキャリアを設計した。血中での安
定性付与を目的に、ペプチドとPEI の間にアルキル基を導入した。これにより、
疎水性相互作用が増強され、PKCαに応答して、高効率に遺伝子を送達できる
ことが明らかとなった。

　がんをはじめとする疾病において、細胞内シグナル伝達に異常が見られる。このシ
グナル伝達で中心的な役割を担うのがプロテインキナーゼというリン酸化酵素であ
り、現在、プロテインキナーゼを標的とする薬物の開発が精力的に行われている。本
研究では、細胞内シグナルに応答する疾病特異的なＤＤＳの開発、ならびにプロテイ
ンキナーゼの網羅的解析法の開発を行った。
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ペプチドアレイによる 
細胞内プロテインキナーゼ活性の同時測定 
!池田広夢1 ,  石田郁実1 ,  山本竜広1, 2、森 健1, 4,  岸村彰広1, 3,  片山佳樹1, 4, 5 

（1.九大院工、2.九州先端研、3.九大CMS、4.九大未来化セ、5.九大先端医 IC） 

１．はじめに 
細胞の機能はシグナル伝達によって制御されている。 
特に、プロテインキナーゼによるリン酸基転移反応が重要な役割を果たして
いる。 

２．実験結果 

３．結論 
ペプチドマイクロアレイにMPCポリマーを塗布した新型基板により、S/N比が約100倍改善した。 
この基板を用いて、がん細胞中のプロテインキナーゼ活性および分子標的薬添加によるキノーム変化を追跡できた。 

イレッサ耐性の異なるヒト肺腺がん細胞（HCC827とA549）を使用した。 
分子標的薬であるイレッサを細胞に投与し、 
細胞内プロテインキナーゼ活性の変化を測定した。 
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リン酸化率の異なる基質ペプチドを固定化した。 
これらの蛍光強度を定量した。 

約20％以上のリン酸化ペプチドで、 
定量的に検出可能であった。 

HCC827（IC50 = 16 nM） 

Akt ERK 

A549（IC50 = 30 µM） 

Other receptors 

細胞増殖 細胞増殖 イレッサ投与によってEGFRとその下流の 
c-Srcのリン酸化シグナルが低下 

EGFR 

イレッサ 

HCC827ほど大きな活性低下は 
見られなかった 
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ペプチド固定化 

シグナル伝達は複雑で、 
このネットワークの解明が重要である。 
 
プロテインキナーゼの異常活性はがん
に繋がり、近年、がん診断のためにキ
ナーゼ活性を網羅的に解析、すなわち
“キノーム解析”が注目を浴びている。 

プロテインキナーゼの基質となるペプチド
を基板上に固定化する。 
 
基板上で細胞破砕液などによるリン酸化反
応、また検出プローブを用いた反応が可能。 
 
複数種の基質ペプチドを固定化できるため、
プロテインキナーゼ活性の同時検出が可能。 
 
メリット 
・少ない溶液量、簡便な検出系といった 
　ハイスループットスクリーニング 
 
デメリット 
・基板上での反応のため、再現性が悪い 

MPC 

基板表面に、MPC（メタクリロイルオキシエチル
ホスホリルコリン）を有したポリマーを塗布する
ことで、非特異吸着抑制基版の作成に成功した。 
 
また、従来型の基板と比べN/P比が100倍改善した。 
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リン酸基標識 

Phostag-SA複合体 

リン酸化 
検出 

N末端Cys導入 
ペプチド 
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新型基板の作成 新型基板の定量性 

イレッサを用いた細胞内プロテインキナーゼ活性変化の追跡 

細胞内シグナル伝達 ペプチドマイクロアレイ 
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Sample 
Composition ratio 

( [LPEI]:[alkyne]a:[peptide]b ) 

LPEI-C2-Pep(S) 100 : 23.0 : 10.9 

LPEI-C2-Pep(A) 100 : 23.0 :   8.1 

LPEI-C10-Pep

(S) 

100 : 23.0 : 10.8 

LPEI-C10-Pep

(A) 

100 : 23.0 : 11.0 

Drug Delivery System Responding to Cellular Signals (D-RECS)

Stabilization of Complex with PKC!-Specific  
LPEI-Peptide Conjugate via Hydrophobic Interaction 

Conclusion

Chan Woo Kim, Takeshi Mori, and Yoshiki Katayama 
Department of Systems Life Sciences, Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University
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The polymer that has cationic substrate 
peptides phosphorylated by intracellular 
signals could form the complex with DNA

The Principle of D-RECS

Introduction

!!Hydrophobically modified LPEI-peptide conjugates will have potential as more efficient gene carrier in vitro and in vivo  
    to improve the specificity of gene delivery. 

Drug     or Gene

normal cellsdisease cells

Recognition disease cells by 
intracellular information

There are close relationships between 
abnormal-cellular-signals and diseases. 
Especially, protein kinases (PK) that 
phosphorylate downstream - proteins are 
activated in some disease cells. Recently, 
we developed a novel transgene 
regulat ion system responding to  
activated PK in cancer cells, called “ Drug 
or Gene Delivery System Responding to 
Cellular Signals; D-RECS ”. 

Phosphorylation of the polymer 
by activated PK

polymerase

Results and discussion

Background Objective 
Recent Study

We obtained the transgene regulation 
responding to activated PKC! in vitro 
and in vivo that was activated in various 
cancer cells.

normal tissue tumor tissue

polymer 1: signal responsive polymer 
polymer 2: control polymer

The Object of This Research

LPEI-C2 and C10-peptide conjugates

Characterization of LPEI-C2 and C10-peptide conjugates Transfection study 

  Linear polyethylenimine (LPEI) 
"! High transfection ability via endosomal  
    escape 
"! Minimal toxicity  

   Protein kinase C! (PKC!)-responsive  
   peptide  substrate 
"! Key enzyme related to cancer proliferation 
"! Hyperactivated in various cancer cells 

   Hydrophobic interaction  
"! Stabilization of polyplex  
"! Enhanced cellular internalization 

Hydrophobic moiety  

a,b calculated by 1H-NMR

Molecular parameters  PKC!-specific responsibility 

Cellular uptake property 

390 times higher
33 times higher

Sample Diameter  
LPEI-C2-Pep(S)/pDNA 116.2 ± 1.2 

LPEI-C2-Pep(A)/pDNA 116.9 ± 1.4 

LPEI-C10-Pep(S)/pDNA 109.4 ± 1.1 

LPEI-C10-Pep(A)/pDNA 98.1 ± 1.3 

The enhanced cellular internalization via hydrophobic association and the gene expression level 
responding to PKC! due to complex stabilization via hydrophobic interaction than LPEI-C2-Pep

Conventional 
disease-site 

targeting 
system for 

more specific 
and safer gene 

therapy 

Formation of polymer/pDNA complex 

LPEI-C2-Pep(S) LPEI-C2-Pep(A) 

LPEI-C10-Pep(S) LPEI-C10-Pep(A) 

The results indicated that both of LPEI-
peptide conjugates are suitable to form 

the complexes  with pDNA 

19 times higher

(Coupled Enzyme Assay)

LPEI-pentyne 

Intracellular Trafficking 

LPEI-C2(S) and LPEI-C10(S) 
formed stable polyplex with 
pDNA, labeled with Cy5,  
and revealed 1) the efficient 
cellular uptake and 2) capable 
of endosomal escape caused 
by a high buffering capacity 
of LPEI main chain, 
suggesting that their efficient 
transgene expression 
responding to PKC! 

LPEI-C2-Pep(S) LPEI-C10-Pep(S) 

LPEI 
(Positive control) 

LPEI-pentyne 
(Negative control) 

The alkyl chain spacer did not affect 
the reactivity of the substrate 

peptide toward PKC! 

“Ref: C. W. Kim et al. / Journal of Controlled Release 170 (2013) 469–476”

0 100 200 300 400 500 600

-0.1

0.0

 

 

A
bs

 a
t 3

40
nm

Time (sec)

 LPEI-C2-Pep(S)
 LPEI-C2-Pep(A)
 LPEI-C10-Pep(S)
 LPEI-C10-Pep(A)
 Peptide

1000 2000 3000 4000 5000
0

2

4

6

8

1000 2000 3000 4000 5000
0

2

4

6

8

1000 2000 3000 4000 5000
0

2

4

6

8

LPEI-C10-Pep

LPEI-C2-Pep

pDNA only

%
 o

f c
el

ls

Fluorescence (RFU)

5 7 5 7
106

107

108

109

1010

LPEI-C10(S/A)

Lu
ci

fe
ra

se
 a

ct
iv

ity
(R

LU
/m

g 
pr

ot
ei

n)

LPEI-C2(S/A)

 S (peptide : FKKQGSFAKKK-NH2)
 A (peptide : FKKQGAFAKKK-NH2)



研究課題：細胞内シグナルを利用する革新的がん診断・治療システムの開発
研究組織：工、医　　審査部門：学際・複合・新領域　　採択年度：H24　　整理番号：24317　　種目：E3タイプ（特定プロジェクト型研究）　
代 表 者 ：片山　佳樹（工学研究院　教授）

ポスター 2　要旨

２．がん診断のためのプロテインキナーゼ活性測定用ペプチドマイクロアレイ
の開発

　プロテインキナーゼ (PK) は細胞内シグナル伝達において主要な役割を担って
おり、シグナル伝達の異常はがんなどの疾病へとつながる。たとえば、一部の
肺腺がん患者のがん組織には、上皮細胞成長因子 (EGF) の受容体である EGFR
の過剰発現や変異がみられる。このような患者の治療薬として、イレッサのよ
うな EGFR のキナーゼドメインの阻害剤が用いられる。しかし、PK を分子標
的とする薬剤の効果は、PK の変異の種類や、シグナル伝達のバイパス系の発達
に大きく依存するため、投薬前診断が重要となる。

　我々は投薬前診断への応用あるいは薬剤耐性のメカニズム調査のためのツー
ルを目指して、ペプチドマイクロアレイの開発を行ってきた。これにより、多
種の PK 活性を同時に測定でき、シグナル伝達をシステムとして理解すること
により、精密な薬効の評価ができると期待される。

　本研究では、タンパク質の吸着抑制基板を開発し、これによりチロシンキナー
ゼおよびセリン／トレオニンキナーゼという二種の PK 活性の同時検出を目指
した種々の検出条件の最適化を行った。そして、マイクロアレイによって、肺
腺癌細胞のイレッサ刺激に対するPK活性の変化を検出した。


