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Summary
We successfully developed a rapid
phenotypic screening method (HP-
SPR-3D) for reliable prediction of
efficacy and toxicity for anti-cancer
drugs. This enables the evaluation at
physiological conc. within 1h after
the drug addition regardless to the
pharmaceutical mode of action and
indirectly relates to clinical test. We
applied HP-SPR-3D to evaluate
extract of sprout-forcing grape for
anti-pancreatic cancer. The extract
of sprout-forcing grape seeds by
water (iGS4000) was supplied by
Japan Biomedicine Co., Ltd. It was
further treated by digestion and
absorption model test using
digestion enzymes and others to
prepare valid compounds in case of
its oral administration and used.
Human pancreatic cancer cell Mia
PaCa-2 was used. The 2D cultured
cells were self-attached to an HP-
SPR-3D sensor chip and covered by
collagen to activate cells into in vivo-
like cell status, and monitored for 1h
with prepared samples. The extract
of sprout-forcing grape seeds
showed excellent anti-pancreatic
cancer efficacy even compared to
doxorubicin and paclitaxel.
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• Complicated handling
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• Long decision duration
• Label requirement
• Large test error
• Many cells（106）
• Difficulty in evaluation of toxicity 

properties
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Rapid and reliable in vivo-like test is demanded 

Emerging technology
−HP-SPR-3D method−

Advantage
• Easy handling
• Medium exchange free
• Rapid decision duration
• Label free
• Small test error
• Limited cells（1000）
• High reliability in polypharmacy
• Compatibility with conventional 

results
• Physiological concentration 

evaluation
• Simultaneous evaluation of efficacy 

and toxicity properties
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Breakthrough
3D cell activity is obtained by conditioning 

of 2D attached cells covered by extra cellular 
matrix for short time with no cell division !
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is a key to quantitatively predict the 
final efficacy and toxicity properties!
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【小名先生発表】

九州⼤学の⼩名でございます。この度癌学会でｉｇｓ4000というブドウの種から抽出した成分が市

販の抗がん剤と同等の薬効を⽰す、更に非常に副作⽤が低いということを発⾒致しましたのでそれに

ついてご報告させて頂きます。

一般的に抗がん剤もしくは抗がん剤候補の成分をスクリーニングする場合には試験管の中で細胞を

使ってやる⽅法をまずやります。次に動物実験になりまして、さらに臨床試験へと移っていきます。

ところがですね、動物実験というのは、例えばヨーロッパで化粧品を開発するのに動物実験を使うこ

とは法律でも禁⽌されました。このように一般⼤衆から⾒ると動物実験は避けてほしいというトレン

ドがもう出来上がっております。医薬品ではまだそういう規則・規制はありませんがいわゆるオピニ

オンとしてもうこういうのは⽌めてくださいというのは非常に盛んになってきています。

実際にヨーロッパのビッグファーマの⽅達とお話をすると、なんとかこの試験管の段階、特に人の

細胞を使ってですね、この臨床の結果を直接予測出来ないかということを⾎眼になって今探している

状況です。それではどうやって試験管の中でやる⽅法があるかと言うとですね、一番メジャーな⽅法

はよくテレビでも⾒かけます先進医療ということもありますね。先進医療の保険に⼊れば⼤丈夫です

と言われますが、三⼤疾病の一つである癌、癌ではですね人から取ってきた癌細胞をこういう風に三

次元の状態、こういう状態に培養致しまして、そこに候補になる抗がん剤を実際にかけて、約一週間

から⼆週間、⻑い場合ですね一か⽉くらい一緒に培養するということをやります。培養したあとこの

細胞がいくつ⽣き残っているかというのを蛍光⾊素などで染めて顕微鏡で⾒るっていう⽅法でその効

果を判定します。そのうえで、効いている抗がん剤を実際に患者さんに投与するということが先進医

療でやられています。ただですね、この⽅法残念ながら標準法でいい⽅法なのですが、例えば一か⽉

経ってしまうと癌細胞がどれだけ⼤きくなるかということですね。例えば5ミリ直径のものがあった

場合には、これが指数関数的に増えますので約1センチくらいまでいってしまうという例も報告され

ています。こうなってしまうとなるべく早く抗がん剤を投与したいということになるわけですね。

もう一つはですね、ここで蛍光⾊素を使って細胞を染めていくのですが、細胞がこうありますと、

蛍光⾊素がこうどこか染めるわけですね、細胞の中のどこかの器官を染める、例えばミトコンドリア

を染めるということになりますが抗がん剤自体がこのミトコンドリアに作⽤している場合ですと、両

⽅の薬がバッティングをおこすわけですね、競合反応といいますが、そうすると染めているものが染

まらないんですね。そうすると当然間違いを起こすわけです。ですから、この⽅法でやると非常に間

違いが多くてですね、さらに、培養時間が⻑いものですから言ってみればペットを飼っているような

状態ですね。ペットも飼う人によって性格どんどん変わってしまいますよね。こういう状況で、実は

同じ値がなかなかでないというトラブルを抱えています。それでもやはり先進医療で使わなければい



けないということで、なんとかこういうものをですね、いわゆる現在のハイテクの世の中ですから変

えていきたいということで研究を始めた次第です。

この研究を思い⽴ったのが、私の⽗が癌で他界致しまして、その時に薬を当然投与するわけです。

投与する時にこの薬をまず試してみましょうかって言われるわけです。なぜかなと思って先⽣とお話

しているとこれは万人に効くからってお話なんですね。でも実際に投与してみて一か⽉経ったところ

で、うーんあまり調子よくないのでお薬変えましょうかと言うわけですよ。こんなバカな話ってない

ですよね。こちらの今までの⽅法でやって⼆か⽉経ったわけですけども、それ遅いと。もっと早くす

るためにはどうしたらいいかということで考えました。既存の装置で⽅法あるんですけれども結局だ

めで、新しい原理を使って開発しなければいけないという状況に陥りました。現実的に考えた場合、

じゃあ細胞の元気さ活性というのはなんなんだろうと、当然ですけど癌細胞が死んでくためには癌細

胞の活性が落ちているってわけですね、元気がなくなるわけですけども。これはなんなんだろうかっ

て考えた場合に、私が⽣まれたころ、五⼗数年前に論⽂がありまして、細胞の活性とは細胞の分極で

あるという論⽂が出されています。ただし理由はわからないとその論⽂には書いてありまして、現在

の世の中かなりサイエンスとして発展してきていますけれども残念ながらまだその理由はわからない

と。そこのところはわからないのだけれども、細胞の分極してる、してないというのをなんとか計数

出来るものはないのかといった時に、通常の⽅法ですと、磁場のなかに置いてみたり、それから電極

を突き刺してみたりして、どれくらい電気が通るかによって分極がわかるとか、それから抵抗値で測

るとか⽅法はあるんですけれども、よく皆さん携帯電話あんまり使うと体に悪いとか言いますよね、

非常に微弱ですよね。なのに電極さすような⽅法が体にいいはずが当然ないわけで、細胞レベルでし

たら全然だめなんですね。そこで考えましたのが、それが測れる、しかも非常に微弱なエネルギーを

細胞に与える⽅法として表面プラズモン共鳴というものがあります。

表面プラズモン共鳴を簡単にご説明しますけれども、薄い⾦の薄膜、ゴールドですね、ゴールドの

薄膜50ナノメーターくらいです。ここに後ろから光を⼊れます。浅い角度で⼊れますが、⼊れる所の

反対側にですねプラズモン、エバネッセント波っていう電磁波の一種がたちます。形としてはこうい

う角度でたちます。垂直にポーンとたつわけですね。それがクルクルクルと動いたりスキャン型の光

がたちます。このスキャン型の光がこのゴールドの上にあるものに吸い取られます。角度を変えると

吸い取られる割合が変わります、ですから、このグラフを⾒てもらうとわかりますが、角度を変えて

あげると吸い取られる所が変わります。このゴールドの上にあるものの分極度合いも変わると、この

一番いい吸われる角度が変わります。この角度を追いかけていくと、このゴールドの上に載っている

ものの分極の変化が捉えられるということで、今⽣きた細胞そのままゴールドの上に載せてあげて、

実際に抗がん剤をかけてあげると、それはどう変わるのかと、なんとか測れるんじゃないかという仮

説をたてましてスタートしました。



ただ市販の装置が表面プラズモン共鳴のやつがたくさんあるんですけれども全く感度が⾜りなくて

ですね、市販のものでは使えませんでした。そこでまず装置の開発からスタートしました。装置を高

感度にすることに成功しまして、市販のものに対して 1万倍から100万倍という超高感度を達成致し

まして、それによってこういう⼩さい細胞ですね、こういうものの分極が測れるようになりました。

測れるようになったんですけれども残念ながらこの原理はですねサンプルではゴールドの面に接触し

ていなきゃいけないんですね。そうすると、先ほど三次元培養がいいってお話ししましたけれども、

これだと三次元にならないですよね。そこではたと困りまして、どうにもならないですよね。物理の

原理原則ですから。それであれば細胞は一層でベタッとゴールドの面にくっついているんだけれど

も、細胞の活性だけをその三次元の状態もしくは人間の体の中と同じような状態の活性にしてあげれ

ば測定出来るということです。ですので、その⽅法を開発致しました。実際にはコラーゲンのような

細胞外マトリックスっていうのをこの上に載せまして、実は、数時間すると細胞が体の中にあると騙

されます。騙されてくれる原因がですね、元々考えたのが癌の転移です。癌がどこかにあってリンパ

なり⾎液なりに乗ってこうプヨプヨってきますね。どこかにポンとくっつくと上皮細胞皮質にでもぶ

つかったわけですけれども、上皮にくっつくときに、このくっついてからこの細胞がもともとあった

活性になるのが、実は、数時間しかかからないんです。その発⽣の源で上皮細胞の所にあるコラーゲ

ンを逆に上に載せてあげれば勘違いをするんじゃないかと発想しました。その通り上手くいきまして

活性が上がってくると。そうすると非常に上手く先進医療と同じような形でものが測れるようになる

はずであるということで実際に測り始めました。

測り始めると、いろんな実験しましたが、実際に測定していくとミトコンドリアという所になりま

した。ミトコンドリアっていうのは皆さんもよくご存じだと思いますけれども、細胞の中の発電主。

ですから分極を起こすような⼤物であることが当然考えられます。どれくらいの起電⼒という言い⽅

をしていますけれども起電⼒があるかというと、細胞膜に対してミトコンドリアは1000倍くらいの感

度、起電⼒があります。ですから、細胞の分極、エネルギーの源は当然なんですけれども分極を促す

ような場所っていうのは当然ミトコンドリアになるわけですね。ですからこの原理でやるとミトコン

ドリアでも測れる。ミトコンドリアでも測れるってことは細胞の活性が測れるってことになるわけで

すね。こういうことでデータとしては実はすごく非常に上手く測れるようなことになりました。実

データをお⾒せしながら少し説明させて頂きます。

それでは実際のデータの⽅に移りたいと思います。抗がん剤として有名なドキソルビシン、それか

らパクリタキセルですね。この⼆つを使ってすい臓がんの細胞を使いまして実験を致しました。すい

臓がんは難治がんでして手術の難しい癌で抗がん剤が非常に有効な癌です。このドキソルビシンとパ

クリタキセルは体にも非常に一般的に使われるお薬ですけれども作⽤基準が違います。ですから違う

メカニズムで癌細胞を殺していくというものです。実際のデータがこちらになりますけれども、実際

にこのX軸は細胞に薬をかけてからの実時間です。かけてから 30分後から50分後データをとってい

ます。先程申しました通りこの原理でいきますとミトコンドリアの分極を測定出来ると。この角度が



上にいくとミトコンドリアの分極が下がってる⽅にいきます。ですから、細胞は死んでいって、元気

がなくなっている⽅をモニターしています。先程言いましたが細胞はゴールドの面に一層で載せてあ

ります。上にコラーゲンを載せることで⽣体と同じような活性にしてますけれども、載せないでやっ

た場合ですね。載せないでやった場合にこれ一例ですけれども、25ナノモーラントのドキソルビシン

のデータここに載せています。赤い線⼆つがドキソルビシンとコントロールですけれども、これほと

んど変化がない。要するに効いてないです。こういう風に一層の細胞ですと⽣体の中と状況が違うも

のですから普通、体に効くようなものが全然効かなくなってしまうわけですね。ところがコラーゲン

載せてあげるとこのように、⿊い線になりますが、上に向かっていっているのがみえてます。つまり

細胞は死ににいっているということになるわけです。この時間に対する角度の変化率つまり角度です

ね角度をY軸に持っていきます。X軸にCD-DST（抗癌剤感受性試験）という先進医療で使われてい

る⽅法をやってあります。ですからこの X軸は⼆週間実際に培養してきちんと測ったものです。Y軸

は我々のデータです。細胞を2種類使っていますがこれは⼆人の癌患者さんからとられた細胞です。

ですから違う性質を持っています。お薬も先程言いましたように、特にドキソルビシンとパクリタキ

セル、効き⽅メカニズムが違うんですけれども⾒ての通りきれいに一本線になっています。というこ

とはですね、どの型を使われてもどのタイプの薬を使ってもきちっと先進医療に出てくるデータを

たったの一時間で予測出来るということになります。

でこういう非常に良い⽅法が出来ましたので、これを使いましていろいろな抗がん剤候補の検査を

やっております。今回は催芽ブドウ種子というものを使ってます。ブドウこちらになりますけれど

も。ブドウの中に種⼊っていますね、種をこういう芽が出かけ、実際に芽が出てないです、芽が出て

しまうと発芽といいますけれども、出かかってる状態、ちょっと膨らんだ状態でありますよね、これ

を催芽といいます。芽が出るのを促すと書いて催芽ですね。この成分を水で抽出するという作業をし

て、こういう抽出物を得ます。この抽出物が病院などで現在使われていますけれども iGS4000という

形で実際に登録されているんです。売られているものですけれども病院で非常に効果があるというこ

とがわかっておりまして、健康食品として売られているわけですけれども。当然この効果があるので

あれば、きちんとこういう先進医療とかの⽅法を使えばきちんとデータが出てくるはずですよね。実

際にどれくらいの濃度で、どうちゃんと効いているのかと。逆にどれくらいとってしまったら毒にな

る副作⽤がでる可能性があるかですね、こういうことをきちんとデータとしてとりましょうというこ

とで今回とらせて頂きました。

使った細胞はすい臓がんの細胞で一人の患者さんから取ってきたものです。非常に代表的な細胞で

すけれども、実際にこの iGS4000と言われる抽出物ですね、これを人が経口摂取するタイプとして試

験をしました。となると、胃での消化、それから膵液、さらに移っていきまして腸の吸収ですね、さ

らにその後、実際に⾎中にのってくるということになりますので、この操作をきちっとやってます。

ですから⾎中に⼊ってきているようなものをとりましてその濃度でやりました。これがこの状態です



ね。ネガティブコントロールというのはですね実際にこの取ってきた液自体をこのブドウが⼊らない

で消化と吸収を模したネガティブコントロールと言われているもので、成分⼊ってないんですけれど

も他のものは全部⼊ってると。3㎎/mlか5㎎、10㎎でやっているんですが、5㎎/mlまでは非常に癌

細胞を自殺させる形、アポトーシスの形で非常に上手に殺せます。アポトーシスの場合はいわゆる副

作⽤が起きません。細胞がこういう風に⼩さくなっていって自分から人に迷惑をかけない。周りの細

胞に迷惑をかけないで死んでいくということです。ですけれども、副作⽤が出るパターンというのは

ネクローシスという言い⽅をされますけれども、細胞がバンっと割れてしまうと。割れると中からい

ろんな成分出ますので、これが周りに炎症起こしてしまうということで副作⽤が出るわけです。

我々の開発した⽅法ですと、このアポトーシス、ネクローシスを分けて実は測定出来ます。これは

今特許出願準備中ですけども、このデータ⾒てもらったらわかりますが、この5までが⼤丈夫です。

ところが10になると半々になってきます。20になると完全にネクローシスばかり副作⽤がみられま

す。10ぐらいがだいたいぎりぎりですね。出来れば5くらいの段階で摂取してもらうのがいいと思い

ます。この資材の特徴としてはですね、だいたい抗がん剤というのは注射で打ちますよね、ところが

この資材は口から普通に食べてもいい、食べて効くって所が非常に新しいです。今までそういったも

のは、例えば胃薬でチュアブルってありますけれども、そういった形で今トレンドになってきていま

す。ですから例えば、末期癌の患者さんでもう注射も嫌、何も嫌って患者さんいっぱいいますけれど

も、そういう⽅に対しては朗報ですし、今後その健康食品だけではなくって成分を追求していくこと

で将来的にはほんとに医薬品になる可能性を秘めてる非常にすばらしい夢のような資材ですね。それ

について今回報告させていただいております。どうもありがとうございました。




